２０２１年度第１学期
客員教員によるゼミのご案内
長崎学習センターでは、平成２６年度第１学期から開設した客員教員による
ゼミを、２０２１年度第１学期も開講します。
ゼミとは、教員が一方的に講義を行う通常の授業に対して、あるテーマについ
て教員と学生が互いに意見を交わしながら進めていく学生主役の授業です。放
送大学の正式な授業ではありませんので、正式な修得単位にはなりませんが、受
講料も徴収しません。あくまでも大学卒業を目指す学生の皆様と教員の方々と
の交流を深め、孤立しがちな皆様の勉学の質を高めるために、客員教員の先生方
に開催をお願いするものです。
皆様の積極的なご参加をお待ちしております！

【テ ー マ ・ 概 要】

別紙のとおり

【申 込 期 間】

４月１５日（木）～５月９日（日）まで
（先着順の受付、定員に達し次第締め切ります。
）

【対

長崎学習センター所属の学生（全科履修生のみ）

象

者】

※ただし、在学中の名誉学生は申込可

【定

員】

各ゼミ１０名まで

【会

場】

対面方式：長崎学習センター４階講義室（一部除く）
オンライン方式：学生の自宅等

料】

無料（ただし、教材等については各自負担となります。）

【受

講

【申 込 方 法】

長崎学習センター事務室の窓口、または電話、
ＦＡＸ、
Google フォームのいずれかにてお申し込みく
ださい。
TEL：095-813-1317
FAX：095-813-1325
申込必要事項：学生番号、氏名、電話番号、
希望ゼミ名（※希望順位）
Google フォーム

【そ

の

他】

一人につき２つのゼミまで受講できます。
（※２つのゼミを受講希望の方は、希望順位をお伝えくだ
さい。なお、定員を超えたゼミについては第一希望の方を
優先いたします。）
原則、毎回出席してください。

QR コード

テーマ ：

伊東

言いたいことを上手く伝えるコツ
昌子

先生

満席となりました。
キャンセル待ちで受付中です。

講義概要（対面とZoom併用）
開講日時
ちゃんと言ったはずのことなのに、相手に正しく伝わっていない
と思い知らされることはありませんか？学校では「話し方」は習っ
たけど、「伝え方」は習っていないと思いませんか？私自身、「結
論から話せばわかってもらいやすい」と知ってはいるものの、つ
いつい起承転結の話をしてしまう。資料を作るときにもアレも大
事コレも大事と情報盛りだくさんで、わかりづらい資料になってし
まう。そんな自分がいやになります。悪い習慣を打破し、効果的
なコミュニケーションを作りたいと思い、自分自身の勉強としても、
このテーマに決めました。「危機からの脱出」という、チームでコ
ンセンサスを得てコミュニケーションを作るゲームなど、楽しい
「上手く伝えるコツ」学習も準備しています。一緒に「上手な伝え
方のコツ」を学びましょう。

１回目

5月19日（水）

13：30～15：00

２回目

6月 2日（水）

13：30～15：00

３回目

6月 9日（水）

13：30～15：00

４回目

6月 16日（水）

13：30～15：00

・コンセンサスを得るコミュニケーション
・効果的なプレゼンテーション
・伝わる文章
・聴く

テーマ ：

対人関係の心理学

加來

秀俊

先生

講義概要
講義概要（対面）
人間の心理学的理解には、個人心理に加
え個人の社会的文脈における行動のメカニ
ズムを理解することが必要である。社会的
文脈における個人の行動、対人関係におけ
る人々の行動および集団レベルでの人々の
行動について考察する。

開講日時
１回目

5月18日（火）

13：30～15：00

２回目

5月25日（火）

13：30～15：00

３回目

6月 1日（火）

13：30～15：00

４回目

6月 8日（火）

13：30～15：00

５回目

6月15日（火）

13：30～15：00

テーマ ：

心に残るウタ、心に伝わるウタ、
その秘密を探ってみましょう！

堀内

伊吹

先生

講義概要（対面）

開講日時

私たちの周りは、様々な音、そしていろんなジャンルの音
楽があふれています。しかし、ふと気が付くと、思わず口ず
さんでいるウタ、あるいはずっと気になっているウタや曲が
ありませんか。今回のゼミでは、そんな、心に残る、そして
心に伝わる音楽の秘密（歌詞の音楽の仕組み、特徴な
ど）について、みなさんと一緒に考えていきたいと思います。
どうぞ皆さんのお気に入りの曲と一緒に、お出かけくださ
い。そして、こんな曲はいかがですか、と私から提案もさせ
ていただきますので、よろしかったら皆さんのお気に入り
のアルバムにお加えください。
＜第１回＞どんなウタが心に残るのでしょうか？
＜第２回＞心に残るメロディー、その秘密
＜第３回＞歌詞は、何を心に届けるのでしょうか？
＜第４回＞印象に残るリズム、アレンジ、そして演奏。

