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限られた学生生活の中で目的をもってキャンパスライフを
過ごせていますか？資格をとりたい！起業したい！など様々な
夢や目標があるかと思います。沖縄国際大学への進学の決め
手として留学を選ぶ方も少なくありません。今回は
「留学のす
すめ」
と題して、沖縄国際大学の留学制度について特集記事
を組んでみました。
この記事を通して、
あなたにぴったりの留
学制度が見つかることを期待しています。

表紙の学生紹介

グローバル教育支援センタ－
（本館1階）
TEL：098-893-7668 FAX：098-893-8932
企業システム学科 4年次
にいの

あいり

新納 愛理 さん
02 Okinawa
International University

【e-mail】ircchr@okiu.ac.jp
【 H P 】http://ircenter.okiu.ac.jp

「グローバル教育支援センター」
に
足を運んでみましょう♪
グローバル教育支援センタ－は海外留学や
語学プログラムの窓口となる部署です。協定
校への学生の派遣や、留学生の受け入れも
行っています。
新入生Welcome Partyやクリ
スマスパーティー、7月には協定校から短期研
修生を受け入れ、
様々なイベントを開催してい
ます。
まずは、グローバル教育支援センターで
実施している留学生受け入れプログラムに参
加して、
海外から来た留学生たちと友達になっ
たり、同じく海外留学を志すメンバーたちと友
達になることから始めてみましょう♪

日本語学・文化研修生
毎年7月に協定大学の学生を3週間受け入れています。期間
中、研修生は日本語学習をはじめ、
日本・沖縄の文化を学びます。
本学の学生は国際交流サポーターとして交流することができま
す。外国語に自信が無くても心配無用です。

交換留学生

私費外国人留学生／外国人科目等履修生

毎年4月・9月に協定大学からの交換留学生が来日し、一年間沖
縄国際大学で学びます。講義はもちろん、大学祭やサークル活動
など様々な機会を利用して、
お友達になりましょう♪

学部学生、大学院生として講義を受けている私費外国人留学
生や、将来日本の大学進学を目指し日本語を学ぶ外国人科目等
留学生が在籍しています。

グローバル教育支援セン
ターの窓口は、お昼休み
には外国人留学生や本学
学生で賑わいます。
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海外語学・文化セミナー
留学には挑戦したい！けれども、長期の留学プログラムに参加するには語学力など不
安がたくさん。
そんなあなたにお勧めが海外語学・文化セミナーです♪海外語学・文化セ
ミナーは、長期休暇（夏期・春期）中の約３～４週間を利用して、外国語研修や異文化体
験、外国事情の理解等を主な目的として実施され、全学部の学生が履修できます。
セミ
ナーに参加し、所定の要件・研修成果を満たした学生には正規の授業科目
（共通科目、国

際理解科目群）
として４単位が認定されます。詳細については、
グローバル教育支援セン

タ－窓口へお問い合わせ下さい。

【 実施予定大学 】
・東海大学（台湾）
・韓南大学校（韓国）
・マッコーリー大学
（オーストラリア）
・バンクーバーアイランド大学（カナダ）
・レオン大学（スペイン）
・天津外国語大学（中国）
【募 集 時 期】
・夏期：5月上旬
（韓南大学校／バンクーバーアイランド大学／レオン大学／天津外国語大学）
・春期：11月上旬
（東海大学／マッコーリー大学）
【

費

用

】

・約20万～55万円
（派遣先により異なります）
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留学の
ススメ

留学体験談

企業システム学科 3年次

比嘉 彩乃［ ひが あやの ］
首里高校出身
留学先：レオン大学（スペイン）

■留学した理由
本学の海外語学・文化セミナーのことを知り、ス
ペインに行ける機会はなかなか無いと思いセミ
ナーに参加してみました。もともとヨーロッパの音
楽が好きだったので、現地に行ってみたいと思った
のが留学を決めたきっかけです。

■留学に向けてどのような準備をしましたか？
語学学習はもちろん、現地の情報収集をしまし
た。
また、現地のことを学ぶだけでなく、沖縄を紹介
する必要もあると思い、沖縄のことについての勉強
もしました。出発までの期間は体調管理にも気をつ
けました。

■留学先で苦労したこと
1日5食の食文化に戸惑いました。
シエスタ
（昼寝）

■これからの夢や目標
スペイン以外の国のこともたくさん学んで沖縄
の観光産業発展に貢献できればと考えています。

■これから留学を志す方へのメッセージ
出発前は「この語学力で大丈夫かな？」
と考えた
り、たくさんの不安が出てくると思います。学生の
今だからこそ、
スペインで過ごす3週間は人生の中
でも最高の宝物、自分の大きな自信になると思い

などスペインの生活習慣に慣れるまで少し大変でし

ます。自分から積極的に行動し、ポジティブに考え

た。
あまり英語が通じなかった部分も苦労しました。

てみて下さい！きっと世界が変わると思いますよ！
！

■留学先で楽しかった思い出
クラスメイトやレオン大学の学生、
クラスメイト
のホストファミリーとも仲良くなって、よく遊びに
行ったり、遠出したりしました。
ホストマザーが本当
のお母さんのように接してくれて、毎日の家でのお
喋りや食事も楽しかったです。優しい先生ばかりで、
授業や遠足もとても楽しかったです。おかげでスペ
イン語も上達しました。
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国外協定校留学
本気で語学力を磨きたい！海外生活の中でしか経験出来ないものを学びたい！！
そんな本格派のあなたにオススメなのが国外協定校留学です。国外協定校留学とは
休学することなく約1年間留学できる制度です。留学のタイプは交換留学と派遣留
学があり、それぞれの大学で履修した科目の単位については、所定の要件を満たし
た場合、単位互換に関する規程を適用し、本学の修得単位として認定することがで
きます。また、留学期間に相応する本学の授業料および施設設備資金相当額（年額81
万円）を奨学金として支給します。
（※本学の学費を納付期限内に納めることが条件

です。）募集受付・説明会・実施期間などの詳細については、
グローバル教育支援センタ

－窓口へお問い合わせ下さい。

種

種

別

別

交換留学
留学先大学の学部授業料免除

派遣留学
留学先大学の授業料は自己負担

・南ユタ大学（アメリカ）

・韓南大学校（韓国）

・バンクーバーアイランド大学
（カナダ）

・嘉泉大学校（韓国）
・澳門大学（中国）
・レンヌ第2大学（フランス）
・レオン大学（スペイン）
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派遣先

