主要日誌

平成27年３月〜平成27年６月

3月 8日（日） 平成26年度第18回卒業式・第13回修了式

一般選抜入学試験・後期日程個別学力検査

3月12日（木） （国際学群、
スポーツ健康学科）、

編入学試験Ⅱ期（国際学群）

3月27日（金） 春季インターンシップ報告会
（国際学群）
3月31日（火） 学年終了及び後学期終了
４月 １日（水） 学年及び前学期開始
４月 １日（水）
成績通知・登録関係資料等配布
・２日（木）

（全学）
４月 ２日（木） 在来生オリエンテーション
４月 2日（木）
新入生・在来生オリエンテーション（看護学科）
〜４月 ７日（火）
４月 ３日（金） 新入生一斉学力テスト

平成27年度入学式

４月 ４日（土） 大学院オリエンテーション
（国際文化研究科・

看護学研究科）

４月 ６日（月）
新入生ガイダンス
〜４月 ７日（火）
４月 7日（火） ４年次国家試験対策講座
（看護学科）
４月 ８日（水）

前学期講義開始
（登録調整期間：4月8日〜21日）

（看護学科）
４月１7日（金） 看護学科実習連絡調整会議
（スポーツ健康学科、看護学科）
４月１８日（土） 1年次教育研修
４月２２日（水） 学内合同企業説明会
〜４月２４日（金） （国際学群、
スポーツ健康学科）
４月２５日（土） １年次教育研修
（国際学群）
５月 ９日（土） 新入生歓迎スポーツ大会
５月１１日（月）
4年次領域実習（看護学科）
〜7月31日（金）
６月中

教育実習（高等学校）

寄付金を賜りました
「本学の教育・研究活動および学生課外活動の奨励、また留学生奨学
資金などに役立ててください」と、次の方々からご寄付を賜りました。
寄付者の皆様のご芳名を掲載し、改めてお礼を申し上げます。

■名桜大学県出身者子弟を支援する会 会長 島袋 茂照 様
■宮里 政邦 様
■メリーハウス 比嘉 千恵子 様

行事予定

７月１８日（土）
現地実習宿泊研修（国際学群）
・１９日（日）
７月２２日（水） 言語学習センタープロジェクト発表会
７月２２日（水）
教養演習Ⅰポスター展示会
〜８月 ５日（水）
７月２９日（水） 数理学習センタープロジェクト発表会、

卒業論文テーマ発表会（国際文化教育研究学系）

７月３０日（木）
台風等休講による補講予備日
・７月３１日（金）
８月
〜８月
８月
８月

３日（月）
学期末試験期間
７日（金）
８日（土） 第２回オープンキャンパス
９日（日） 中学生看護体験セミナー
（看護学科）

８月１０日（月）
追試験実施期間
〜８月１１日（火）

大学院修士論文中間発表会、修士論文計画テ

８月１０日（月） ーマ発表会及び研究生研究計画概要発表会

（国際文化研究科）

８月１０日（月）
総合実習（看護学科）
〜９月１８日（金）
８月１０日（月）
夏季休業
〜９月２４日（木）
８月１０日（月） インターンシップ
（国際学群、スポーツ健康学科）、
〜９月２４日（木） 海外インターンシップ（国際学群）、現地実習
以内に実施 「国際協力コース」
「教育支援コース」
（国際学群）
８月１２日（水）
再試験実施期間
〜８月１３日（木）
８月１２日（水）
現地実習「東南アジアコース」
（国際学群）
〜９月 １日（火）
８月１９日（水）
現地実習「沖縄コース」
（国際学群）
〜８月３０日（日）
８月２０日（木）
AO入試（国際学群）
〜８月２２日（土）
８月２４日（月）
夏季休暇（教職員）
〜８月２８日（金）
９月上旬
現地実習「英語圏コース」
（国際学群）
９月中
教育実習（中学校）
９月 ３日（木）
現地実習「東アジアコース」
（国際学群）
〜９月１９日（土）
９月 ５日（土） 編入学試験
（スポーツ健康学科）
９月 ５日（土）
現地実習「中南米コース」
（国際学群）
〜９月２１日（月）
９月 ６日（日）
〜９月１７日（木）
９月 ７日（月）
９月１１日（金）
９月１２日（土）
９月１９日（土）

現地実習「日本コース」
（国際学群）

編入学試験（看護学科）
９月卒業式・修了式
オープンキャンパス（予備日）
大学院修士論文中間発表会（看護学研究科）
（国際学群）、
９月２４日（木） ２年次キャリアアップセミナー
前学期終了

年次別オリエンテーション、
９月２５日（金） 後学期開始、

大学院オリエンテーション（国際文化研究科）

９月２８日（月）
３年次領域実習（看護学科）
〜１月２９日（金）
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６月２７日（土） I Tスクール2015
７月中
３年次就職セミナー（スポーツ健康学科）

９月２４日（木）
成績通知・登録関係資料配付
・９月２５日（金）

メリーハウスグループの比嘉様より寄付金が贈呈されました
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01. 学事報告

平成27年度 入学式

平成27年度 1年次教育プログラム

私たちのキャンパスライフ ー名桜大学に入学してー
平成26年度 第18回卒業式・第13回修了式
第6回名桜大学国際学群公開シンポジウム

第10回名桜大学人間健康学部公開シンポジウム
看護学科4年次国家試験対策

平成26年度 看護学科3年次キャリアアップセミナー開催
平成26年度 県内・県外病院説明会開催

12. 東江康治先生を偲ぶ
13. 研究コラム つながる、つなげる教員の輪
14. 人間健康学部長就任のご挨拶
14. 教育・研究活動レポート
28. 卒業生の活躍
29. 就職活動支援レポート
30. わたしのふるさと自慢
31. ウェルトーク
32. 言語学習センター
33. 数理学習センター
34. S-CUBE
35. シリーズ ■ゼミ紹介 ■サークル紹介
38. 課外活動レポート
41. 公開講座報告
42. 地域出前講座報告
43. お知らせ
47. 主要日誌・行事予定・寄付者一覧

学 事 報 告

学 事 報 告

平成27年度 入学式

平成27年度 1年次教育プログラム

4年後の若夏の空に、高く誇らしく羽ばたくことを期待（学長告辞）

国際学群

平成27年度入学式が、晴天に恵まれた４月４日（土）、北部

平成27年度入学の国際学群の新入 生は297人です。北は

生涯学習推進センターにおいて執り行われました。

北海道から南は九州・沖縄の全国各地からこのやんばるの地

512人（学部学生501人、大学院生11人）の学生が名桜大

にある名桜大学に入学しました。新入 生の瞳は、希望にあふ

学に加わり、新たな一歩を踏み出しました。
式典では、入学生代表の仲村佳奈子さん（沖縄県立北部農

二人三脚のサッカーでは、息の合ったプレーを見せていました

れ、輝いています。４月は、新入生にとって、緊張感のある大学

により円 滑に行 われまし

生活の始まりです。ここでは、新入生オリエンテーションと新

た。教育研 修（歓 迎会）の

林高校出身）による宣誓、山里勝己学長による告辞、北部広域

入生教育研修（歓迎会）について総評を述べたいと思います。

数日前 に 、学 生 デ ザイン

市町村圏事務組合稲嶺進理事長および本学比嘉良雄理事長

新入 生オリエンテーションは、４月７日（火）に多目的ホー

のポロシャツも全 員に配

ルで開催されました。午前は、主に教員によるオリエンテーシ

布しました 。当日は 、１年

ョンでした。佐久本 功達国際学群長の挨拶から始まり、１年

次の 学 生と 教 職 員 、ウェ

次担当教員による国際学群の特徴やカリキュラム、専攻の紹

ルナビの学 生、総 勢3 5 0

介、大学生活の過ごし方 等についての説明が行われました。

人 が参 加する一大イベン

自らと世界について考える学びの場として、皆さんを迎える

新入生は、先生方の説明に熱心に耳を傾け、配布された資料

トとなりました。午前は、

準備を整えています」との言葉が述べられました。

を丁寧に読み込んでいました。この日、新入生にとって大きな

クラス毎に実習・演習ホー

による祝辞が述べられました。
山里学長は、
「 大学生になるということは、多様な考え方に
自らを開き、幅広い知識を統合した人間として成長することを
意味する」とし、
「 学生会館SAKURAUMは、学生が自立して

山里学長による告辞

式典後、SAKUR AUMへ 移動した入学生は記念撮影を行

準備された新聞紙に全員が乗るには？
協力しながら取り組む新入生

関心は、クラス担当教員の発表だったのではないでしょうか。

ルに集合して、開会式が始まりました。人間ビンゴ、新聞紙乗

った後、先輩学生によるサークル紹介にて熱烈な歓迎と勧誘

各クラスの担任発表と自己紹介には、新入生から大きな拍手

りというクラス毎のレクリエーションを楽しみ、二人三脚のサ

を受けていました。入学生保護者は、後援会総会、学科ごとに

が起こりました。午 後は、講義棟に移動し、各クラスでウェル

ッカーで盛り上がりました。レクやスポーツを通してクラスの

行われた教職員との懇談会に参加しました。

ナビによる履修ガイダンスでした。懇切丁寧な先輩学生によ

仲間と打ち解け、大学の中庭で待ちに待った昼食（BBQ）を楽

る説明とアドバイスにより、１年次の科目履修計画はスムー

しみました。快晴に恵まれたこの日、新入生は、きっと、この教

ズに行われました。

育研修（歓 迎会）を通して、仲間と先輩、教職員との距離が一

入学生
の声

何事も積極的に関わっていきたい
仲村 佳奈子さん

国際学群新入生教育研修（歓迎会）は、４月25日（土）に北

比嘉理事長による祝辞

部生涯学習推進センター実習・演習ホールで実施されました。
この教育研修（歓 迎会）は、２カ月前からウェルナビの学生と

教師を目指して名桜大学へ進学しました。バスケットボー
ルをはじめスポーツ系の部活やサークル、それから、ヘルス
サポートが行っている地 域でのボランティア活動に興味が
あります。大学では、スポーツやボランティア活動を通して
様々な人々と交 流が図れると思うので、積 極 的に参加して
いきたいです！

１年次担当教員を中心に内容が検討され、職員の強力な支援

歩近くなったことを実感したことでしょう。
総評：国際学群１年次学年担当主任
嘉納 英明（国際学群 国際文化教育研究学系 教授）

奏

吹奏楽部による演

式典に花を添えた

参加者同士で互いに質問をしながら、
シートに記された条件に合致する人を
探す人間ビンゴ

学生会館SAKU

RAUM前で行わ

入学生を代表し宣誓した仲村さん
式に臨む新入生一同

れたサークル紹介

新入生をはじめ、ウェルナビ・教職員を含む参加者一同

【平成27年度入学生数】
国際学群

国際学類

スポーツ健康学科
人間健康学部
看護学科

1

の様子

声
新入生の

新入生

297人

2年次編入生

3人

3年次編入生

8人

新入生

100人

2年次編入生

3人

3年次編入生

1人

新入生

84人

3年次編入生

5人

大学院
国際文化研究科

国際文化システム専攻

6人

大学院
看護学研究科

看護学専攻

5人

自分たちで焼いたBBQメニューは
美味しさもひとしお

今よりさらに成長していきたい

沖縄でしかできない体験を味わいたい

玉城 伸一郎さん（沖縄県立名護高校出身）

越智 みらのさん（広島県・安田女子高校出身）

教育研修を通して、協力して取り組むことで喜びを分かち
合うことができ、初めて話した人とも仲良くなれました。名
桜大学に入学して、県外や沖縄県中南部出身の学
生に出会い、様々な価値観に触れることができ
ました。また、授業においても「自分の考えをし
っかり話すこと」など高校と大学の違いを実
感しています。これからも多くの人と関わ
り、学習に取り組み、より成長させていき
たいです！

教育研修のクラス対抗二人三脚サッカーで、クラスの
団結力が深まったように感じました。クラスの友人（沖
縄県出身）と話していると、沖縄の方言やイ
ントネーションの違いが面白く、つられて
しまうこともあります。地域による違いを
楽しみつつ、沖縄に来たからには、沖
縄の観光名所を周るなど、ここでし
かできない体験を味わおうと思い
ます。
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人間健康学部

人間健康学部

スポーツ健康学科

看護学科

スポーツ健康学科に平成27（2015）年度入学した10 0人

平 成 2 7年 度 看 護 学 科 9 期 入学 生

の新入生（男子51人、女子49人、沖縄県内出身37人、県外出

は、１年生84人、3年生編入5人の89

身 6 3 人 ）と4人の 編 入 生の 新 入 生 教 育 研 修 を 、4月18 日

人で す 。そ の内 訳を県 内 外 別 に み る

（土）、実施しました。新入生は、東村のつつじエコパークにお

と、県内66人、県外23人です。男女別

いてプロジェクト・アドベンチャー（PA）体 験に参 加しまし

では男子26人、女子 63人となってお

た 。PA体 験は冒険 教 育ともい われ、さまざまな 活 動を 通し

り、今回の男子入学生は過去最多であ

て、参加者の自主性や協調性を養う野外活動を中心としたプ

った昨年より5人増え、全体の3割を占

ログラムです。参加者は行動のルールを守りながら、グループ

さまざまなPA施設を体験

めました。今 年度は、開学20周年・公

で課題に取り組み、信頼関係や課題解決を図っていきます。

に体を支え合う場面が何度も見られました。最終的には全員

立大学法人化5周年記念事業の一環として建設された学生会

がそれぞれ別の台に移動することに成 功。一人でも適当にや

館SAKUR AUMが完成し、新入 生を迎えてくれました。食堂

ろうとしたら、絶対にできなかったでしょう。

やカフェでは、学生が友好を深めていたり、個人やグループで

現 地でスタッフに出迎えられた新入 生は、グループごとに
さまざまな活動に参加しました。その一つは、10人ずつのメ

共に学びあう仲間と交流を深めた新入生一同

ンバーが1ｍ四方の3 つの台にそれぞれ分かれて立ち、別の

その他にも、ボルダリングや電柱を登ってからの高い位置

台に 移動するというもの。狭い台の上に10人 が立つこと自

での丸太橋渡りでは、多くの学生の足がすくんでいました。恐

新入 生ガイダンスでは、これから大学生活を送るにあたっ

体、難しそうでしたが、お互いに体を支え合うことで、安定し

怖心を克服しようという本人のチャレンジ精神と、地 上から

ての心構え、履修ガイダンス、ゼミ活動、クラス活動等の説明

て立ち続けることができるようになりました。その上で大小

アドバイスを送る仲間たちの励ましによって、全員がベスト

が行われました。学生は、教員や2年生の話を緊張した面持ち

2 本の板を使って別の台に移動するのですが、立ち続けるこ

を尽くすことができました。これらの経験を今後の人間関係

でしっかりと聞いており、彼らの瞳に夢や希望があることを

とで精一杯に思えるなか、学生は何から始めたらよいのか戸

や学 生 生 活に生 かして、充実した4 年間を送ってくれること

感じました。初めての履修登録で困ることがないよう、2年生

惑っていました。時間をかけてどうしたらよいのかを考え、言

を期待しています。

は、昼食時間帯対応の相談窓口を設けました。相談窓口では、

葉 で 伝 え合 い 、さま

本研 修には学 年担当以 外の先 生 方にもご参加いただき、

学習する光景がキャンパスを飾るようになりました。

科目の概要や試験の難易度などについての質問があり、2年

ざ まなアイディア を

ありがとうございました。新入 生に関連した行事の開催にあ

生は質問に丁寧に対応しており、看護学生としての成長を感

生み出しました。とは

たりお力添えをくださった多くの関係 者の皆様にも、心より

じました。

いえ、いざアイディア

感謝申し上げます。

の 実 践 と なると 、足
元 が 不安 定になって
しまい、改めてお互い

総評：1年次学年担当主任
竹沢 昌子（スポーツ健康学科 上級准教授）

見事別の台に移動成功

昼食のピザを協力しながら作る新入生

新入生教育研修の目的は、
「 学科の理念を基に学生が夢や

特徴を知り、ゼミやクラスで協力することの大切さ」
「 先輩の

目標を語り合い、新入 生、上級 生、教員との親睦を図る」こと

計画力と統率力の凄さを学び感銘した」とありました。2年生

です。研修会の企画・運営の準備は、2年生と旧1年生のクラス

は教育研修会の方法を変えることに挑戦し、大変なことも皆

担任で春季 休暇中から準備を進めてきました。従 来、新入 生

で協力し合いました。新入生に計画力と統率力の凄さを伝え

教育研修会の場所は大学構内の環境を知る目的で大学内で

ることができ、心のこもった贈り物になりました。新入生研修

行われてきました。新入生と親睦を深めたい2年生は研修場所

会の開催に際し、ご協力いただきました学生や職員の皆様に

を名護青年の家に移し、皆で昼食を作り・食べることを企画し

感謝申し上げます。

ました。今回、場所を郊外に移したことで安全対策も図られま
した。研修会終了後の新入生の感想では、
「学生個々の性格や

新入生一同（午前の部Ａ・Bクラス）と教職員及び現地スタッフの方々と共に

声
新入生の
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声
新入生の

自身の生い立ちをポートフォリオにまとめ
自己紹介を行う

２年生にアドバイスを受けながら
カードメソッドに取り組む

総評：看護学科１年次担当

名城 一枝（看護学科 准教授）

意見が書かれたカード全員分をまとめ発表

仲間を大切にしていきたい

気さくで優しい先輩方を見習いたい

玉城 賢志郎さん（沖縄県立那覇西高校出身）

宮城 翔さん（沖縄県立名護高校出身）

PA体験では、出された課題に取り組む際、自分自身の考えだけでなく、グループ全員で相談し合うこ
とで解決 策を導き出すことができました。また、丸太橋渡りでは、橋を渡る人に対して声掛けしたり、ま
た、自分が橋を渡る際に声掛けされたりすることで無事に達成することができ、仲間としての絆が深ま
りました。
研修に参加する前は、名前しか知らなかった人も、PA体験後には自然と話すようになり仲良くなれま
した。今回の体 験を終えて、何事も一人で考えこまず、皆で互いに話し合えばより良い学生 生活が送れ
ると感じました。

教育研修では、午前中にカレーやピザ作りをして打ち解けあったゼミ生同士で、午後キャリアポートフ
ォリオを用いた自己紹介とカードメソッドを行いました。特に良い経 験 だと思ったのはカードメソッド
で、お互いの考えについて意見交換ができ、自分以外の考え方を知ることで自分自身の学びにつながり
ました。
入学して間もないですが、先輩方が優しく接してくれます。また、教育研 修のようなイベントを先輩方
が企画してくださるので、これからの学生生活が楽しみです。先輩方のように、豊かなコミュニケーショ
ン能力を身に付け、いろいろな方々と接していきたいです。
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私たちの
キャンパスライフ
夢実現に向ける４年間

名桜大学に入学して
宮里 杏奈（国際学群、沖縄県立普天間高校出身）

私は将来、国際協力関係の職に就きたいと考えています。その

新入生が名桜大学に入学して早１カ月が経ちました。新入生たちは、高校との違いに始めは戸惑いながらも
大学生としての学び方や視点を身に付け、本格的に始まった講義に取り組んでいます。そして、より充実した
キャンパスライフを送れるよう、サークルやイベント等に参加し、他学科の学生や先輩と交流を深めています。
新生活をスタートした新入生６人の声を紹介します。

名桜という充実した環境

熊田 樹莉（国際学群、福島県立郡山高校出身）

私の大学の選択において、一番重視したのはなんと言っても、

と 、様 々 な サ ー ク

ためには、専門のみならず多くの知識や考え方を持つことが必

所在地でした。
「この名桜大学がある、沖縄県に住んでみたい」と

ルに入れること。

要です。名桜大学では、語学や国際学だけでなく、故郷である沖

いう思いが私をこの大学へ導いたのです。温暖湿潤であり、住ん

これらが大学と高

縄についても学べると考え、入学を希望しました。

だことがなく、みんなが知っているリゾート地という憧れ。さら

校の一番の違いだ

に、情報システムズ専攻という自分にとっては、実に魅力的な専

と思います。

入学して１カ月が経ちましたが、忙しくも楽しい毎日を送っ
ています。名桜大学は学部を超えてつながるイベントが

攻。これらを求めて私は、名桜大学に入学しました。

多く、県内外の仲間がたくさんできました。また、親切な
先輩方も多く、困ったときには声を掛けてくれてとて
も助かりました。

仲の良い友達とウェルナビの先輩でパシャリ

大学は高校と違い自由が増えますが、その反面、

これから先は、留学など様々なことに挑戦していきたいと考

自己責任の場面も多くなります。自らの意思で行動

えています。将来世界の舞台で、沖縄を大きくアピールできる人

し、判断することが成長につながると考え、積極的

材になることが私の目標です。そのためにも大学での４年間、常

な挑戦を心掛けています。

に向上心を忘れず、努力し続ける自分でありたいです。

宮古島から名桜大学へ

名桜大学を志望した理由は、体育教員になって多くの生徒に

く、やるかやらない

スポーツの魅力を伝え、沖縄県のバレーボールをもっと活性化

かは自分次第です。

させたいという夢があるからです。名桜大学は、北は北海道から

ですから、自分から

南は沖縄の八重山までの広い範囲から学生が集まるため、各地

学びにいかなけれ

の文化や方言を多く知ることでき、コミュニケーションがとり

ば 、い く ら 大 学 に

やすい環境です。私は出身の宮古島を離れて名護で一人暮らし

入っても夢をつかむ

をしています。慣れない家事をしていく中で、今までどれ

ことはできないと感

だけ両親に支えられていたのかを実感すると共に、感謝

じます。勉強すると

の気持ちでいっぱいになります。時々、宮古島の海を恋し

きは懸命に勉強し、

く思うときもありますが、最近は自炊を楽しめるゆとり

遊ぶときは思いっき

ルを蹴ったことがないので、経験で差は生まれても、先

得を目指し、GPA

輩たちや仲間たちとの交流が楽しくて、一度も休ん

平均3.0を目指し

でいません。

て 学 習 に 励 み 、仲

大学に入学して、一番驚愕したことは、学食や売
店の商品の充実度、好きな講義を取って学べるこ

り遊び、部活動は全力で取り組むことを4年間のモットーにがん

ライフを過ごしています。

ばっていきます。現在は、部活動のバレーボールで3部リーグに

クラスメイトとの１枚

間たちと切磋琢磨しながら、充実した大学生活を送りたいと思
います。

佐野 加奈（スポーツ健康学科、山梨県立甲府西高校出身）

皆さんは山梨県を知っていますか？学校では中部地方に区別

らの私の目標は、とにかく様々

されると習うのに、天気予報では関東地方に括られる、なんとも

なことに挑戦していくという

微妙（絶妙）な県です。そんな山梨県は私の出身地です。富士山を

ことです。先日は、帆かけサバ

筆頭に豊かな自然に囲まれていますが、残念なことに海がない

ニのイベントスタッフとして

のです。人生の中で海をあまり見たことがない私は、この地に来

さっそく参加してきました。大

て海の美しさに絶句しました。また、長年続けてきたバス

学という枠組みを飛び出した

ケットボールの影響もあり、スポーツ・健康について学

地域貢献という活動で、自分の

び、研究したいと思っていた私にとって、名桜大学のス

新たな可能性を見出せた気が

ポーツ健康学科はまさに絶好の学び場でした。どの

します。現状に満足することな

講義も私の興味をそそるものばかりです。地元を離

く、ハングリー精神を忘れずに

れ、新たな地での生活に不安はありました。しかし、

充実した4年間の学生生活を

先生方や親切な先輩方、そして個性豊かな友達に支

送っていきたいです。

新入生研修のPA体験に取り組んだメンバーと

も持てるようになり、仲間と共に楽しいキャンパス
高校と大学の一番の違いは、
「主体性」が大きく問

の様々な資格の取

目標は様々なことに挑戦していくこと！

池村 大地（沖縄県立伊良部高校出身）

私は今後、
情報系

私は、大学に入学して、フットサルを始めました。ボー

えられて何の不安もなく生活できています。これか

昇格することを目標に、
日々、
練習に励んでいます。

帆かけサバニイベントスタッフとして
参加しました

われることです。大学では自分で判断することが多

新しい環境での日々
美しいヤンバルの森に囲まれた環境で学ぶ

伊良部 裕也（看護学科、沖縄県立宮古高校出身）

私が名桜大学の看護学科を選んだ理由は、日本で数少ない参
画型看護教育を取り入れた授業を行っている大学の一つだから
です。また、それだけではなく、沖縄県以外の方々も多く在籍し

私は将来、地域で活躍できるような看護師になりたいと考え

野に興味を持った

ています。名桜大学では、地域の健康支援活動を積極的に行っ

人が集まっている

ており、地域の人たちと接する機会が多いので進学を志望しま

の で 、お 互 い に 切

した。

磋琢磨しながら学

ており、ウェルナビ主催のイベントや学部学科関係なく行われ

大学生活は、毎日がとても充実しています。先生方や先輩方の

習に取り組むこと

る交流会などを通し、たくさんの人と交流することができ広い

フレンドリーな雰囲気に緊張もほぐれ、学部学科を越えて友達

ができるところで

視野を養うことができると思ったからです。

もできました。

す 。私 も 同 じ 目 標

実際に名桜大学に入学してみると、大学の先輩方は
看護学科の新入生歓迎バレーボール大会に参加しました

私は入学と同時に沖縄での一人暮らしを始めまし

を持った友達と授

た。カルチャーショックをうけることもたくさんあり

業の内容を深め

るなど、とても優しくサポートしてくれました。それだ

そして、何と言っても、この美しいヤンバルの森に囲まれた環

ましたが、今はその違いを楽しんでいます。１カ

合 っ た り 、一 緒 に

けでなく、多くのイベントなどを催してくださるの

境での学びはとても魅力的で名桜大学を選んで良かったと思え

月経っても未だに慣れませんが毎日家事も頑

で毎日がとても充実しています。また、先生方は学

る理由の一つでもあります。私は、ここでの４年間は積極的に友

張っています。親元を離れて初めて親のありが

生一人一人に真摯に接してくださるので授

人を作り、社会に出て通用する技術を身に付けていきたいと思

たみというものをしみじみと感じています。

業などに集中して取り組むことができます。

います。

履修登録の仕方や授業の内容などを親切に教えてくれ
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内山 遥香（看護学科、鹿児島実業高校出身）

高校の時との一番の違いは、大学では同じ分

ゼミメンバーの誕生日パーティ

勉強したり目標達成に向けて努力しています。
今後は、ボランティア活動に積極的に参加し地域の方々との
交流をしていきたいです。また、せっかく沖縄で４年間を過ごす
ので沖縄のこともたくさん学びたいです。
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学 事 報 告
学生インタビュー

平成26年度 第18回卒業式・第13回修了式

◆最優秀卒業生・修了生

豊かな人生を築いていくことを期待して（学長告辞）
平成27年３月８日（日）、平成26年度名桜大学第
18回卒業式並びに大学院第13回修了式が、北部生涯
学習推進センターで挙行されました。
暖かな春の日差しに包まれて、国際学群269人、
人間健康学部184人、大学院国際文化研究科7人、
看護学研究科5人の計465人が卒業・修了し、新たな
一歩を踏み出しました。

最優秀卒業生

〔受賞者・団体一覧〕

田中 美羽
（語学教育専攻、北海道・遺愛女子高校出身）

中村 光希
（情報システムズ専攻、京都府立南陽高校出身）

岩﨑 恵里華

式典では、各学科代表者及び大学院修了生に学位
記が授与された後、優秀な学業成績を収めた卒業生・
修了生、並びに課外活動等において功績が認められ
た卒業生・団体に対し表彰状が贈られました。
告辞を述べた、山里勝己学長は「本学で真摯に学
び、自由に考えたことが、皆さんの人生を導く光とな
ることを祈っています」とはなむけの言葉を贈りま

でなく、自ら掴み取った全ての知識・経験を大いに活

濱口 紗樹
各学科で優秀な学業成績を収めた卒業生
（左から田中さん、中村さん、岩﨑さん、
濱口さん、金城さん）

金城 志織
（看護学科、沖縄県立向陽高校出身）

最優秀修了生
江 蘇文（国際文化研究科）
宮平 隼一（看護学研究科）

学生表彰

各研究科で優秀な
学業成績を収めた修了生
（左から江さん、宮平さん）

用し、社会人として自立し、人生を邁進したい」と誓
いました。

沖縄県内初、ラグビー日本代表選手として
アジア女子選手権大会へ出場

地域社会や国際社会でご活躍する人間になることを
念じています」と、稲嶺進北部広域市町村圏事務組合
理事長が「名桜大学の建学の精神『平和・自由・進歩』
のもとで培った高い専門性と多角的な視点をもって
リーダーシップを発揮し、社会を牽引していくこと
を期待しております」と祝辞を述べました。

宮平

授業で「学問は人を助けるために学ぶこと」という言葉を
聞き、大学での学びの姿勢が変わりました。また、イギリス
留学では国際社会の中で活躍するための基礎を学ぶことが
できました。名桜大学は、豊かな自然の中で、のびのびと自
由に好きなこと・興味のあることを深く学べた場所であり、
現代社会の複雑な問題を身近に学べた大学でもありまし
た。今後は、国際化していく日本で活躍できる人材になりた
いです。

