
PHASE Program長崎大学 – PHASE Program

www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/

 English 日本語

TOP ご挨拶 ビジョン 大学の世界展開力強化事業 事業紹介 参画機関 about長崎 お知らせ お問い合わせ

http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/en/
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/greeting/
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/vision/
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/project/
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/program/
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/partners/
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/about/
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/news/
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/contact/


PHASE Program長崎大学 – PHASE Program
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Planetary Healthの実現 
長崎から、アフリカ、そして世界へ

Planetary Health 地球規模の問題への対応・貢献を目指した教育研究、人材育成を推進
する

キャンパスの国際化 日本・アフリカの大学間連携を通して、ボーダーレスな視点・思考を
身に付ける

人材育成 Planetary Healthの実現に向け、高度な課題解決能力を備えた次世代人
材を育成・輩出する

長崎大学長からのメッ
セージ

医歯薬学総合研究科長
からのメッセージ

プログラムコーディネー
ターからのメッセージ
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参画機関

長崎大学
生命医科学域・研究所事務部学務課
PHASEプログラム事務局 
Tel：095-819-7009 
email：phase_jimu[アットマーク]nagasaki-u.ac.jp

学校名：ケニヤッタ大学

国名　：ケニア共和国

学校名：ジョモ・ケニヤッタ大学

国名　：ケニア共和国
学校名：マセノ大学

国名　：ケニア共和国

学校名：ケニア中央医学研究所大学院(KEMRI大学院)　

国名　：ケニア共和国

http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/participation/kenyatta/
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/participation/jkuat/
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/participation/maseno/


長崎大学長　河野 茂 – PHASE Program長崎大学

www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/greet/president/

 English 日本語

 HOME / ご挨拶 / 長崎大学長　河野 茂

ご挨拶

 ＜長崎大学は〝地球の健康〟のために貢献する大学＞を目指します。これは、私が２０２０年に宣言した長崎大学
の新しいビジョンです。

「〝地球の健康〟プラネタリーヘルス」と聞いて、みなさんは何を考えますか？唐突な言葉と感じる方もいるかもし
れません。しかし、私は学長就任以来、長崎大学がどのように未来に貢献するべきかを考え続け、そのコンセプトを
「プラネタリーヘルス」という言葉に込めました。

私たちの住む地球の環境すなわち健康は、危険な状態になりつつあります。人間に例えれば、病気を発症し、治療が
必要な状況でしょう。地球の健康を脅かしているものは何でしょうか。

 2021.3.19

長崎大学長　河野 茂

00:00 03:21

TOP ご挨拶 ビジョン 大学の世界展開力強化事業 事業紹介 参画機関 about長崎 お知らせ お問い合わせ

グローバルな視点では、地球規模のパンデミックを引き起こす感染症、環境問題、国際紛争、核兵器等の諸問題、ロ
ーカルな視点では、人口減少、社会保障、経済格差、教育等の諸問題があると思われます。各問題は複雑にからみあ
い、直接あるいは間接的に地球の健康を脅かしています。

われわれは、この状況に甘んじるしかないのでしょうか？私はそうは思いません。人が作り出した地球の不健康は、
人の力でふたたび健康に戻すことができると考えているからです。今の地球の不健康は、まだ我々の科学が及ぶ範囲
にあります。すなわち今が重要なのです。

長崎大学は、総合大学の強みを生かし、様々な分野の専門性を融合して複雑に絡み合う地球規模の課題に取り組んで
行きます。

２０２０年に大学の世界展開力強化事業として採択された長崎大学の『プラネタリーヘルスの実現に向けた日ア戦略
的共同教育プログラム(PHASE Program)』は、プラネタリーヘルスの達成に貢献してくれるグローバルな人材の育成
を目指してします。

 みなさん、長崎大学とともに、この地球の健康を取り戻し、守り、発展させる為に、活動していきましょう。長崎大
学は、プラネタリーヘルスに貢献したいと集うみなさんを歓迎します。
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長崎大学大学院医歯薬学総合研究科長　川上 純 – PHASE Program長崎大学

www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/greet/kawakami/

 English 日本語

 HOME / ご挨拶 / 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科長　川上 純

ご挨拶

「異分野融合、多文化共生で地球規模の課題を解決できる人材育成」

長崎大学は、「プラネタリーヘルスに貢献する」大学として、２０２1年から『プラネタリーヘルスの実現に向けた
日ア戦略的共同教育プログラム(PHASE Program)』という事業を開始しました。この事業は、大学の世界展開力強化
事業として、国際的に活躍できるグローバル人材の育成と大学教育のグローバル展開力の強化を目指しています。