派遣先

・東海大学（台湾）

留学の
ススメ

留学体験談

産業情報学科 4年次

湯川 仁一［ ゆがわ じんいち ］
北中城高校出身
留学先：東海大学（台湾）

■留学した理由
大学2年生の頃に友人の影響で中国語に興味を
持ち、卒業後に中国語が話せるスキルがあれば就
職にも活かせるのではないかと考え、留学をしよう
と思いました。

■留学に向けてどのような準備をしましたか？
留学前に少しでも中国語を話せるようにする為に、

■これからの夢や目標
私は台湾留学で得た語学力と経験を生かすため

毎日1時間ドラマを見たり、
毎日単語を5つずつ覚える

に観光関係の仕事に就こうと考えています。そし

ように心がけました。
その他にも、
大学のグローバル

て、将来は台湾と沖縄の架け橋になれるような人に

教育支援センターに来ている交換留学生に積極的に

なりたいと思っています。

話しかけたりして友達を作ったりしました。

■留学先で苦労したこと

■これから留学を志す方へのメッセージ
留学をするなら何か目標を持ってチャレンジして

寮での生活に苦労しました。ルームメイトが毎晩

下さい。それから友達をたくさん作って下さい。そ

遅くまでゲームをしたり、
ルームメイトとの共同生活

うすれば、自然と語学力は身に付くし、就職活動な

に大変苦労しました。

ど将来のことを考える上で力になると思いますの

■留学先で楽しかった思い出

で頑張って下さい。

夏休みや長期休暇を利用して、有名な観光地に
遊びに行ったり、週末は夜市に行って美味しいもの
をたくさん食べていました。毎日、中国語を使う環
境だったので自分でもびっくりするくらい語学能力
が上がっていたので、毎日の講義が楽しかったで
す。
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国内協定校派遣留学
海外だけが留学じゃない！沖縄国際大学には県外の大学に留学する制度もあり
ます。国内協定校派遣留学は、休学することなく、国内の単位互換協定を締結してい
る大学へ、半年または1年間留学できる制度です。協定校で履修した科目は本学所定
の規程に基づき、本学の卒業単位として認定することができます。それぞれの地域
の自然や文化、歴史に触れ、沖縄とは異なる環境で見聞を広めてみるのは如何で
しょうか。

【 派遣先一覧 】
・札幌学院大学（北海道）
・桜美林大学（東京都）
・名城大学（愛知県）
・京都学園大学（京都府）
・松山大学（愛媛県）
・熊本学園大学（熊本県）
【募 集 時 期】
・募集オリエンテーションなどの詳細については本学ホームページを参照、
または学務課窓口へお問い合わせ下さい。
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留学の
ススメ

留学体験談

経験することの
大切さを教えてくれた
年間

1

安里 侑大［ あさと ゆうた ］
地域行政学科 4年次
北中城高校出身
留学先：札幌学院大学

就職や何らかで有利になればといった考えで

当に感謝しています。経験することはとても大

留学しました。留学してみると何もかもが新し

切です。視野が広がり、自分自身の成長にも繋が

く経験するものばかりでした。留学先では友達

ります。私自身行く前と比べて考え方が大きく

ができるかが一番不安でしたが、サークルやゼ

変 わ り ま し た 。こ れ か ら も 経 験 か ら 得 ら れ る

ミで友達に恵まれ、充実した毎日になりました。

様々なことを学んでいきたいと考えています。

サークルとゼミで出会えた仲間は私の大切な存

大学へ進むのであれば大学生活をより楽しんで

在です。

ほしいし、色々経験してほしいと思います。この

北海道で過ごした１年は、とても大切な思い
出です。留学を勧めてくれたゼミの先生にも本

制度をぜひ利用して自分の大切な人生経験にし
て下さい。
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留学までのプロセス

留学を希望する方は早めに計画を立て、準備を進めましょう。
まずは説明会に参加しましょう♪
国外
協定校留学

国内
協定校留学

台

湾

フランス

韓

国

中国（マカオ）

札幌学院大学
桜美林大学
名 城 大 学
京都学園大学
松 山 大 学
熊本学園大学

海外語学・文化セミナー

春 期

夏 期

スペイン
アメリカ
カ ナ ダ

【5月】

【11月】

【5月～6月】

【11月～1月】

【10月】

説明会・申込受付

説明会・申込受付

募集説明会
出願・選考試験

募集説明会
出願・選考試験

募集説明会

↓

↓

↓

↓

【6月～7月】

【11月～1月】

事前研修

事前研修

↓

↓

【8月】

【2月～3月】

セミナー実施

セミナー実施

↓

↓

【9月～10月】

【4月～5月】

報告書提出

報告書提出

帰国報告会
写真展

帰国報告会
写真展

【8月】

【3月】

留学内定

留学内定

↓

↓

【9月～1月】

【4月～7月】

事前研修

事前研修

↓

↓

【2月～1月】

【8月～6月or7月】

留

学

留

学科長面談
出願
↓
【11月～1月】
学内選考・内定
↓
【2月～3月】
協定校にて
審議
派遣決定
↓

学

↓

↓

【2月～3月】

【9月】

報告書提出

報告書提出

【通年or前期or後期】
留

学

↓

【10月or4月】
報告書提出

その他、認定留学やSAFなどの留学プログラムがあります。それぞれの制度の詳細については、
グローバル教育支援センタ－窓口【海外留学】
までお問い合わせ下さい。

日程は、あくまでも
目安となります。
詳細については学
務課担当窓口【国
内 留 学 】までお 問
い合わせ下さい。

※「国内協定校留学」
は半期若しくは1年間の派遣となりますが、
どちらの派遣も上記日程での募集となります。
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留学の
ススメ
担当部署から
留学希望者へのアドバイス
学生のうちに留学を経験してみませんか？海外に
出て異文化に触れる事で自らの視野を広げることが
できます。留学で得られるものは語学力だけではあり
ません。自分自身を成長させるチャンスです。少しで
も留学に興味のある人は、後悔をしないよう、学生の
うちに一歩踏み出してみましょう！

グローバル教育支援センターのイベント
4月

新入生Welcome Party

6月

英語スピーチコンテスト

7月

日本語学文化研修生受け入れ
（協定校から留学生が来て約3週間沖国大で学びます）

国際交流サポーター募集（申込用紙はグローバル教育支援センター窓口で配布）

・Welcome Lunch, Farewell Lunch（誰でも参加OK）
・首里城見学、BBQ、
フィールドトリップetc

（参加するには国際交流サポーターの登録が必要です）

8月

短期留学生による学習成果報告会

9月

英語合宿セミナー

11月

韓国語合宿セミナー

12月

クリスマスパーティー
留学生による日本語スピーチコンテスト

2月

短期留学生による学習成果報告会

新入生Welcome Partyの様子
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～熊本地震支援の取り組み～
2016年4月14日に九州地方を襲った熊本地震。
熊本・大分をはじめとする、九州各地で大きな被害
が発生しました。被害を受けた地域では未だ復興が
進まず、また被害を受けた皆さんの心のケアも急務

