
 
 
 

日時 	 タイトル 	 講師 	 

44 月 88 日 	 「地域」「女性」そして「輝き」について—プロローグ— 	 永田 	 康浩 	  	  	  	 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 	 地域包括ケア教育センター長 	 

44 月 1155 日 	 救急科医師・フライトドクター 	 〜人生でのいろんな選択～ 	 増田 	 幸子 	  	  	 長崎医療センター救命救急センター 	 医師 	 

44 月 2222 日 	 「人生の計は勤にあり」すべてのキャリアに求められる接遇力 	 田中 	 美吉子 	  	 インターナショナル 	 エア 	 アカデミー長崎校 	 校長 	 

55 月 1133 日 	 これからの時代に求められるコミュニケーション力とは((初級編)) 	 安永 	 誠太郎 	  	 JJMMSS 日本経営サポート協会 	 代表 	 

55 月 2200 日 	 これからの時代に求められるコミュニケーション力とは((中級編)) 	 安永 	 誠太郎 	  	 JJMMSS 日本経営サポート協会 	 代表 	 

55 月 2277 日 	 アドラー流コーチングコミュニケーション 	 大城 	 あゆみ 	  	 aarrbbrree 代表 	 ビジネスコーチ・ファシリテーター 	 

66 月 33 日 	 仕事のやりがいと家庭 	 福島 	 千鶴 	  	 長崎大学病院 	 臨床研究センター 	 副センター長 	 

66 月 1100 日 	 女子も男子もスマイルライフ！ 	  	 浜田 	 久之 	 長崎大学病院 	 医療教育開発センター長 	 

66 月 1177 日 	 魅力あるキャリアデザインを描くために〜医療ソーシャルワーカー編～ 	 宮川 	 江利 	  	 長崎みなとメディカルセンター 	 市民病院 	 医療ソーシャルワーカー 	 

66 月 2244 日 	 創る・選ぶ 	 私のキャリア 	 松田 	 美和 	 EEQQ トレーナー 	 

77 月 11 日 	 創る・選ぶ 	 私のキャリア 	 松田 	 美和 	 EEQQ トレーナー 	 

77 月 88 日 	 “人生の経験値 	 我が家のキセキ” 	 藤田文彦・利枝 	  	 長崎大学病院第二外科 	 医師 	 ・ 	 長崎県福祉�保健部福祉�保健課 	 

77 月 1155 日 	 長崎大学・川内村復興推進拠点での活動 	 折田 	 真紀子 	  	 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻看護学講座 	 助教 	 

77 月 2222 日 	 魅力あるキャリアデザインを描くために〜介護福祉�士編～ 	 中道 	 聖子 	  	 社会福祉�法人日輪会特別養護老人ホームかたふち村 	 アドバイザー 	 

77 月 2299 日 	 総合討論－エピローグ－ 	 永田 	 康浩 	  	  	 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 	 地域包括ケア教育センター長 	 

申込⽅方法   出願票に必要事項を記⼊入の上、4⽉月 10 ⽇日（⾦金金）までに、  

   ⽂文教キャンパス教育⽀支援課に提出してください。  

開講場所   ⻑⾧長崎⼤大学薬学部 5階研修室  

開講時間   16:30〜～18:00（90 分）  

単      位   2 単位  

   

お 問 合 せ    ⻑⾧長崎⼤大学⼤大学院医⻭歯薬学総合研究科  地域包括ケア教育センター 

〒852-8523 ⻑⾧長崎市坂本町 1丁⽬目 12 番 4 号     
TEL 095-819-7046  	  	 FAX 095-819-7048    E-Mail  miraiiryo@ml.nagasaki-u.ac.jp 

期間：平成 2277 年44 月88 日～77 月 2299 日 	 毎週水曜開講 	 ((1166::3300〜1188::0000)) 	 

この授業は⻑⾧長崎⼤大学・⻑⾧長崎純⼼心⼤大学が連携して開講する、NICE キャンパス⻑⾧長崎の授業科⽬目です。

今、地域・世界の最前線の現場で活躍する先輩⽅方を中⼼心にオムニバス形式の講義を⾏行行います。 

多⽅方⾯面からの講義を聞き、Vision をもつ⼤大切切さ・キャリアデザインについて⼀一緒に考えませんか？

男⼦子学⽣生も⼤大歓迎！！学⽣生のみなさんの参加をお待ちしております！ 

(修得した単位は、教養教育の⾃自由選択科⽬目の最低修得単位数に含まれます。) 

昨年度の授業風景

がチェックできます 