家庭を持ち働きながら大学院に通うことは、時間を合わ
せる難しさもありましたが、勉強することがリフレッシュ
になり、学んだことを臨床現場に還元できれば地域のため
にもなっていくと思い励みました。ベテランの先生方と議
論できたことは貴重でした。素晴らしい講師陣それから、
講師陣の人脈を生かし、FD等で招かれた先生方は著名人
でした。その方々から学んだことを今後生かしていきたい
です。

「駆け抜けた４年間」

（スポーツ健康学科、福岡県立城南高校出身）

英語技能検定１級合格

引き続き、比嘉良雄理事長が「更なる成長を続け、

田中 光哉（語学教育専攻、福岡県立久留米高校出身）

隼一さん

濱口 紗樹さん
ヘルスサポートの活動を通して、大学での学びを生かし
地域貢献できたこと、社会に出る上で大切なこと等を学べ
たことに感謝しています。名桜大学は自己実現ができる、そ
れを応援してくれる大学です。勉学や課外活動に打ち込む
ことができる環境に恵まれ幸せでした。４月からは、社会貢
献のできる教員として学校の現場で子どもたちと共に成長
していきたいです。後輩たちのモデルとして活躍する人で
あり続けたいです。

金城 志織さん

三段跳び競技において沖縄県記録15m50を樹立

屋良 太章

技能検定の獲得及び課外活動における
学習支援ボランティア活動に参加（総時間336時間） 功績が認められた卒業生
（左から田中さん、加藤さん、屋良さん、
松平 伊織
（スポーツ健康学科、大分県立中津南高校出身）
松平さん）
（スポーツ健康学科、沖縄県立前原高校出身）

学習支援ボランティア活動に参加（総時間303時間）

海江田 和樹（語学教育専攻、宮崎県立小林高校出身）

仲間と助け合い、家族や先生方、様々な方に支えられ、厳
しい学びや実習を乗り越えました。この４年間、ハードでし
たが振り返ると中身の濃い学生生活で全てが思い出です。
楽しい大学でした。これからは、名桜ナースとして、様々な
分野で活躍できるよう頑張ります！お世話になった先生
方、看護学科の皆、家族に感謝しています。

濱口 紗樹（再掲）
ヘルスサポート副長を務め健康支援活動を実施

「革命尚未成功、同志仍需努力」

水本 友希

江 蘇文さん

（スポーツ健康学科、広島県福山市立福山高校出身）

第21回名桜大学祭実行委員会実行委員長

江南 奈緒子（看護学科、大阪市立東高校出身）
言語学習センターで
２年半チューターリーダーを務めた

課外活動や先見的な活動等における
功績が認められた卒業生
（左から濱口さん、水本さん、江南さん、
川平さん）

川平 真実（語学教育専攻、沖縄県立那覇西高校出身）

学生団体表彰
就職活動支援学生団体 S-CUBE

保健師国家試験委員会
代表 外山 愛
（看護学科、長崎県立長崎南高校出身）

代表 金城 賢太郎
（情報システムズ専攻、沖縄県立球陽高校出身）

ヘルスサポート

看護師国家試験委員会
代表 アルシーバル 瞳子
（看護学科、沖縄県立首里高校出身）

代表 小田 優香里
（スポーツ健康学科、兵庫県立伊丹高校出身）

「一番成長することができた４年間」
加藤 あかりさん
男子ラグビー部のメンバーと共に試合に出たことが一番
の思い出です。また、日本代表選手に内定が決まった時、ゼ
ミの仲間に喜んでもらえて本当に嬉しかったです。講義で
学んだこと、例えば足を早くする方法やトレーニングに必
要な知識を、日々の練習やトレーニングに取り入れ、実践に
生かすことができました。一番の目標は、東京オリンピック
出場です。そのためにもこれからも頑張ります！

沖縄で過ごした日々は私にとって貴重なものです。特に
印象に残ったのは「イチャリバチョーデー ※ 」です。沖縄の
人々の優しさが身に染みました。名桜大学は元気いっぱい
な大学です。生活環境においては不便に感じる点もありま
したが、森に囲まれ海が見えるといった豊かな自然環境は、
勉学に励むには最適です。今後は、沖縄と中国及び世界の架
け橋となれるよう頑張ります。
※一度会ったら皆兄弟

◆団体表彰学生
「自分の可能性を広げられる大学」
名桜ウェルナビ代表

横塚 美保さん

ウェルナビの活動では、学内イベントの企画・運営を行う
ことの難しさや楽しさ、人とのつながりの大切さを学ぶこ
とができました。ウェルナビ長を務め、今まで、できない・無
理と思っていたことも、多くの協力を得て実現することが
できました。また、本音で語り合い、素晴らしい時間を共有
した、かけがえのない大切な仲間と出会えたことは本当に
幸せでした。本当にありがとうございました。

卒業・修了記念事業
第 1 8 期 卒 業 生・
第13期修了生か
ら、卒業記念とし
て桜の木が贈ら
れました。

朝市健康相談活動実行委員会

VAG（The Volunteer Activity Group）
代表 松崎 華
（看護学科、福島県立安積黎明高校出身）

◆学生表彰

「成長! 」

加藤 あかり
（スポーツ健康学科、沖縄県立石川高校出身）

ヘルスサポート長を務め健康支援活動を実施

卒業生を代表して答辞を述べる田中さん

「北部地域のために学ぶ」

田中 美羽さん

（観光産業専攻、岡山県立玉野高校出身）

した。これに対し、卒業生及び修了生を代表し、国際
学群語学教育専攻の田中美羽さんが「専門知識だけ

「最高な環境で仲間と共に成長できた４年間」

代表 仲地 仁菜
（看護学科、沖縄県立名護商工高校出身）

名桜ウェルナビ

国際学群学位記授与

スポーツ健康学科学位記授与

代表 横塚 美保
（スポーツ健康学科、栃木県立足利女子高校出身）

諸活動に対する功績が認められた団体
（左から保健師国家試験委員会、看護師国家試験委員会、VAG、名桜ウェルナビ、
S-CUBE、ヘルスサポート、朝市健康相談活動実行委員会）
看護学科学位記授与
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凛とした表情で式に臨む卒業生
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第6回名桜大学国際学群公開シンポジウム

第10回名桜大学人間健康学部公開シンポジウム

沖縄を元気にするマネジメント−リノベーションとイノベーション（創新）
−

健康・長寿立県の復活を目指して −名桜大学から新提案−

平成27年2月7日（土）の15時から18時まで、本学多目的

平成27年３月14日（土）に、
「 健康・長寿立県の復活を目指

その無関心層を自然と歩かせることで健康にしていく「スマー

ホールにて第6回名桜大学国際学群公開シンポジウム「沖縄

して−名桜大学から新提案−」をテーマに、第10回人間健康

トウエルネスシティ」の実現こそが重要であると述べられて

を元気にするマネジメント−リノベーションとイノベーション

学部公開シンポジウムを、本学学生会館SAKURAUMで開催

いました。

（創新）−」を開催しました。
シンポジウム目的
このシンポジウムの目的は、
「 地方消滅」、
「 地方創生」や「東
京一極集中」という言葉を目にする機会が増えているように
地方を取り巻く様々な問題や課題が顕在化しています。
特に、若者が都市へと流出した地方は、さまざまな問題が

パネリスト

パネリスト

上地哲氏

金城茂孝氏

パネリスト

広瀬陽氏

発生します。人口減少、中心市街地のシャッター街化、高齢者
などの買い物弱者、地域産業の低迷、地域社会維持の困難さ
などです。
若者を地域へ定住させ、地域社会を維持･発展させるにはそ

パネリスト

福川裕一氏

町田直子氏

コーディネーター

宮平栄治氏

そのため、今回のシンポジウムでは、東京にない地方の存在

重 視した世界に誇 れるまちづくりを実 践している青 森 県の

する様々なメリットの再生、新たな見方で見た場合の改善、別

NPO法人ACTY理事長の町田直子氏は、まちづくりに多くの

の角度からの作り替え、新機能や新市場向けの創新という発

人々を関わらせるヒントやプロジェクトの秘訣を報告していた

想で地方を元気にしている論者の方々をお招きし、知恵の共

だきました。

基調講演内容

れました。浪江町、大熊町などの帰還困難区域から移住し、い

や脳血管疾患など多くの深刻な健康問題を抱える県となって

まだに仮設住宅で暮らす高齢 者は外に出る機 会も少なくな

います。また、平均寿命においても男女ともに長年トップクラ

り、運動の機会が奪われている現状があり、仮設住宅や老人

スであったにも関わらず、2000年頃から大きく順位を下げ、

ホームを回って、高齢者に運動教室や健康講演会などを行い

今や男性は30位まで転落し、女性も1975年以来続いていた

身体を動かす機会を提供している事例について紹介をしてい

１位の座から３位へと後 退しています。これをうけて沖縄県

ただきました。また、
「 大切なのは笑うことだ！笑は人を健康に

は、
「 健康・長寿おきなわ」の復活に向けて、2040年に平均寿

する」と述べられ、会場の参加者を爆笑の渦へと引き込んでい

命で男女共に全国１位に返り咲く長期的な目標を掲げていま

く内容が印象的でした。

づくりを支援する方略について議論を深めることを目的とし
パネリスト

可能です。

有化を図りました。

から4年がたった福島の現状と健康支援活動について講演さ

向けて本学が提案するプロジェクトを紹介し、沖縄県の健康

性化させる方策が求められます。
ですが、東京の都市機能のすべてを地方へ移転することは不

世界的な健康・長寿地 域とされていた沖縄県ですが、現在
ではその健康・長寿に陰りが見え始め、肥満をはじめ心疾患

す。そこで、本シンポジウムは「健康・長寿おきなわ」の復活に

の地域ならではの魅力を高め、発信すると共に地域産業を活
東京にあるような都市機能の一部を地方が担うことも必要

石山氏は、事例紹介とワークも含めた内容で、東日本大震災

しました。

パネルディスカッション
お二人の基調講演後、お二人に加え、沖縄県内で地域企業

パネルディスカッション
パネルディスカッションでは、最初に筆者が沖縄県の健康
に関する話題提供を行い、加速度的に失われていく沖縄県の

て開催いたしました。
シンポジウムは基調講演とパネルディスカッションの２部

現状に対し、自治体も住民も本気で考えないといけない状況

構成とし、１部の基調講演は、筑波大学大学院人間総合科学

にあ ると問 題 提 起しました 。その 提 起を受け 、名 桜 大 学 は

研究科教授の久野譜也氏による「自然と歩かされてしまう街

2012年に「健康・長寿サポートセンター」を設立し、各自治体

を目指して−Smart Wellness Cityの創造−」と題する講演

と連携して名桜型のユニークな健康支援活動を展開していま

と、有限会社波恵ダンス代表取締役の石山波恵氏による事例

す。2番目の登壇者の東恩納玲代氏は、大宜味村で行った出前

紹介をかねた「震 災後の福島の現状と健 康 支 援活動につい

ミニオープンキャンパス複合型プログラムについての事例を

て」と題する講演が開催されました。２部のパネルディスカッ

紹介し、運動や講話、体力測定を組み合わせた取り組みにつ

ションでは、最初に沖縄県の現状として、筆者による「健康・長

いての説明を行いました。最後の登壇者となった濱口紗樹氏

基調講演では、お二人の方にご登壇いただきました。マネジ

の 経 営 課 題 解 決に 取り組 んでい る「 よろず 支 援 拠 点 」沖 縄

寿県から不健康県となった沖縄の現状」に関する報告が行わ

は、大学公認学生団体ヘルスサポート（通称ヘルサポ）で地域

メントで魅力的なまちづくりに関わった千葉大学大学院教授

コーディネーターの上地哲氏、名護市の中小企業･小規模企業

れ、続いて名桜型の健康支援の提案としてスポーツ健康学科

の健康・運動指導に携わっています。昨年6月から伊平屋村で

の福川裕一氏は、江戸時代の風水を考慮に入れた町並みを教

支援にあたっている名護市商工会経営指導員の金城茂孝氏、

助教の東恩納玲代氏による「出前ミニオープンキャンパス複

実施ししている取り組みは、
「 厚生労働省スマートライフプロ

訓にしたこれからの町並みのあり方について、
「 デザイン」
「ス

アワセゴルフ場跡地のイオンモール進出の影響を受ける沖縄

合型プログラム」とスポーツ健康学科４年生の濱口紗樹氏に

ジェクト第３回健康寿命を伸ばそうアワード」において厚生労

キーム」
「 ビジネス」の3つのコンセプトからこれからのまちづ

市タウンマネジャーの広瀬陽氏を交え、パネルディスカッショ

よる「公民館を毎日の運動の場に！3Dプログラムを用いた新

働省健康局長優良賞を受賞しました。今回はその取り組みを

ンを行いました。

しい取り組み紹介」と題して、それぞれ健康・長寿立県の復活

紹介しながら、地域のソーシャルキャピタルの醸成に向け、自

を目指しての新しい取り組みについての提案がなされました。

治体、地域住民に名桜大学が加わり、参画型のネットワークを

くりについて講演を行いました。次に、ハコモノよりもソフトを

パネルディスカッションでは、上地氏からは「よろず支援拠
点」の説明後、沖縄の地域産業の再生事例を、金城氏からは屋
我地地区の地域作りを手始めに成功モデルを構築し、名護市
全体へと展開する戦略プランを、そして広瀬氏からは、衰退し
た中心市街地の再生の課題と今後の展望について説明を行っ
ていただきました。
福川裕一氏（左）と町田直子氏（右）による基調講演

後半のプログラムでは、都市設計というハードと市民参加、
地域産業間のコラボレーション、コミュニティービジネスの展
開などのソフト面が織りなすシンポジウムへ発展しました。

機 能させることが必 要である！と最後に提言を行いパネル

基調講演

ディスカッションが終了いたしました。

久野氏は、歩いて暮らし「健幸」になれる街、
「 スマートウエ

終わりに、名桜大学の取り組みが沖縄県の健康・長寿立県

ルネスシティ」を提唱され、健康寿命の延伸のために自然と歩

の復活のために寄与できることを祈念し、第10回人間健康学

かされてしまう街を目指す必要性について講演されました。我

部公開シンポジウムの報告といたします。

が国には、健康のために運動していない人や健康に感心がな
い人々が全体の7割もいて、総合政策によりこの無関心層に対

総評：高瀬 幸一（スポーツ健康学科 教授）

してアプローチを行い、健康に関する感心を高める必要性と、

ご多忙中にもかかわらず、シンポジウムにご参加いただきま
した基調講演者、パネリスト、来場者、企画から会場運営に携
わってくださいました総 務企画 部企画広報課の職 員の皆さ
ん、およびコメントをいただきました山里勝己学長に紙面を
お借りし感謝申し上げます。
総評：宮平 栄治（国際学群 経営情報教育研究学系 教授）
パネルディスカッションの様子
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久野譜也氏による講演

石山波恵氏による講演

パネルディスカッション登壇者（左から筆者、東恩納玲代氏、濱口紗樹氏）
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看護学科 4 年次国家試験対策
国家試験受験に向けての取り組み−4年次学生の活動を通して−

看護学科の学生にとって看護師、保健師国家試験は、これ
までの学業を総括するものでもあり社会へ巣 立つ大きなス
テップになります。３年次の後期において、模試を含め、国家
試験への取り組みが始まりました。また３月には、伝承会と称
して旧４年次からの国家試験対策についての申し送りがあり
本格的な取り組みが開始されています。
４年次の国家試 験 対 策は、新たに「国家試 験 対 策委員会」
が結成され、その中で「保健師国家試験対策委員」と「看護師
国家試験対策委員」から構成されています。委員会では、委員
長を中心として、業者からの模擬試験、対策講座、勉強会など
の企画を学生自身が年間計画を立て、それぞれの役割を決め
行っています。
驚くことは、ほとんどを教員の手を借りず、模試のコピー等
の準備や企画、進行などすべて自主的に行なっていることで

学 事
報 告

報 告

とや 、新 年 度 開 始すぐ
に対策講座が計画され
てい るため 、新 委 員の
真剣な眼差しが印象的
でした。4 年次からは、
「忙しい１年間であった
が 、資 料 をまとめ るこ
とで改めて達成感を感 県内就活の極意を伝承する
じた」
「 大変だったけど貴重な経験だった。後輩にしっかり伝
えたい」とのコメントがありました。また、3年次から「活動内
容がよく伝わった」
「 先輩方からしっかり引き継いで、自分たち
なりの活動に発展させたい」との感 想が聞かれ、看護学科 4
年間の総まとめとして、本セミナーを今後も継 続していく必
要性を感じました。
総評：平成26年度4年次担当教員代表
比嘉 憲枝（人間健康学部 看護学科 上級准教授）

平成26年度 県内・県外病院説明会開催

平成27年3月2日（月）、名桜大学の学生、大学院卒業予定
者を対 象に病 院 合 同 説 明 会 が北 部生 涯 学 習 推 進センター
（実習・演 習ホール）で開 催されました。午前中は県内2 2 施
設、午後は県外25施設の参加がありました。広い会場に設営
されたブースやそのリクルートパフォーマンスは興味関心を
引く環境でした。
参加学生は合計77人でした。内訳は、国際学群診療情報管
理専 攻の3年生4人、人間健 康学部看護学科は１年生3人、3
年生68人、4年生2人の73人でした。終了後のアンケート集計
結果によると、参加した動機について選択回答が多い順に、
「興味関心のある施 設や直接 施 設の担当者から話が 聴ける
機 会」、
「 県内外 の様々な施 設を知る」などがありました。ま
た、開催時 期については「ちょうどよい」、開催回数は「2回」
が過半数を占めていました。
ブースへの訪問回数は、県外 3.7回に対し県内4.6回とな
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総評：4年次担任 下地 紀靖（准教授）、松下 聖子（上級准教授）
鶴巻 陽子（助教）、西田 涼子（助教）

平成26年度 看護学科3年次キャリアアップセミナー開催

本セミナーは、1期生の卒 業時から毎年継続しており今回
で4回目の開催です。看護学科は、各 学 年の学 年およびクラ
ス役員や、学生の自主的な活動である学習係、国家試験対策
委員会、アルバム作成委員会など多くの役割や活動がありま
す。キャリアアップセミナーは、主に4年次から3年次へ、最終
学年としての姿勢やこれまでの各委員会活動、国家試験対策
の方法、卒業研究のすすめ方、効果的な就職活動等に関する
「経験知」をまとめ、伝えることを目的としており、通称『伝承
会』と呼ばれています。企画運営は、4年次の学年役員が中心
となり、全て学生主体で実施しています。4年次は、2月22日
の看護師国家試験終了後から、役員および各委員会、卒業研
究領域や就職 地域・施設別等のメンバーが集まり、膨大な資
料と活動記録を整理して開催準備を行いました。平成27年3
月3日（火）当日は、3年次のほぼ全員が参加し、熱心に説明を
受けていました。特に国家試験 対策委員会は、看護師と保 健
師のそれぞれに異なった対策方法と模擬試験計画があるこ

学 事

す。卒 業 研究や実習等
忙しい 中 、時 間を割 い
て会議を行い準備して
います 。そ れというの
も「 全 員 合 格 」を 合 言
葉に、学 年全 体のため
頑 張ってい るので す 。 平成27年4月7日（火）に行われた国試対策講座。
このような人をケア す 学習のポイントをチェックする参加学生
る精神は看護学科の学生特有のものかもしれません。
我々担任もしっかりと見守り支えていきたいと思っており
ます。応援をお願いします。

り、県内志 向が 伺われ
ます。九州地 区の施 設
が少ないという感想や
学 生 が見聞を広げる
機 会 と なる企 画 に 対
し、学 生 が特 定の施 設
に固まる傾向がみられ
ました。県内、北部ヤン 施設の説明に対し熱心に耳を傾ける学生
バルという地 域特性（情報が少ない）を配慮した企画の意図
を広報する必要性を感じました。
本学看護学科の卒業生が説明に来ている病院もありまし
た。卒業後の大学へのホームカミング（帰郷）は、成長した先
輩の様 子から将来 像、キャリア像を間近に見る機会、また先
輩後輩が交流できる機会となりました。
総評：金城 壽子（人間健康学部 看護学科 上級准教授）

東江康治先生を偲ぶ

名桜大学学長

東江康治名誉学長が4月5日にお亡くなりになった。88歳であっ
た。先生は若くして琉球大学の教育学部長、学長をつとめられ、定
年前に琉球大学をお辞めになると、＜やんばる＞と呼ばれる故郷、
沖縄本島北部に大学を創設するために奔走された。1994年、名桜
大学が創設されると初代学長として二期8年間、生まれたばかりの
大学を一人前にするために、ときには私財をなげうって力を尽くさ
れた。先生は名護市のご出身、沖縄本島北部に大学を創立された
そのご功績に対して、名桜大学は名誉学長の称号を授与した。
先生が琉球大学で学部長、そして学長をつとめられたのは、琉
球大学が首里城址のキャンパスから現在の西原町のキャンパスに
移った70年代半ばごろから80年代前半であった。1950年に創設さ
れ72年に国立大学に移行した琉大はまだ発展途上にあったので
整備すべきところが多く、先生はたいへんご苦労をされたと思う。
しかし、先生は常ににこやかで、粘り強く説得しながら難局を解決
されていく方であった。教育学部は教員数も多く大学の中でも運
営の難しいところであると言われていたが、先生は学部長として二
期にわたって教育学部をまとめ、全学の信頼を集めて学長に選出
された。たいへんなご苦労をされたのであろうが、そのようなこと
はまったく表情に出さずにお仕事をされた。学長をされたのは50代
前半の頃、精力的に大学の陣頭指揮をされる先生に大学人は大き
な刺激を受けて教育や研究に励んだ。琉球大学の歴史上、アメリ
カの大学卒で二期にわたって学長をおつとめになったのは先生お
一人であり、大学の発展と国際化に多大な貢献をされた。
日曜日は、奥様とお二人で、当時浦添市の沢岻にあった県立健
康増進センターのトレーニングルームで軽いウェイトトレーニングを
されていた。私はカリフォルニア大学に提出予定の博士論文を抱え
てストレスの多い毎日を送っていたので、週末はウェイトトレーニン
グで汗を流していたが、よく先生ご夫妻とお会いした。トレーニン
グ中に一息入れながらご自身のご経験をお話くださり、博士論文
執筆のアドバイスをしていただいたことが忘れられない。先生ご自
身は、戦 後初 期の沖縄からの米国留学経 験 者（いわゆる「米 留
組」）で、学部から博士課程までアメリカの大学で学ばれ、ワシント
ン州立大学から心理学でPh.D.を授与されていた。
先生は、1945年に学徒兵として沖縄の地上戦に動員され、激烈
な戦いを生き抜いた。特に、名護の山岳地帯の戦闘で重傷を負っ
た先生が、森の中に隠れているところを米軍の通訳兵としてカリフ
ォルニアからやってきた兄の盛勇氏（フランク東氏）に救出されたエ
ピソードは、映画化されてフジテレビで全国放映された。そのよう
な経験を有しながら、戦後はアメリカで学ばれ、沖縄の復興に尽く
された意義は語り尽くせるものではない。大学における教育と研究
という点で言えば、沖縄に初めて創設された高等教育機関にアメリ
カ式の近代的な教育研究を導入したのは東江先生の世代の研究
者たちであった。アメリカで学び、沖縄に戻ると大学の教員となり、
灰燼と帰した沖縄社会の復興に大きな貢献をされた。この点で言
えば、先生の世代が教授として力を振るっておられた1980年代は、
沖縄の高等教育がもっとも個性的で輝きに満ちていた黄金時代で
はなかったかと思っている。アメリカの大学から博士号を取得した
綺羅星のような俊秀たちが教鞭を取っていて、キャンパスには自由
で国際的な雰囲気が満ちていた。この時期は、日本の中でも沖縄
の高等教育が先端的な制度を導入し、国際的に評価された研究者
たちが活躍していた時代であった。
21世紀の日本の大学はアメリカの高等教育制度に大きな影響を
受けている。特に、20世紀後半から始まった大学改革のモデルに
なったのはアメリカの制度であった。1945年以降に始まった沖縄の
高等教育は、その誕生からすでにアメリカの制度が組み込まれ、日
本の高等教育史とは異なる独自の歴史を有していた。名桜大学も
そのような流れの中で誕 生した大学であり、本 学が建学時から
「国際性」と「地域貢献」を強調してきたのはこのような歴史が背景
となっている。
そのような高等教育を沖縄で創造した世代のリーダーの一人が
東江先生であった。先生は、19 9 4 年に名桜大学が創設された際
に、建学の精神を「平和・自由・進歩」とされた。｢自由・進歩｣で決定

山里勝己
されそうになったとき、先生は最後の瞬間に「沖縄に大学を造るの
だから平和も入れましょう」と提案し、
「 平和」の文字が加えられて
本学の建学の精神が決定されたのであった。沖縄戦を生き抜き、ア
メリカ民主主義を学んだ先生ならではの、深い思いが刻まれた言
葉である。
｢平和｣に対する東江先生の思いは強く、1999年には統一ドイツ
初代大統領ヴァイツゼッカー氏を本学に招聘し、中庭にある野外ス
テージで「沖縄の未来」と題するティーチインを開催した。そのとき
ヴァイツゼッカー氏は東アジアの平和に関して次のように発言され
た―「沖縄の若者であるということは、東アジアの中心にいる若者
であり、その若者が平和のために力を注ぐということは、東アジア
全体の平和の為に力を注ぐということになろう」。これは、現在も本
学に残され、春がめぐってくる度に咲き誇る「ヴァイツゼッカー桜」
とともに、
「 平和」という東江先生の深い願いが刻印された建学の
精神を思い起こさせるものとなっている。

ティーチインの様子

東江康治氏

ヴァイツゼッカー氏

大学創立後も先生は教育研究基金を創設するために東奔西走
された。期成会を設置され３億円の基金を集められたが、これは多
くの方々が先生のお人柄に魅了され、先生を深く信頼されていたか
らできたことであった。
「北部地域に学問研究の拠点」を築くという
先生の情熱はきわめて大きいものがあり、先生ご自身は在任中に
給料の中から毎月20万円を基金に寄付された。この基金は公立大
学法人名桜大学にそのまま引き継がれている。
先生は沖縄の高等教育発展のために無私の精神を貫かれた。本
学設立年度の1994年、先生は南米のブラジル、アルゼンチン、ボリ
ビア、ペルーを訪問され、４大学と交流協定を結んだ。これには、南
米の県人会の協力があったが、先生はアルゼンチンの県人会館の
建設資金が足りないことを知らされるとご自身の退職金全額を寄
付された。現在、本学の南米との国際交流は全国的にも顕著なもの
となっている。また、本学の国際交流協定校は現在16カ国29大学
に拡大している。その背景には、国際化時代を先取りし、無私の精
神で国際的な信頼関係を構築していくという東江先生のお仕事が
あったことを忘れてはならないだろう。
本学は2014年12月に大学開設20周年・公立大学法人化５周年
を祝う式典を開催した。大学の発展を象徴する６階建ての学生会
館サクラウムが式典に間に合わせて竣工した。東江先生の体調は
当時すでに万全な状 態ではなかったが、式典に最後まで参加さ
れ、懇談会では満面におだやかな微笑を湛えて会場の中央に佇ん
でおられた。志を同じくする人々と力を合わせて創設した大学が、
さまざまな試練をくぐり抜けて「成人式」を迎え、名護の丘に躍動
感溢れる姿で立っていることを確認されて先生は深い感慨を抱か
れたのだと思う。
先生は退職されてもずっと本学の教育研究学外評価委員会の
委員をつとめられた。これからも多くのことについてご指導をお願
いし、まだまだご相談申し上げることも多々あった。いまは先生が
理想とされた高等教育に一歩で
も近づくことができるよう、本学
の教職員が一丸となって力を尽
くすことをお誓いするだけであ
る。先生の偉 大なお仕事は、永
遠に本 学の教職員と学生、そし
て沖縄の人々の胸の中に生き続
けるであろう。東江康治先生、ほ
んとうにお疲れさまでした。どう 歴代学長が集った開学20周年・公立大学
法人化5周年記念式典にて（左から、東江
ぞ安らかにお休みください。
平之第2代学長、東江康治初代学長、山里
勝己第5代学長、瀬名波榮喜第4代学長）
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就 任 のご 挨 拶