―つなぐ想い―

と言われています。今回の地震を受けて、沖縄国際
大学では教職員・学生が自ら行動し、被災地への支
援活動を行っています。

エイサーサークル「琉球風車」が平和通りにて、
被災地支援募金活動を実施
今年2月に東北地方での公演を行ったエイサーサークル「琉球風車」が、
東北地方の現状を見て、そして感じたことを活かし、4月24日に那覇市・牧
志公設市場組合と連携し、熊本地震の被災地支援募金を呼びかけながら平
和通りやにぎわい広場などを道じゅねーで巡り、多くの皆さまからのご支
援を頂きました。
また、訪れた観光客の皆さんや地元の皆さんへ、被災地支援への想いが
詰まった演舞を行い、多くの方が足をとめて演舞を見ていました。
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救援物資を募集し、被災地へ届ける

産業情報学部企業システム学科2年次の渡
慶次李奈さん（浦添商業高校出身）
らが中心と
なり、水や食料品・生活必需品が不足すると言
われる被災地へ救援物資を送ろうと、学生課と
連携し学内で救援物資募集を呼びかけました。
一緒に活動するメンバーは
『友達が熊本に進
学し、被害を受けました。
とても人ごととは思え
ず、何かできればとの思いで始めました』
と活動
への想いを語りました。
約1週間の呼びかけで日用品や水、非常食な
ど9箱分の救援物資が集まりました。集まった救
援物資は
「NGOリサイクル環境組合」
を通して
被災地に発送しました。
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コネクションプロデュースが復興支援の募金活動を実施

日頃学内外で、環境活動を主に行う
「コネクションプロデュース」が那覇市天久の「りうぼう」
にて学生自ら企画し
た募金活動を実施しました。
今年度、本学協定校である熊本学園大学からの派遣学生が入部したこともあり、
とても深い思いでこの活動を
行ったそうです。
また、集まった募金は日本赤十字社を通して被災地へ送金します。

●

参加した学生の声（一部）
今回、思った以上にたくさんの方が募金に
協力してくれたことに感謝の気持ちでいっぱ
いです。
また、コネプロの人たちに募金に協力してほ

熊本地震の震災復興の為に募金を募る側に
立って、
いろいろな事を感じました。
特に、言葉では表せきれない、募金してくれる
人達の温かさを感じました。
それと同時に、
サーク

しいと呼びかけたところ快く引き受けてくれ

ルの代表としてだけでなく、募金に協力して頂い

てとても嬉しかったです。人の温かさや優し

たすべての方々の思いをきちんと届ける責任感

さを感じる良い機会になりました。

を強く感じました。貴重な活動をすることができま
した。

（ 企業システム学科 3年次 上原 理佳さん ）
※熊本学園大学協定校交換留学生
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（ 地域環境政策学科 3年次 比嘉 祐作さん ）

経済学科が熊本学園大学復興支援募金活動を実施

5月15日に行われた経済学科のメンバーシップトレーニング（MT）で、協定校である熊本学園大学復興
支援募金活動を実施しました。MTは毎年1年生や教員との交流や、コミュニケーション能力の育成などを
目的に実施しているものです。
今回の活動は浦本ゼミの学生が中心となり、熊本学園大学への支援が何かできないかとの想いで実施し
ました。学科全体に呼びかけ、MT開催中に学生・教職員からの募金を呼びかけました。
また、教職員でも熊本学園大学復興支援募金活動を実施し、経済学科の募金と併せて、熊本学園大学へ送金
する予定です。

天変地異を前にしたとき私たちは水辺の植物、葦（あし）の
ように弱い。そのような弱さの自覚が人間に何が必要なのか
を教える。近世フランスの哲学者であるパスカルはそう言い
ます。
こんにち人間にそもそも何が必要なのかはパスカル
の時代ほどにはわかりやすくないかもしれません。
しかし、
こ
のたびの学生たちのさまざまな活動には、人と人とが支えあ
うことが私たちの存在の出発点であり希望であるということ
が、あざやかに映しだされているのではないでしょうか。

沖縄国際大学 副学長
小柳 正弘（専門：倫理学）

―つなぐ想い―
～熊本地震支援の取り組み～

Okinawa
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ニュー ス

トピックス

CG-ARTS協会による
教育認定校になりました
産業情報学科は2016年1月に

1月27日

CG-ARTS協会の教育校として認定されま

した。産業情報学科では同協会によるCG-ARTSマイスター

陸上競技部が
第8回沖縄県男子総合駅伝競走大会にて優勝
12月27日

の認定を受けた教員を始め、高度な知識と技術を有する教員
らによる質の高い講義を提供しています。

「第8回沖縄県男子総合駅伝競走大会」で

本学男子Aチームが優勝を飾り、大会7連

覇を成し遂げました。さらに知念寛弥さんが区間4区、喜屋武
佑樹さんが区間5区でそれぞれ区間賞を受賞しました。

中部地区消防総合訓練を実施
本学の自衛消防隊の訓練とあわせて、中

2月10日

部消防長会主催の「平成27年度第24回中

部地区消防総合訓練」が本学において実施されました。参加
した教職員・学生は、大規模な訓練を通じて防災に対する意
識を高めました。

琉球風車が
エイサー太鼓を福祉作業所に寄贈
1月19日

エイサーサークル「琉球風車」と県内大

学エイサー団体で構成される『学生エイ

サー連合』が参加・企画した「学生エイサー祭り」の収益金で

購入したエイサー太鼓を「障害者支援事業所ゆいまーる」と

「特定非営利活動法人ナカヤ」、
「エイブルサポートつばさ」の

福祉作業所三者で構成される『城岳エイサー隊』へ寄贈しま
した。
『城岳エイサー隊』は、毎年「琉球風車」がエイサー指導
を通して交流しています。

硬式野球部が沖縄県ユネスコ協会に
「書きそんじハガキ」を寄贈
2月29日

本学硬式野球部のメンバーらが集めた

「書きそんじハガキ」を沖縄県ユネスコ協

会に寄贈しました。同協会の「書きそんじハガキキャンペー

ン」は学校に行けない子供たちに学習の機会を提供する運動
の資金となっております。
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第68回沖展において
本学学生が「沖縄教育出版賞」を受賞
3月19日