テーマ ：

１回目

6月 1日（火）

13：30～15：00

２回目

6月15日（火）

13：30～15：00

３回目

6月29日（火）

13：30～15：00

４回目

7月27日（火）

13：30～15：00

※２回目以降は、ピアノによる実演も行いま
すので長崎創楽堂（長崎大学教育学部音楽
棟１階）にて実施予定です。
詳細については１回目のゼミの際にお知ら
せします。

ストレスと対処行動
（ストレスとどう付き合っていくのか）

花田

裕子

先生

講義概要（対面）
私たちは、日常的に「ストレス」という言葉を使っていますが、多
くは心理的なストレスを意味していると思います。しかし元々は身
体的な意味でストレスという用語は使われていました。ストレス
の意味の歴史を学びながら、現在の生活の中でストレスとどのよ
うに付き合っていくか？私たちそれぞれが持っているストレスに
対応する方法（対処行動）のパターンを理解してより効果的な対
処行動について考えていきましょう。
また、災害とストレスについてもわかりやすくお話しします。 資
料を配布、参考図書もゼミの中でお知らせします。
・人生の中で起きるストレスフルな出来事と、日常生活の中で誰
もが経験するストレスについて
・ストレスとは？歴史的に意味が変化してきている
・ストレスと認知
・ストレスそのものよりもより重要なコーピング（対処行動）のタイ
プ
・ストレスの病気
・災害とストレス

開講日時
１回目

5月26日（水）

13：00～14：30

２回目

6月 2日（水）

13：00～14：30

３回目

6月 9日（水）

13：00～14：30

４回目

6月16日（水）

13：00～14：30

テーマ ：

丹羽

電子書籍を作ってみましょう
量久

先生

講義概要（対面とZoom併用）
今回のゼミではEPUB形式の電子書籍を取り上げ
ます。参加者の皆さんには，実際に電子書籍を作
成してもらう演習に取り組んでもらう予定です。お
手元にある写真等を簡単に取り込むことができま
すので，できあがった電子書籍をスマホ等に転送し
て，表示させ，お楽しみください。
なお，ゼミにはご自身のノート型PCをご持参くださ
い。電子書籍を作成・編集するオーサリングソフト
Sigilをインストールしてもらいます。

テーマ ：

永田

開講日時
１回目

7月 8日（木）

13：30～15：00

２回目

8月 5日（木）

13：30～15：00

３回目

8月26日（木）

13：30～15：00

４回目

9月 9日（木）

13：30～15：00

健康の定義を再考する
康浩

先生

講義概要（対面）
健康の定義は、1947年世界保健機関（WHO）の設
立時に掲げられた「健康とは身体的、精神的、社会
的に完全に良好な状態であり、単に病気あるいは虚
弱がない状態ではない」が世界的にも広く受け入れ
られている。しかし、70年以上前に提唱されたこの定
義は健康と不健康を二分する考え方でもあり、多疾
患（multimorbidity）を抱えながらも寿命延伸が成し
遂げられている現代の高齢社会ではそのまま受け入
れられない場面もある。このゼミでは、生活習慣病と
がんの現状と予防、そして栄養やフレイル（虚弱）に
ついて理解を深めるだけでなく、社会において良好な
状態とは何かについても議論し、あらたな健康の定
義について考える。

開講日時
１回目

3
7月10日（土）

10：00～11：00

２回目

7月24日（土）

10：00～11：00

３回目

9月 4日（土）

10：00～11：00

テーマ ：

長崎の薬の歴史Ⅰ
：薬の創成期から安土桃山時代まで

西田

孝洋

先生

講義概要（対面とZoom併用）
長崎は、鎖国の江戸時代で唯一西洋に開かれていたこ
ともあり、シーボルトらにより近代医学・薬学が伝わり、長
崎出島には薬草園も作られていた。出島を見おろす丘（長
崎市西小島）には、日本で最初の西洋式病院である養生
所（長崎大学医学部の前身）や、理化学校を意味する分
析究理所（長崎大学薬学部の前身）が養生所内に設置さ
れていた。したがって、長崎と薬には非常に深い関係の歴
史があり、学ぶべき事項が多い。
前期開講の本ゼミでは、長崎の薬の歴史Ⅰとして、薬の
創成期から安土桃山時代まで、長崎と関係がある歴史を
中心に概説する。
１回目：イントロダクション（全体の歴史の大きな流れ、薬
と毒）
２回目：平安時代まで
３回目：鎌倉時代から安土桃山時代まで

開講日時
１回目

8月22日（日）

14：00～15：00

２回目

9月 5日（日）

14：00～15：00

３回目

9月19日（日）

14：00～15：00