研究コラム

つながる、
つなげる教員の輪

人間健康学部長就任のご挨拶

Research
Column

国際学群

政策科学の視点から観光を考える

私の研究分野は、観 光研究と政 策 科学であり、主な研

社 会を変 容させる観 光を望ましい方 向に 導くために

究フィールドは沖縄です。観光事業論や観光政 策論を中

は、政 策に公 共哲 学 や 理 念といった価 値 基 準が必 要で

心として、観 光 者来訪と同時に地 域に暮らす人々の存 在

す。観 光振 興および 観 光まちづくりでは、こういった「哲

を念頭に置いた政策評価について研究しています。

学」を再考することが必要なのではないでしょうか。ここ

昨今、逼 迫する財政や人口減少、大 都 市への人口集中

でいう「哲 学」は実 践 的な公共政 策 規 範 であり、価値基

などを背景に「地方 創生」が叫ばれています。これは、地

準に基づいた政 策目標、すなわち地域のめざすべき将来

方で定住人口のみならず交流人口を増やすこと、すなわ

像のことになります。

ち観光振興に関する戦略の重要性も意味します。

以 上のような公共哲学を考え、住 民意向や満足度、社

さて、観光は地域住民の生活を改善または向上させて

会的経済 効果などを政 策科学および 経済学の分析手法

いるのでしょうか。もちろん、雇用や所得を生み出し、地

を用いて研究しています。観光に対する住民意向調査を

域の税 収増加に寄与していることは間違いありません。

学生とともに実施し、
「 地域における望ましい観光のあり

しかし、本当に地域が必要とし、地域住民が望む「地域の

方」を学生と地域とともに考えていきたいと思います。

姿」となっているのでしょうか。よくある話ですが、
「 大型
の商業施設を郊外に誘致して便利になった。一方で中心
市街地が衰退した」、これは当り前のことです。観光の視
点からみると、地 域や中心市街 地の魅力を高め、大 型 施
設や 資 源などに誘引された観 光客を誘 導する仕組みづ
くりが重 要になります。こういった考え方は一 般的に観
光振興などという言葉で表されますが、この観光振興の
戦略の体系を観光政策としてみましょう。そうすると、必
然と観光と地域、政策の関係が読み取れると思います。

おおたに けんたろう

大谷 健太郎（国際学群 観光産業教育研究学系 上級准教授）
1978年生まれ。東京都出身で名桜大学国際学部三期生。
大学で観光振興、修士で社会資本整備評価、博士
で政策評価基準を学ぶ。博士（政策科学）。旅
行、鉄道、駅やSAPA等の「侘しさ」好き、横
浜ファン一筋27年、料理、映画・音楽鑑賞
という趣味は、どれも中途半端。様々なシ
ガラミを通して物事の本質を考えるのが
最近の楽しみである。

人間健康学部

の運動や繰り返しの運動（トレーニング）を生体に与えた

ス向上に役立てればと思っています。
このように、スポーツの現場で観察されることを注 意

とき、あるいは与えないとき、体がどのように応答（変化）

深く観察し、そこから仮説を立て、実験を実施し、生体の

するのかを調べ、生体の機能を明らかにする学問です。例

機能を少しでも明らかにして行きたいと思っています。

えば、椅子に座った状態から立ち上がった時、一時的に心
ると、心拍数が上昇すると反応が起こります。その理由を

40

考えることによって、生体の機能が少しずつ解明されてい
きます。これが運動生理学のおもしろさの１つです。
現在、私 が興味を持っている研究テーマは「生育暦 の

違いが運動時の体温調節反応に及ぼす影響」です。これ
は、選 手を見ているトレーナーの方との何気ない会話が
きっかけでした。沖縄で生まれ育った選手は、運動中、手
のひらや足の裏から汗をかくと言われました。通常、手の
ひらや足の裏からの汗は精神性発汗といわれ、体温調節
には関与しないと言われています。しかし、沖縄のように
亜熱帯の環境で生まれ育った場合は、手のひらや足の裏
からの汗も体温調節に関与し、発汗様相や能力が異なる
のではと考えています。また、沖 縄で生まれ育った 選 手
は直 射日光にあたると急 激に発汗 量 が増 加する現 象も
観 察され、太 陽 光あるいは 紫 外 線 刺激 が 発 汗に及ぼ す
影 響についても研究していきたいと考えています。この
研 究は、沖 縄にある名 桜 大 学でなければ できない 研 究
テーマです。これらの研究を通して、暑熱 環 境あるいは
寒 冷 環 境 下における沖 縄の長 距 離 選 手のパフォーマン
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拍数が上がります。立ち上がるという刺激を生体に与え

た〈知〉の伝統を批判的に検討し、新しい〈知〉
を創 造し進 化させる場だとい われています。
名桜大学は、
「 平和・自由・進歩」という大学の
建学の精神のもとに、公立大学として、そのよ
うな新しい〈知〉を創造し進化させる大学であ
ることを地 域と国際社会から期 待され、同時
に自らそのような責任を担うことを宣言している大学です。
その中で、人間健 康学部の教育目的は、
「 平和・自由・進歩」の
建学の精神に 基づいた幅広い教養と調和の取れた「知・徳・体」
をそなえた、心 身の健 康を支援する有為な人材を育成すること
です。人間健康学部の教育目標は、
「 人間としての生き方」
「 人間
が心身を充実させてよりよく生きること」を学ぶことを基本理念
として掲げ、人間の尊厳と権利を擁護できる能力と自己評価力・
自己 教育力を身に 着け、批判的思考 力、論理 的思考 力に支えら
れた健康支援人材を育成することを目指しています。
現代 人の普 遍 的 価値ともいえる健 康 寿 命の延伸や 生 活の質
（QOL）の向上などに貢献できる健康支援人材の育成を目標に、
学部・学科として教育活動に専心していきたいと考えております。
保護者の皆様ならびに地域社会の皆様には、人間健康学部の
教育目的・目標をご 理 解いただき、今後ともご支援をくださいま
すよう心よりお願い申し上げます。

沖縄初！最先端介護のシンポジウムを開催

運動生理学のおもしろさ

私の専門分野は運動生理学です。運動生理学とは、1回

本年4月に人間健康学部学部長を拝命いたしました看護学科
の金城 利雄です。琉 球大学保 健学部保 健学科を卒業後、県外で
33年余り看護の臨床・教育・研究に携わり、6年前に広島大学大
学院保健学研究科から名桜大学人間健康学部に異動してまいり
ました。
その人間健 康学部は、スポーツ健 康学科と看護学科の2学科
からなる学部です。平成17年にスポーツ健 康学 科を開設し、昨
年10周年を迎えました。看護学科はそれから2年後の平成19年
に開設し、今 年度で9 年目になります。両学 科とも、これから将
来に向かって、さらに成長し発展することが 期 待される若い学
科です。
さて 、人 間 健 康 学 部 の 今 年 度の 新入 生 数 は18 4人で す 。ス
ポーツ健 康 学 科 の新入 生 数は10 0人です。その中で、県内から
37人、県 外からは6 3人、入学していただきました。遠 方は 北海
道、青 森県から入学していただきました。また、編入 生として2年
次へ3人、3年次へ1人、計4人入学していただきました。看護学科
の新入 生数は8 4人です。その中で、県内から6 4人、県外からは
20人です。遠方は、山形県から入学していただきました。また、3
年次への編入生として5人の入学がありました。
ところで大学は、人 類がこれまで蓄 積した〈知〉の拡がりと深
みを学生に伝えると同時に、その先端では、これまでに蓄積され

人間健康学部長 金城 利雄

0:00:22
3:30

時間（分）
フルマラソン 走 行 時 の直 腸温とラップタイムの 変化。11月初 旬の 午前
8 時 2 0 分スタート。ゴール 時には体 温は4 0 度 近くまで上 昇してい る。
ちなみに、この時のフィニッシュタイムは３時間18分12 秒。
おくもと ただし

平成27年3月21日（土）、名桜大学多目的ホールで、沖縄初！最
先端介護のシンポジウムが開催されました。
「 最期まで、自分らし
く、生き生きと生活したい・・・」という多くの人の願いを支援する
ことを目指して、
「 ゆんたくケア研究会」
（ 代表：人間健康学部看護
学科 大城凌子）が、文部科学省の研究助成を受けて主催しまし
た。超 高齢 社 会を迎える沖 縄で、介 護する側とされる側の双 方
が、楽に介護に向き合える最先端の考え方と、動きの学問と言わ
れる「キネステティクス」について、沖 縄で初めて紹 介されまし
た。キネステティクスとは、人間の「自然な動き」
「 動きの感覚」を
人と人との関わり（コミュニケーション手段）に応用する概念とし
て、1980年頃から欧州の看護教育に広く取り入れられ、日本で
は2000年以降に導入された比較的新しいケア技術です。
講師には、
『 アウエアネス介助論』の著者で、キネステティクス
を日本に初めて導入した澤口裕二氏（士別市立病院 診療部長）
と、キネステティクス実践家として先駆的な活躍をされている中
本里美 氏（ケアプログレス ジャパン代 表）をお招きし、実演を交
えた講 演をいただきました。澤口氏は、
「 気づくことから始まる
納得の介助論」をテーマに、
「 動きの感覚」に働きかけることで、

奥本 正（人間健康学部 スポーツ健康学科 教授）

1967年生。奈良県橿原市生まれなので生粋の大和人。中学
の時から陸上長距離が専門。
「 いかに少ない練習量で最大の
効果を上げるか」を考え続け、それが講じて研究
の世界へ。現在でも、年に3〜4回フルマラソ
ンを走っている。そのとき、心拍数だけでな
く、直腸に温度センサーを入れて、直腸温
（深部体温）を計測しながら走るという、デ
ータ採取オタク。50才までにサブスリーを
達成するのが今の目標。

シンポジウムの様子（左から中本氏、澤口氏、コーディ
ネーターを務めた筆者）

介助の実際を体験したフロアー
の参加者

臥 床状態の高齢 者
が、自力で歩けるよう
に なるまで の 実 際 を
ビデオで 紹 介しな が
ら 、動 き の 感 覚 を 重
視した 支 援 のあり方
について、大変わかり
易 く 解 説 してく だ さ
いました。中本氏には 介助を実演する澤口氏と中本氏
「気づいてケアをすると楽になる話」をテーマに、キネステティク
スを用いて、自分の身体と対 話しながら自分の身体に適した動
きを学ぶことが、介護される人の動きを助けることにつながるこ
とを、実 演を交えて解 説していただきました。キネステティクス
に基づく介助法は、相手を抱えたり、持ち上げたりしないのが特
徴です。介助の実際を体 験したフロアーの参加者からは、
「 楽な
動き」に対する納得と賞賛の声が聞かれました。
シンポジウムには、高校生から70 代まで120人余りの参加が
あり大 盛 況でした。フロアーからの質問も多く、ケアワーカーの
抱える課 題と「楽な動き」を支援していくことへの重要性を実 感
しました。生きているということは身体が動いているということ
です。人の動きを支えることは、生きることを支えることにつな
がります。人は皆、いずれ、誰かを支え、誰かに支えられる体験を
することから、誰もが、お互い 楽になる動きを学ぶことは、これ
からの社会を、最期まで自分らしく生き抜くことにつながると再
確認したシンポジウムでした。
総評：大城 凌子（人間健康学部 看護学科 上級准教授）
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学習支援・学生支援のあり方についてワークショップを開催しました
平成27年３月17日（火）、名桜大学総合研究所および学生会館
S A K U R AU M に お いて 、美 馬 のゆり氏（ 公 立はこだ て未 来 大
学）、鈴 木克 明 氏（熊 本 大 学 大 学 院）、渡 辺 雄 貴 氏（首 都大 学 東
京）、高橋理沙氏（公立はこだて未 来大学）による「学習センター
（LC）研究チーム」を迎え、
「 高等教育における学習支援・学生支

大学 生活4 年間の学びの集 大 成である卒 業 研究論文 発 表会

川順一郎）、人間健康学部長賞に濱口紗樹さん（スポーツ健康学

が、平成 27年３月５日（木）学 生会 館SA KU R AU Mで、国 際 学

科、指 導 教 員：高瀬幸一）、濱 尾千 春さん（看護学科、指 導 教 員：

群、人間健康学部合同で開催されました。目的は、卒業 研究論文

平上久 美 子）が選ばれました。受賞された皆様、おめでとうござ

の奨 励と情報交換です。発表会は4会場に分かれ、エントリーさ

います。

分、質疑応答5分の発表が行われました。研究は、実験研究・量的

た。本学と美馬氏をはじめとするLC研究チームとの交流は、平成

研究・質的研究・文献研究と様々な研究方法で行われ、沖縄の文

23（2011）年12月から始まり、今年で４年目を迎えました。その

化に関するもの、地域に関するもの、各専門分野に特化したもの

間、名桜大学は新校舎・学生会館SAKURAUM建設の情報収集

等内容も多岐にわたっていました。参加 者は、発 表者5 0人に加

を目的として公立はこだて未来大学を３度視察しました。LC研究

学生を囲んでの意見交換会を終えて

チームは、本学との情報交換の成果をもとに、公立はこだて未来

対象としたワークショップが開催されました。美 馬のゆり氏から

大学メタ学習ラボのCRLA認証を実現しました。このたびの意見

は、ピアチュータリングを取り入れた高等教育における統合型学

交流会・ワークショップは、お互いの実践成果を確認するととも

習支援において、国内外の事例をもとに、大学生の３段階成長モ

に、今後のさらなる交流連携を維持する目的で実施されました。

デルとその育成 支 援システムの開発について解説いただきまし

まず木村堅一名桜大学教養 教育センター長より「名桜大学の

た。鈴 木克明氏からは、授業におけるアクティブラーニングを促

学習支援・学生支援」と題し、大学を取り巻く環境の変化に適応

進するための授業時間外のICT活用のモデルをご提案いただき

するための手段の一つとして、先輩後輩コミュニティを基本とし

ました。渡辺雄貴氏からは、日本の高等教育における学習支援体

た学習センターの事例が紹介され、平成21年度から教養 教育カ

制の要 件を整 理するためには、海 外の多くの事例を分析する必

リキュラムの改 革と同時に進められている新入 生 支 援・学習支

要があり、現 段階における学生支援 体制の共通の枠組みについ

援・キャリア支援といった入学から卒業までを同一コンセプトに

てご提案いただきました。高橋理沙氏からは、本学言語学習セン

基づき学習支援・学生支援を行う包括的な取り組みの現状と課

ターに続き、我が国で二番目にCRL A認証を受けた公立はこだ

題が紹介されました。その後、平成26年12月に完成した新校舎・

て未来大学メタ学習ラボの事例をもとに、学習センター運営の現

学生会館SAKURAUMに場所

状と課題についてご紹介いただきました。

を移動し、実際に学習支 援・学

最後に、名桜大学とLC 研究チームとの交 流を維 持・発展させ

生 支 援を行ってい る現 場を視

ていくとともに、このたび得られた学習支援に関する新しいアイ

察、各団体代表から活動報告を

ディアを、実際の実践の中で検証していく取り組み、特に効果検

受けた後、学生を囲んでの意見

証の必要性を確認し閉会いたしました。

発 表会の進行は、学生によって行われました。発 表者は、緊張
の中にも自信を持って、堂々と発表していました。質疑応答では、
のディスカッションが活発に行われました。発表後も教員や学生
間で意見交換を行っており、研究に対する真摯な姿に感銘を受
けました。
担当教員は、発表前に励まし、発表中はビデオや写真を撮りな
がら見守っていました。そして、発 表後は教員間でも学生の研究
について意見交換を行われ、今回の研究が大学院での研究につ
ながることを期待していました。学生の研究は、未だ十 分ではあ
りませんが、可能性や将来性を秘めたテーマが揃っており、指導
教 員として一層の努力が求められていることを実 感しました。ま
た、学科専 攻を超えて発 表会を行うことでそれぞれの状 況を理
解し、視野を広げることにつながりました。他分野に深く興味・関
心を持ちながら、専門性を追求して行きたいと思いました。

総評：教養教育センター長

木村 堅一

「学科専 攻の状 況を知る良い機会であった」との意見が聞かれ、
今後の継続に期待が寄せられていました。最後になりますが、学
長 賞に 村 越 友 菜さん（ 診 療 情 報 管 理 専 攻 、指 導 教 員：木 村 堅

山﨑めぐみ氏より、
「 学生・教員・職員をサポートする学習支援：ラ

べ約40人が出席しました。

イティング支援に焦点をあてて」の実践報告では、学生に対する支

今回は、学生会館「SAKUR AUM」に新たに設 置される「ライ

援のみではなく、教員・職員に対する支援に行き着いた経緯につ

ティングセンター」の発足に当たり、本学に合ったアクティブラー

いて、スタッフ（教職員・学生）に必要な知識・スキルについて、レ

ニング・スペースの運営を考えていくための研 修会として、
「 アク

ポート作成支援サービスの提供について、などが紹介されました。

講 師には、2 013 年度にラーニング・コモンズを立ち上げ、企

豊富な情報により、これからスタートする本学のライティング
センターで予想される課題や改善策を講じる際の助言など示唆

〜唾液アミラーゼ成分をストレスの指標として〜
本研究は、他者マッサージが自己マッサージよりもリラク
セーション効果が高いということを生理学的指標と主観的
指標の２つを用いて明らかにすることを目的としました。
実験を用いた論文ということで大変苦労しましたが、妥協
せず 取り組んだことが成果に結び 付いたと思います。受賞
できたのも、指導してくださった木村堅一先生やたくさんの
助言をいただいた同じゼミの仲間のおかげです。ありがとう
ございました。
村越 友菜（愛知教育大学附属高校出身）

A大学の大学生における避妊方法に関する認識
〜コンドームの使用に焦点をあてた学年比較〜

亮 ）、三 見 忠 弘さん（ 観 光
産業専攻、指導教員：長谷

長岡 茉由子（北海道滝川高校出身）

群 長 賞に 岩 永 太一さん
員：アラスーン・ピー ター
M ）、前 泊 季 世 子さん（ 経
営 専 攻 、指 導 教 員：金 城

堂々とした態度で発表に臨む参加学生

教員養成支援センター活動報告

恩納村未来塾閉講式

に富む、タイムリーな研修会となりました。
平成27年3月5日（木）、平成26年度の恩納村未来塾の閉講式

画・運営に携わっていらっしゃる創価大学の総合学習支援オフィ
ス学習支援課の副部長 池ヶ谷浩二郎氏と総合学習支援副セン

エステティックによるストレス緩和効果

性教育の実態、性行動や避妊方法、特に大学生で最も用い
られているコンドームの使用について認識を明らかにし、現状
や今後必要な性教育について考察することを目的としました。
調査の結果から、コンドームの正しい使用方法を理解して
いる人は１人しかおらず、正しい知識が 不足していることを
明らかにすることができました。今回の卒業研究で明らかと
なった性教育の現状や今後の課題を参考に、医療 従事 者と
して、これからの活動に生かしていきたいです。

（ 国 際 文 化 専 攻 、指 導 教

特徴、ニーズの高まり、利用状況などの報告がありました。続いて、

教養 教育センター主催の第２回FD研 修会が開催され 教職員延

成の研修会となりました。

総評：教養教育センター教授

高安 美智子

ター長 准教授 山﨑めぐみ氏をお招きしました。
第１部は、
「名桜大学の目指すライティングセンターとはどのよう
なものか」をテーマにワークショップが行われました。ライティング

が行われました。

学 科 4 年次、愛 知県・愛 知み
ずほ大学瑞穂高校出身）、城

「未来塾」は、本学と恩納村教育委員会の教育連携の一環で実

戸海輝さん（語学教育専攻3

現した「村営塾」です。毎年10月に開講し、3月まで活動を続けて

年 次 、愛 知 県 立 内 子 高 校 出

います。平成26年度で4年目を迎えました。

身 ）、大 木 聖 矢さん（ ス ポー

センターのサービス対象者や支援を行っていく上で、スタッフに必

村内の安冨祖中学校、喜瀬武原中学校、恩納中学校、仲泊中学

ツ健康学科2年次、鹿児島県

要な知識・スキルについて、意見交換をする中から名桜大学の目指

校、山田中学校の5校で、本学の教職課程履修の学生が中学3年

立大島高校出身）は、挨拶の

すライティングセンターのイメージ作りができていきました。

生の受験指導を行いました。生徒からは、
「 学生の皆さんが優しく

中で、
「 中学 生と関わる中で

第２部は、
「 アクティブラーニングを支える学習環境の構築」を

て、気軽に質問できるところが未来塾の良いところ」、
「 未来塾で

テーマに、講師の池ヶ谷浩二郎氏より、
「 創価大学 SPACe が目

学んだことを高校受験で発揮して希望の高校に合格したい」とい

閉校式にて

教職意識が高まり、また生徒理 解が一層進んだ」と述べました。
「未来塾」の生徒が全員合格を果たすことを願っています。

う声がありました。閉講式に参加した、向井光さん（スポーツ健康

指すラーニング・コモンズ」について、学びの場としてのSPACeの
第1部「名桜大学の目指すライティングセンターとはどのようなものか」
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松下 聖子

学長賞受賞者の声

今回が初めての全学卒業 研究論文発表会でしたが、参加者か

名桜大学教養教育センター主催
第２回 FD研修会
「アクティブラーニングを支える学習環境の構築」

ティブラーニングを支える学習環境の構築」をテーマに、２部構

総評：全学FD委員会副委員長

質問者が納得するまで、何度も言葉を変えて説明し、フロアーと

一）、長岡茉由子さん（看護学 科、指 導 教 員：金 城壽子）、国際 学

平成27年２月27日（金）総合研究所１階研修会議室において、

卒業式で学長賞の表彰が
行われました。
（左から長岡さん、村越さん）

え、教員51人、学生30人でした。

らは「ほどよい緊張感と自由な雰囲気の中で、楽しく参加できた」

交換会も行われました。
新校舎・学生会館SAKURAUMの視察

全学卒業研究論文発表会を終えて

れた50の演題が、学科、専攻の枠を超えて交流する形で、1人10

援」に関する意見交換会ならびにワークショップが開催されまし

その後、本学教職員・学生を

平成26年度

※国際学群3年次以降は専攻名、人間健康学部は学科名のみで表記しています。

総評：嘉納 英明（教員養成支援センター長）
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平成26年度

名桜大学総合研究所シンポジウム開催報告

総合研究所では、本学全教員を研究所員とし、
「言語文化部門」
「経営情報部門」
「観光環境部門」
「社会政策部門」
「健康科学部門」
「看護科学部門」の６部門に分かれて、専門的・学際的な研究活動を展開しています。平成26年度は、経営情報部門、健康科学部門、
看護科学部門によるシンポジウム及び海洋教育国際シンポジウムを以下の通り開催しました。
■ タイトル

経営情報部門 沖縄を元気にするマネジメント ― リノベーションとイノベーション（創新）―

■日

時

平成27年2月7日（土）15：00〜18：00

■講

師

福川 裕一（千葉大学大学院工学研究科 教授・工学博士）、町田 直子（特定非営利活動法人ACTY 理事長）
上地 哲（中小企業庁「よろず支援拠点」沖縄コーディネーター）、金城 茂孝（名護市商工会 経営指導員）
広瀬 陽（沖縄市中心市街地活性化協議会 タウンマネージャー）

■場

所

名桜大学 多目的ホール

■参加人数

60人

「沖縄を元気にするマネジメント―リノベーションとイノベーション（創新）―」をテーマに、人口減少や高齢化が進む地方において、地域資源を生かした住民
参加型の地域活性化による「再生」、
「創新」の可能性を考えるシンポジウムでした。基調講演として、福川裕一氏による「地域再生・地域創新のためのマネジメン
ト−その作法と実践−」、町田直子氏による「世界に誇れるまちづくりを目指して−青森県八戸市におけるACTYの取組み−」が行われ、続いて、宮平栄治教授
（国際学群経営情報教育学系）をコーディネーターとし、上地哲氏、金城茂孝氏、広瀬陽氏の３人のパネリストを加えたパネルディスカッションが行われました。
地域活性化のためには、マーケティングを重視した市場創出と、人と人とのネットワークを活用した人材育成の重要性が挙がりました。
※詳しくは本誌9ページをご覧ください。
総評：仲尾次 洋子（国際学群 経営情報教育学系 上級准教授）

沖縄県教育委員会 平成27年度国際性に富む人材育成留学事業
県費留学生に２人の学生が決定！
平成27年２月17日（火）、儀間勇樹さん（国際学群2年次、沖縄

２人は2014年ベトナムで開催されたGPAC（アジア国際学生

県立コザ高校出身）と新里祐実さん（国際学群1年次、沖縄県立北

会議）に参加したことで多くの刺激を受け、海外に目を向けるよう

山高校出身）が、山里勝己学長に沖縄県教育委員会「平成27年度

になったとのことで、
「 GPACに興味のある方はぜひ参加してくだ

国際性に富む人材育成留学事業」に合格したことを報告しました。

さい！」と口を揃えて話しました。

２人は、平成27年度に留学を予定しており、儀間さんは「国際
経営学を学ぶ予定です。沖縄を拠点に世界に目を向けた活動を展
開し、結果として沖縄に貢献できるような人材になりたい」、新里
さんは「将来は、沖縄で英語教師になりたいと考えています。アメ
リカへ留学予定ですが、アメリカと日本の教育について比較し学
びを深めたい」と意気込みました。
報告を受けた山里学長は、
「 沖縄県は、琉 球時代から続く留学
の歴史があります。これまでの留学の伝統を受け継ぎながら、皆
さんは活躍しようとしています。その気概をもって留学し様々な

■ タイトル

健康科学部門 動脈硬化予防改善のための身体活動、運動・トレーニング

ことを勉強し、帰ってきたらその学んできた分野で貢献してくださ

■日

時

平成27年2月14日（土）14：00〜17：30

い。友達を沢山作り、社会をよく見て見聞を広げながら成長して

■場

所

北部生涯学習推進センター

■講

師

石川 清和（今帰仁診療所 所長）、荻田 太（国立大学法人鹿屋体育大学 教授）
高良 順子（名桜大学非常勤講師 健康運動指導士）

■参加人数

帰ってきてください。勉強する人には活躍の場はどんどん広がっ

52人

ていきます。後輩の皆さんもぜひ２人の後に続いてほしい」と期

本シンポジウムは、沖縄をはじめとする国民全ての医療費増加の一因となっている動脈硬化を発端とする疾病の予防・改善のヒントとなる基本的生活習慣
や身体活動、運動並びにトレーニングについて、エビデンスに基づくお話をしていただきました。さらに知識取得だけでなく、実際の指導に生かすための運動実
践の場も設けて参加者全員に指導を受けていただきました。当日は県内全域から運動指導者を中心に一般の方まで多くの方々が集まり、第３部の情報交換会
では軽食をとりながら、和やかな雰囲気の中、講師も交えて気軽に参加者同士の交流を深めていただきました。講師への質問や意見交換も途切れることなく、
予定時間を超えて活発な交流が続き、ぜひまた開催してほしいとの感想を多くの方々からいただきました。運営に参加した健康運動指導士を目指す学生にとっ
てもよい学習の場となりました。最後になりますが、今回の開催に当たりご協力、ご支援いただいた全ての皆様に厚く御礼申し上げます。
総評：山本 薫（人間健康学部 スポーツ健康学科 准教授）

■ タイトル

看護科学部門 摂食嚥下障害による誤嚥性肺炎の予防とリハビリテーション 〜食べる楽しみを支える〜

■日

時

平成27年3月1日（日）12：20〜16：20

■場

所

名桜大学 多目的ホール

■講

師

知念 清治：医師（県立北部病院副院長 日本呼吸器学会専門医）
近藤 国嗣：リハビリテーション科専門医（東京湾岸リハビリテーション病院 院長）
高良 孔明：歯科医師（高良歯科医院）
加藤 節子：摂食・嚥下障害看護認定看護師（医療法人 光風会 北山病院）
赤坂 さつき：管理栄養士（独立行政法人国立病院機構 琉球病院）

トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム 奨学金採用！おめでとう！
「トビタテ！留学JAPAN 日本代 表プログラム」は、若者の「内
向き志向」を打破するために、平成26年度に官民協働海 外留学
支援制度としてスタートしました。これからの国際社会に通用す
る若者を育成し、そのような若者を雇用したいと強く望む民間企

■参加人数

業が奨学金を出資、文部科学省が取りまとめ、大学（高等教育機

105人

現在、我が国の主要死亡原因の第3位は肺炎であり、この北部地域を含め沖縄県も同様です。肺炎は、一般的に高齢者に生じることが多く、その原因の約7〜
8割は摂食嚥下障害による誤嚥性肺炎によるものです。摂食嚥下障害は、高齢者の生命だけでなく、食べる楽しみや生きる意欲を阻害する重大な問題です。摂
食嚥下障害を有する高齢者に生じやすい誤嚥性肺炎を予防し、食べる楽しみを支えることは、高齢者の生活の質（ＱＯＬ）を保障するという重要な意義があり
ます。高齢社会において、摂食嚥下障害による誤嚥性肺炎に対する予防・治療やリハビリテーション、看護・介護等の基本的知識や技術は、保健医療福祉施設
だけにとどまらず、在宅においても不可欠だといえます。
今回、北部地域の保健医療福祉従事者や一般住民を主な対象として、誤嚥性肺炎予防のための摂食嚥下障害リハビリテーションの知識・技術の普及を目的
としたシンポジウムの開催を企画いたしました。各講師は、それぞれの専門職の立場から、動画や写真などを用いて、具体的に分かりやすく、解説をいただきまし
た。講演終了後のシンポジウムでは、各講師に多くの質問があり、摂食嚥下障害による誤嚥性肺炎の予防のあり方について、さらに学びが深まったように思えま
した。終了後のアンケートでは、参加者の多くから高い評価を得ることができました。
総評：金城 利雄（人間健康学部 看護学科 教授）