県内最大の美術展「第68回沖展（主催：

沖縄タイムス社）」の書芸部門において、比

嘉優花さんが「沖縄教育出版賞」を受賞しました。同賞は若手
作家奨励のため、各部門16歳以上の学生応募入選作品の中
から選ばれる賞です。

第1回
【南島研】
喜界島調査報告講演会を開催
3月13日

南島文化研究所では2016年度より行っ

ている喜界島調査の研究成果を地元に還

元すべく、喜界町中央公民館で『近世奄美における〈肥料〉文
化への視点―南島農耕民俗史の解明に向けて』
（講師：及川高

所員）と題して講演会を開催しました。多くの町民の方が参

加し、集まった町民たちとの活発なやりとりから今後の課題

も提示され、発表者と会場に集まった町民とで「『肥料』文化」
の解明にむけての第一歩を共に踏み出す場となりました。

トークライブ『One more step forward =
もう一歩前へ=』を開催
3月20日

高校生を対象に経済学部主催のトークラ

イブ
『 One more step forward =もう一歩

前へ=』が開催されました。第1部では高校生・在学生によるパ

フォーマンスが行われ、
第2部では本学卒業生でもある、
お笑い
コンビ『こぎざみインディアン』のもーりーさん、
ヒップホップ

アーティストのRODEOさんが登壇。
自身の体験も交えながら沖

縄国際大学で学ぶ意義についてトークをしました。
参加者にとっ

て大学で学ぶ意義を考えるきっかけとなったかと思います。

2015年度
卒業式・大学院修了式を挙行
3月18日

本学講堂兼体育館にて第44回卒業式並

びに第18回大学院修了式を挙行しまし

た。卒業生を代表して安里愛梨さんが答辞を述べ、学部卒業
生1,189名、大学院修了生23名がそれぞれの夢に向かって新
たな一歩を踏み出しました。
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ニューストピックス

オープンキャンパスを開催
3月20日

2016年最初のオープンキャンパスを開

催しました。学科紹介や在学生によるキャ

ンパスツアーをはじめ、入試相談／奨学金相談／留学相談な
どのプログラムを設け、多くの皆様にご来場いただきました

（来場者数：約370名）。

2016年度 入学式・大学院入学式を挙行
4月1日

本学講堂兼体育館において第44回入学

式並びに第20回大学院入学式を挙行しまし

た。学部生1,377名、大学院入学生22名、編入学生37名の計

1,436名が本学へ入学しました。新入生を代表して大湾俊さん

による宣誓が行われました。

泡盛マイスター協会寄附講座
【経環研】
「琉球泡盛学」開講
4月11日

沖縄経済環境研究所では、一般社団法人

泡盛マイスター協会による寄附講座
「琉球泡

盛学1
（前期）
」
の開講式を行いました。
泡盛の素晴らしさを啓蒙・

普及する人材を育成する本講座も今年度で第5期を迎えました。

「春のサークル紹介」を開催
4月4日

新3号館1階フロアにて「春のサークル

紹介」を開催しました。様々なクラブ・サー

クルが展示企画やパフォーマンスを行いました。本企画は新
入生が有意義なキャンパスライフを送れるようにと、学生有

志で構成された実行委員によって企画・運営をしています。
活動的な学生が多い本学では、様々なクラブ・サークルがあ
ります。学部学科を超えた沢山の出会いが待っています。新
入生の皆さんがより良いキャンパスライフが送れることを
期待しています。

「島ぜんぶでおーきな祭～第8回沖縄国際映画祭～」
に
本学サークルが出演
4月23日

宜野湾市のトロピカルビーチで開催さ

れた「島ぜんぶでおーきな祭～第8回沖縄

国際映画祭～」のイベントに「中東芸能クラブ」
「 OSSF？
（ダ

ンスサークル）」
「琉球芸能文学研究会」の3団体が出演しイベ
ントを盛り上げました。
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男子ハンドボール部1部リーグへ昇格！
女子は1部リーグ4位で大健闘
5月4日

4月30日～5月4日にかけて福岡で開催

さ れ た「 第 2 5 回 九 州 学 生 ハ ン ド ボ ー ル

リーグ春季大会」において、本学男子ハンドボール部が1部

リーグへ昇格を決め、女子も1部リーグで4位という成績を
収め男女共に大健闘いたしました。

ボッチャ国際大会で
金城歩未さんが銀メダルを獲得
4月30日

4月26日～30日にカナダのモントリ

オールで開催された「国際ボッチャ競技連

盟（BISFed）2016ワールドオープンモントリオール大会」に

本学の金城歩未さんがBC1クラス日本代表として出場し、
BC1/BC2の団体戦において銀メダルを獲得しました。ボッ
チャとは重度脳性麻痺者でも参加できる障害者スポーツで

す。沖縄初の日本代表に選出された金城さんは、今後、2020
東京パラリンピックでの代表入りが期待されます。

2016年度 体育祭を開催
5月14日

今年も大学祭実行委員の学生が主体と

なり体育祭を開催しました。当日は晴天に恵

まれ、
フットサルやバレーボールに汗を流しました。各チームと
も団結し、学生同士の友情・交流を深めた1日となりました。

軟式野球部が沖縄県大学軟式野球
春季リーグで優勝
5月3日

4月30日～5月3日の日程で行われた沖

縄県大学軟式野球春季リーグで本学軟式

野球部が優勝し、7月に長野県で開催される「第39回全日本
大学軟式野球選手権大会」への出場（6年連続6回目）が決ま
りました。

ウエイトリフティング部が
第76回全日本選手権大会で上位入賞
5月23日

5月22日・23日に開催された全日本選手

権大会で、屋良一郎さん（94kg級）
と知念光

亮さん（105kg超級［トータル：ジュニア日本新記録］）が共に

トータル3位の上位成績を収めました。知念さんはスナッチで
ジュニア日本新記録と大学新記録も樹立しました。
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キャリア支援情報
「就職活動どこから手をつけて良い
か分からない」
「 1年生のうちにやって
おくべきことは何だろう？」
「面接ってど
んなことを聞かれるの？」
そんな皆さん
のために学内で行われているキャリア
支援をまとめてみました！様々なキャリ
ア支援プログラムを利用して、実りある
就職活動にしましょう♪

