
開講期 外　国　語　科　目 長　崎　の　歴　史　と　文　化 備　　考

A-１ 前期 × ×

A-２ 前期 〇 ×

A-３ 前期 × ×

A-４ 前期 × × 　長崎大学

A-５ 前期 × ×

A-６ 前期 × ×

A-７ 前期 × 〇

A-８ 前期 〇 ×

A-９ 後期 × ×

A-１０ 後期 〇 ×

A-１１ 後期 × ×

A-12 後期 × ×

A-13 後期 × 〇

A-14 後期 × 〇

A-15 後期 × ×

A-１6 後期 × ×

外　国　語　科　目 開講期 開講期 開講期 備　　考

英語 前・後 前期 集中

初習外国語（第２外国語） 前・後 後期 前期

長崎と文化(長崎県立大学シーボルト校教養科目/NICEキャンパス開設科目) 後期 集中

前期 前期

後期

英語演習Ⅰ～Ⅳ 前・後 前期 前・後

中国語、コリア語、フランス語 前・後

英語 1Q～4Q 2Q 共生社会のキャリア(長崎県立大学全学教育科目/NICEキャンパス開設科目外) 4Q

中国語 1Q～4Q 4Q 集中

その他の外国語 1Q～4Q 3Q

英語 前・後 前期 後期

外国語（国際・音楽・看護学部） 前・後 前期 後期

日本語(留学生対象） 前・後 後期 後期

後期

前期

前期

外国語コミュニケーションモジュール 前・後 前・後 前・後 ・外国語科目4単位以上

前・後

前・後

前・後

専修外国語（英・独・仏・中・韓・日） 前・後 前期 後期

専修外外国語（英・独・仏・中・韓・日） 前・後 後期 前期

前・後

English　CommunicationⅠ 前期 後期

後期

英語・独語 前・後 前期 前・後

日本語（留学生のみ） 前・後

英語 前・後 前期 前・後

中国語 前・後 前期 前・後

韓国語 前・後 後期

英語 前・後 前期 前期

韓国語 前・後 後期 前期

中国語 前・後 3Q 前・後

フランス語 前・後 前期

日本語 前・後 後期

総合英語Ⅰ 後期 後期 前・後

総合英語Ⅱ 前期 前期

・外国語科目
　　→2単位以上
・長崎の歴史と文化
　　→1単位以上
・キャリア科目
　　→2単位以上

長崎学Ⅰ（長崎大学（県内大学、短大、高専）/NICEキャンパス開設科目） アプリケーション演習（活水女子大学教養教育科目/NICEキャンパス開設科目外）

長崎学Ⅱ（長崎大学（県内大学、短大、高専）/NICEキャンパス開設科目） SPI非言語分野対策演習（活水女子大学教養教育科目/NICEキャンパス開設科目外）

キャリア形成講座（活水女子大学教養教育科目/NICEキャンパス開設科目外）

インターンシップ（活水女子大学教養教育科目/NICEキャンパス開設科目外）

長崎観光概論（長崎女子短期大学専門教育科目/NICEキャンパス開設科目外）

　長崎短期大学

茶道文化Ⅰ(長崎短期大学教養科目/NICEキャンパス開設科目)

長崎食育学(長崎女子短期大学専門科目/NICEキャンパス開設科目) キャリアアップセミナー1（長崎女子短期大学専門教育科目/NICEキャンパス開設科目外）

キャリアアップセミナー2（長崎女子短期大学専門教育科目/NICEキャンパス開設科目外）長崎観光入門(長崎女子短期大学基礎科目/NICEキャンパス開設科目外)

ホスピタリティビジネス（長崎短期大学専門教育科目/NICEキャンパス開設科目外）

キャリアガイダンス（長崎短期大学専門教育科目/NICEキャンパス開設科目外）

　佐世保工業高等専門学校
対外交渉史論（佐世保高専教養科目/NICEキャンパス開設科目外） 技術者総合ゼミⅠ（佐世保高専専門科目/NICEキャンパス開設科目外）

技術者総合ゼミⅡ（佐世保高専専門科目/NICEキャンパス開設科目外）

　長崎女子短期大学

長崎の歴史と今(長崎県立大学提供教養科目/NICEキャンパス開設教養科目) ビジネス文書（長崎短期大学専門教育科目/NICEキャンパス開設科目外）

実践ビジネスマナー（長崎短期大学専門教育科目/NICEキャンパス開設科目外）

茶道文化Ⅱ(長崎短期大学教養科目/NICEキャンパス開設科目) ビジネスマナー（長崎短期大学専門教育科目/NICEキャンパス開設科目外）

　長崎純心大学
長崎の探究（長崎純心大学基礎科目/NICEキャンパス開設科目外）

長崎地域研究（長崎純心大学基礎科目/NICEキャンパス開設科目外）

　長崎総合科学大学
ながさきを学ぶ(長崎総合科学大学教養科目/NICEキャンパス開設科目外)