■ タイトル

海洋教育国際シンポジウム 海から学び・海を育てる 〜海洋教育を考える〜

■日

時

平成27年2月28日（土）13：00〜16：00

■場

所

名桜大学 多目的ホール

■講

師

吉田 章（元筑波大学大学院教授・スポーツ健康システム・マネジメント専攻長）
新垣 慶太（国土交通省海事局内航課 課長）
平野 貴也（名桜大学 人間健康学部スポーツ健康学科 上級准教授）
林 伯修（国立台湾師範大学 副教授）、遠矢 英憲（名桜大学 総合研究所 副所長）
田原 亮二（名桜大学 人間健康学部スポーツ健康学科 上級准教授）、山本 健司（名桜大学 総合研究所）

■参加人数

報告に訪れた儀間さん（左）と新里さん（右）

待の言葉を送りました。

関）が窓口となり学生募 集を行う給付 型（授業料・渡 航費・活動
費）の 奨 学 金 制度 です。選 考 試 験は書 類 選 考とグル ープディス
カッションを含む面接（２次試験）に合格する必要がありますが、
採 択される重 要なポイントは、留学 期間中に日本と留学先国に
とって意味のある留学プロジェクトを提案することです。今回採
択された佐藤嵐さんは784人の応募者（173校）の中から256人
（110校）の１人として見事合格しました。
佐 藤さんは本学協定校である産業社会科学大学（アルゼンチ
ン）に、スペイン語と植物の特色や流通について学ぶために、単位
取得留学だけではなく、インターンシップも含めたプロジェクトを
提案しました。このユニークなプロジェクトと佐 藤さんの植物に
寄せる思い、そして情熱が伝わった証のような気がします。留学経
験でさらに国際貢献できる人材としての土台を培うことができれ
ば、と心から願っています。
報告：津嘉山 淳子（国際交流 係員）

90人

今回のシンポジウムでは「国際社会で活躍できる人材育成」をその使命と目的とし、国際学群・人間健康学部・国際文化研究科・看護学研究科から成る名桜大
学の特色を生かすと共に、その地域に根ざした存在としての意義高揚に資すること目指して開催しました。そのために、折しも国家レベルでの施策となりつつあ
る『海洋教育』を積極的に課題として取り上げ、今日までの実績と共に将来的なヴィジョン設定を国際的視野から検討することによって、アジアのハブ として
の位置付けを共に再認識し、各方面の独自性を尊重した上での連携した機能創出の可能性を模索しました。
『海洋教育』
が新たな概念であるため、萌芽的な挑戦的な企画となりましたが、壇上だけでなく、
フロアを含めた活発な意見交換が行われ、名桜大学を起点と
し、
沖縄のロケーションを生かした新たな研究連携、
教育方法、
地域貢献について、
広く海洋教育の関連分野、
関連団体による協力、
連携の可能性が示されました。

平成27年2月9日（月）、本プログラムに採択された佐藤さ
んが、山里勝己学長を表敬しました。報告を受けた山里学長
は「佐藤さんのプロジェクトは非常に独創的な分野だと思い
ます。アルゼンチンで学んだことを様々な形で貢献してくだ
さい。この快挙は、後輩・同級生・先輩の励みになります。
『自
分の可能性を試すための旅立ち』と捉え挑戦してください」
と激励しました。

前列左から山里学長、佐藤さん、後列左から渡具知伸学生部長、
津嘉山淳子国際交流係員、中山登偉学生課主幹

佐藤さんのコメント
合格できたことが率直に嬉しいです。今でも驚いています。
このプログラムでは留学の費用に関して悩む必要がなくなりま
す。そして、どのような留学にするのかを研修会を通して学び、
準備することができます。東京での面接では、面接官からの厳
しい質問に苦労しました。集団ディスカッションでは自分より
も具体 的な夢を持って素 晴らしい留学 計 画を発 表してい る
方々ばかりだったので、圧倒されました。それにもかかわらず、

私が合格できたのは、私の植物に対する情熱が試験官の方に
伝わったことではないかと思っています。そして、上 原なつき
先生や津嘉山淳子先生が添削をしてくれたり、サポートしてく
れたことが大きかったです。本当にありがとうございました。こ
のチャンスを活かして有意義な留学を実現したいです。
佐藤 嵐（国際学群２年次、青森県立五所川原高校出身）

総評：遠矢 英憲（人間健康学部 スポーツ健康学科 上級准教授）
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旧沖縄県立農林学校同窓会奨学金贈呈式を挙行
平成27年２月19日（木）、旧沖縄県立農林学校同窓会奨学金贈

ん、サッカーを通した交流等も図っていきたいです」と話しました。

呈式が、瀬名波榮喜本学名誉学長（同同窓会元理事）ご列席のも

最後に、
指導教員の住江淳司先生が
「
『尊い奨学金をいただいて留

と執り行われました。この奨学金は、旧沖縄県立農林学校同窓会

学している』
という気持ちで留学に挑んでください」
と激励しました。

による寄 付金をもとに、中南米の国際交流協定校に留学する学
生へ給付されるものです。今回、第１期生としてパシフィコ大学へ
留学する内藤万里さん（国際学群２年次、静岡県・星陵高校出身）
と、メキシコ国立自治大学へ留学する譜久里架さん（国際学群２
年次、沖縄県立与勝高校出身）に贈呈されました。
山里勝己学長は、
「 両大学共に、本学から2人が初の派 遣留学
生となります。ぜひ文化や社会を理解し楽しい留学生活を送って
いただきたい」とエールを送りました。
内藤さんは「語学や文化を学ぶだけでなく、県人会をはじめ現地
の方々との出会い・交流を大切にしていきたい」、譜久里さんは、
「奨
学金をいただくことで充実した留学生活が送れます。勉学はもちろ

奨学生に選ばれた内藤さんと譜久里さん（前列左から内藤さん、山里学長、
瀬名波名誉学長、譜久里さん、後列左から中山登偉学生課主幹、上原なつき准教授、
住江教授、伊佐正学生課国際交流係員）

留学前壮行会および留学体験報告会を開催しました
平成27年２月４日（水）、平成27年前学期国際交流協定大学へ

引き続き、受け入れ留学生による留学体験談報告会が行われま

留学する学生の壮行会が開催されました。３月から６カ国７協定

した。平成26年度後学期に８カ国・地域、８協定大学から受け入

大学に12人の学生が派遣されます。

れた20人、短期受け入れ留学生５人、合計25人が帰国します。李

壮行会では、派遣留学生一人一人から抱負が述べられました。ア

濬輝さん（韓国啓明大学）は、
「 新聞を読むことで、沖縄のことがよ

ルゼンチンの産業社会科学大学に留学する乙坂絢美さん（国際学

く分かるようになりました。ここでの学びを帰国後も生かせるよ

群２年次、岩手県立盛岡北高校出身）は、
「南米出身の留学生と交流

うな人材になりたいです」と報告しました。各報告を受けて、山里

していく中で、南米に興味を持つようになりました。アルゼンチンで

学長は「ここで学んだことを、皆さんの国のため、社会のために、

は積極的にコミュニティーを広げていきたいです」と語りました。

東アジアのために生かし、人と人を結び付つけるような仕事をな

派遣学生に対し、山里勝己学長から「（留学先の）最先端の文化・

さっていただきたい」と期待しました。

文明に触れて、
帰国して貢献してほしい」
と激励の言葉が贈られました。

留学に対する意気込みを語った派遣留学生一同

人間健康学部スポーツ健康学科FD研修会を開催
「高等教育における障がい者スポーツを考える」と題して、スポー

して学び合う関係をつくっ

ツ健康学科ＦＤ研修会が平成27年2月4日（水）に開催されました。

ていく。それが、インクルー

お話しいただいた方は、愛知大学地域政策部の講師および同地域

シブ体育の醍醐味である、

政策学センター研究員の中島史朗先生です。脳性小児まひの障が

というのです。
また、中島先

いをもつ中島先生は、障がいの種類や程度に合わせてルールや用

生は、ご自身が学んだ広島

具を適合（adapt）し、障がいのある人もない人も共に行うアダプ

大学において、一人の視覚

テッド・スポーツを実践しています。中島先生が小学生の1970年代

障がい学生を支援する目的

は、障がい児は養護学校に行くのが一般的でした。その後の国内外

から始まった小さなボラン

の条約や法律の整備により、今後ますます障がい児の普通学校へ

ティア活動が、
より多様な学生たちを支援するアクセシビリティ・セン

の入学や高等教育への進学が増加すると見込まれています。

ターへと発展した経緯について説明してくれました。
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歴 が 長く留 学 経 験
もあ る 他 大 学 学 生

論の部に佐藤嵐さん（国際学群2年次、青森県立五所川原高校出

と 対 等 に 同じ 舞 台

身）、スキット※の部に加藤美優さん（国際学群1年次、新潟県立佐

で競ったことは、誇

渡中等教育学 校出身）と比嘉和佳 奈さん（国際学群1年次、沖縄

る べ きこと だと 思

県立名護高校出身）のペア、逸見愛美さん（国際学群1年次、青森

いま す 。また 、スペ

県立八戸西高校出身）と木村晃さん（国際学群1年次、千葉県立千

イン 語 学 習を 始 め

葉大宮高校出身）のペア、3組5人が出場いたしました。スキットの

て半 年 にも満 た な

部では、加藤さんと比嘉さんのペアが見事2位を受賞いたしまし

い2人が2位受賞と

た。2人はトップバッターであったにもかかわらず、流暢な発音とコ

いう功 績 を 残 せ た

ミカルな演技で会場を湧かせました。審査員長のアントニオ・ヒ

のは、学生自身の努力はもちろんですが、発音指導してくださった

ル・デ・カラスコ氏（セルバンテス文化センター東京 館長）は、参

南米留学生の新垣ホセさん（アルゼンチン出身、県費留学生）、橋

加者のレベルの高さに驚き、また、それぞれのテーマが個性豊か

本イバンさん、仲宗根クラウディオさん（共にアルゼンチン出身、

でとても興味深かったと総評されておりました。

本部町研修生）、スピーチ原稿の添削をしてくださった学生課職員

スキットの部で2位を受賞した比嘉さん（左）と加藤さん（右）、
審査員長アントニオ・ヒル・デ・カラスコ氏（中央）と共に

大会後の懇親会ではスペイン語圏各国の料理がふるまわれ、南

の伊佐正さん（ペルー出身）のご協力があったからです。4人は当

米民族音楽の演奏やダンスショーなどで大いに盛り上がり、他大

日も会場に駆けつけ、学生にエールを送ってくださいました。この

学からの参加者、中南米出身者、スペイン人留学生と交流し親睦

場をお借りしまして、感謝申し上げます。

を深めることができました。

※スキット（寸劇）

惜しくも受賞を逃した学生は悔しさをにじませておりましたが、

総評：上原 なつき（国際学群 国際文化教育研究学系 准教授）

本学学生は全員、1年未満のスペイン語学習歴でありながら、学習
受賞者の声

自分の成長を実感

私は聴講生としてスペイン語Ⅰのクラスを受講している程度のス
ペイン語学習初級者です。はじめは全く分からなかったスペイン語
原稿でしたが、留学生や先生に協力してもらいながら意味の理解、発
音練習を繰り返していくうちに、自分の成長を感じられるようにな
り、楽しく取り組むことができました。美優さんと暗記の練習や演技
の練習を笑いながらやったことがとても印象に残っています。本番
は衣装を身にまとい、会場の観客の笑いもとれたので大満足です。副
賞の図書カードでスペイン語の本を買いたいと思います。
（ 比嘉）

スペイン語を通して新たな自分を発見

ボイスレコーダーに入れてもらった留学生の発音を、和佳
奈さんとリピートしたりシャドーイングしたりと、練習の仕
方を工夫しました。練習中上手くいかず悔しい思いをしたこ
と、発表前に緊張感を味わいながらも、
「 毎日が充実し世界が
輝いて見える」とはこういうことなのだと私なりに感じまし
た。スペイン語を話すことで、日本語や英語を話している時と
は別の、もう一人の自分を見つけたような気がします。大会を
通して多くの人と出会えたことに感謝しています。
（加藤）

平成27年1月21日（水）1限および28日（水）1限の2日間、多目

準備、運営、進行、整理活動の全てを受講生が担いました。これら

この 発 表 会は 大 学に おける学 び 方をまなぶ ということを

の活動にはピア・ラーニング組織である「ウェルナビ」を中心とし
このように、単に学生が自ら学ぶというレベルからさらに1歩進

群10題、スポーツ健康学科4題、看護学科4題の口頭発表があり

んで、学びの環境までも学生が自ら学びやすいように構築してい

ました。

く姿勢に、学生の1年間の学びの成果を感じることができました。

聴講し、非常に熱気ある雰囲気の中で進行しました。発表者の学

本学においても、難聴学生の体育実技へのアクセシビリティ確保
に向けて取り組んでいます。
中島先生はパラリンピックの創始者グッ

現場において障がい者が入ってきても、
対応できる能力を身につける

ドマン博士の「失った機能を数えるな、残った機能を最大限に活か

こと、
③自分自身が障がい者になった場合でも、
前向きに物事を考え

せ」
の言葉を紹介してくれました。
私たちもできることからスタートし、

られる能力を身につけること。
そして、
障がいの有無にかかわらず、
さ

スポーツを介した学生相互の新たな動きを生み出したいと思います。
総評：スポーツ健康学科ＦＤ委員
竹沢 昌子（スポーツ健康学科 上級准教授）

たチューターの先輩学生が支援を行い、成功へ導きました。

学びのまとめとして位置付けられており、選りすぐられた国際学

当日は、2日間ともに学生、教員、職員約550人（満席）が会場で

講演する中島先生

ある学生の自発的な学習を促 進する観点から、本発表会の計画、

的ホールにて『教養演習Ⅱ』全学合同発表会を開催いたしました。
テーマに開講されている「教養 演習Ⅰ」
「 教養 演習Ⅱ」の1年間の

ます。
①障がいと自分は無関係ではないことを学ぶこと、
②スポーツ

まざまなアイディアを出し合って新しいスポーツを考案することを通

平成27年1月24日（土）、琉球大学にて「琉球大学スペイン文化
研究会主催第15回スペイン語弁論大会」が開催され、本学から弁

教養演習Ⅱ全学合同発表会を開催しました

報告会に参加した帰国する留学生

中島先生は、
アダプテッド・スポーツ教育の意義を次のように伝え

琉球大学スペイン文化研究会主催
第15回 スペイン語弁論大会 スキットの部にて2位を受賞

総評：教養教育センター副センター長（教養演習統括担当）遠矢 英憲

生はその雰囲気にのまれることもなく、それぞれが十分に工夫し
練られた学びの成果を、分かりやすく堂々と発表している姿が印
象的でした。
また、その発表者の姿勢に触発されるように、学生からはもち
ろんのこと、教員からも発表内容を掘り下げる専門的な質問が飛
び出し、活発な質疑応答が行われました。全体的には学群、各学
科の枠を超えて、お互いの学びの成果を十分に出し合い、さらに
知的に刺激し合うという1年間の学びが凝縮された発表会となり
ました。
さらに、
「 名桜大学型リベラルアーツ教育」の重要な柱の一つで

口頭発表の様子
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授業紹介「児童福祉」
東日本大震災の被災者支援に関連した報告会を開催

IT津梁まつり2015に出展
平成27年1月30日（金）、31日（土）、IT産業人材確保支援事業コン
ソーシアム（公益社団法人沖縄県情報産業協会、沖縄県中小企業家同

平成27年１月28日（水）、スポーツ健康学科提供科目「児童福

友会 情報関連部会「eおきなわ」、NPO法人フロム沖縄推進機構）及

祉（担当：竹沢昌子）」の授業の一環で、東日本大震災の被災者支

び沖縄県が主催する「IT津梁まつり2015」において、情報システムズ

援に関連した報告会が実施されました。

専攻の学生4年次の卒業 研究成果報告（8テーマ）
（ ポスターセッショ

はじめに、被災地を訪問した矢貫早弥さん（スポーツ健康学科４

ン）を実施しました。そのうち1テーマについては、デモンストレーショ

年次、沖縄県立北山高校出身）と山本芽依さん（スポーツ健康学科

ン（映像）を実施し、大変好評でした。IT津梁まつりは、県内IT関連産業

３年次、長崎県立諫早高校出身）による報告が行われました。矢貫

の活性化と、更なる企業の集積及び将来のIT人材供給の促進を目的と

さんは「現代版組踊てぃんぬむい〜星結踊〜」のメンバーとして、東

しており、県内IT関連企業と、県内の大学、高校、専門学校等が多数出

日本大震災で被害を受けた、岩手県陸前高田市の桜まつりや仮設

展するイベントです。情報システムズ専攻の学生が卒業研究の成果報

住宅、保育園等にて舞台活動を行っていること、また、早稲田大学

告を行うイベントとしては最適であり、参加者（IT関連企業、大学、専門

の学生と共に仮設住宅に住む方々へ運動指導を行い交流している

学 校、学生等）から研究に対する意見・アドバイス等をいただき、今後
の研究活動へのフィード・バックを行う事を目的としています。また、県

ことを報告しました。
「舞台活動だけでなく、大学での学びを生かす
名桜大学ブースの様子

被災地の様子がスライドで伝えられました

ことができ、良い経験となりました。被災地については『百聞は一見

続いて、沖縄県中央児童相談所の児童福祉司である赤嶺真也

にしかず』、実際に見て、感じてほしい」と話しました。山本さんは

さん（社会福祉士）が、
「 被災地における里親支援〜岩手県宮古児

「きっかけバス」という学生が東北３県にバスで行くプロジェクトに

童相談所の現場から〜」という題で、被災により保護者を失った

参加し、陸前高田市で行われた「七夕祭り」にて地域の方々との交

子どもたちとその里親への支援について語りました。赤嶺さんは

❶新里 智： L社が行っているO2Oの現状に関する研究（アリゼミ）

流を行ったことや、来沖した福島県いわき市の子どもたちとの交流

平成26年４月から半年間にわたり、宮古児童相談所へ派遣され

❷城戸 千裕・渡口 あかね： 浸水に対する地域の防災意識に関する
研究（田邊ゼミ）

について話し、
「被災地訪問に限らず、自分自身の心が動かされるこ

ました。支援活動を通して、子どもも大人も心の傷を抱えているこ

とに取り組むことに意味があるのではないかと思う」と話しました。

と、
（ 被災者ではない）自分には何の力にもなれないのではないか

への地 域貢献にもつながると考えています。6回目の参加となる今回
は、情報システムズ専攻の卒業研究（全33テーマ）より、8テーマを選
出し、報告を行いました。

と思っていたが、面談者から「被災者ではないあなただからこそ

❸与座 朝弥： HTML5を使用した学習コンテンツ制作に関する研究
（佐久本ゼミ）
❹仲本 謙： 発話者と評価者の性別による印象評価への影響（中里ゼミ）
❺岩永 太一： 名護市・名桜大学を舞台としたアニメーションとイラスト
の作成（ピーターゼミ）

素直に話せる」と感謝されたことが印象的だったと述べました。
また、現地での活動を終え、最も伝えたいこととして「被災地の暮

参加メンバー

らしは豊かになりつつあるが、心に抱えた傷はまだ癒えていませ
ん。そのことを気にかけてほしい。それから、災害はいつでも自分

❻中村 光希： 色音符を用いたピアノ指導に関する研究（天願ゼミ）

の身に降りかかる可能性があるということに気づかされ、防災に

❼若狭 亜紀： 沖縄県北部地域の天気と観光客の行動の関連性
（天願ゼミ）

矢貫さん

山本さん

赤嶺さん

ついて意識が変わりました」と生の声を伝えてくれました。

❽知念 績文： 紅型デザインのデータベース化に関する研究（天願ゼミ）
「IT津梁まつり2015」への参加者は、3,200人（※主催者発表）であ

学生会館SAKURAUMにてCRLA発表会を開催

り、名桜大学の出展ブースにも来場者、学生、企業の方々が訪れ、ポス
ターセッションやデモンストレーションにおいて、卒業研究に対する意

平成 27年1月2 8日（ 水 ）、学 生 会 館 S A K U R AU Mに お いて 、

見・アドバイスが得られました。
総評：天願 健（国際学群 経営情報教育研究学系 上級准教授）

会場の様子

会場の様子

授業紹介「特別支援教育研究」
教職をめざす皆さんに知ってほしいこと〜性同一性障害当事者の立場から〜
平成 27年１月2 9日（木）、
「 特別支 援 教育 研究（担 当：竹 沢昌

味方だよ』と言ってもらえると、当事 者にとって嬉しいことです。

子）」の授業において、卒業生の當山敦己さん（平成25年度人間

性同一性障害は特別なことではありません。皆と同じ人間の一人

健康学部スポーツ健康学科卒業）が、
「 教職をめざす皆さんに知っ

で、世界中で無二の存 在です。誰しも同じ生き方をする人間はい

てほしいこと〜性同一性障害当事者の立場から〜」というテーマ

ないと思います。お互いの違いを認め合って生きていければと思

で講話を行いました。當山さんは、
「 教職をめざす皆さんに、性的

います」と期待を寄せました。

マイノリティについて是非知ってほしい」という強い思いから、自

レギュラー6人）の認定証が渡慶次正則センター長より授与され

では学期を通して各自で取り組んだ8つのプロジェクト・ワーク

ました。授与された学生には、フロアーから大きな拍手が送られ、

ショップについての報告を行いました。留学生を含む約40人の学

達成の喜びを皆で分かち合いました。最後には、メーガン・クック

生及び教職員が参加しました。

ルマン副センター長が総評を行い、閉会しました。

発表会は、橋本圭一朗さん（国際学群１年次、静岡北高等学校

今回の発表会には、
大手前大学の寺田未来先生も参加してくださ

出 身 ）の司 会で 進 行 され 、日本 人チューターは 英 語で 、留 学 生

り、
「対象となる学生のニーズをしっかりと受け止め継続した取り組み

チューターは日本語で発表を行いました。今学期は、先学期に引

がなされている点が大変参考になりました」
と評価してくださいました。

き続き、英語の自主学習能力向上サポートワークショップや留学

ご参加いただいた皆さんに心より感謝申し上げます。

生と日本人学生がお互いの母語を教え合う「勉活」プロジュクトに
加え、タイ語、スペイン語、中国語、英会話、英文法ワークショップ、
またリーダーマニュアル作成プロジェクトが実施されました。ワー
クショップを実施したチューターは、実際使用した教材を紹介し、

今学期、チューターリーダーを務め、リーダーマニュアルを作成

童・生徒がいる可能性があることを知っていてほしい。
『 いない』

総評：言語学習センター専任准教授

山里 絹子

＊ 同 セ ン ター は 、国 内 で 初 め て 米 国 の 教 育 機 関 C R L A（ C o l l e g e
Reading and Learning Association）から認定を受け、2002年よ
り国際標準チューター育成トレーニングプログラムを実施しています。
※本学HPにて、プロジェクト名一覧・認定証取得者の紹介を含む総評のフ
ルバージョンを掲載しています。

http://www.meio-u.ac.jp/news-list/2725-150128-crla.html

した 上 原 丈明さん（国際 文化 専 攻3 年次、沖 縄県立向陽高校出

のではなく、
『 言えない』のが現状です。その上で、無意識に差別す

身）は、
「 マニュアル作成に取り組んだおかげで、自分がリーダーと

るような言葉、例えば『男性と女性が付き合うことが当たり前』な

してどのように行動すべきか、何に注意すべきか、過去のリーダー

どと言っていなかったか振り返ってほしい」と理解を求めました。

の経験から学び、実行に移すことができた」と振り返りました。ま

また、受講生に対し、
「 世の中に、自分のことを理解し支えてくれ

た、今学期初めてチューターとして活動し、タイ語ワークショップ

る人が一人いるだけで本当に救われます。このように話せるよう

を実施したナッティダー・タムロンアートさん（交換留学生、タイ

になったのも、周りの支えがあったからです。もし、皆さんが当事
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開催しました。今学期は合計14人のチューターが活動し、発表会

参加した学生も大変興味深そうに聞いていました。

しました。
「 どの学校・クラスにおいても性同一性障害を抱える児

者から打ち明けられた時、
『 話してくれてありがとう』、
『 いつでも

条件を満たした11人のチューター（マスター3人、アドバンスト2人、

各自担 当した外国語のミニ・レッスンを組み込 んだ発 表を行い、

身の生い立ちや性同一性障害に係る教育現場の現状について話

発表会では、2014年度前期にトレーニングプログラムの必須

2014年度後期言語学習センターのCRLAプロジェクト発表会を

出身）は、
「 文法や会話を教えた。ワークショップに参加した学生
寄せられた質問に対し回答する當山さん

が一生懸命勉強してくれたので嬉しかった」と話していました。

参加者の皆さんと一緒に

※国際学群3年次以降は専攻名、人間健康学部は学科名のみで表記しています。
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第21回

去る平成27年1月31日（土）、第21回ポルトガル語暗唱・弁論大

の弁士は、JICAの青年海外協力隊としてモザンビークのシバタ初

会が、山里 勝己名桜大学学長、西原篤一在 那覇ブラジル名誉 領

等教員養成校で、小学校の教員の指導をした時の経験を語ってく

事、並びに上地修名護市国際交流協会会長のご臨席のもと、本部

れました。今回の弁論部門の参加者は、その内容の卓越さ、ポルト

棟第１会議室で開催されました。本大会は、名桜大学が設立され

ガル語のレベルの高さ、それに暗唱力は過去の大会を遥かに凌ぐ

た平成6年から毎年開催してきた伝統のある大会です。今年の暗

もので、どの弁士も全国大会に出場しても上位入賞は確実である

唱部門には4人の参加者があり、その全員が国際学群の1年生で、

という印象をもちました。加えて暗唱部門の出場者も甲乙付けがた

名桜大学でポルトガル語を1年間履修してきた学生です。また弁論

く、審査委員の他の２人から今回に限って暗唱部門に特別賞を設

部門には学外から2人の参加者がありました。まず１人目は浦添市

け、3番手の弁士に特別賞を贈るようにとの意見をいただきまし

で日本語の支援員をされている方です。もう1人の参加者は、美咲

た。また、フロアの聴衆者も30人ほど南部から来ていただき、とて

養護学校で勤務されている方で、アフリカのモザンビーク（ポルト

も活気のある大会となったことは本大会を主催するものとして大

ガル語圏）にJICAの派遣で2年間滞在した経験を有する社会人で

変喜ばしいことでした。審査の結果は次の通りです。

す。現在２人とも沖縄国際大学のサークルでポルトガル語を学んで

【暗唱部門】
名桜大学学長杯／

を創設してポルトガル語の普及活動を行ってきました。彼女らは、

受賞者：桑子 由紫（国際学群１年次、群馬県立伊勢崎高校出身）

そのサークルを代表して弁論部門に参加したのです。

在那覇 ブラジル名誉領事杯／

4人は約2カ月間、ポルトガル語研究会が用意した課題テキストの
練習に精魂を傾けてきたと言えます。その努力の甲斐もあって大会
前には参加者全員が、ポルトガル語のテキストをほぼ暗記するレベ
ルまでになっていました。次に弁論

国際学群観光産業専攻の鈴木ゼミでは、地域資源を活かした

「観光」現象を理解するためには、座学の授業だけでなく、現地

観 光地 域づくりについて学んでいます。今回のフィールドワーク

で五感を働かせて学習・研究する必要があります。今回の巡検教

は、いろいろな場所を巡り、地 域 的 特 色を観 察する活 動である

育を通じて、研究活動（卒業研究など）のヒントをみつけてほしい

「巡検」を行いました。巡検では様々な事 象 が 取り上げられるた

受賞者：安部 友弘
（国際学群１年次、大分県立大分商業高校出身）
【弁論部門】
名護市国際交流協会会長杯／受賞者：長嶺 歌織（美咲養護学校）
総評：住江 淳司（国際学群 国際文化教育研究学系 教授）

総評：鈴木 富之（国際学群 観光産業教育研究学系 准教授）

ます。沖縄 本島南部地 域には平和祈念公園やひめゆりの塔など
の戦跡地、首里城や斎場御嶽などの世界遺産、国際通りや牧志公
設市場などの商業集積地などが、北中部地 域には恩納村を中心
とする海浜リゾート、異国情緒あふれるコザなどがあります。個
性豊かな地域資源を多数有する沖縄 本島は、地理教育の適地と
巡検の事前学習として沖縄の歴史（沖縄戦、戦後の沖縄）、伝統
文化と伝統芸能、食文化、観光の地 域的特徴について、ゼミ内で
発表会を行いました。また、巡検の現地発表で使用するレジュメ
をまとめた冊子をつくりました。第１回の南部巡検は平成26年６
コースは、斎場御嶽→おきなわワールド→国際通り→牧志公設市
場・やちむん通りの順です。第２回の中南部巡検は平成27年１月
は、恩納ガラス工房→コザゲート通り→中央パークアベニュー→