01

まずは、キャリア
支 援 課に行って
みよう！

キャリア支援課（本館3階）
では学生の皆さ
んの進路設計をお手伝いするために様々なサ
ポートを行っています。就職活動は初めての体
験。
どんなふうに進めていいのか不安や迷い
があるのは当然です。
そんなときにはキャリア
支援課で情報収集をしてみましょう！

充実した就職資料
県内外企業からの求人票、企業個別

ファイル、就職情報誌、公務員関係試験
要項、大学院学生募集要項、その他就

職に関する資料を取り揃えています。
企業研究に多いに活用して下さい！

就職登録をしよう！
就職希望者はまず『Live Campus 就職システム』
に登録しましょ

う！Live Campus就職システムに登録することで、各種就職情報、学
内外就職行事、企業セミナー日程等の検索が可能です。
また、各就職

ナビへ接続し会社説明会へのエントリーや最新の就職情報収集に活

用されています。希望者には就職情報のメール配信も行っています。

キャリアカウンセラーによる就職相談
キャリア支援課スタッフによる就職相談のほかに毎週火曜日、水

曜日、キャリアカウンセラーによる進路相談、模擬面接、履歴書・エン

トリーシートの添削などを行っています。
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02

各種資格試験対
策講座を受けて
みよう！

人気の講座 ベスト３

各職種で必要とされる資格を大学生活で取得してお

1位
2位
3位

きたいと考えているあなた、キャリア支援課を通して各
種資格試験対策講座を受講することができます。受講料
は専門学校よりも安価な設定です。さらに学内での開講
のため、時間のロスや交通費の負担もかかりません。

03

インターンシップ
に参加しよう！

夏期休業期間を利用して、企業や官公庁
す。2015年度は、実に117カ所、270名の学
生が実習に参加しました。実習体験は、就職
先を選ぶ上での参考になるばかりでなく、
就職活動への自信にもつながり、就職活動
を有利にすすめることができます。

04

インターンシップスケジュール
5月～6月上旬

においてインターンシップを実施していま

キャリア教育
科目群を受講
しよう！

キャリア入門

公務員試験対策講座
宅建対策講座
Excel表計算処理技能
認定試験対策講座

学内
募集説明会
★

申込・面接
★

6月中旬～7月

8月～9月

事前
ガイダンス
（全8回）

各実習先
にて
インターンシップ

選考

10月～12月
事後
ガイダンス
（全2回）
★

インターンシップ
報告会

在学生や卒業生の就職支援に力を入れている沖縄国際大学では、共通科目
の中に
「キャリア教育科目群」
と呼ばれるキャリア教育に特化した講義を開講し
ています。就職活動を行う上で必要な知識やスキルを学ぶとともに、自身の進
路設計を明確にしていくためのプログラムがあなたを待っています。

「学生として、今何をすれば良いか分からない」
「将来の進路に不安がある」
など、学生生活における憂

いを取り除くためには、入学後なるべく早期に自分のキャリアを考えることが重要です。本講義では複
数の講師が「働くとは？」
を主要テーマにした講義をします。

（授業内容例）
・海外を知る
・正規／非正規
・キャリアとお金
・ブラック企業を知る
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キャリア・デザインA／キャリア・デザインB
本講義では、企業活動を通して
「働く意味」
を理解

していきます。
「キャリア・デザインA」では、企業
経営者など様々な外部講師をお招きし、企業経

営者として考えていることや、
どのような人材を

求めているかを講演していただきます。
「 キャリ

ア・デザインB」では、企業に対するイメージと現

実のギャップについて講義します。また、就職活
動中の先輩学生の報告などを通して、業界研究

を進めていきます。

ジョブ・インタビュー入門

本講義では、OB・OGへのインタビューや企業訪問を通じて、
「働く意味」
を理解していきます。
また、
インタ

ビューや企業訪問を通して、
ビジネスマナーの体得を図るとともに、傾聴力やプレゼンテーション能力を磨

いていきます。授業の成果はポスターセッションという形でまとめていきます。
チームで講義を進めて行く

ため、互いに協力していくことが求められる授業です。

文章表現入門
キャリア教育科目群における
「文章表現入門」では、自己PR

シートの作成や模擬面接を通して、
自己分析をすすめていき
ます。
また、
ビジネス文書と一般的な文書違いを学ぶととも

に、
ビジネス文書の作成に必要なノウハウを学んでいきます。
（授業内容例）

・就職活動の進め方

・就職試験の概要

・ビジネス用語について ・自己PR実践

※その他にも「法律実務論」や「行政実務論」、
「沖縄の金融事情」など
各学部・学科で実務家の方々を講師に招いて開講している講義もありますので、参考にしてみましょう♪
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05

県外就職活動の
支援制度を利用
してみよう！

沖縄県に在住の大学生が県外で
就職活動を行う場合、島嶼県ならで
はのデメリット（地理的問題、時間
の制約、経済的負担、情報不足等）が
多くあります。本学では、県外で就職活動を行う学生の負担を少しでも軽
減するために、様々なサポートを行っています。

県外就職活動補助金
県外就職活動を行う際、旅費等の一部を補助しています。また、毎年、県外就職合宿を東京で
開催しています。

私学事業団 学生就職活動サポートセンター
私学共済制度に加入する全国の私立大学の学生のために関東と関西での就職活動の拠点とし
て私学事業団によって設置されたサポートセンターです。
本学学生も活用することが出来ます。
サポートセンターでは就職支援セミナーやキャリアカウンセリングなどの各種サービスを無
料で受けることができます。

パソコン閲覧ブースや休憩・自習スペース、食堂等の機能もあり、
県外での就職活動に役立つこと間違いなしです！
詳細はホームページをご覧下さい → http://shukatsu-support.net
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本学では教員養成課程に
力を入れており、倍率の高い沖縄
県の教員採用試験において、毎年 現 役
合格者を輩出しております。平成28年度
沖 縄 県 公 立 学 校 教員候 補 者 選 考 試 験
（国語）に現役合格した小橋川遥さんに
インタビューを行いました。

験（国語）

教員採用試

現役合格

遥
川
橋
小

さん

小橋川 遥

［ こばしがわ はるか ］

日本文化学科（2015年度卒業生）
那覇高校出身

●本学の教職課程について
教職課程のカリキュラムでは、講義での学びに加えて模擬授業や教育実習などを経験し、教科の知識はもちろん、
伝える技術や教師の心構え、社会人としての礼儀などを実践的に身につけます。
また、志の高い仲間・指導教員との
学びや、学校現場での緊張感と充実感に満ちた実習経験は、教員養成のみならず実社会で求められる人材育成にも
寄与するといえます。教職で必要とされる専門的な知識を身につけるためには多くの授業を履修しなければなりま
せん。教職課程を履修希望の方は、1年次から計画的な履修を心がけましょう。
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●教師を志した理由
中学生のとき、先生の後押しで、部活動や