　長崎外国語大学

長崎文化論Ⅰ（２年次）（長崎外国語大学教養教育科目/NICEキャンパス開設科目外） キャリアプランニングⅠ（１年次）（長崎外国語大学教養教育科目/NICEキャンパス開設科目外）

長崎文化論Ⅱ（２年次）（長崎外国語大学教養教育科目/NICEキャンパス開設科目外） キャリアプランニングⅡ（２年次）（長崎外国語大学教養教育科目/NICEキャンパス開設科目外）

他大学のＮＩＣＥキャンパス提供科目（長崎学関連）

・長崎の歴史と文化及び
キャリア科目は各2単位以

上就職活動スキルⅢ（鎮西学院大学教養教育科目/NICEキャンパス開設科目外）

就職活動スキルⅣ（鎮西学院大学教養教育科目/NICEキャンパス開設科目外）

将来計画フォーラム（長崎総合科学大学キャリア科目／キャンパス開設科目外）

　鎮西学院大学

他大学のＮＩＣＥキャンパス提供科目 就職活動スキルⅠ（鎮西学院大学教養教育科目/NICEキャンパス開設科目外）

就職活動スキルⅡ（鎮西学院大学教養教育科目/NICEキャンパス開設科目外）

長崎と平和(長崎県立大学全学教育科目/NICEキャンパス開設科目外)

長崎と文化(長崎県立大学提供教養科目/NICEキャンパス開設教養科目)

長崎の歴史と今(長崎県立大学提供教養科目/NICEキャンパス開設教養科目)

コミュニケーション実践学(長崎県立大学全学教育科目/NICEキャンパス開設科目外)　長崎県立大学

　活水女子大学

長崎の文化(活水女子大学教養科目/NICEキャンパス開設科目外) キャリアデザインセミナー（活水女子大学教養教育科目/NICEキャンパス開設科目外）

TOIE対策講座（活水女子大学教養教育科目/NICEキャンパス開設科目外）

キャリア交流(長崎大学教養科目/NICEキャンパス開設科目外)　選択科目

プラネタリーヘルス入門(長崎大学教養科目/NICEキャンパス開設科目外)　必修科目

　長崎国際大学
長崎研究(長崎国際大学専門科目/NICEキャンパス開設科目外) キャリア開発Ⅰ・Ⅱ(長崎国際大学専門科目/NICEキャンパス開設科目外)

キャリア開発Ⅰ「コミュニケーション概論」（長崎大学教養科目/NICEキャンパス開設科目外）　選択科目

　　

【その他の独自の科目】

開　設　大　学　等　名 長　崎　の　歴　史　と　文　化 キ　ャ　リ　ア　科　目　

今と昔の長崎に遊ぶ(長崎大学教養科目/NICEキャンパス開設科目外)　選択科目

　長崎大学

キャリア開発Ⅱ「プレゼンテーション基礎」（長崎大学教養科目/NICEキャンパス開設科目）　選択科目

長崎歴史文化学(長崎大学教養科目/NICEキャンパス開設科目外)　選択科目 キャリア入門(長崎大学教養科目/NICEキャンパス開設科目外)　必修科目

人間関係を考える × 　長崎大学

キャリアデザイン 〇 　長崎県立大学佐世保校

長崎学Ⅱ × 　長崎大学（県内大学、短大、高専）

「１００年に一度の変革期～変わりゆく長崎・未来に向けて～」 × 　長崎大学（長崎県・長崎市）

☆まちの活性化としての「道の駅」その源を探る～RESASと
ビッグデータの活用～

× 　鎮西学院大学

先の読めない時代を生き抜くための様々な学び × 　長崎国際大学

工学概論 × 　長崎総合科学大学

留学生のためのビジネス日本語Ⅲ × 　長崎大学

長崎学Ⅰ × 　長崎大学（県内大学、短大、高専）

留学生のためのビジネス日本語Ⅰ × 　長崎大学

機械学習への誘い（簡単な数学とプログラミング基礎） ×

在宅医療概論　　　　　　　　　　　　　　　　　 × 　長崎国際大学

小学校の英語教育 × 　長崎大学

留学生のためのビジネス日本語Ⅱ × 　長崎大学

「グローカルリーダー育成基礎講座」～基盤となる力とその育成～ 〇 　長崎大学

平成長崎塾(長崎大学教養科目/NICEキャンパス開設科目外)　選択科目

グローカル人材育成プログラムに定める各大学の履修指定科目一覧（令和４年度)

【コーディネート科目】

コ　ー　デ　ィ　ネ　ー　ト　科　目　名 キ　ャ　リ　ア　科　目 開　設　大　学　等　名

すべての人への健康支援を考える × 　長崎県立大学シーボルト校