J ICAのプログラムでブラジル の

コザ銀天街→海中道路と浜比嘉島→金武町新開地を視察しまし

マット・グロッソ・ド・スル州の州

た。現地では、学生がこれらの地域の特徴について発表しました。

都カンポ・グランジ市にある「沖縄

おきなわワールドではスーパーエイサーやヘビとの写真撮影、恩

学園」で日本 語教師として働いた

納ガラス工房では琉球ガラスづくりを体験し、牧志公設市場では

活動について述べました。もう１人

新鮮な海産物に、金武町では名物タコライスに舌鼓を打ちまし

受賞者を囲んで

南部巡検。おきなわワールドにて
（2014年６月）

月に行い、３年次のゼミ学 生15人 が参 加しました。南 部巡 検の

に実施し、留学中の学生を除く14人が参加しました。中南部巡検で

部門では、まず１人目の参加者は、

主催者・共催者・参加者一同

と願っています。

め、学生が各地域に関する見聞を広げることができると考えられ

いえます。

おり、このサークルは、ブラジル人の留学生がポルトガル語クラブ

今回の大会を終えての感想を述べると、まず暗唱部門の参加者

鈴木ゼミ３年次フィールドワーク
―沖縄本島南部巡検＆北中部巡検―
平成26（2014）年度

名桜大学ポルトガル語暗唱・弁論大会

た。最後に事後学習として巡検で得た情報を発表し、どのように

琉球ガラスづくり（2015年１月）

参加学生の声
沖縄県本島中部の観光を学ぶために、沖縄市を中心に巡検を
行いました。事前に文献やインターネットから収集した情報を
冊子にして、コザゲート通り、ミュージックタウン、パークアベ
ニュー、銀天街商店街を巡りました。そこで、観光地域の成り立
ちやその背景、商店街の取り組みなどを学習することができま
した。例えば、近年、若いアーティストたちが銀天街商店街を訪
れるようになり、制作活動や地元住民との交流を行っています。
また、アートフェスティバルの会場としても利用され、
「 アート
のまち」としても認知されはじめています。今回の巡検を通し
て、地域活性化（まちづくり）や観光地づくりのあり方など、視野
を広げることができました。
清末 雅仁（観光産業専攻４年次、福岡県立青豊高校出身）

観光振興を行うべきかについて議論をしました。

平成26年度 第3回・第4回全学FD研修会報告
平成26年10月23日（木）に「本学の特色のある教育プログラム

平成27年1月23日（金）に「名

の取り組みについて」をテーマとする第3回全学FD研修会が開催

桜 大 学 が目指 す 教 育のありか

されました。

た」と題する第4回全学FD研修

今回は地域ボランティア活動をする学生団体の発表で、はじめ

会が開催されました。本研 修会

に、ボランティア・アクティビティ・グループ（ＶＡＧ：看護学科）に

の目的 は 、平 成 2 8 年 度にカリ

よる「朝市健康増進活動」、次にヘルスサポート（スポーツ健康学

キュラムが編成されることを受

科）による「JOYBEATを活用した地域の健康づくり」に関する発

け、本学が新たに目指す教育と

表、そして学習支援教室ぴゅあサポート（教員養成支援センター）

は何かについて、学群・専攻、学

による「子どもと共に学び成長する学習支援活動の実際」の発表、

部・学科の垣根を越えて、相互に

最後に、授業科目「プロジェクト学習」
（国際学群）を通じた「映画に

理解し合い、目指す方向性をその途上で再確認することでした。

よる名護まち活性化プロジェクト」と「名桜大学学生会館の名称選
定プロジェクト」の紹介でした。

国際学群国際文化専攻高嶺ゼミでは平成26年12月9日（火）

全ての発表者が最後にカリキュラム編
成の感想を「格言」に例えた。山里学長は
ロバート・フロストの「The Road Not
Taken」を紹介した

まず、山里勝己学長より名桜大学が目指す教育について、第2期
中期目標・中期計画を念頭に置きつつ、名桜大学型リベラルアーツ

同年度の全学FDの年間計画の一つとして「（FD研修を）学生の

教育を通じた全学的かつ学年横断的な教育方針の方向性の説明

参加を得て実施」という項目がありました。今回の研修では、学生

がありました。次に木村堅一教授（教養教育センター長、現・リベラ

の参加が受け身的な聴衆としてではなく、能動的な発表者であっ

ルアーツ機構長）による、大学教育の質保証のための教養教育の

た点が、当初の計画よりも一歩踏み込んだ内容となりました。

ありかたについて発表、更に専門教育については、佐久本功達国

学生達の発表は、学外での地域ボランティア活動の歴史や細部

際学群長および稲垣絹代人間健康学部長が、加えて高度専門教

にわたる紹介、更に

育について国際文化研究科（新垣裕治研究科長）、看護学研究科

は 課 題とその 分析

（小西清美研究科長）による、各々のカリキュラム検討の中間報告
がありました。

や評価もあり、改め
て地 域 で意 義 のあ

平成28度実施に向けて、他専攻、他学科のカリキュラム改正内

る活 動 を 展 開 する

容を理解し、コンセンサスを高め、ひいては名桜大学内における
コンソーシアム を高める意味でも意義深い研修会でした。

学 生の 情 熱 と 逞し
さに 感 動 する 教 職
員も多々いました。
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英国セントラル・ランカシャー大学のRa Mason博士が
高嶺ゼミでTutorialを実施

学生の地域ボランティア活動の発表を
真剣に聞き入る教職員ら

総評：全学FD委員長
小川 寿美子（人間健康学部 スポーツ健康学科 教授）

ゼミ生を、徐々に活発な英語ディスカッションの世界へと誘うコ

に、英国のセントラル・ランカシャー大学国際関係学科アジア太平

ミュニケーション技能は実に見事なもので、Mason博士の英国で

洋 研究専攻のRa Mason博士をゲスト講師に招き、英語による

の豊富なTutorial経 験を伺わせるものでした。最初は緊張気味

「Tutorial」を実施しました。Tutorialとは英連邦圏（英国、豪州、

だったゼミ生も、無意識のうちにディスカッションに引き込まれて

ニュージーランド等）の大学で行われている教育法で、ディスカッ

しまい、ごく自然に発言できている様子でした。英語が得意な学生

ション、討 論、あるいはゲームを用いることで、設 定した学 術的

は英語で通し、英語が苦手な学生もbroken English で必死に

テーマを少人数で深く学んでいくものです。教員と学生の双方向

がんばっていましたが、ついには日本語で発言しはじめたりと、実

コミュニケーションを重視し、学生の積極的参加を前提とするな

に和気あいあいとしたものでした。ゼミ後は、昼食を共にしながら

ど、日本の大学でも徐々に普及しつつある「アクティヴ・ラーニン

談笑する機会も設け、ゼミ生もよりリラックスした雰囲気のなか

グ」や「PBL学習」の原型といえるものです。

での異文化交流を楽しんでいました。

今回実施されたTutorialの中心テーマは「アジア太平洋の安全

ゼミに加えて、Mason博士には「国際関係論」の講義も担当し

保障」で、その中で日本や沖 縄が 直 面している諸課 題（サブテー

ていただきました。英語での専門科目講義を初めて受講した学生

マ）について活発なディスカッションや討論が展開されました。印

にとっては、とても刺激的な疑似留学体験となったかと思います。

象的だったのは、授業中Mason博士が９人の初対面のゼミ生をた

総評：高嶺 司（国際学群 国際文化教育研究学系 上級准教授）

えず「名前」で呼んでいたことでした。これは決
して彼の記憶力の良さによるものではなく、学
生にアルファベットで記名してもらった紙のネー
ムプレ ートをあらかじめテーブル に置 いても
らっていたからです。名前で呼ばれる方が学生
もやる気がでるので、ちょっとした工夫の大 切
さを実感しました。
また、必ずしも英語が流暢とはいえない受講

活発なディスカッションが行われました
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海外協定校等から18人の留学生を受け入れました
平成27年4月1日より18人の留学生を受け入れました。国際交

副学長を表敬しました。全員が、日本語で自己紹介を行い抱負等

流協定校7大学から17人（内訳：中国・湖南農業大学４人、中国・北

について語りました。今回、初の受け入れとなった明知大 学（韓

京聨合大学旅遊学院２人、台湾・大仁科技大学１人、韓国・啓明大

国）の智孝 鎭さんは、
「 様々な経験をしたいと思います。１期生と

学４人、韓国・明知大学３人、ブラジル・ロンドリーナ州立 大学２

して頑張ります」と意気込みました。

人、フィリピン・マニラ大学１人）と、ペルーのラ・ウニオン学校か
ら科目等履修生１人が、本学で半年または１年間学びます。
４月３日（金）、留学生18人が山里勝己学長および金城やす子

山里学長は、
「 学内では、学生・教職員とあいさつをしながらコ
ミュニケーションを図ってください。そして勉学に励み目標を達成
してください」と激励し、留学生を歓迎しました。

留学生一同と本学教職員

さぁ! 世界へ飛び出そう！̶ 私の留学体験記 ̶
イギリスから、こんにちは。̶ 私の留学体験記
こんにちは、現在イギリスの北西に位置するセントラルランカ
シャー大学に留学中の西上侑希です。イギリスは、季節が春へと移
り変わりたくさんのお花が咲き始めています。大学は街の中にあり
ますが、バスで少し行ったところには大草原が広がり、たくさんの
羊の群れと咲き乱れたお花を見ることができます。
大学では、アカデミックライティング、リーディング、スピーキン
グそしてリスニングを勉強しています。週に２回ほど、英語教師に
なるために勉強している学生が私たちのクラスに参加してくれてい
ます。クラス内を含めて他にも日本サークルなど友達の輪を広げる
場がたくさんあります。
イギリスには、たくさん楽しめ
ることがあります。私は、その中
でも友達と公園へピクニックに
行くことを楽しんでいます。イギ
リスの公園は、私 が日本で 今ま
で見た公園よりもはるかに大き
く公園を一周するのにもとても
時間がかかります。大 学の近く
友達の家でお菓子パーティー

海外インターンシップ先へ卒業生が就職
グランドブルーウェーブホテル・シャーラム（マレーシア）
国際学群の海外インターンシップ・プログラムは2001年に開

GBWHSAは、2001年の本プログラム開始当初から毎年学生

始されました。当初はグランドブルーウェーブホテル・シャーラム

を受け入れていただいています。毎年、３人程度の学生を派遣して

（以下、GBWHSA）
（ マレーシア）の１企業だけでしたが、現在は、

きているので、これまで、40人余りの学生を受け入れていただい

台湾（沖縄ツーリスト台北事務所、ホテルロイヤルニッコウタイペ

たことになります。毎年、丁寧な対応、丁寧な指導、宿泊や観光手

イ）、韓国（ハナツアー・済州、ホテルインターブルゴ・大邱）の５企

配等いろいろな配慮をしていただいています。GBWHSAの岡崎

業 へ各１〜３人の学生を毎年派 遣しています。学生を受け入れて

文雄GMをはじめ、Gust Experience ManagerのC.K.Lamさ

いただいている企業、また、事前研 修として学生の受け入れをし

ん、これまでのインターンシップ担当としてご指導をしていただ

ていただいている前田産業ホテルズ、沖縄ツーリスト名護支店及

いたマネージャーの方々、現 地法 人のスタッフの方々に心からの

びオキナワマリオットリゾート＆スパに心からの感謝を申し上げ

感謝を申し上げます。
今回、同企業 への就 職に踏み切った岡野さんの勇気と気 概に

ます。
今 回 、本 学 の 海 外インターンシップ・プログラム修 了生 から

敬服し感謝を申し上げます。岡野さんの飛躍の一歩になると思い

GBWHSAへ就職する学生を出すことができました。これまでの

ます。また、本学にとっても飛躍の一歩になることを確信していま

何人かの学生が、海外インターンシップ先企業への就職を考えて

す。岡野さんには、新たな環境で、何事にも積極的に取り組み、い

きましたが採用までは至りませんでした。学生にとっては初めての

ろいろなことを吸収し、GBWHSAへ十 分に貢献し、真に社会か

就職、それが海外のことになると、いろいろな葛藤や不安等があ

ら求められる人材になることを期待します。今 年も海外インター

り、また、保護者についても同様だったと思います。高いハードル

ンシップで学生を派遣します。岡野さんは、先発、前例として、後

だったと思いますが、今 回これらを飛 び 越 え、岡野亜 美さんが

輩のいい目標になると思います。

GBWHSAへ就職を希望し採用されました。これまでの取り組み
が成果として結実したことに喜びを感じています。

岡野 亜美（平成26年度 国際学群 観光産業専攻 卒業）
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にある公園には、池 がありアヒル や
水 鳥がいて 、公 園 内にはリスもいま
す。生き物に餌をあげることが公園に
行く楽しみの一つです。たくさんの自
然のことを書いてきましたが、電車で
１時間ほど行ったところには有名な
マンチェスターがあります。マンチェ
スターは、大きな街という印象があり
ます。
最後に、違う言語を話す国に１年間
行くことは、もしかすると恐いことか
もしれません。イギリスに来てみると 友 達と川沿いにある農 場レスト
ランへ行きました（右端が筆者）
恐かったことよりも人との出会いを
通して充実していると感じると思います。少なくとも、私は４年間
の大学生活のうち１年間をイギリスで勉強する機会を持てたこと
を幸せに思っています。
2015年4月
西上 侑希（語学教育専攻４年次、熊本学園大学付属高校出身）

̶ 私の留学体験記 from サイアム大学 ̶

僕はタイの首都バンコクにある「サイアム大学」に留学をしてい
る藤輪大智です。タイは現在、季節でいうと夏にあたり毎日35℃
を超える猛暑です！
サイアム大学の一番の特徴は何といってもその立地の良さ。モノ
レールに乗ればバンコク中を隅々まで探検することができます。
水上マーケット、チャオプラヤ川縦断、国王マラソン大会、水かけ
祭りなど短期旅行では絶対に楽しみ尽くせないほどたくさんの経
験をしました！本当に飽きることが無いですよ！
僕はインターナショナル学科・ホテル観光学部で勉強していて、
インターナショナル学科での授業は全て英語です。タイで英語の
勉強をするってなんか面白い
でしょ？タイ人学生が半数、イ
ンドネシア、ミャンマー、イン
ド、中国、フィリピン、アメリカ
出 身 の 学 生 が もう半 数 いま
す。学内には ホテル学部が経
営するレストランがあり、接客
から提供まで全てを学生が行
います。またある時はタイの五
つ星ホテルを訪れてVIPルー 年越しは 北部のプレアー県 へ！花 火の音
がずっと鳴っていました。

ムを見学させてもらったり、エ
メラルド寺院 へ出向き外国人
観 光客約10 0 0人に向けた市
場調査アンケートをしたりしま
す。もちろんこれらは授業の一
環としてです。とにかく皆じっ
と席になんて座ってられない！
企画したらGO！というのが基
本のスタンスです。学校にいる ばっちりシェフの格好をして調理します。
とインターナショナル学科だけ 本格的です！（右端が筆者）
でなく「日本語学科」の学生と交流する機会も多く、日本語の授業
の手伝いをしたりもします。日本に関心のあるタイ人は本当に多く
日本での生活やアニメの話、震災の話など日本人としての意見を求
められる場面が多いように思います。
日常生活ではタイ語を、学校では英語を。
「あ、僕３カ国語話せま
す」なんてサラッと言えたら絶対かっこいいと思いませんか？タイ
では日本の常識なんて簡単にひっくり返されて思わず笑っちゃう
こと間違いなしですよ！
2015年4月

藤輪 大智（国際学群３年次、兵庫県・近畿大学付属豊岡高校出身）

総評：新垣 裕治（国際学群 観光産業教育研究学系 教授、
海外インターンシップWG）

参加学生の声
OTS台北事務所への海外インターンシップに参加し
たことがきっかけで海外での仕事に興味を持ちまし
た。ホテルの業務内容、英語やマレー語等の言語やムス
リムの文化を学ぶために個人的にGBWHSAへ行き、業
務体験もさせていただきました。新垣先生や大谷先生
の多大なご協力のもと、マレーシアのGBWHSAに就職
させていただくこととなりました。
素晴らしい環境とチャンスを与えてくださった先生
方や岡崎GMをはじめとするGBWHSAの方々、事前研
修をさせていただいたOTS名護支店の方々にも感謝を
申し上げます。

サワディー! 微笑みすぎる国、タイ！

from セントラルランカシャー大学 ̶

海外インターンシップOTS台北事務所にて。
岡野亜美さん（右）と山城萌子さん（左）

３月にお礼で訪問したグランドブルーウェーブホテル・
シャーラムにて。左から岡崎GM、大谷先生、ラムさん

沖縄での半年

̶ 私の留学体験記 in 名桜大学 ̶

皆さん、こんにちは、台湾から来た卓思茵と申します。ニックネー
ムはワカメです。交換留学生として名桜大学に来られて本当に嬉し
いです。この半年でいろいろな沖縄の伝統的な文化を体験するこ
とができ、また授業で琉球舞踊も勉強しました。これからも沖縄に
ついてもっと知識を深めたいです。
去年、一 緒に名桜大学に来た台湾の友達は、
言語学習センター（LLC）でチューターをしてい
たので、私は彼と一緒に中国語ワークショップな
どたくさん企画しました。そして、中国語を勉強し
たいという日本人の友達ができました。その友達
に中国語を教えているうちに、自分の日本 語能
力も上がりました。
私は、日本に来てから初めて日本語を勉強しま

琉球舞踊の授業にて

日本人の友達と名桜祭を
楽しみました♪
LLCのプロジェクト発表会を終えて

した。最初は何も話せなかったけど、今はもう日本人の友達と喋れ
るようになりました。全ては日本人の友達のおかげです。こんな美
しい自然に囲まれた沖縄に来ることができて、本当に良かったで
す！沖縄、愛している！
2015年4月 卓 思茵（台湾・中州科技大学 交換留学生）

26

研 究 活 動 紹 介

MEIO COOL HEALTH PROJECT

健康長寿へ支援必要！北農生・ヘルサポが名護市街15区調査

■「地域で医療を守る・医療を育てる」第1回シンポジウムに登壇

北部農林高校の3年生4人と名桜大学健康・長寿サポート

び悩むといった現状があることが明らかになりました。さ

センターの下部組織であるヘルサポの学生5人によるコラ

らに、取り組みを行っていない区の理由としては、
「（取り

私は沖縄県北部地域の医療環境を良くしたいと思って研究活

性ネットの大城美智

ボレーションプロジェクトが2013年12月に発足し、名護

組みを行う）体制が整っていない」ことが挙げられました。

動を続けてきました。その中で、昨年度は北部広域市町村圏事務

子事務局長がそれ

市内の15区を中心に、健康に対する取り組みを区単位でど

また、特定健診受診率、要介護者数・要支援者数、高齢者

組合（以下、北部広域事務と略）の定住条件整備推進委員会（北

ぞ れ の立 場 からお

数、医療費、生活習慣病罹患率、喫煙に関する問題、飲酒に

部地域の安全・安心な定住条件整備事業）の委員を拝命し、北部

話をされました 。特

関する問題、歯や口腔に関する問題、肥満率（メタボリック

地域の医療問題に関わる活動をさせていただきました。委員とし

に私の印象に残った

シンドローム該当者数、予備軍者数、子どもの肥満）のう

ての多くの活動の中から、一つをご紹介いたします。

のは比 嘉 克 雄 事 務

の程度実施しているかについて調査を行いました。
プロジェクトの概要と目的
このプロジェクトが発足した背景として、
「 健康長寿県」

ち、把握している項目を尋ねたところ、図2の結果となり、

平成27年３月７日（土）午 後、北部会館にて「地域で医療を守

局長の話で、
「地 域
医 療を守る条 例」の

と言われてきた沖縄が、今や肥満率は日本一、平均寿命の

特定健診受診率はほぼ全ての区において把握されている

る・医療を育てる」第1回シンポジウムが開催されました。そのシ

順位も低下し、深刻な健康問題に直面しているからです。

ことが明らかになりましたが、他の項目に関しては、把握

ンポジウムには名桜大学から2人、金城やす子副学長と私が登

制 定 につ いて 熱く

名護市が出している「健康なご21プラン」では、名護市民の

が進んでいない現状があることも分かりました。

壇いたしました。

語ってくださり、行政事務職員の立場で地域の医療について真剣

シンポジウムは2部構成でした。第1部は事例紹介、
「 地域で医

に考え、多くの情報を集めた上で、ご自分の立場でできる最善の

療を守る・医療を育てる」取り組みをしている他県の視察報告を、

行動をしてらっしゃることに感銘を受けました。その後は全体の

肥満率 5

名護市各種団体女性代表ネットワーク協議会（以下、女性ネット

ディスカッションで、会場の参加者から病院、医療についてのよ

歯、口腔 1

と略）の岸本能子会長がなされました。報告された内容は「コンビ

り正確な、更に細かい数値情報（データ）はないのか、という質問

ニ受診の防止」に成功した藤枝市立総合病院の取り組みと、救急

などがありました。

健康寿命の延伸と生活の質の向上、市民が生涯健やかにい
きいきと暮らせるまちづくりを目指していますが、北農生
と名桜生の私たちが生活している市内各区では実際に取
り組みが行われているのか、また行われているとしたらど
のような取り組みを行っているのかを明らかにすること
で、名護市の健康問題を解決するための糸口を見出すこと
を目的とし、プロジェクトが発足しました。

［図2］把握している項目（区数）

把握数

生活習慣病 1
高齢者数 4

医療の崩壊、医師不足に対して住民ができることをするとNPO

要介護 5

法人を設立した「地域医療を育てる会」について、でした。

受診率 14
0

プロジェクトの内容

5

10

15

第2部はパネルディスカッションでした。まず私から、北部地
域の医療についてDPCデータを元に簡単にご紹介した後、金城

そして、
「 健康の維持増進のための取り組みを進めるに

やす子副学長、北部地区医師会病院の笹倉渉医師、沖縄県立北

その後、各区長にアンケート調査を行いました。回答いた

あたって外部の支援が必要ですか」という問いに対し、図3

部病院の上原正樹医師、北部広域事務の比嘉克雄事務局長、女

だいたアンケートを基に、各区長にインタビュー調査を行

のような結果が得られました。この結果から、ほとんどの

い、その結果をまとめました。調査は、名桜大「ヘルスサポ」

区が外部の支援を必要として

から、後列左からスポーツ健康学科4年生の濱口紗樹、2年

いることが明らかになりまし 外部からの支援を必要とするか

生の水澤美和、看護学科2年生の永山りさ子、福嶋千穂、島

た。インタビュー調査の結果か

袋芙希の5人、北農高

ら、外部に求める支援として、

からは前列左から生

血圧測定や区の行事の際の支

活学科の仲村佳奈子、

援、運動・栄養指導や健康に関

棚原真央、名城美勇、

する情報の提供などを必要と

松本夏海の4人が参

していることが分かりました。

プロジェクトは名護市の現状を把握することから始め、

調査結果
アンケート調査とインタ
ビュー調査の結果、健康の維持
増進のための取り組みをして
いる割合は図1の通りです。取
り組みをしていると答えた区
は、全体の80%であることが

どちらでもない
7%

そう思う
47%

強くそう思う
46%

伝いをすることに賛成ですか」という問いに関しては、全

平成26年度時）
［図1］
健康の維持増進のための
取り組みをしているか
いいえ
20%
はい
80%

次いで多くの区で行われている取り組みはグランドゴル
フが14区、ミニデイが12区で行われていることが分かり
ました。他にも体操や筋トレを行っていたり、身体の健康

健康測定などの特別な知識や技術を必要とするものでは
ることが明らかになりました。この結果から今後、多様な
形で学生が区に入って行き、区の方々とのコミュニケー
ションをとることや運動を指導すること、健康測定を行う
ことが、区のコミュニティ活性化にもつながるのではない
かと考えられました。
平成27年4月報告
スポーツ健康学科：
仲村 佳奈子（1年次、沖縄県立北部農林高校出身）
水澤 美和（3年次、新潟県・東京学館新潟高校出身）

な参加人数は多くない」という問題や、
「 自治会加入率の減
少で住民の現状把握も難しくなり、健康診断の受診率が伸

健康・長寿サポートセンター長

という取り組みを行っている区もあることが分かりまし
た。一方で、
「 意識の高い特定の人の参加が目立ち、全体的

卒業生の活躍
県系３世南米出身初の修了生

大学院 国際文化研究科修了生（2014年度修了、アルゼンチン出身）

比嘉 アンドレスさん

高瀬 幸一

名桜大学へ入学しようと思ったのは、母国で通う大学の費用
を稼ぐために来日した際、
「 帰国前に親戚がいる沖縄へ立ち寄
ろう」と思い立ったことがきっかけです。沖縄で親戚の温かな
歓迎を受け、
「 いちゃりばちょーでー ※1 」の精神に心動かされ、
「南米と沖縄の架け橋になりたい」と思い名桜大学へ進学を決
意しました。
プロフィール
2008年 4月 国際学群入学
12月 国連大学グローバル・セミナー第10回沖縄セッション受講
2010年 8月 GPAC 2010（アジア国際学生会議）参加
2011年 10月「第5回世界のウチナーンチュ大会」ボランティアスタッフとして参加
2012年 4月 大学院国際文化研究科に進学
7月 第1回世界若者ウチナーンチュ大会に参加
12月 第4回名桜大学国際学群公開シンポジウムにてパネリストとして登壇
2015年 3月 大学院国際文化研究科修了（南米出身初）
在学中、国際理解を促進するため、北部地域の小学校や高校・区等へ赴き、文化交流会
や講話を行った。
※1 いちゃりばちょーでー ・・・出会った人は皆きょうだい
※2 うちなーんちゅ・・・・・・・・・沖縄県人
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ますので、地域医療に興味がある方に来ていただき、一緒に地域
の医療についてお話することができれば、ありがたいです。
総評：大城 真理子（国際学群 経営情報教育研究学系 上級准教授）

名桜大学から数多くの卒業生が社会に向かって大きく羽ばたいています。様々な分野で活躍する卒業生を紹介します。

なく、カラオケやゆんたく、レクへの参加を必要としてい

看護学科：
永山 りさ子（3年次、沖縄県立向陽高校出身）
島袋 芙希（3年次、沖縄県立読谷高校出身）
福嶋 千穂（3年次、大分県立・大分豊府高校出身）

だけでなく心の健康にも焦点を当ててカラオケをしたり

度も、北部広域事務の主催によるシンポジウムが予定されており

るための
夢 を実 現 す
送る
アドバイスを後 輩に

ての区において、
「 賛成」という回答が得られ、運動指導や

明らかになりました。具体的な
取り組みとしては、特定健診は15区全てで行われており、

参加者数が少ないシンポジウムだったのが 残念でした。今 年

［図3］

さらに「学生が区に入って健康の維持増進のためのお手

加しました。
（ 学年は

パネルディスカッションの様子

学部では、多くの知
識を得るために、各専
攻・学 科 の 垣根を 越
え様々な 科目を履修
しました。大学院では
世界・日本・沖縄の歴
史を学ぶことで、世界
から見る沖縄、沖縄か 友人と友人の家族に修了を祝される比嘉さん（中央）
ら見る世界について知ることができました。中でも、戦後各国
へ移民したうちなーんちゅ※2 と沖縄県人の助け合いのネット
ワークについて興味が湧き、修士論文のテーマにしました。
在学中、世界のウチナーンチュ大会をはじめ様々なイベント
に参加し、ガイド・通訳を通して多くの県系の方々と接してきま
した。また、現在に至るまで名護市の臨時職員として名護市国
際交流会館で国際交流活動に携わっています。このような経
験や大学での学びを生かし、南米にいる県系の方々と協力し、
互いの経済と教育の発展に寄与できるような、南米と沖縄の永
続的なパイプづくりをしていきたいと考えています。
この度、大学院を修了することができたのは名桜大学の教
職員、そして名護市総務課の方々のサポートがあったからこそ
です。本当にありがとうございました。
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ポート

支援レ

動
就職活

キャリア支援課 事務所移転について

名桜生による

キャリア支援課は、
平成27年4月1日に学生会館SAKURAUM
５階に事務所を移転しました。同フロアーには、教員養 成支援
センター、S-CUBE（就活を支援する学生団体）も配置されてい
ます。キャリア支援課では、教員養成支援センター等の関係部
署と連携を密にし、次の通り就職支援等を行っています。スタッ
フ一同、皆さんの就職活動を応援しますので、キャリア支援課
に気軽に足を運んでください。

３・４年次
大学院生
１〜４年次
１〜４年次

事

業

全国47都道府県から学生が集う名桜大学。
このコーナーでは学生が自身のふるさとをリレー方式で紹介します。

学生会館５F フロアー
個別相談室で就職相談員＜（株）ニッチ＞と
（キャリア支援課、教員養成支援センター） 面接の練習

◆キャリア支援課による就職活動サポート
対象年次

わたしの

名

内

就活（採用試験又は企業説明会への参加に係る交通費・宿泊費等）に係る費用の一部を補助

就職活動支援プログラム

ガイダンス（就職活動の進め方、自己分析・自己PR、業界研究、面接対策、ビジネスマナー等）、
SPI試験、一般常識試験、公務員対策講座

各種検定試験

日商簿記検定、実用英語技能検定、中国語検定、日本語検定、秘書技能検定

相談担当

ハローワーク（出張相談）

株式会社Niche（ニッチ）

就活パワフルサポート

対象年次

主に４年次

１〜４年次

主に４年次

相談曜日

毎週 月曜日

毎週 火・水・木曜日（週３回）

月〜金曜日

相談時間

13：30〜16：00

12:00〜17：00（35分×7回／1日）

9：00〜17：00

相談内容

備

考

申込先

全国の求人も探すことができます。ま
た、出身県のハローワークと連携した
就職支援が可能です。

の ラ ッキ ー ピ エ ロ

小 樽 水 族 館 、函 館

佐藤 有希子

というハ ンバー

国際学群２年次
北海道旭川商業高校出身

北海道は、日本の最北 端に位置している自然が多い地

ガ ー 屋 さ ん は もち
ろんですが、富良野
の ラ ベ ンダー や 、

域です。よく北海道の夏は、涼しいと思われがちなのです

N H K の 朝ド ラ マ

が、実際は気温が30度を超えるので、とても暑いのです。

「 マッサン 」の 舞 台
と な った 余 市 町 も

北海道には、美味しい特産品がたくさんあります。毛ガ

お勧めです！美しい

ニ 、ズワイガニ 、アス パラ 、ウニ 、夕張 メロン 、いかめし 、

青 色 の 池 があ る 美

じゃがいも、とうきび、ホタテなど年中を通して、美味しい

瑛もお勧めです！ち

旬な 特産 品 があ

なみ に 、旭 川は 、旭

りま す 。私 は 、旭

山 動 物 園 が 有名で

４年次学生の採用内定率を上げるた
め の 個 別の就 職 相 談（ 履 歴 書 、エン
トリーシート等の作成・添削、面接練
習等）

川出身なので、旭

すので、是 非いらし

川ラーメンをお勧

てください。

キャリアコンサルティング技能士、産
業 カ ウン セ ラ ー 、接 遇 講 師 、C D A
（キャリア・デベロップメント・アドバ
イザイー）などによる就職相談です。

「パワフルサポート」は沖縄県内の大
学等に専任のコーディネーターを配
置し、就 職支 援を行う沖 縄県の事 業
です。

には、観 光 地がた

キャリア支援課で受付

専任コーディネーターと調整

進路相談、就職相談、面接練習、履歴
書、エントリーシート作成・添削、外国
人留学生就職相談等

キャリア支援課で受付

★毎週金曜日（13：00〜16：30）に沖縄県キャリアセンターのキャリアコーチによる出張相談を実施しています。
（対象：1〜4年次）

就職活動支援事業について
本学では、就職希望者の就職活動費の一部を軽減す
ることにより、学生が幅広い視野で自己の能力を発揮
できる職業選択の拡大を図り、就職内定率の向上を図
ることを目的に、就職活動支援事業として、就職希望者
の経費＜就職活動費（採用試験又は企業説明会への参
加に係る交通費・宿泊等）＞の一部を次のとおり補助し
ています。
対 象学生＜学部等３年次、４年次、大学院 生（休学
者は除く）＞の皆さんは、積極的に同事業を活用してく
ださい。
（１）支援方法：年度内１人３回まで
（２）支援金額：
［沖縄本島内］１回につき、1,000円まで
［それ以外］１回につき、10,000円まで
※なお、対象、実施期間、支援金額、対象事項等の詳細につきま
しては、平成27年度「就職活動支援事業」実施要項をご参照
ください。
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北海道旭川市出身

のすすきの、小 樽の

そして冬は、氷点下に達します。

◆キャリア支援課で行っている就職相談

求 人 案 内 、履 歴 書 添 削 、面 接 相 談 、
その他

い 観 光 地 は 、札 幌

容

就職活動支援事業

※ 参 加 申 し 込 み は 、キ ャ リ ア
支援課まで!!