いました。同じく試験勉強をしている友人と時
間を合わせて勉強したり、得点を勝負したり、

学校行事でさまざまなことに挑戦しました。
そ

毎日すべきことを箇条書きで挙げたり、妹がア

して、
たくさんの壁にぶち当たりながらも、
さま

ルバイトを終える時間に迎えることを約束して

ざまなことを学び、
自分自身の成長を実感す

大学に残る状況を作って勉強するなどの工夫

ることができました。その際、私も将来は子ど

をしました。二次試験の対策では、具体的に教

もの成長する機会を作ってあげられるような

員として取り組みたいことがイメージできず、
と

教師になりたいと思い、教員を志すようになり

ても苦しかったです。考えれば考えるほど、
自

ました。

分の考えに自信が持てなくなり、焦る気持ちだ
けが募りましたが、立派な答えを用意するので

●勉強方法について
（専門科目の対策や教養、二次試験対策など）

はなく、等身大の自分で向き合うしかないこと
に気づき、前向きになれました。

まずは、
とにかく専門教科や教養試験の過
去問題を解いて、問われる知識や出題形式を
理解することからはじめました。
そして、
そこか

●これからどんな教師になりたいですか？
（目指す教師像）

ら自分に必要な勉強や方法を考えました。具

教員には、
さまざまな役割や能力が求めら

体的には、教養試験は、教職教養に重点を置

れますが、私はまず、国語科の教師として言葉

いて勉強しました。同じ問題集を五周ほどし

を尽くすことを大切にしたいと思っています。
ま

て、演習を重ねるなかで知識を暗記しました。

た、生徒にも言葉を大切にする態度を育みた

また、友人と同じ問題を解いて、得点を勝負す

いです。
そして、生徒だけ、教師だけでもなく、

ることでモチベーションを高めたりしました。専

生徒と共に汗を流して活動することを心がけ

門教科では、得意な分野は確実に得点できる

ることで、
あたたかい人間関係を構築したいで

ように、苦手な分野は少しでも得点できるよう

す。知識も経験も不足していますが、常に情熱

に努めました。専門教科については、
いつも過

と学び続ける態度を持って頑張ります。

去問題を時間内に解き終えることができな
かったので、時間配分にはとても苦労しまし
た。二次試験では、小論文・面接・模擬授業と
どの試験対策においても、先生方や昨年合格

●合格がわかったとき、
どんな気持ちでしたか？
多くの方にご指導とご支援を頂いたので、

された先輩方、同じ受験生にたくさんのご指

そのことへの感謝の気持ちと、
いいご報告が

導・ご支援を頂き、改善を重ねました。

できることの嬉しさでいっぱいになりました。
ま
た同時に、教員として努めることに身の引き締

●苦労したことや大変だったこと、
またそれをどのように克服しましたか？
一次試験の対策では、勉強をするもしない
も自分次第だったので、常に自分を甘やかさな
いようにするためにはどうしたらいいか考えて

まる思いがしました。

Interview
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クラブ・ 紹介
サークル

01

沖縄国際大学には活動的な学生がたくさんいます！それを象徴するように様々な

クラブ・サークル活動紹介

男子ハンドボール部

●部

長

名／福原 隆佐

● 入 部 方 法／練習の時に声かけてください。
● 部活動場所／本学体育館／（月曜日・水曜日・木曜日）16：20～18：30

こんにちは。ハンド部キャプテンの福原です。現在我々ハンド部はインカレ出場を目指して、
マ
ネージャー、部員30人全員で仲良く頑張って練習に取り組んでいます。毎日楽しく活動しています。
練習メニューは自分達で考え真面目に一生懸命練習しています。大変で辛いときもありますが、
そ
れを乗り越えると達成感や楽しみを辛さ以上に感じます。部員は、小、
中学の時からハンドをやって
いる人が大多数を締めますが、高校から始めた人でも、全く未経験の人でも活躍できる可能性は
十分あります！我々ハンド部も、
どんな人でも歓迎しますので、無用な心配はせずにどんどん入部し
て皆でハンドを楽しみましょう！！ マネージャーも募集しています!
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クラブ・サークルが練習に汗を流しています。
そんなクラブ・サークルの中から今回は4団体をご紹介します。

クラブ・サークル活動紹介

02

女子サッカー部

●部

長

名／福里 菜奈

● 入 部 方 法／練習の時に声かけてください。
● 部活動場所／本学グラウンド／月曜日7：00～、水曜日16：30～、土曜日13：30～

現在、
女子サッカー部はマネージャー含め4年生2人、
2年生13人、
１年生8人で活動しています。
練
習は、
月曜日7：00～、
水曜日16：30～、
土曜日13：30～です。
ほとんどが高校、
大学からサッカー始
めた人で今は基礎練習を中心に行っているので初心者でも大歓迎です！！！入るなら今がチャンスだ
と思います(^^) 11月の九州大会に向け全員一丸となって頑張っているので、
高校までサッカーやって
いた皆さん！上手くなるために毎日ボールを追いかけていた、
あの青春の日々を思い出しませんか？大
学で何も目標を持たず過ごしている皆さん、
目標を持って有意義な毎日を送りませんか？何度も言い
ますが
【初心者大歓迎】
です♪ 気になった方は一度練習を見学しに来てください！

Okinawa
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03

クラブ・サークル活動紹介

中東芸能クラブ
（ベリーダンスサークル）

●部

長

名／城間

愛

● 入 部 方 法／直接練習日にお越しください。
● 部活動場所／本学体育館下武道場／（月曜日・水曜日）18：00～21：00

皆さんこんにちは、中東芸能クラブのベリーダンスサークルです。中東アジアの文化に触れなが
らその中で最も有名とされているベリーダンスの練習や公演、
出演を主に研究していくサークルで
す。
ベリーダンスは、
お腹を動かして踊るのが特徴的です。先輩後輩関係なく明るく仲良しで面白い
メンバーです。楽しくてあっという間に上手になれるかも？？夏はビーチでのイベント！冬はクリスマ
スファンタジー、
プロベリーダンサーのイベント出演など様々なイベントも盛り沢山です。一緒に女
性らしい身体を作りながら沖国生活を楽しんでいきませんか？初心者大大大歓迎です！！！あなた
の参加を心よりお待ちしております。
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クラブ・サークル活動紹介