「〝地球の健康〟プラネタリーヘルス」の達成は地球規模の課題です。その課題に取り組むためには、さまざまな専
門性を持ち寄り、異なる環境や文化を理解しあう必要があります。PHASEプログラムは、日本とアフリカが協力し
てプラネタリーヘルスの実現に取り組むための大学間ネットワークを構築し、地球規模の課題解決に向けて一緒に活
動できる人材・日本とアフリカの架け橋となれる人材を育成します。

 2021.3.19

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科長　川上 純

00:00 02:16

TOP ご挨拶 ビジョン 大学の世界展開力強化事業 事業紹介 参画機関 about長崎 お知らせ お問い合わせ

そのために、私たちは、アフリカと日本という異なる環境に育ち、それぞれの大学で専門教育を受けた学生がプラネ

タリーヘルスという切り口でともに考え、解決に向けた活動に取り組むことを目指すさまざまな交流プログラムを提
供します。例えば、オンライン交流プログラムでは、多文化共生をテーマに交流し、日本とケニアの架け橋となるた
めに必要なコミュニケーション能力を身につけます。また、短期交流プログラムでは、長崎県の離島で長崎大学が展
開する海洋エネルギーや遠隔医療の現場を訪れたり、ケニアで感染症や社会医学のフィールドを訪れたりします。

長崎大学は、PＨＡＳＥプログラムを通して地球規模の課題解決に取り組める人材を育成し、プラネタリーヘルスに
貢献していきます。〝地球の健康〟に貢献したいと考えているみなさんは、ぜひ、長崎大学の門戸をたたいてくださ
い。みなさんとともに学べることを、楽しみにしています。
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ビジョン – PHASE Program長崎大学
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 English 日本語

 HOME / ビジョン

ビジョン

診断／治療／予防

文明／偏見・差別

ワクチン開発

漁業農業環境と経済

環境調和性

水産資源保護／養殖技術

「プラネタリーヘルス」とは、社会や地球が抱える課題に対

し有機的な知の連鎖を誘発させ、活性化させるという長崎大

学の新たな挑戦です。

プラネタリーヘルス

感染症
未知との感染症との闘い

エコヘルス
最適な地球環境とは？

TOP ご挨拶 ビジョン 大学の世界展開力強化事業 事業紹介 参画機関 about長崎 お知らせ お問い合わせ

水資源／都市環境／限界集落／PM2.5／エネルギー政策

／環境分析化学

グリーンケミストリ／創省蓄エネルギー住居／職場環境
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ビジョン – PHASE Program長崎大学
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洋上風力＋養殖

次世代養殖戦略会議／水圏化学藻類／水産未利用エネル

ギー

水環境／生体汚染／毒性物質

潮流発電／次世代プラスチック

核と気候変動

放射線／福島＋チェルノブイリ

平和教育の継続性

経済復興

世界の紛争／原因・背景

海洋環境
海洋の未来は？

平和軍縮
最後の被爆地長崎でプラネタリーヘルスを考える
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ビジョン – PHASE Program長崎大学
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〇本事業により要請しようとしている人物像〇