食の宝庫
北海道

平成27年3月卒業生の就職戦線を振り返る
本学の平成27年３月卒 業生の就 職内定率は、次の表に示すと
おりです。
平成27年5月1日 現在（最終）
学部・学科等

平成27年3月卒 平成26年3月卒

比

較

国際学部・国際学群

78.9％

67.5％

11.4ポイント増

人間健康学部 スポーツ健康学科

77.8％

68.3％

9.5ポイント増

人間健康学部 看護学科

94.2％

96.6％

2.4ポイント減

大学全体

81.8％

74.9％

6.9ポイント増

全国的に雇用状況は回復傾向にあり、県外・県内の求人者数は
前年に比べ 増 加 傾向にあります。その中で本学の就 職内定率は
81.８％で昨年と比較し大学全体で6.9ポイントのアップとなって
います。
積極性の学生を除いて、本学の学生の就活について総じて言え
るのは、
「 準備不足」や「就活に対す情報収集力の不足」があげられ
ます。現３年次学生は、周知のとおり、就活期間が短いため、常に
アンテナを張り巡らせ、就活の情報を積極的に入手することが必
要となっています。そのためにも学生は、キャリア開発委員及びキ
ャリア支援課が提供する「就職ガイダンス」に積極的に参加してほ
しいと考えています。
これから就 活を始める学 生は、保 護 者や 指 導 教 員とよく相 談
をし、キャリア支援課、キャリアサポート（2人）、就 職活動相談員
（4人）及びS−CUBE等を早めに活用されることをお勧めします。

めします！！！
そして、北海 道
くさん ありま す 。
私 が お 勧 めした

タラバガニも美味しいです！

お勧め観光地の旭山動物園アザラシ館
（画像元：旭山動物園HP）と富良野のラベンダー

北海道はとても広いので、いろいろな市を１日で訪れる
ということは少し難しいです。移動に時間が掛かるので、
計画的に行動するべきですね。
ちなみに、札 幌から沖 縄までタクシーで78 時間だそう
です。来るときは、飛行機でいらしてください。

南さつまで
ゆっくいあそっが！

カボチャなどおすすめはたくさんあります。

鹿児島県南さつま市出身

ゴールデンウィーク頃に行われます。世界 各国の彫 刻 家

宮園 知佳

国際学群２年次
鹿児島県・鳳凰高校出身

また、南さつま市は吹 上 地区の 砂丘を生 かした砂の祭
典という砂 像の展 示を中 心としたイベントが 毎 年 5月の
の方 たちが１カ月ほどかけ砂 像を 制 作し 、展 示していま
す 。迫 力のある 砂 像は 、
南 さつ ま 市 に ゴ ール デ

南さつま市は、鹿児島県の薩 摩半島の西岸に位置して

ンウィークの訪れを告げ

いる人口3.5万人ほどの小さな市です。東シナ海に面して

るか のように 、生き生き

おり名護 市のように海が身近にあります。そして、春には

とした顔を見せてくれま

菜 の花が、秋にはコスモスが 市のあちこちに咲き誇りま

す 。さらに 、南 さつま 海

す。南さつま市ではゆったりとした時を過ごしながら自然

道 八 景と 言 われ る 絶 景

を満喫できるでしょう。

ス ポットでは 、そ れぞ れ

南さつま市で堪能できるおいしいものは、新鮮な海産

の 場 所ごとの自 然 風 景

物と甘美な柑 橘 類などです。地 元でとれるタカエビやブ

が訪れた人々を癒してく

リ、キビナゴや 秋 太 郎（バショウカジキ）といった海産 物

れます。

は、県内はもちろんのこと県外にも出荷されるほど、高い

ひとやすみするつもり

評価を得られています。季節ごとに取れる海産物の釣りた

で、一度 南さつま市に足

てを食べた時の高揚感は今でも忘れられません。また、南

を運んでもらえたらいい

さつま市でとれるきんかん「春 姫」は『かごしまブランド』

なと思います。穏やかな

の1つに挙げられており、鮮やかな色合いと嫌みのない甘

街 並 み と自 然 が み な さ

さが特徴のきんかんです。その他にも、金ゴマや鹿児島の

んを暖かく迎えてくれる

代名詞ともいえる芋焼酎、完熟したもののみが出荷される

でしょう。

今にも水しぶきが上がりそうな波が
砂だけを用いて表現されています。

（画像元：吹上浜 砂の祭典 in 南さつま）

海道八景の一か所で朝日の絶景スポット
でもあります。

（画像元：南さつま市観光協会 いろは南さつま）

30

学生支援推進プログラム ／先輩・後輩コミュニティを基本とする学生支援センターの構築

学生支援推進プログラム ／先輩・後輩コミュニティを基本とする学生支援センターの構築

こんにちは！私達…

言語学習センター

「ウェルカムナビゲーション
（通称：ウェルナビ）
」です !!

【学生会館SAKURAUM 4階】TEL.0980 - 51-1117

ウェルナビとは??

welcome navigation〜ウェルナビ〜とは、入学
してきたばかりの新入生が大学生活をよりエンジョ
イできるように、サポートを行っている新入生支援ボ
ランティアサークルです。また、学校行事を企画した
り、行事へ積極的に参加するなど、学校全体を盛り上
げ、名桜大学をより良くしたいと考えています。現在
75人の個性豊かなメンバーで活動中です！

18

Vol.

LLCホームページ
http://www.meio-u.ac.jp/llc/
MEIO LLCチャンネル http://www.youtube.com/user/MEIOLLC
Facebook
http://www.facebook.com/meiollc
ウェルナビキャラクター

「ウェルレオ」

様々な悩みを全力でサポートします！

＊履修登録 ＊教室・施設の場所
＊友だちづくり
＊サークル ＊初めての一人暮らし ＊恋の悩み

学生会館SAKURAUM4階、ウェルナビブースにて皆さんを待っています！

第２回古宇利島ウォーキング
昨年から新入生の交流の場として古宇利島ウォーキングを行
っています。今年は、4月29日（水）に行う予定でしたが、天気の
影響もあり雨天時プログラムへ変更しました。午前中は、バスで
古宇利島まで行き古宇利大橋を歩いて渡りました。その後は、
北 部生 涯 学習 推 進センターにてレクリエーションを行いまし
た。各班に分かれてミッションやクイズを解いていき、それぞれ
がプログラムを楽しんでいました。今回の行事の中では、新入
生、ウェルナビ、先生方の交流を実感することができました。直
前の雨 天時プログラムへの変 更であったにもかかわらず、多く
の新入生の参加や職員や先生方の協力があり、良い行事となる
ことができたと感じています。

学科間を越えた新入生交流会
４月6日（月）に新入 生
500人の全体交流会を行
いました。始めは皆緊張し
ていたものの、全 体 交 流
会を終える頃には打ち解
けて交流している様 子で
した。内容としては、３学
科混合で30〜4 0人ずつ 早くも打ち解けた様子♪
各教室に分かれ、まず自己紹介等の簡単なアイスブレイクを行い
ました。その後、心理ゲームやグループ対抗クイズ、しゃべり場、
最後にキャンパスツアーを行いました。各ゲームでは、１つの課題
に対して皆で取り組むことで、大学での学びを深めてもらうこと
を目的としています。また、しゃべり場では新入生が抱える不安
や疑問などを、新入生同士、またウェルナビをはじめとするリー
ダーズの皆さんと意見を共有しました。学科の違う学生と仲良く
なり、大学生活に少しでも早く慣れてもらえれば嬉しいです。

ウェルナビ研修会

古宇利大橋を渡りながら目の前に広がる美しい海を眺めました

国際学群新入生歓迎レク
4月2 5 日（ 土 ）に 開 催 され
た、国際 学 群新入 生 教育 研 修
に参加しました。今 年は、昨 年
までのウォーキングとは 異 な
り北部生 涯学習推 進センター
でレクリエーションを行いまし
た。当日は、30 0人近くの新入 新入生の楽しそうな表情！
生が集まり、新入生はクラス内
だけ でなく他のクラスとも親
睦を深めていました。
2 人3 脚 サッカー や 新 聞 紙
を使ったレクでは、白熱した戦
いが 繰り広げられ会場は大 盛
り上がりでした。体を動かした ウェルナビチームも参戦。
後は お 待ちかねのBBQ！！新 皆真剣な表情です^^
入生はお腹も心も満たされたようでした。
学 年全体での交 流をして大学の雰囲気を感じてもらえたと
思います。また、ウェルナビと新入 生との親 睦も深めることが
できました。今回、サポートしていただいた先生方々に感謝いた
します。

31

3月2 2日（ 日 ）に 新入
生支援ボランティア養 成
研 修 会を行 いました 。今
年は新メンバー31人を新
たに迎え、総勢75人の新
体 制でウェルナビはスタ
ートしました。内容は、新 新入生対応に必要な知識を学びます！
入 生への履修指導方法や、ウェルナビとして活動するにあたっ
て の 心 構 え の 確 認・知 識 の 獲 得 な ど で し た 。活 動 拠 点 を
SAKURAUM４階に移してから初めての行事で、教職員の方々
など、様々な方に協力していただき、とても充実した時間を過ご
すことができました。詳しくは、本誌40ページをご覧ください。

LLCキャラクター

言語学習センター（LLC）とは

「スーパーLLシーサー」

利用者の言語サポートはもちろん、
学生の自主学習の促進を薦める
「外国語を学ぶ最良の場」
として2001年に設立されました。
利用者だけで
なく、
センターで働くチューター
（学生アルバイト）
の効果的な学習主援方法やリーダーシップの育成のためにCRLA＊
（College Reading and
Learning Association）
証明書取得システムも導入
（2001年）
されており、
教授法のトレーニングを受けたチューターが学生のサポートを積
極的に行っています。
ぜひ、
一度LLCに足を運んでみてください｡ 楽しいチューター達がお待ちしています。
＊CRLA認定校は名桜大学が日本で初めてです

LLCの利用方法
LLC（学生会館SAKUR AUM 4階）に来たら、まず学生カー
ドをチューターに渡して、チェックインをしてください。LLC内は
土足厳禁です。また、学生会館は2階のカフェと６階以外は飲食
禁止です。ルールを守って気持ちよく施設を利用しましょう。

LLCで皆さんができること

川元 まりあ

いきます！

2 いつ も 明 るく元 気 な 信 頼 されるチュー ター
になれるように頑張ります。
にしています！

☆チュータリング（予約制）

授業の課題・会話練習・留学相談等

☆充実した言語学習教材の使用

新LLC始動！

ＣＤ・ＤＶＤ・洋書・検定関係の教材

☆様々なワークショップ（勉強会）への参加

スペイン語、中国語、韓国語、英語、日本語、学習サポート等

We are the LLC family!
今学期はこのメンバーで皆さんの言語学習のサポートをしてい
きます。学内で見かけた時は、気軽に声をかけてみてくださいね。

2 015 年 4月 、L LC は 学 生 会 館
SAKURAUMの4階にて新たな歴
史を刻み始めました。LLCは約13
年もの間、講 義 棟 2 0 4 教 室で多く
の日本人学生や留学生の活躍の場として親しまれてきました。こ
れから私たちチューターはこの恵まれた環境設備を生かして、
様々なことに挑戦し、学内外で活躍していきたいと思います。

新しい教材が入りました！

なかぞの あい

中園 亜依

なかい あずみ

中井 安曇

はしもと けいいちろう

橋本 圭一朗

うえはら たけあき

上原 丈明

（観光産業専攻３年次、福 （語学教育専攻３年次、愛 （国際学群2年次、
静岡県・ （国際文化専攻４年次、沖
静岡北高校出身）
縄県立向陽高校出身）
岡県立久留米高校出身） 媛県・済美高校出身）

今回は欧米の文学に精通する本
学教員のメーガン・クックルマン
先生が本を選んでくださいまし
た。ぜひLLCに足を運んでみてく
ださい。

LLCリーダーズの経営理念
チェ・ヒョンミン

崔 賢敏

いしだ ゆい

石田 結衣

すずき

鈴木 ジェームス アキラ

へんみ めぐみ

逸見 愛美

ウェルトーク担当者の一言

（観光産業専攻３年次、佐賀県立伊万里高等学校出身）

1 いつで も誰 か の 語 学 力 向 上の 手 助 けをして

3 L LC で のたくさん の 素 敵 な 出 会 いを 楽しみ

（ 国 際 学 群２年 次 、韓 国 （語学教育専攻３年次、福 （国際学群２年次、沖縄県 （国際学群２年次、青森県
岡県立久留米高校出身） 立与勝高校出身）
立八戸西高校出身）
出身）

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます!!平成27年度広報
担当の川元です。４月は、新入生ガイダンスを皮切りに多くの行事を
行いました。新入 生の大学に対する不安と期待を精一杯サポートす
べく、ウェルナビ一人一人が自覚を持って取り組みました。その都度、
新入生からの 楽しかった という言葉が私たちの糧となって
います。ウェルナビとしては、新メンバーを迎え大人数での活
動ということで、手さぐりな部分もありますが、これからも新
入 生 支援、学科間交 流を目的に様々なアクションを起こ
そうと考えているので、今後ともウェルナビから目を離
さないでください！ウェルナビ一同「自分たちも楽し
む」ことを忘れずに頑張っていきたいと思います。

私たちLLCのチューターは

カイラ・イング

カク・イクシ

郭 育志

ジョップ・パパ・ムサ

（交換留学生、
ハワイ出身） （交換留学生、台湾出身） （国際 学群1年次、セネガ
ル出身）

ペク・スンエ

白 承愛

ホ・ウンジョン

Revolution 〜Do best, be better〜
L L C を 支 えてき た 4 年 生 の 偉 大 な 先 輩 方 の 卒 業 や
SAKUR AUMへの移動によって、私たちLLCリーダーズ（中園
亜依・中井安曇・橋本圭一朗）を取り巻く環境は数カ月の間に大
きく変化しました。私たちはLLCをより良い言語学習の場にする
ために、利用者やチューターの意見を積極的に反映させていく
ことを誓います。ベストを目指して、いつでもベターな状態で何
事にも励み、LLCに変革を起こします。

許 恩淨

（交換留学生、韓国出身）

あらがき のだ

新垣 野田 アンドレ

（交換留学生、韓国出身） （交換留学生、
ペルー出身）

※国際学群3年次以降は専攻名のみで表記しています。

担 当 者 の 一 言
今 学 期 L LCの広 報を担 当する国 際 学 群3 年 次 観 光 産 業 専 攻の
中園亜依 です。これから皆さんにLLCに関する旬な情 報をお届け
していきたいと思います。新たなことを始めるにはもってこいのこ
の 季 節。皆さんもL LC で 新たな言 語 や文化に触れたり、自分 の能
力のスキルアップを目指しましょう！
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【学生会館SAKURAUM 4F】 チューター受付 8：45〜17：45（質問・相談受付）

【活動場所】学生会館SAKURAUM５階
【活 動 日】10：30〜16：30（月曜日〜金曜日）

数理学習センター

S - CUBEとは？
S-CUBEは、就活を経験したメンバーが「就活って何から始めれば

いいの？」と悩む就活初心者の皆さんや、本腰を入れて就活に取り組

む学生たちを支援する学生団体です。S-CUBEメンバーそれぞれが、
就活に関するサポートを行うほか、毎週、火曜日・木曜日は専門のキ
ャリアスタッフが、履歴書添削や面接練習・相談等をサポートしてく

れます。学生メンバーが中心となって活動しているので気軽に足を

ＭＳＬＣとは？

平成21年5月8日より、数理系の基礎学力向上と、
教養科目に対する学習支援活動の推進を目的とし、
数理学習センター（MSLC）が開設されました。また
MSLC内には、数理系の教科書や参考書などの資料
はもちろん、自習スペースもあります。分からない時
にはチューターに質問をすることもでき、誰でも気軽
に利用することができる環境となっています。

運んでください。

MSLCの目標

①学生に数理系科目に興味関心を抱いても
らうこと、②学生の基礎学力の向上、③補習対
応として自主学習のサポートを行うこと、④就
職率の向上、⑤大学を利用してもらい地域活
性化を図ること（地域貢献）などが目標にあげ
られ、学生支援や地域貢献を目指した活動を
しています。

SAKURAUM 5 階へ移動

M S LCイメージキャラクター

「数理橋大介＆スリ猫」

サクラウムへ引っ越しました！

チューター紹介
ー
リーダ

上間 健之祐

（３年次）
〈担当〉情報

ター
チュー

津嘉山 尚子

（３年次）
〈担当〉診療情報

ター
チュー

新城 公平

（２年次）
〈担当〉診療情報

ーター
新 規チュ

安部 友弘

（２年次）
〈担当〉情報

濱崎 あずさ

（３年次）
〈担当〉統計学

ター
チュー

荒川 珠梨

（２年次）
〈担当〉数学

ター
チュー

渡久地 春奈

（２年次）
〈担当〉数学

ーター
新 規チュ

太田 樹理

（２年次）
〈担当〉診療情報

ー
副リーダ

山下 真依

（２年次）
〈担当〉統計学

ター
チュー

佐藤 孝亮

（２年次）
〈担当〉数学

ター
チュー

比嘉 康貴

（２年次）
〈担当〉数学

ーター
新 規チュ

葉上 里絵

数 理学習センターでは、学生
チューターが 平日8：4 5〜17：
4 5まで 常駐し 、学 生への 学 習
支 援を行っています。センター
には、自主学習を促 進できるよ
う、多様な科目の参考書や書物
等（約70 0 冊）を取り揃えてお
り、P C 貸出（センター内のみ）
も行っています。また、センター
内には個人や少人数学習ができ
る自習スペースがあり、センター前に広がるアクティブラーニン
グスペースでは、グループワークやチューター主催の講座を実
施することができるようになっています。
なお、SAKURAUM 4階は飲食禁止となっており、さらに数
理学習センター内は土足禁止となっています。皆さんのご協力
よろしくお願いします。

平成27年度前学期活動予定
●数学・科学を身近に感じよう！
「名護の自然と観察会」5月2日（土）
「OIST（沖縄科学技術大学院大学）見学ツアー」
（6月予定）
「沖縄美ら海水族館見学ツアー」
（6月予定）
●診療情報管理士勉強会
診療情報専攻の学生を対象に認定試験へ向けて、勉強会
を開きます！
●統計学苦手克服講座
●数学中間・期末対策講座
●実用数学技能検定対策講座
学内で１年に２回実施されている実用数学技能検定に向け
ての対策講座を行います！昨年度は、準2級に1人、2級に8人
合格
（ともに１次合格を含む）
しました!!

新リーダー
村木 沙都美（秋田県立大館鳳鳴高校出身）
こんにちは！４月からリーダーになりま
した、国際学群３年次観光産業専攻の村木
沙都美です。私たちS-CUBEは、名桜生が
就 職活動において、一人一人の能力を最大
限に発揮できるように今できることは何か
を考え、日々試 行錯誤を重ねながら活動を
しています。とはいえ、お堅い感じではなく
楽しい雰囲気で活動しているので、気軽に
S-CUBE室にお越しください♪
副リーダー
大城 香菜子（沖縄県立八重山商工高校出身）
国際学群経営専攻3年次で、S-CUBEの
副リーダーになりました大 城 香 菜子です。
名 桜 生の就 職 活動に対する意 識を高める
ような、様々なイベントを企画・運営してい
きたいと思います。

明るく開放的なスペースです♪

ES、SPI、面接のイベントを開催
平成26年12月にES（Entry Seat）のイベントを開催し、平
成 2 7 年 1月 に は S P I と 面 接 の イベ ント を 開 催 し まし た 。
S-CUBEメンバー以外の参加もあり、楽しく、かつ勉強になる
イベントとなりました。
ESのイベントでは自分の生い立ちを書いた年表を作り、自己
分析を行いました。また、ペアを組んでお互いの良さを言い合っ
たり、自分の経験について話したりして自分の性格や特徴を客
観的に見ることができました。
SPIのイベントでは実際に問題を解き、言語問題や数字を扱
う非言語問題を解きました。解答時間が思っていた以上に足り
ず、早いうちから勉強しておくべきだ、というような声がありま
した。面接のイベントでは給 食 派と弁当派に分かれてディスカ
ッションを行いました。相手側の意見を聞きながら、自分たちの
意見をいかに分かりやすく伝えられるかを考える貴重な時間と
なりました。これからもこのようなイベントを開催する予定なの
で、ぜひ参加してみてください。

副リーダー
小林 遥（神奈川県立相模大野高校出身）
国際学群2年次の小 林遥です。副リーダ
ー として 活 動 して い ま す 。組 織 として 、
S - CUBEにはまだまだ伸びしろがいっぱ
いあります。昨 年度よりもメンバー自身が
就 活への意 識を高め、知識を増やし、積極
的に新しい意 見を出し合って、周りを巻き
込んで活動していきます。名桜生の就活を
全力でサポートします！

４月から新体制となったS-CUBEを
よろしくお願いします。

担当者の一言

【編集後記】

今回、初めてS-CUBEの記事を書かせていただきました。記事
を書いていくなかで、S-CUBEの活動を振り返ったり、見直した
りすることができました。場所が新しく変わっただけでなく、
これから新メンバーも加わる予定なので新しくなっ
たS-CUBEの今後の活動がとても楽しみです。就活
への意識を上げるため、メンバーと力を合わせて頑
張っていきたいと思います。

4月から学生会館SAKURAUMに移動し、新たなスタートをき
りました！さらに、新規チューター3人も加わり、統計学や診療
系 の 講 座 な ど も 新 た に 行 っ て い く 予 定 で す 。新 し く な っ た
MSLCに、ぜひ足を運んでみてください！お待ちしています。
左から 津嘉山 尚子（診療情報管理専攻３年次、沖縄県立普天間高校出身）
山下 真依（国際学群２年次、長崎県立諫早高校出身）
佐藤 孝亮（国際学群２年次、宮崎県立宮崎南高校出身）

平山 叶奈子

（２年次）
〈担当〉数学

詳しい情報は M S LCホームページへ !! http://www.meio-u.ac.jp/mslc/
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平成27年４月からS- CUBEの場所がSAKUR AUM 5階に
移りました！キャリア支援課と同じフロアにあります。以前の場
所よりも開放感に満ち溢れ、立ち寄りやすくなりました。
就活に関する本の貸し出し等を行っています。自習や読書を
するだけでも大歓迎です。ぜひお立ち寄りください。

MSLC利用案内

平成 27年 4月1日（水）に、学
生会館SAKUR AUMがグラン
ドオープンしました！数 理学習
センターは、講義棟から学生会
館の4階に引っ越して活動して
います。新しくなったMSLC、そ
して見 晴らしの良いアクティブ
ラーニングスペースもあります。みなさんの利用待っています！

ー
副リーダ

新リーダー、副リーダーが決まりました！

（観光産業専攻３年次、長崎県立長崎東高校出身）
面接のイベントでの様子

※国際学群3年次以降は専攻名のみで表記しています。
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Introducing Seminars

シリーズ

ゼミ紹介

学生が主体的に研究を進めていく、
各専攻・学科のゼミを紹介！

人間健康学部
スポーツ健康学科

小川ゼミ

小川 寿美子 教授

担当教員：

木村ゼミ

国際学群 経営専攻・
診療情報管理専攻

自分の将来のために
取り組むことができる

木村 堅一 教授

4年次

田代 洋輝（熊本県立大津高校出身）

小川ゼミは、母の優しさと男気を兼ね備えた小川寿美子先

ポーツ交流をしたり元大統領との貴重な対談があったりと、日
ことや日本や海外の現状に目を向けるきっかけにもなったと
思います。
メンバーの中には、将来は海外で活動したいと考えている人
もいます。つまり、視野を広く持ち、自分の将来のために取り
組むことができるのが小川ゼミ最大の魅力です。
は最高です。

です。
小川ゼミの魅 力として挙げられるのが、

こんにちは！私たちは社会心理学を専門とする木村堅一先

す。また、メンバーの専攻も経営専攻や診療情報管理専攻、語

生の下で、個性豊かな学生がゼミ活動に取り組んでいます。今

学教育専攻など様々です。そのため、一人一人の興味や関心の

年度は、大学院研究生1人、4年次6人、3年次8人のメンバーで

ある内容が異なっており、自分の興味や関心のある内容につ

活動しています。木村ゼミでは、人間の心の問題に関して、個

いても多くの視点から意見がもらえ、思ってもみなかった新た

人・全体で自由にテーマを設定します。そして、様々な問題に

な視点や考え方を得られるなど、とても新鮮さあふれるゼミ

アプローチする方法を学びながら、協同して問題解決に取り

となっています。

なことに関して探究心を持っているメンバーが集まっていま

また、昨年８月には東ティモールにて約10日間の交流プロ
グラムがありました。現地の小学生、孤児院の子どもたちとス

生と４年次６人、３年次７人の計14人のゼミ

城戸 海輝（語学教育専攻、愛媛県立内子高校出身）

私たちゼミ生は、社会問題から日常の素朴な疑問まで、様々

です。

素の自分をさらけ出し過ぎることができる、そんな小川ゼミ

思いもよらない新たな視点や
考え方が得られる！

組む力を付けることを目標としています。

ラムを「名桜タイムス」としてまとめ、発行している面白い活動

本では得られない経験をしました。そして、自分を見つめ直す

担当教員：

4年次

添削したり意見交換をしたりしています。年度末には、このコ

そんな背景も個性も豊かな私たちですが、木村先生の下で
ゼミ生一同が協同して、更に一人一人成長するべく日々精進し
ていきたいと思います。

３・４年生、小川先 生との距 離 が 近く雰囲
気が良いことや、一人一人が個性を発揮して
将来を視野に入れつつ取り組んでいること
です。また、私 たちが主体となって、毎月の
ようにイベントや 様々な 活 動を計画し、実
施しています。よく、周りから「小川ゼミは
遊 びすぎなのではないか」との声がありま
すが、決してそういうわけではありません。
メリハリ第一です。
ゼミでは、国語力を鍛えるために各自の
テーマに沿ったコラムを作成し、それを皆で