こ

ぶ

がく

だん

鼓舞楽団

●部

長

うら

04

かじ

浦風

名／照屋 修平

● 入 部 方 法／練習日に剣道場にきてください。
● 部活動場所／体育館下の剣道場／（火曜日・木曜日・金曜日の18：30～）

私たちは地域に伝承される「エイサー」を新たに創作しています。学生らしい若さと感性で
新しい「舞台エイサー」の確立を目指すとともに、伝統芸能継承に貢献したいと思い「鼓舞楽
団

浦風」を結成しました。
「鼓」
「舞」
「楽」はそれぞれ沖縄の芸能に欠かす事の出来ない太鼓・

踊り・唄三線を、
「浦風」には”潮風の爽やかさのように感動の風を起こしたい”という気持ちを
込めています。また、
「浦」には沖縄の古語で「国」や「島」といった意味もあり、”巻き起こした感
動の風を沖縄全土に届けたい”という願いも込められています。

その他にも多くのクラブ・サークルがあります。
設立条件を満たせば、新規のサークル登録も可能ですので、学生課（本館2階）
までご相談下さい。
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2015年度 クラブ・サークル活動実績
【体育系サークルの主な実績】
○第28回海邦国体記念記録会兼東京国体選考会
一般5000ｍ：下地晃太12位

○第64回沖縄県陸上競技選手権大会

一般男子5000ｍ：照屋友貴7位、1500ｍ：伊佐孝明11位

○第85回九州学生陸上競技対抗選手権大会
男子5000ｍ：喜屋武佑樹6位

○第67回西日本学生陸上競技対抗選手権大会

1

陸上競技部

男子10000m：喜屋武佑樹13位

○第47回全日本大学駅伝対校選手権大会九州地区予選会
男子総合6位

○第43回九州陸上競技対抗選手権大会

男子5000ｍ：照屋友貴９位、喜屋武佑樹11位、津波尚吾29位

○第8回沖縄県男子総合駅伝競走大会
Aチーム優勝：7連覇

区間賞：4区（知念寛弥）、5区（喜屋武佑樹）

○2016 おきなわマラソン

男子10キロ：喜屋武佑樹（1位）、島袋陽（3位）、伊佐孝明（4位）

2

硬式野球部

○第94回九州地区大学野球選手権 沖縄地区リーグ：準優勝
○第94回九州地区大学野球選手権大会
決勝トーナメント：九州ベスト８

○2015年度沖縄県大学軟式野球春季リーグ
優勝（最優秀選手：大城裕樹）

3

軟式野球部

○第38回全日本大学軟式野球選手権大会出場
○2015年度沖縄県大学軟式野球秋季リーグ
優勝（最優秀選手：安室

俊）

○第32回西日本大学軟式野球選手権大会出場
○沖縄県大学軟式野球春秋リーグ通算10季連続優勝

4

男子ハンドボール部

○平成27年度第24回九州学生ハンドボールリーグ秋季大会：3位（2部）

5

女子ハンドボール部

○平成27年度第24回九州学生ハンドボールリーグ春季大会：5位（1部）
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本学では課外活動に対する必要経費の一部補助を行っています。補助を申請したい場合は学生課の窓口
までご相談下さい。
また、大会・行事に参加する場合は補助金の申請有無にかかわらず、
「大会・行事参加届」
を学生課まで提出してください。

【体育系サークルの主な実績】

6

卓球部

○第82回全日本大学総合卓球選手権大会出場

7

空手道部

○第49回鹿児島県空手道選手権大会：個人型・優勝、個人組手・3位
○第56回全九州学生空手道選手権大会：男子個人形優勝（下村世連）
○第57回南部九州大学空手道選手権：男子個人形優勝（照屋雅高）
○第25回沖縄県学生空手道選手権大会：男子個人形優勝(下村世連)
○第46回北海道空手道選手権大会並びに
第24回北海道ジュニア空手道選手権大会
男子個人形：優勝（佐々木瞭友）、男子団体優勝、女子団体準優勝
○第64回全九州大学空手道選手権大会
男子団体優勝、女子団体準優勝

8

ラグビー部

9

硬式テニス部

○平成27年度沖縄県ラグビーリーグ戦

九州学生１部リーグ： 1部 Bブロック4位

○那覇市長杯ダブルステニストーナメント
一般女子AクラスD 優勝

○那覇市シングルテニストーナメント
一般Aクラス女子 優勝

○平成27年度 春季学生リーグ：団体準優勝
○平成27年度 秋季学生リーグ：団体優勝

10

ゴルフ部

○第18回沖縄県学生ゴルフ選手権大会 個人：3位（島袋 遼）

11

ウエイト
リフティング部

○第54回西日本学生ウェイトリフティング選手権大会
105kg級 優勝 知念光亮

○第36回全日本ジュニアウェイトリフティング選手権大会
105kg級 優勝（4連覇） 知念光亮

【文化系サークルの主な実績】

1

吹奏楽部

○第41回アンサンブルコンテスト：銀賞

2

放送研究部

○第32回NHK全国大学放送コンテスト：ラジオドラマ部門3位入賞

3

琉球風車

○2016年 東北地震被災地支援
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グラウ
ンドを
一望で
きる
ガラ

ス張り
の
エレベ
ーター

地上5階建て
（5,639.28㎡）の
新3号館が供用開始されました！
300人規模の教室を複数備え、
1階にはラウンジ、2階には学生
広場が設けられています。広々と
した校舎は、学習環境の充実の
みではなく、様々なイベントでの
活用が期待されます。

る
感のあ
放
開
場
で続く
5階ま と2階学生広
け
吹き抜
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2016年6月19日以降に

公示される国政選挙から選

？

挙権年齢が満20歳以上か

ら満18歳以上に引き下げ
られます。大学生の皆さん

知

について

か
す
ま
ってい

の関心が政治に与える影響

がこれまで以上に大きくな

ることが期待されます。選挙

のルールをしっかり理解し

て、若者の声を政治につな
げていきましょう。

18歳から有権者になりますが、心配されるのは投票率です。若者が政治に関心を持たないと、政治
家も若者向けの政策は取り上げません。投票率の高い60代、70代の要望が政治に反映されやすくな
ります。学生の奨学金や若者の雇用環境の改善などを政治に反映させるためにも積極的に投票した
方がいいのではないでしょうか。
地域行政学科