・日アの架け橋となり、友好的発展に向けリーダーシップを

持ち、アクティブに活動展開できる人材

・地球規模の課題解決に向け、最新技術や考え方を柔軟に取

り入れ、指導的な立場から展開できる人材

・異なる環境を理解し、地球の健康に関する問題を共に考

え、解決に向けた活動に取り組める人材

・PHASE Programで形成する基礎コミュニティーを自発的

かつ持続的に発展させることができる人材

人材育成

キャンパスの国際化
外国人教員や外国人学生とのコミュニケーションが図れる程

度の英語力を有する人材を有し、グローバル人材育成の基盤

となる教育研究の推進を目的として、英語による授業科目の

増加により、日本人と留学生が共修できる教育環境を構築し

ています。また、スマートフォン対応の日英両言語による

HPを新規開設し、積極的に情報発信をしています。

ケニアからの留学生の受け入れにもアフリカ地域からの留学

生の受け入れに豊富な経験・知見を有し、本事業でのケニア

留学生の受け入れにも、スムーズに対応することが可能で

す。
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 HOME / 事業紹介

事業紹介

日本とアフリカの学生による、地球規模の課題解決を目指した、学術交流プログラム！

事業紹介

TOP ご挨拶 ビジョン 大学の世界展開力強化事業 事業紹介 参画機関 about長崎 お知らせ お問い合わせ
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事業紹介 – PHASE Program長崎大学
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長崎大学におけるこれまでの国際共同教育の経験を活かすと共に、オンラインツール（ 等）を活用した海外連

携型協働学習（ ）を導入し、学びの個別化と協働化を両立した課題解決型学習プ

ログラムを実施しており、外国人 （オンライン教育学）専門教員を配置することで、日本人学生とケニア人学生が

連携して社会的・文化的・経済的認識を共有し、学びあえる授業設計を行っています。また、プラネタリーヘルスの４テーマに関

する講義・プログラムに参加し、異なる背景を持つ同年代の学生と切磋琢磨し、地球規模の課題解決に向けた、オンラインでの学

術交流プログラムとなっています！

オンライン交流プログラム
Zoom, Padlet, Miro 

Collaborative Online International Learning: COIL

Online Pedagogy

https://www.youtube.com/watch?v=sMFNWRR_dt4


事業紹介 – PHASE Program長崎大学
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離島を抱える長崎と僻地を多く持つアフリカの類似点に着眼

し、長崎においては、五島列島での情報通信技術を活用した

離島医療や漁業や洋上風力発電等の離島学習を、ケニアにお

いては、本学拠点が管理する僻地の教育研究フィールドを訪

問し、人々の暮らしや社会を学ぶとともに、地球の健康を異

なる立場・視線から学習します。さらに、企業の協力により

保健医療・環境・資源・テクノロジーという多方面からの視

点を養うとともに、課題を長期研修プログラムに橋渡しま

す。

短期交流プログラム

五島研修の動画はこちらから！

長崎大学とケニアの大学が持つ資源を活用し、地球規模の問

題解決に向けた研究フィールドの提供と日ケ双方の教員によ

る専門性の高い指導により質の高いプログラムを実施しま

す。

長期交流プログラム

http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2840-scaled.jpg
https://youtu.be/wCkan8m0410
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2022年　ケニアにて開催予定 

随時更新 随時更新

2023年　日本にて開催予定 

随時更新 随時更新

2020年度採択のJSPSアジア・アフリカ拠点形成事業によるシンポジウムに本事業学 

生を参加させ、学生主体で開催されるセッションにて学生が発表を行う予定です。

シンポジウム

長崎大学がすでに連携している企業において、研修やインタ

ーンシップを実施します。

インターンシップ

http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/symposium/%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab-3/
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/wp-content/uploads/2021/01/sample01.png
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/wp-content/uploads/2021/01/sample01.png
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/symposium/%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab-2/
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/wp-content/uploads/2021/01/sample01.png
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/wp-content/uploads/2021/01/sample01.png
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/wp-content/uploads/2021/03/201110-Kenya-049.jpg
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/symposium/%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab-3/
http://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/phase-program/symposium/%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab-2/
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TOP ご挨拶 ビジョン

プラネタリーヘルス

キャンパスの国際化

人材育成

大学の世界展開力強化事業

文部科学省ウェブサイト

日本学術振興会ウェブサイト

事業紹介

オンライン交流プログラム

短期交流プログラム

長期交流プログラム

シンポジウム

インターンシップ

参画機関 about長崎

長崎の位置

長崎の観光名所

長崎の食べ物

長崎への国際的アクセス

お知らせ お問い合わせ
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長崎大学
生命医科学域・研究所事務部学務課
PHASEプログラム事務局 
Tel：095-819-7009 
email：phase_jimu[アットマーク]nagasaki-u.ac.jp

 長崎大学

 長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科

 長崎大学グローバル連携機構

 長崎大学熱帯医学研究所ケニア拠点

 長崎大学留学生教育・支援センター
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