国土 交 通省 観 光庁 等で

長谷川
ゼミ

国際学群
観光産業専攻
長谷川 順一郎 教授

担当教員：

す。外国からの観光者誘
致の最前線に立ち、世界
各国を回って仕事をして
いるOB・OGも複数いま
す 。このような O B・O G

鶴巻ゼミ

を訪問し、巨大な施設を

観光・ホスピタリティの理論と実際を学ぶ
4年次

茂村 佳奈（鹿児島県立古仁屋高校出身）

観光・ホスピタリティの理論と実際を学びます。指導教員の
長谷川先生はご自身が大学生の頃から観光・ホスピタリティ
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案内していただきながら

人間健康学部
看護学科
鶴巻 陽子 助教

担当教員：

貴重なお話を伺うフィー
ルドワークも特 色です。
昨年度はゼミメンバーの

丁寧な指導で安心して研究に
取り組むことができます

都合が合わず行えません
でしたが、今 年度は実施
予定です。

を専攻し、卒業後は東京、ロンドンの国際級ホテルで働きまし

研究活動では、今 年 3

た。そして、アメリカの大学院で研究した後、20年以上も大学

月に 開 催され た 全 学 卒

で教えているベテランです。何でも聞ける上にとても親身に

業研究論文発表会で当時ゼミ4年生の先輩が参加し、国際学

なって相談に乗ってくださいます。

群長賞を受賞しました。インターネットの情報に頼らず、名護

私たちは、鶴巻先生(母性看護領域)の卒論ゼミです。 楽し

全学卒業研究論文発表会の様子

4年次

嶺井 優里（沖縄県立宜野座高校出身）
當山 里美（沖縄県立中部農林高校出身）

指導を受けることができます。
卒業研究では、育児支援や母性看護学実習について取り組
んでおり、鶴巻先生の研究室でお菓子をたべながら自由な雰
囲気の中、研究テーマ以外にも様々なトークを繰り広げ、何度

ゼミOB・OGも観 光・ホスピタリティ業 界で活躍していま

の主要ホテルを懸命に回って聞き取り調査をしました。まさに

く取り組む をモットーにゼミ活動に取り組んでいます。ゼミ

も話が脱線しながらも、楽しく活動しています。鶴巻ゼミでは、

す。主な活躍の場としては、国際級ホテル、大手旅行会社、空

足で稼いだデータをもとにした説得力ある内容です。私もこの

メンバーが2人ではありますが、少ないからこそゼミ時間を十

研究の進め方や文献の読み込み方など丁寧な指導があるの

港運営会社、航空会社、大手鉄道会社、ブライダル関連会社、

ような研究ができるよう頑張ります。

分に活用し、一人一人の研究テーマについて先生のきめ細かい

で、初めての研究でも安心して取り組むことができます。
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サークル紹介

Circle activities

ヘルスサポート
［代 表］山城 里菜（看護学科4年次、沖縄県立首里高校出身）

女子ハンドボール部
［代 表］宮里 恵利香（スポーツ健康学科4年次、沖縄県立普天間高校出身）
［顧 問］仲田 好邦（スポーツ健康学科 准教授)
私たち、名桜大学女子ハンドボール 部は仲田先 生のご指導の
下、インカレ出場という大きな目標に向かって日々の練習に励ん
でいます。
平成26年度は、皆様のご支援・ご声援のおかげで福岡で行わ
れた春季リーグで１部３位に入賞し、広島で行われた西日本イン
カレに初出場しました。そして、１勝す
ることもできました。さらに、宮崎で行
われた秋季リーグでも３位に入賞する
ことができ、私 たちの目標であったイ
ン カレ出 場 を 果 たすことが で きまし
た。残念ながら勝利を得ることができ
なかったので、この悔しさをバネに、次
の試合に向けて頑張っています。
現在、プレーヤー13人、トレーナー２
人 、マネージャー３人で 活 動していま

す。主な活動日程は月曜日から土曜日までの週６日、水曜日には
名護クラブの方にも来ていただき、とても濃い練習ができます。
また、ボランティア活動にも参加しています。３月には、小学生を
指導させていただき、子供たちがどんどん上手くなっていく姿を
見てとてもやりがいを感じました。今後も、このような機会には積
極的に参加していこうと考えています。
これからも、以上の活動を全力で取り組んでいきます。今年度
も応援よろしくお願いいたします。ハンドボールに興味を持ってく
ださった方は是非見学にいらしてください。

［代 表］平山 叶奈子（観光産業３年次、長崎県立長崎東高校出身）
［顧 問］中村 浩一郎（国際学群 国際文化教育研究学系 教授)
こんにちは！私たちは国際貢献サークルの名桜TFTです。TFT
とはTable For Twoの略で２人分の食卓を意味しており、先進
国の人々と開 発 途 上国の
人々を示しています。世界
の食の 不均 衡をなくすた
めに先 進国に住む私 たち
が ヘルシーメニューを食
べ 、その売 上の 一 部が ア
フリカの 子どもたちの 給
食になる、という今までの
宜野座村のペンションで合宿を行いました！

なぎなたサークル
［代 表］小谷 夏季（看護学科４年次、沖縄県立知念高校出身）
［顧 問］高瀬 幸一（人間健康学部 スポーツ健康学科 教授)
私たちなぎなたサークルは、少人数ですが大会に向けて日々楽
しく稽古に励んでいます。
まず、なぎなたについて説明したいと思います。なぎ
なたは昔、子女の護身用や武士の武器として使用されて
いました。現在では、西洋のフェンシングや日本の剣道と
似ていますが少し異なります。最大の違いは武器です。
なぎなたは約2メートルあり、斜めから振ることができる
のが特徴でなぎなた特有の多彩な技があります。なぎな
たの大会ではこのなぎなたの技を用いて競い合います。
なぎなた競技の種目は、演技競技と試合競技に分けら
れます。演技競技は 全日本なぎなたの形 の中から指定

［代 表］吉川 健太（観光産業専攻３年次、島根県立吉賀高校出身）
［顧 問］上原 なつき（国際文化教育研究学系 准教授)

ボランティア活 動とは 違
う日本 初の新しい社会事
業 で す 。私 たちは 定 期 的
にミーティングを行って貧
困や 健 康とは何か 考えデ
ィスカッションしたり、イ
ベントや学祭で出店し、売
上の 一 部 を寄 付したりし
ています。また、TFTは全 世界家庭料理フェアでお団子を販売♪
国の大学にもあり、合宿などを行って日本各地の他大学のメンバ
ー と も 交 流 を 深 めて い ま す 。さら に 今 年１月 に は 学 生 会 館
SAKUR AUMにTFT自動販売機を導入することができました。
これからは学食やカフェにTFTメニューを導入していきたいと考
えています。食に興味がある人、国際貢献について考えたい人、全
国に友達を作りたい人は私たちと活動してみませんか？

されたものを２人１組のペアで行い技の優劣を競います。試合競
技は、防具として面、胴、小手、すね当てを付け、定められた部位を
正確に早く打突して勝負を競う競技です。
日頃の稽古は名桜大学武道場1階で行っています。また、週 末
は南部へ行き高校 生と一緒に稽 古をさせてもらうこともありま
す。少ない人数ですが皆で支え合い頑張っています。なぎなたに
興味のある方、経験者の方歓迎です♪

留学生の交流を含め楽しく活動しています！
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ヘルスサポート（通称ヘルサポ）は、健康・長寿サポートセンター
の傘下の学生活動団体であり、
「 健康・長寿県沖縄」復活を目指し
地域住民の方々に向けた健康・運動支援活動を行っています。
現在、ヘルサポはスポーツ健康学科と看護学科の学生によって
構成されており、スポーツと看護といった異なる領域の強みを生
かした、とてもユニークな団体となっています。北部12市町村を
中心に学生が地域に出向き、自治体と協働で健康支援活動を行
っている日本でも唯一の学生主体の団体です。
主な活動としては、毎週、東村や伊平屋村での健康・運動教室、

名桜HIPHOPサークル

ハンドボール部一同（左・女子、右・男女）

名桜 T F T

［顧 問］高瀬 幸一 先生（健康・長寿サポートセンター長)

私たちHIPHOPサークルは、
「 ダンス大好き」
「 HIPHOP大好
き」な総勢31人が集まったとてもアクティブなサークルです。練
習は毎日22時までしており、ダンスを追求、研究し、練習に励んで
います。大学からダンスを始めた人が多く、中には講義の合間に
時間を見つけて練習をしている熱いメンバーもいます。また、練
習には社会人として働いている一 般ダンサーの方々も多く来ら
れ、一緒に練習、指導をしていただいています。
学内では、新入生歓迎スポーツ大会やオープンキャンパスなど
様々なイベントでダンスを披露しています。名桜祭では毎年ダン
スバトルを企画・運営しており、沖縄県内のダンサーが集結し、白

課外活動レポート

月に1度名護市立中央図書館
でのヨガ教 室 及び 健 康測定
等を行っています。学内での
活 動 と し て は 、平 日 の
J OYBE AT R O O Mの運営
を行っています 。他にも 、名
護 市内をはじめ様々な地 域
伊平屋村での活動の様子
で活動を行っています。
伊平屋村での活動は、昨年、厚生労働省のスマートライフプロ
ジェクトで優良賞を受賞しました。自治体と協働して活動するこ
とは責任感も求められますが、日々楽しみながらやりがいを感じ
ています。今後も「健康・長寿県沖縄」復活を目指して頑張ってい
きたいです。また、活動を通してメンバーの主体性や奉仕の精神
を身に付け、さらに成長していきたいです。

熱したダンスバトルを繰り広げてくれます。会場の熱気は名桜祭
の中でもトップクラスです。
他にも、地域のイベントやお祭り、ボランティア活動などにも積
極的に参加しています。また、サークル主催でクラブイベントを企
画・運営し、地域の活性化にも取り組んでいます。地域の方々にも
協力していただいており、多くのつながりを大切にしています。
学内に限らず、沖縄県を盛り上げられるサークルになれるよう
精進しますので、皆様応援をよろしくお願いします。

サークル主催
クラブイベントを終えて

■各クラブ・サークル・学生団体の活動記録

水泳競技部
第21回春季室内年齢別選手権水泳競技大会

〔2/1（日）沖縄県総合運動公園温水プール〕 ※年次は平成26年度当時

【男子】50m自由形決勝【5位】28秒26
100m自由形決勝【2位】1分03秒69
宇都宮 亮太（スポーツ健康学科4年次、愛媛県立八幡浜高校出身）
50mバタフライ決勝【1位】25秒83
新城 亘史（スポーツ健康学科3年次、沖縄県立西原高校出身）
50m自由形決勝【1位】24秒12
100mバタフライ決勝【1位】54秒90 ※大会新記録
名護 椋哉（スポーツ健康学科3年次、沖縄県立具志川高校出身）
200mバタフライ決勝【2位】2分33秒63
50m自由形決勝【3位】27秒99
前田 康平（スポーツ健康学科3年次、鹿児島県立武岡台高校出身）
200mバタフライ決勝【1位】2分33秒20
50m自由形決勝【4位】28秒04
粢田 斐斗（スポーツ健康学科2年次、鹿児島県立鹿児島南高校出身）
200m自由形決勝【4位】2分06秒94
200m個人メドレー決勝【1位】2分18秒11
100m背泳ぎ決勝【2位】1分02秒92
藤中 大地（スポーツ健康学科2年次、広島市立美鈴が丘高校出身）
200mバタフライ決勝【1位】2分16秒84
屋良 充慶（スポーツ健康学科2年次、沖縄県立那覇西高校出身）
200ｍ平泳ぎ決勝【1位】2分24秒91
200ｍ自由形決勝【3位】2分10秒65
200ｍ個人メドレー決勝【2位】2分25秒41
鹿子生 絢太（スポーツ健康学科1年次、熊本県・九州学院高校出身）
200m自由形決勝【1位】2分01秒12
100mバタフライ決勝【2位】58秒94
高田 論之（国際学群1年次、石川県立金沢錦丘高校出身）

200ｍ平泳ぎ決勝【2位】2分35秒70
100ｍ平泳ぎ決勝【1位】1分10秒10
50ｍ平泳ぎ決勝【1位】32秒38
日高 祐貴（スポーツ健康学科1年次、沖縄県立名護高校出身）
【女子】50ｍ背泳ぎ決勝【2位】41秒51
50ｍバタフライ決勝【1位】37秒04
古賀 久恵（スポーツ健康学科3年次、鹿児島県立鹿児島南高校出身）
200ｍ背泳ぎ決勝【2位】2分30秒16
100ｍ背泳ぎ決勝【3位】1分08秒65
安仁屋 舞実（スポーツ健康学科2年次、沖縄県立西原高校出身）
50m自由形決勝【2位】30秒70
100m自由形決勝【2位】1分06秒55
宮城 沙耶子（スポーツ健康学科2年次、沖縄県立那覇西高校出身）
200ｍ平泳ぎ決勝【1位】2分44秒10
100ｍ平泳ぎ決勝【1位】1分13秒77
村上 広佳（スポーツ健康学科2年次、北海道滝川高校出身）
50m背泳ぎ決勝【1位】29秒09
100m背泳ぎ決勝【1位】1分03秒31
山田 安珠（スポーツ健康学科2年次、沖縄県立那覇高校出身）
50ｍ平泳ぎ決勝【1位】37秒48
白井 朋高（スポーツ健康学科1年次、静岡県立伊東高校出身）
200ｍ背泳ぎ決勝【1位】2分23秒19
100ｍ背泳ぎ決勝【2位】1分06秒59
知念 七星（スポーツ健康学科1年次、沖縄県立那覇高校出身）
50ｍ自由形決勝【1位】30秒06
100ｍ自由形決勝【1位】1分06秒42
西岡 咲紀（スポーツ健康学科1年次、兵庫県立社高校出身）
50m自由形決勝【3位】31秒69
100m自由形決勝【3位】1分10秒18
濱林 愛梨（国際学群1年次、北海道札幌国際情報高校出身）

※国際学群3年次以降は専攻名、人間健康学部は学科名のみで表記しています。
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硬式野球部
第93回九州地区大学野球選手権大会 決勝トーナメント

第14回沖縄県大学学生リーグ

〔5/20（水）〜5/23（土）沖縄セルラースタジアム那覇 他〕

2回戦

vs. 西日本工業大学

3 −

5

〔12/20（土）〜12/21（日）中城村民体育館 他〕

●

第93回九州地区大学野球選手権大会 沖縄地区予選リーグ

【男子】
【優勝】
4戦全勝

vs.
vs.
vs.
vs.

琉球大学
琉球大学医学部
沖縄国際大学
沖縄大学

79
135
95
82

−
−
−
−

71
47
81
58

○
○
○
○

【女子】
【4位】
1勝3敗

vs.
vs.
vs.
vs.

沖縄大学
琉球大学医学部
沖縄国際大学
名護高校

58
78
68
61

−
−
−
−

112
50
84
62

●
○
●
●

〔4/11（土）〜5/3（日）宜野座村野球場 他〕

３季ぶり14度目の優勝！
【優勝】第１節
第２節
第３節

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

ウェルナビが新入生をサポートします！― 第8回新入生支援ボランティア養成研修会―

バスケットボール部

沖縄大学
沖縄大学
琉球大学
琉球大学
沖縄国際大学
沖縄国際大学

＜表彰選手＞
・殊勲賞 照屋 健仁 選手

0
1
5
4
1
5

−
−
−
−
−
−

2
2
1
0
0
2

●
●
○
○
○
○

陸上競技部
※年次は平成26年度当時
平成新山島原学生駅伝
第14回九州学生女子駅伝対校選手権大会

〔11/29（土）長崎県島原市〕

（観光産業専攻4年次、沖縄県立嘉手納高校出身）
２位：桑江 俊和 選手
（スポーツ健康学科3年次、沖縄県立球陽高校出身）
・打点賞 久田 祥矢 選手
（観光産業専攻4年次、沖縄県・沖縄尚学高校出身）

・打撃賞

【6位】1時間33分00秒
白川 愛結美（スポーツ健康学科3年次、長崎県立壱岐高校出身）
蓮池 奈々（スポーツ健康学科1年次、広島県立賀茂高校出身）
森 架奈子（スポーツ健康学科1年次、愛知県立横須賀高校出身）
山本 芽依（スポーツ健康学科3年次、長崎県立諫早高校出身）
末松 愛華（スポーツ健康学科2年次、沖縄県立名護高校出身）

・ベストナイン賞
投 手：嘉手川 聖也 選手
（スポーツ健康学科2年次、沖縄県立首里高校出身）

一塁手：竹田 健太郎 選手

ウエイトリフティング競技部

（スポーツ健康学科4年次、熊本県立人吉高校出身）

三塁手：玉城 光一朗 選手
（スポーツ健康学科2年次、沖縄県立名護高校出身）
外野手：桑江 俊和 選手（再掲）

※年次は平成26年度当時
平成26年度
第15回全日本大学対抗女子ウエイトリフティング選手権大会

〔11/28（金）〜11/30（日）さいたま市記念総合体育館〕

【女子】69kg級【7位】158kg（スナッチ70kg、ジャーク88kg）
島袋 美沙紀（スポーツ健康学科3年次、沖縄県立辺土名高校出身）

サッカー部
〔11/15（土）〜11/30（日）国分運動公園陸上競技場・多目的広場〕

平成27年度より九州大学サッカーリーグ2部に昇格
沖縄代表決定戦

沖縄大学

4−2

○

2−0
1−1
(PK戦 5
3−3
(PK戦 4

○
○
−4)
●
−5)

九州各県大学サッカーリーグ決勝大会

ソフトボール部
第12回全国国公立大学ソフトボールオープン大会

〔3/21（土）〜3/22（日）兵庫教育大学ソフトボール場〕

【男子】
【5位】21チーム中

vs

【女子】2勝2敗

【準優勝】一回戦
準決勝

vs
vs

熊本大学医学部
長崎総合科学大学

決勝戦

vs

大分大学

金武町営プールスイミングクラブと合同練習を行いました
平成27年３月26日（木）、本学屋内プールにおいて、金武町営
プールスイミングクラブに通う児童９人と本学水泳競技部による
合同練習が行われました。昨年に引き続き３回目の開催となりま
す。クロール、背泳ぎ、平泳ぎ、飛び込みなど児童の要望に応える
形で学生が指導しました。初めての飛び込みに尻込みしていた児
童も手を取りサポートしたことで、次第にきれいなフォームで飛び
込めるようになりました。
参加した、金 城 有咲さん
（ 金 武 小 学 校３年生 ）と今
回で２回目となる宇久田莉
子 さ ん（ 金 武 小 学 校 ５ 年
生）は、
「 平泳ぎを分かりや
すく教えてもらいました。と
ても楽しかったので 、また 飛び込みの練習。フォームも次第にきれいに
来たいです（金城さん）」、
「 昨年より上達しました。今日はクロール
の泳ぎ方を習いました。面白く、分かりやすかったです。また教え
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研修会の最後に集合写真を撮りました

に対する熱い思いをお話ししていただきました。毎年「名桜ウェル
ナビ」という団体の在り方をこの研修会に再確認することができ
ます。先輩後輩が互いに学び合い、教職員の方々との連携を取り
ながら成長し続ける団体がウェルナビです。新メンバーもウェル
ナビの「絆」
「繋がり」を実感してくれていたら幸いです。新メンバー
31人が加わり、総勢75人のメンバーがこれから光り輝くことが楽
しみで仕方がありません。今回の研修会でその可能性を感じるこ
とができました。
最後に、今回の研修会の開催にあたってご協力いただきました
教職員の皆様、ウェルナビ関係者に感謝の意を伝えたいと思いま
す。ウェルナビの今日の姿があるのも皆様のご理解ご協力のおか
げです。メンバー全員がこの気持ちで今後も精進していきますの
で、ご指導よろしくお願いいたします。
名桜ウェルナビ長 藤原 麗
（観光産業専攻４年次、愛媛県・済美高校出身）

在学生２人を表彰！名護青少年の家ボランティア活動表彰式

第29回九州各県大学サッカーリーグ決勝大会

山里勝己学長に優勝を報告した硬式野球部一同（左から佐久本功達部長、
真栄田義竜副部長、久田主将、山里学長、瀧川拓弥学生コーチ（スポーツ健康
学科４年次、岡山県・金光学園高校出身）、桑江副主将）

学生団体「名桜ウェルナビ」は、平成27年3月22日（日）、完成し
たばかりの学生会館SAKURAUM5階にて「第8回新入生支援ボ
ランティア養成研修会」を開催しました。この研修会は、ウェルナ
ビとして活動するために必要な知識と技術を修得すると共に、メ
ンバー相互やメンバーと教職員との交流を深めることが目的でし
た。新メンバー23人と現メンバー25人が参加し、教職員6人にも
ご協力いただきました。また、卒業生4人も活動をサポートしに来
てくださいました。
研修会は、山里勝己学長の挨拶から始まり、良い緊張感でプロ
グラムが進行されました。午前中は新3、4年次が準備をした自己
紹介とアイスブレーキング、昨年度の行事紹介を行いました。自己
紹介とアイスブレーキングでは、新メンバーと現メンバーが親睦を
深め、学年に関係なく交流し和やかな雰囲気を作ることができま
した。その後のランチタイムでも、現メンバーはいつも通り元気い
っぱいだったので、新メンバーも少しずつウェルナビの雰囲気に
慣れてきている様子がうかがえました。
午 後からは、他の学生支援団体の方々と一緒に、チューターサ
ポートや履修指導に必要な知識を本学の先生方から教えていた
だきました。新入生への対応に必要な内容であったため、現メンバ
ーはもちろん新メンバーも真剣に取り組んでいました。時には、メ
ンバー同士で集中力が切れてしまったメンバーに注 意をするな
ど、引き締まった場面を垣間見ることができました。また、問題解
決のためのケーススタディーも行いました。ウェルナビ内で起こり
そうな内容を取り扱いましたが、この研修会の企画担当者が予想
していた以上の反応があったため、非常に濃い意見交換の時間に
なりました。
閉会式では、顧問の木村堅一先生と卒業生4人からウェルナビ

てほしいで す（ 宇 久 田
さん）」と話しました。
指 導した、名護 椋 哉
さん（ ス ポーツ健 康 学
科３年次、沖 縄 県 立具
志川高校出身）は、
「水
泳の感覚をどのように
表 現したら子どもたち
に伝わるか？など教え
合同練習参加者一同
る難しさを実 感しまし
た。伝える力を磨きたいです」と振り返りました。
金武町営プールスイミングクラブの翁長紹子指導員は、
「 子ども
たちは、実績のある名桜生に教えてもらえることで刺激を受けて
いるようです。
『 今年も名桜大学へ連れていってくれる？』と確認
するほどで、水泳することの動機付けにもなっています。名桜大
学が地域に開かれていることを伝えたい」と話しました。

※国際学群3年次以降は専攻名、人間健康学部は学科名のみで表記しています。

平成26年度名護青少年の家ボランティア活動表彰式が、平成27年3月23日（月）に
名護青少年の家で開催され、島袋弘光さん（経営専攻４年次、沖縄県立読谷高校出身）
と三浦梢さん（スポーツ健康学科２年次、宮崎県立日向高校出身）が表彰されました。
表彰を受け、島袋さんは「活動を通して、子どもとの接し方など一つ一つが勉強になり
ました。また、自らのスキルアップにもつながります。名護市で地域のために活動でき嬉
しく思います」と述べ、三浦さんは「とても嬉しく思います。ボランティア活動で関わる
皆さんの笑顔のため、自分のスキル向上のために、これからもボランティア活動に励ん
でいきたいです」と意気込みました。
本学卒業生で、現在名護青少年の家職員の與儀 滝太さん（平成25年度、国際学群語
学教育専攻卒業）は、
「 今年度は名桜大学の多くの学生にご協力いただきました。職員一
同大変感謝しています。次年度もよろしくお願いいたします」と期待を寄せました。
名護青少年の家の皆さんと共に
（前列左が三浦さん、右が島袋さん）

「第40回大正区エイサー祭り」に参加しました
私たち名桜エイサーは、平成26年９月12日（金）〜16日（火）の
期間、
「 第40回大正区エイサー祭り」へ出演するために大阪に渡
りました。この祭りは、就職などで沖縄を離れた人々が故 郷であ
る沖縄を懐かしみ、また、大阪という地を介して沖縄文化を広く伝
えたいという思いから、県人会を始め様々な団体が協力していま
す。この日は、出店に沖縄の郷土料理が並び、三線と太鼓の音色
が鳴り響き、大正区がまるで沖縄に変わってしまうようなユニー
クなイベントです。
今 年も、県内外からたくさんのエイサー団体が参加していまし
た。沖縄からは、私たち名桜エイサーと沖縄市の山内青年会が参
加しました。
私たち名桜エイサーは、お店回りでの演舞、現地の子供会との
共演、山内青年会とのオーラセー、そして私たち名桜エイサーの
演舞と、数多くの舞台に出場させていただきました。お店回りでは

予定していたよりも多くの演舞の依頼があり、名桜エイサーを多く
の方に知ってもらうことができたと思います。また、今年は去年と
比べて人数が増えたので、迫力ある名桜エイサーの演舞を披露で
きたと思います。１年次にとっては初めての遠征となり、４年次に
とっては大学生最後の遠征となりましたが、とても有意義なもの
となり、今までの練習の成果を発揮することができました。テント
の組み立てや会場設営等、祭りの運営から関わっているので、こ
の祭りが無事に開催できたことが大変嬉しく思います。これから
も沖縄の文化を伝えていけるよう、メンバー 一丸となって活動に
励んでいきます。
名桜エイサー代表：
佐竹 将賢（経営専攻４年次、北海道・札幌日本大学高校出身）
※年次は平成26年度
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4月〜3月

■講座タイトル

名桜大学公開講座報告
■講座タイトル

ゆんたく健康カフェ in 名護市場

■日

時

平成27年2月15日（日）11：00〜14：00

■場

所

名護市営市場

乳児健診における産後3〜9か月の母親への母乳相談

■講

師

永田 美和子・八木澤 良子・吉岡 萌（名桜大学 人間健康学部看護学科 教員）

第5回のゆんたく健康カフェは、天気も良く、市場周辺でお買い物やお散歩をしている方が気軽に立ち寄ってくださいました。今回、看護学科生（３年次）３人の
協力があり、各々が地域活動や実習で住民の方々と関わってきた成果を発揮し、ゆんたくムードも上々でした。
参加者は、地域住民の方々、学生、観光客（外国人含む）、商店街で働いている方で、年齢層は60代の方を中心に、14歳の中学生からゆんたく好きな92歳の
ご高齢の方まで幅広くいらっしゃいました。また、
「 年末・年始の体重増加が気になる」など、気軽にゆんたく相談できる場づくりが少しずつできているように
感じられました。

名桜大学では市民に開かれた大学を目指し、平成6年より一般市民を対象にした公開講座を開講してい
ます。平成26年度は、30講座を開講しました。平成27年3月までに実施した9講座の模様を紹介します。

■日

時

平成26年4月〜平成27年3月（14回）

■場

所

名護市労働福祉会館

師

金城 壽子、小西 清美、鶴巻 陽子、島田 友子、長嶺 絵里子（名桜大学 人間健康学部看護学科 教員）、
鬼澤 宏美（ちゅら訪問看護ステーション所属助産師）

■講

■参加人数

8人

名護市で行われている乳児健診において、
母乳相談・家族計画等を毎月1〜2回、
母性看護領域の教員、
地域助産師で行っています。
平成26年4月〜平成27年3月までの相談日は14回となり、
母親が保健師の問診を受けた後に紹介された件数は70件（平均5.5件／回、0〜11件／回）であった。
相談ノートに記載された70件の個別相談内容は12区分されていました。区分された母親の相談内容は、①母乳分泌状況の確認 母乳不足感、授乳姿勢、分泌過
多、②乳房トラブルについて、亀裂、硬結、対処方法、乳頭痛の対処法、③卒乳相談・職場復帰に向けての相談、時期について、④母乳全般に対する相談・授乳方法・分
泌促進のための食事、⑤離乳食開始の時期、⑥児の状態 体重増加不良 皮膚トラブル 貧血による不安、⑦産後の身体の回復について、⑧祖母の介入によるスト
レス、⑨哺乳瓶を嫌がる児への対応、
⑩離乳食開始時期、
⑪助産院施設案内、⑫その他でした。

■講座タイトル

健康生活支援講習『ちゃ〜がんじゅう介護セミナー IN 伊平屋村』

■日

時

平成26年5月23日（金）〜25日（日）

■場

所

伊平屋村役場

■講

師

比嘉 憲枝（名桜大学 人間健康学部看護学科 上級准教授）、石川 幸代（沖縄県立看護大学 看護学科委託教員）、
岸本 キヨ（名護市在 元県立病院看護師長）

■参加人数

10人

本講座は、伊平屋村住民課および地域包括支援センター職員、
とらず園職員と連携して、伊平屋村住民を対象に実施しました。受講者は、食生活推進員や地域の諸
ボランティアとして活動している方、老親の今後の在宅介護に役たてたい方々でした。役場の会議室を会場に、高齢期の心身の変化等への理解と支援に際しての基
本的な知識及び態度に関する講義の後、車いすやベット、杖等を用いた介護技術の演習を行いました。参加者からは「介護についての知識、コツを知り勉強になっ
た」
「技術面で何回も練習でき楽しかった」
等の声がありました。
また、
認知症への対応についての講座希望があり、
是非検討していきたいと思います。

■講座タイトル

みんなで元気！筋力アップ実践講座（健康運動指導士がサポート！）

■日

時

平成26年11月1日（土）、9日(日)、16日(日) 、22日 (土)、29日 (土)、12月6日(土)、13日(土)、20日(土)、
平成27年1月10日(土) 全9回 13：00〜15：00

■場

所

名桜大学 人間健康学部実験実習棟トレーニングルーム

■講

師

山本 薫（名桜大学 人間健康学部スポーツ健康学科 准教授）

■参加人数

16人

■参加人数

■講座タイトル

海外で活躍している看護師の話をきこう

16人

■日

時

平成27年2月27日（金）16：00〜18：00

■場

所

北部地区看護系医療人材育成支援施設

■講

師

Keiko・Corcoran RN、
オーガナイザー：
金城 壽子、
小西 清美、
鶴巻 陽子、
長嶺 絵里子（名桜大学 人間健康学部看護学科 教員）

■参加人数

14人

講座に参加された殆どが、日本のclosed-bed病院と違い、open-bed機能の病院（外来施設clinicがない入院施設と救急外来が主）について認識が必要とな
りました。免許取得は無論のこと、病院・診療の専門に特定した看護資格（具体的にどのような技術の資格を取得・認定し実践できるかをアピール）が就職履歴に
必要となります。看護師免許（License）はもとより就職したい病院の専門医療に特化した看護資格（certiﬁcations）の継続教育；有償無償の研修が必要なこ
と、免許と資格の違い、培った資格の重要性・意義を知りました。

■講座タイトル

英語絵本読み聞かせ

■日

時

平成27年2月28日
（土）
10：30〜12：00

■場

所

北部生涯学習推進センター

■講

師

山里 絹子（名桜大学 教養教育センター 専任准教授）、武村 明子（非常勤講師）

■参加人数

3人

2冊の絵本を読み聞かせに使用し、絵本の話に関連した活動をしました。活動内容は、①"A Teddy Bear"---初めに、フィンガープレイのある歌で目、耳、口、
腕、足などの体の名称を確認。お話を聞いた後、熊のイラストを使い名称当てのゲームを楽しみました。②"Wayne's Box"---走る、飛ぶ、歩くなどの動作をしな
がらお話の中に出てくる単語を確認。お話を聞いた後、主人公が使った"魔法の帽子"作りを楽しみました。参加児童は女児3人で、熱心にお話を聴き、感じたこと
を話しながら積極的に参加し、お話の世界を楽しんでいました。また、ゲームやクラフトも集中して取り組み充実した時間を過ごしたと思います。

参加者数は年々増加し、今年も中高年を中心に16人となりました〔男性8、女性8。平均年齢は63歳（50〜74歳）〕。血圧が高い方もいますが運動前・中の体調
に配慮しながらしっかりトレーニングを進めていただきました。仲間の和が広がる雰囲気作りも工夫しています。ストレッチングだけでも「良い運動になった」と
か、熱心に筋トレに取り組んで「体重が減った」とか、腹筋運動で「お腹周りがすっきりした」という感想がありました。
「 運動を始めるきっかけをつかめたので継
続してほしい」という声も多くいただきました。今後も名桜大学の施設を地域に開放し、地元の方々に活用してもらえる機会を多く作っていきたいと思います。

■講座タイトル

短歌をよむ ― 読む・詠む ―

■日

時

平成26年11月6日（木）、20日（木）、12月4日（木）18：30〜20：00、平成27年2月15日（日）10：00〜17：00

■場

所

北部生涯学習推進センター

■講

師

屋良 健一郎（名桜大学 国際学群国際文化教育研究学系 准教授）、平山 良（歌人）、佐藤 モニカ（歌人）

■参加人数

24人

この講座は全部で4回実施されました。第1回と第2回は、短歌の基本的なルールや、表現方法、鑑賞のポイントなどを扱いました。それを受けて、第3回では、
参加者が作った短歌を互いに批評し合う歌会を行いました。最終回となる第4回は、バスで北部地域の短歌に詠まれた地をめぐり、作品を鑑賞すると共に、参加
者が即興で歌を詠む吟行会を行いました。比較的、参加者が多い講座で、来年度以降も同様の講座を期待する声もありました。今後もこのような講座を通して、
短歌の楽しさをもっと多くの地域の方々に知ってもらえたらと思います。

■講座タイトル

第4回・第5回ゆんたくしながらヘルスアップ（part 7 為又公民館）

■日

時

第4回／平成27年1月20日（火）9：00〜11：00

■場

所

名護市為又公民館

師

永田 美和子（名桜大学 人間健康学部看護学科 上級准教授）、
九津見 彩子（名桜大学 看護学研究科学生）、看護学科生３人

■講

第5回／平成27年3月27日（金）9：00〜11：00

■参加人数

第４回／18人、第5回／14人

第4回は、血圧や体脂肪などの身体測定を継続実施し、前回と比較して上昇した測定結果について指導しました。特に体脂肪
が全体的に高く、お正月の食生活の影響が考えられました。今回のミニテーマは「認知症の予防」であり、講話と簡単なゲームに
よる頭の体操を実施しました。日常生活の中で、出来る運動の継続や脳血管障害にならないための食生活の重要性など認知症
の予防はもちろんのこと、認知症になっても支え合って生活できる地域の重要性について話しました。頭の体操では、機器を使
用して遊び感覚でできるゲームの他、健康体操を行い楽しく実施できました。
第5回は、血圧や体脂肪などの身体測定を継続実施しました。導入としてラジオ体操および認知症予防体操を行いました。前回同様に受講者の方々は積極に参
加され好評でした。今回は、平成27年度の「ゆんたくしながらヘルスアップのまとめ」として、8月の開始時に設定した各自の目標に対しての振り返りの評価を行い
ました。体調を崩すことなく現状維持をされている高齢者が多くみられました。次年度も健康長寿を意識した取り組みを継続して実施していく予定です。

■講座タイトル

韓国語の言語風景 ― 諺から探る韓国語 ―

■日

時

平成27年2月14日（土）、15日（日）15：00〜16：30

■場

所

北部生涯学習推進センター

■講

師

許 点淑（名桜大学 国際学群観光産業教育研究学系 上級准教授）、黄鎭杰（大阪大学）

■参加人数

17人

本講座は、韓国語独特の諺に焦点を当て、日本語と比較しながら、諺に映し出される韓国の社会・文化・歴史的背景を探るものです。具体的には、身近な食べ物
や親族関係、儒教と関連の深い法事や祖先崇拝などを取り上げました。また、諺の発生とルートの観点から、韓国語固有のもの、中国故事に由来するもの、ヨーロ
ッパ言語との接触から伝来したものに分類も試みました。アンケート結果から、受講者は講座に満足していることが伺えました。課題として受講者が授業に積極
的に参加できる工夫が求められます。また、文法や会話クラスの開講を望む声があるため、次年度は１〜２週間の集中講座を考慮しています。
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名桜大学地域出前講座報告
名桜大学では地域貢献の一つとして、
「地域出前講座」を実施しています。平成26年度は96講座を準備。
どの講座も、
本学教職員の日頃の研鑽を存分に発揮した魅力ある内容となっています。
今回、
地域の方々から
要望を受け平成27年1月〜2月に実施した4講座を報告します。

■講座タイトル

最新の健康運動を楽しく実践！ −JOYBEATを利用した健康教室−

■日

平成27年1月24日（土）13:00〜14：00

時

■ 依頼機関・団体

伊平屋村役場 (伊平屋村離島振興センター)

■講

高瀬 幸一（名桜大学 人間健康学部スポーツ健康学科 教授）

師

■参加人数

25人

伊平屋村離島振興センターで開催された「健康★介護予防フェアー」において、JOY BEATを使用した最新の映像プログラムによる運動教室を実施しま
した。参加者の多くは、JOY BEATのプログラムに対し、とても興味を持ちながら、一生懸命運動に取り組んでいる様子が伺えました。また、JOYBEAT
プログラムと平行して、ヘルサポの学生と共に健康測定（血圧、体組成、血管年齢、貧血度、骨強度）を実施しました。ヘルサポ学生の協力もあり、全体を通し
て非常に充実した講座となりました。
■講座タイトル

介護予防・機能回復運動を楽しく実践！
−FESTAを利用した易しい運動教室−

■日

平成27年1月24日（土）14:00〜15：00

時

■ 依頼機関・団体

伊平屋村役場 (伊平屋村離島振興センター)

■講

高瀬 幸一（名桜大学 人間健康学部スポーツ健康学科 教授）

師

■参加人数

30人

伊平屋村離島振興センターで開催された「健康★介護予防フェアー」において、多機能型訓練装置FESTAを使用し介護予防・機能回復に関する運動を
楽しく実践しました。主に高齢者を対象に実施し、クイズやカラオケ、体操などにとても興味を持ちながら、一生懸命運動に取り組んでいる様子が伺えま
した。FESTAは運動のみではなく、カラオケや折り紙など様々なコンテンツがあり、高齢者の機能回復や娯楽などにとても有効的です。
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■講座タイトル
■日

「同窓会で差をつけよう」最新の科学から老化を防ごう

時

名桜大学開学２０周年・公立大学法人化 5周年

平成27年1月24日（土）16:00〜17：00

■ 依頼機関・団体

伊平屋村役場 (伊平屋村離島振興センター)

■講

高瀬 幸一（名桜大学 人間健康学部スポーツ健康学科 教授）

師

■参加人数

50人

名桜大学開学20周年・公立大学法人化5周年記念事業に対しまして、多くの方々から多大なるご理解とご貢献を

いつまでも若々しく活動的に生活したい！同年代より10歳若く見られたい！そのような人の願いに一歩でも近づくために、本講座は、老化メカニズムや
その対策に関する講義を実施し、いつまでも若々しく健康で活動的に、そして女性は美しくいられることを実現（サクセスフルエイジング）するための内容で
講座を実施しました。今回の講座は、伊平屋村「健康★介護予防フェアー」のなかで実施し、約50人の島民の参加者がありました。講座の内容に関して多数
の質問などがあり、積極的なディスカッションが展開できるなど、非常に充実した講話となりました。
■講座タイトル
■日

時

平成27年2月24日〜3月31日現在
敬称略・五十音順で記載させていただきます。

３万円未満
■参加人数

■講

高瀬 幸一（名桜大学 人間健康学部スポーツ健康学科 教授）

50人

有限会社ニュークリーン沖縄

伊平屋村離島振興センターにおいて、伊平屋村役場と婦人会からの依頼による「JOY BEATを使用した最新の映像プログラムによる運動教室」を開催
しました。参加者の多くは村婦人会のメンバーで、JOY BEATのプログラムに対し、基礎的な運動からかなりハードな運動まで、一生懸命運動に取り組んで
いる様子が伺えました。参加していただいた婦人会の方々と、いろいろとコミュニケーションをとることができ、健康について考える良い機会を提供できた
と考えます。

お知らせ

平成27年6月〜9月の公開講座をご案内します。多くの皆様方のご参加をお待ちしております。
詳しい情報は名桜大学ウェブサイトをご覧ください。http://www.meio-u.ac.jp/open-lecture-p.html
講

座

日

時

受付期間

場

所

ゆんたくしながら健康づくり in 名護市場

6月21日、8月16日、
10月18日、
12月20日
平成28年2月21日（第3日曜日）11：30〜14：30

随時

名護市営市場

ゆんたくしながらヘルスアップ 出前出張（Part8）

5月、7月、9月、11月、1月、3月
（6回シリーズ）

随時

名護市の公民館

これからの市民社会において当事者（主人公）として
生きる力を育成する ―カードメソッドの理論と実際 ―

6月20日（土）10：00〜16：00

4月20日(月)〜
6月15日(月)

北部生涯学習推進センター

しこりを見つけた、これって乳がん？

6月20日（土）10：30〜12：00

4月20日(月)〜
6月15日(月)

ハブ（蛇）対策講座

6月25日（木）18：15〜19：45

4月27日(月)〜
6月18日(木)

名桜大学 講義棟110教室

ヤンバルクイナ保護の現場視察

7月18日（土）9：30〜17：00

5月18日(月)〜
7月13日(月)

東村・大宜味村・国頭村

軍装備品の視点から見た中世今帰仁勢力の性格
異色の天馬意匠ならびにシンメトリー 十字紋は語る

8月13日（木）
14：00〜15：30
8月20日（木）

6月15日(月)〜
8月10日(月)

北部生涯学習推進センター

数学を築いた人々
― 夢が広がる数学の学び ―

8月15日（土）10：00〜11：50

6月15日(月)〜
8月17日(月)

学生会館SAKURAUM

子どもの応急手当

8月22日（土）10：30〜12：00

6月22日(月)〜
8月10日(月)

健康づくりのための身体活動基準2013
身体活動指針（アクティブガイド）

9月5日（土）13：30〜14：30

7月6日(月)〜
8月31日(月)

名桜大学 人間健康学部実験実習棟

日韓の言語行動のダイジェスト（１）
― 円滑なコミュニケーションの暗黙のルール ―

9月12日（土）
15：00〜16：30
9月13日（日）

7月13日(月)〜
9月7日(月)

北部生涯学習推進センター

キネステティクス
― 持ち上げない体の動かし方を体験しよう―

9月19日（土）午後予定

7月21日(火)〜
9月14日(月)

北部地区看護系医療人材育成支援施設
（名桜大学看護学科棟）

子どもの事故予防

9月26日（土）10：30〜12：00

7月27日(月)〜
9月18日(金)

北部地区看護系医療人材育成支援施設
（名桜大学看護学科棟）

名護市屋部地域の歴史文化を探訪する

9月26日（土）10：00〜17：00

7月27日(月)〜
9月18日(金)

申し込み・問い合わせ先

代表取締役

平良

忠昭

個

人
３万円未満

３万円以上10万円未満
上江洲

均

新垣

直美

長嶺

絵里子

遠矢

英憲

岸本

能子

林田

久義

仲地

清

岸本

裕光

比嘉

力

儀部

毅

真栄田

庄野

知美

又吉

寛子

新里

隆博

松浦

大輔

新城

匡之

山川

純二

桃原

廣市

山本

健司

長谷川
宮平

順一郎
栄治

義竜

第10回 名桜大学懸賞作品コンクール表彰式を行いました

平成27年度 名桜大学公開講座 受講生募集！

北部地区看護系医療人材育成支援施設
（名桜大学看護学科棟）

北部地区看護系医療人材育成支援施設
（名桜大学看護学科棟）

屋部地域（全域）

名桜大学エクステンションセンター 公開講座担当者 TEL：0980-51-1555 9時〜17時（土日・祝祭日除く）
FAX：0980-54-0707（講座名・氏名・連絡先を明記すること）

お申し込み：受講希望者は、本学ホームページから名桜大学公開講座受講申込書をダウンロードし、受付期間内にFAXまたは窓口にて申込みください。
※講座日程等を変更する場合があります。本学ホームページにて掲載いたしますので、ご確認ください。
※受講希望者が一定人数に満たない場合は、講座の開講を中止する場合がありますので、ご了承ください。
※開講中止の確認は、本学ホームページをご覧ください。
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※ご芳名の公開を希望されていない方は掲載しておりません。

企業・団体

平成27年2月15日（日）9:00〜12：00
伊平屋村役場 (伊平屋村離島振興センター)

師

賜り、厚くお礼を申し上げます。ここに感謝の意を表し、寄附者ご芳名を記名させていただきます。

最新の健康運動を楽しく実践！ −JOYBEATを利用した健康教室−

■ 依頼機関・団体

寄附者ご芳名

平成26年12月7日（日）、第10回名桜大学懸賞作品コンクー
ル表彰式が附属図書館にて行われました。本コンクールは本
学の文化事業の一つとして附属図書館が主催しており、高校
生以上の県内在住者または県出身者を対象に作品を公募して
います。今年度は短編小説11作品の応募があり、厳選なる審
査の結果以下の作品が受賞し、賞状と賞金が授与されました。
短編小説部門
最優秀賞 「ユウナギ」 佐藤 優紀（名桜大学生 看護学科）
優 秀 賞 「貝殻の向こうに」 島袋 初美（一般）
優 秀 賞 「オレンジ」 待木 紗希（名桜大学生 国際学群）

今回の受賞作品
は「名桜大学懸賞作
品コンクール10回
記念号」(平成26年
12月発行)及び平成
27年3月に発行さ
れる図書館報第26
号『Bibliotheca』
に掲載されます。
受賞者（左から島袋初美さん、佐藤優紀さん、待木紗希さん）
と審査員を含む先生方

新グラウンド建設地の不動産売買契約を締結
本学は新グラウンド建設計画を推進するにあたり、平成27年3月2日（月）、
株式会社徳栄商事と不動産売買契約を締結しました。
新グラウンドは、
（ 財）日本陸上競技連盟第4種公認の陸上競技場として、
走路400mトラック6レーン、直線路8レーン、インフィールドは人工芝の
サッカー場及びラグビー場を設ける予定です。

学生会館SAKURAUMグランドオープン懇談会を開催
平成27年３月27日
（金）
、
学生会館SAKURAUM６階スカイホール
贈呈式終了後、
比嘉理事長による乾杯の音頭で懇談会がスター
において、
グランドオープン懇談会が開催されました。大学関係者、
トし、
学生会館建設を進めてきた教職員や工事に携わった企業の
学生会館設計共同企業体の方々が参加し盛大な会となりました。
労をねぎらいました。
会では、
山里勝己学長、
株
式会社屋部土建代表取締
役津波達也氏、学生代表藤
原麗さん
（ウェルナビ）
によ
る挨拶が行われ、
続いて、
比
嘉良雄理事長から各企業
に対し感謝状が贈呈され
感謝状贈呈
６階スカイホールにおいて行われた懇談会の様子
ました。
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◆平成27年度 採用教員紹介

学生会館SAKURAUMグランドオープン記念セレモニーを開催
平成27年4月1日（水）、
「 学生会館SAKURAUM」のグラ
ンドオープン記念セレモニーが開催されました。学生会館
は、名桜大学開学20周年・公立大学法人化５周年記念事業と
して建設されました。
「 学生の主体的な学び」の場として、
学習支援や、教員、職員、学生、市民が自律的に学習できる
環境の実現、また、学内外の交流の場としても活用される
予定です。
セレモニーでは、比嘉良雄理事長と山里勝己学長による
挨拶があり、続いて学生を代表して上間健之祐さん（国際
学群情報システムズ専攻３年次、浦添工業高校出身）から

柳 銀珠

挨拶がありました。上間さんは、
「 今まで以上に学生同士や
教職員との距離が近くなることで、にぎわいにあふれ、より
充実したキャンパスライフを送ることができると期待して
おります。これからこのSAKURAUMで勉学に励んだり、
友人と談笑したりと過ごしていく日々が非常に楽しみです」
と述べました。
最後に、新たな出発を祝して、比嘉理事長、山里学長をはじ
め学生会館SAKURAUMに配置されている、教員養成支援セ
ンター、ウェルナビ、言語学習センター、数理学習センター、
S-CUBEの代表学生によるテープカットが行われました。

国際学群 観光産業専攻 准教授

専門分野は、観光学です。具体的には、高齢者の余暇・観光、観光社会学に興味を持って研究をしています。現在までの教育
経験を通じて、学生の成長を見届けることに喜びを感じてきました。教育の主体は、教員ではなく、学生にあることを意識
しながら、学生が常に自主的に学ぼうとする好奇心を持つことができるよう努力して行きたいです。どうぞよろしくお願
いします。

玉城 将

人間健康学部 スポーツ健康学科 助教

画像を用いてボールの3次元軌跡や回転を計測する技術の開発、あるいは卓球の試合を分析するWebアプリケーションの
開発など、情報処理技術を用いてスポーツを分析することを専門としてきました。今後、どの分野においても情報処理技術の
活用が避けては通れない課題となります。スポーツ・健康に関する研究やフィールドワークにおける情報処理技術の活用を
進める役割を果たせればと考えています。

大峰 光博

人間健康学部 スポーツ健康学科 助教

砂川 昌範

人間健康学部 看護学科 教授

京都で26年間過ごし、埼玉での7年を経て、沖縄に来ました。高校の卒業旅行で訪れた名護で、教育・研究に携われることに
喜びとやりがいを感じています。これまで、スポーツに関する事象を哲学的な観点から研究してきました。学生時代はトライ
アスロンに取り組んできましたが、現在はボクシングを趣味として行っています。学生の皆さんに多くの刺激を与えられる
ような教員を目指したいと思います。
よろしくお願いいたします。

皆さんはじめまして。今年4月に人間健康学部看護学科に着任いたしました砂川昌範と申します。出身は沖縄県宮古島市
（旧平良市）です。琉球大学医学科を卒業し、直ぐに大学院医学研究科形態機能系専攻に入学し、臨床医としてではなく基礎医
学者としてずっと研究してきました。これからは基礎医学で培った知識と技術を最大限に発揮して看護学教育の為に尽力し
たいと思っています。
今後ともよろしくお願いいたします。

本村 純
テープカットの様子（左から、教員養成支援センター学生代表・阿南翔平さん、S-CUBE代表・大城香菜子さん、言語学習センター代表・中園亜依さん、
木村堅一リベラルアーツ機構長、佐久本功達国際学群長、山里学長、比嘉理事長、金城やす子副学長、金城利雄人間健康学部長、渡具知伸学生部長、
ウェルナビ代表・藤原麗さん、数理学習センター代表上間健之祐さん）

平成27年度
採用

教員

国際学群国際学類准教授

玉城 将

長嶺 絵里子

人間健康学部スポーツ健康学科助教

人間健康学部看護学科助教
（人間健康学部看護学科助手）

大峰 光博

職員

人間健康学部スポーツ健康学科助教

本村 純

配置換

教員

）は異動前の所属・職名

リベラルアーツ機構特任教授
（教養教育センター特任教授）

人間健康学部看護学科助手

山里 絹子

鯉淵 乙登女

国際学群国際学類准教授
（国際学群国際学類助教）

上門 要

国際学群国際学類准教授
（国際学群国際学類助教）

国際交流センター国際交流課長
（学生部学生課主幹）

仲田 好邦

人間健康学部スポーツ健康学科准教授
（人間健康学部スポーツ健康学科助教）

東恩納 玲代

人間健康学部スポーツ健康学科准教授
（人間健康学部スポーツ健康学科助教）

併任

教員

佐久本 功達

（

）は所属・役職名

国際学群長
（国際学群国際学類教授）

金城 利雄

人間健康学部長
（人間健康学部看護学科教授）

木村 堅一

高嶺 司

スポーツ健康学科長
（人間健康学部スポーツ健康学科教授）

国際交流センター長
（国際学群国際学類上級准教授）

島田 友子

前川 美紀子

看護学科長
（人間健康学部看護学科教授）

保健センター長
（人間健康学部スポーツ健康学科上級准教授）

中村 浩一郎

リベラルアーツ機構長
（国際学群国際学類教授）

人間健康学部 看護学科 助手

鯉淵 乙登女

人間健康学部 看護学科 助手

エクステンションセンター長
（人間健康学部看護学科上級准教授）

宮平 栄治

平成27年度 新任教員オリエンテーションを実施

国際学群国際学類経営情報教育研究学系長
国際学群国際学類経営専攻長
（国際学群国際学類教授）

大城 真理子

国際学群国際学類診療情報管理専攻長
（国際学群国際学類上級准教授）

伊良皆 啓

国際学群国際学類観光産業専攻長
（国際学群国際学類上級准教授）

菅野 敦志

ライティングセンター長
（国際学群国際学類上級准教授）

高安 美智子

数理学習センター長
（リベラルアーツ機構特任教授）

小児看護領域を担当します。赴任前は県外の大学病院に看護師として勤めておりました。いつか母校である名桜大学看護
学科の教育に携わりたいと思っていたところ機会を得て赴任することとなりました。教員の経験がないため力不足な面も
多々あると思いますが、先生方にご指導いただき、また自己研鑽を重ね、学生とともに成長していきたいと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。

大城 凌子

国際学群国際学類国際文化教育研究学系長
国際学群国際学類語学教育専攻長
（国際学群国際学類教授）

国際学群国際学類情報システムズ専攻長
メディアネットワークセンター長
（国際学群国際学類上級准教授）

中山 登偉

）は異動前の所属・職名

高瀬 幸一

天願 健

学生部学生課長
（教務部教務課長）

教員 クックルマンメーガン

嘉納 英明

教員養成支援センター長
（国際学群国際学類教授）

国際学群国際学類国際文化専攻長
（国際学群国際学類上級准教授）

喜瀬 直樹

髙橋 正大

学生部学生課学生サポート係

教員

照屋 理

財務部施設課長
（学生部学生課長）

総務企画部総務課総務係

中里 収

教務部長
（国際学群国際学類教授）

国際学群国際学類観光産業教育研究学系長
（国際学群国際学類教授）

職員 荻堂 盛淳

職員 新城 匡之

教員

田代 豊

リベラルアーツ機構准教授
（教養教育センター准教授）

人間健康学部看護学科助手
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（

高安 美智子

安仁屋 優子

（

嘉納 英明

国際学群国際学類国際文化教育研究学系教授
（人間健康学部スポーツ健康学科教授）

人間健康学部看護学科准教授

昇任

新里 晴美

教務部教務課長
（教務部教務課学習支援係長）

砂川 昌範

人間健康学部看護学科教授

玉井 なおみ

人間健康学部看護学科准教授
（人間健康学部看護学科助教）

安仁屋 優子

高齢・在宅ケア看護学領域を担当します。
わが国は超高齢化社会であり2025年問題など高齢・在宅ケア看護がより重要にな
ると考えております。
エリクソンの発達段階では老年期の発達課題は統合性です。
病気や障害、
老い、
死といったものを単に否定
的にとらえるのでなく、
疾患や障害を持ちながらも、
その人らしい生活が送れるように支援することの重要性を学生に伝えてい
きたいと思います。
よろしくお願いいたします。

人事異動 平成27年4月1日付

教員 柳 銀珠

人間健康学部 看護学科 准教授

Complementary and Integrative Health(CIH、
補完統合衛生) あるいはComplementary and Alternative Medicine
(CAM、補完統合医療)の分野に属すると考えられる、Balneotherapy (温泉療法)、またはThalassotherapy (タラソセラ
ピー、海洋療法)の研究をこれまで行ってきました。この経験を活かし、豊かな自然環境に恵まれた山原(やんばる)の地で、自然
環境を活用した、
沖縄県北部広域市町村圏におけるヘルスプロモーションに寄与できる研究に取り組みたいと考えます。

平成27年3月31日付

退職
教員

伊藤 祥子

国際学群国際学類上級准教授

向山 貴仁

人間健康学部スポーツ健康学科教授

稲垣 絹代

人間健康学部看護学科教授

平識 善盛

人間健康学部スポーツ健康学科特任教授

小杉 忠誠

人間健康学部看護学科特任教授

平成27年4月1日（水）、新採用の教職員９人を対象に、オリエンテーションを実施し
ました。新任教職員と在来教職員との信頼関係づくり、さらには、若手教職員がプレゼン
テーションすることで自らの役割や職場を再発見することを目的としています。主な内
容として、大学の設置経緯や沿革等の概要について（金城正英事務局長）、国際学群及び
人間健康学部について（国際学群観光産業専攻：
鈴木富之先生、人間健康学部看護学科：玉井なお
み先生）、事務局各部署の業務内容について（教務
課：山川源太）、それぞれ説明されました。また、
「10年後、名桜大学をどうしたいですか」をテー
マにカードメソッドを用いたグループワークが
行われ、教員、職員、所属学科の垣根を越え、意見
を出し合い、１枚のポスターにまとめ、グループ
ごとに発表し、互いの意見を共有しました。
意見をカードに書き出しグループで共有する

平成27年度採用教職員一同
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