進学や
就職で
引っ越しした
場合は？
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選挙で投票するためには、選挙権を有してい
るだけでなく、選挙人名簿に登録されているこ
とが必要です。選挙人名簿への登録は住民票
がある自治体で行われます。そのため、進学や
就職で、実家を離れる場合には、引っ越し先の
自治体への住民票の届出が必要となります。

照屋 寛之 教授（専門：政治学）

市町村間で住所を移転して

から、3ヶ月に達しない方は、移

転前の市町村の選挙人名簿に

登録されていることを確認し

て、移転前の市町村で投票する

ことになります。

選挙運動
について

選挙運動期間内（立候補の届出の日から、投票日の前日まで）
に限り満18歳以上
の者であれば、だれでも行うことができます。ただし、公職選挙法等において様々な
ルールが定められています。選挙運動を行う際には細心の注意を心がけてください。

選挙運動で出来ること
●SNSなどのインターネットを利用
した選挙運動
●選挙運動メッセージを掲示板・ブロ
グなどに書き込む
●選挙運動メッセージをSNSなどで
広める
（RT・シェアなど）
●選挙運動の様子を動画サイトに投
稿する

選挙運動で禁止されていること
●選挙運動期間外の事前運動
●有権者が電子メールを利用して選
挙運動をすること
●候補者に関する嘘の情報を公開す
ること
●違法なポスター・横断幕・のぼり等
●買収・供応接待
●個別訪問 etc.

※選挙権や選挙運動に関する詳細については総務省のホームページを確認してください。

模擬選挙

5月24日・31日の両日に地域行政学科の1年生を対象に沖縄県選挙管理委員会の
主催で模擬選挙が実施されました。
架空の市長選をテーマにワークショップが行われ、
参加した学生は来るべき選挙について意識を高める良い機会となりました。
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予算・決算で見る沖縄国際大学
雑収入 185

0％

年度

決算について

1％

3％

付随事業収入 9

2015

受取利息・配当金 44

経常費等補助金 187

4％

その他の特別収入 3

寄付金 48

手数料 85

2％

0％

1％

事業
活動収入
約

約51億円

入 学 金や授 業 料からなる
学生生徒納付金が89%を
占め、その他の補助金等を
合わせ大 学 運 営を行って
います。

51.4

億円

《事業活動収入》

学生生徒等
納付金 4,580

89％

単位：百万円

資産処分差額 8

0％

借入金等利息 4

0％

管理経費 214

5％

《最終的な収支差額》

△12億円
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教育研究経費
1,461

32％

人件費
（役員・退職
給与引当金等）262

6％

事業
活動支出

45.4

約

人件費（教員）
1,775

億円

事業活動収入と事業活動
支出の収支差額が約6億円
ありますが、新3号館建設の
ための基本金組入を行った
ため、最終的な収支差額は
およそ△12億円となってお
ります。本学では学生の学
習環境整備のために設備投
資を行っています。

39％

人件費（職員）
816

18％

単位：百万円

※本学の財務資料・事業計画等の詳細については、本学ホームページから確認出来ます。
（ http://www.okiu.ac.jp/gaiyou/index.html ）

受取利息・配当金 47

雑収入 65

1％

1％

付随事業収入 10

0％

2016
年度

予算について

経常費等補助金 210

4％

寄付金 49

手数料 83

その他の特別収入 7

1％

0％

2％

事業
活動収入
約

（ 事 業 計 画 ）

49.8

億円

2016年度の
取組について

学生生徒等
納付金 4,511

91％

キャン パ ス 施 設
整備拡充事業
新3号館完成にあわせ
て、旧3号館跡地の中庭整
備を中心に学内緑化整備
計 画 を 策 定 し ま す 。そ の
他、学習環境整備や体育活
動に必要な施設の整備拡
充を行う予定です。

単位：百万円

その他の特別支出 33

1％

資産処分差額 4
借入金等利息 3
管理経費 250

5％

0％

0％

予備費 40

1％

教育研究経費
1,773

35％

人件費
（役員・退職
給与引当金等）105

48.9

38％

億円

約

2％

人件費（教員）
1,847

事業
活動支出

人件費（職員）
873

18％

単位：百万円

Okinawa
International University 37

人 事 情 報
〔 採用教職員紹介 ： 4月1日付 〕 ①最終学歴 ②専門分野

法学部

地域行政学科

経済学部

講師

経済学科

田中 佑佳

講師

生垣 琴絵

（ たなか ゆか ）

（ いけがき ことえ ）

①大阪大学大学院法学研究科博士
後期課程単位取得退学 修士（法学）
②憲法、人権論

①北海道大学大学院経済学研究科
博士後期課程修了 博士（経済学）
②経済学史、経済思想

産業情報学部

産業情報学部

企業システム学科

講師

髭白 晃宜

（ おおやま けんじ ）

①中央大学大学院商学研究科博士課程
後期課程単位取得退学 修士（商学）
②流通論、商業史

産業情報学部

吉川

講師

大山 健治

（ ひげしろ てるき ）

産業情報学科

産業情報学科

①東京芸術大学大学院美術研究科
絵画専攻修士課程修了 修士（美術）
②画像解析、CG、3DCGアニメーション、映像メディア、美術

総合文化学部

講師

日本文化学科

丈

講師

村上 陽子

（ よしかわ たけし ）

（ むらかみ ようこ ）

①兵庫県立大学大学院経済学研究科
博士後期課程修了 博士（経済学）
②産業組織論、理論経済学

①東京大学大学院総合文化研究科
言語情報科学専攻修了 博士（学術）
②日本近現代文学、沖縄文学

総合文化学部

総合文化学部

英米言語文化学科

岡野

講師

薫

人間福祉学科

講師

安原 陽平

（ おかの かおる ）

（ やすはら ようへい ）

①東北大学大学院国際文化研究科比較文化論
講座博士後期課程修了 博士（国際文化）
②ドイツ語教育、異文化理解、東西文化学術交流史

①早稲田大学大学院社会科学研究科政策科学論
専攻博士後期課程満期退学 修士（学術）
②教育法学 憲法学

学生部

教務部 学務課

キャリア支援課

神山

係員

朗

（ かみやま あきら ）
①琉球大学大学院
理工学研究科修了
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福祉・ボランティア支援室

西原 美菜子

（ にしはら みなこ ）

①沖縄国際大学
人間福祉学科卒業

〔 退職者 ： 3月31日付 〕 ※特任教員＆再任用職員として引き続き在籍する者は除く。
職

名

氏

名

勤続年数

学長・理事長 ※退任※

大城

保

経済学部経済学科 教授

梅井

道生

40年
（特任期間3年含む）

教授

富川

盛武

40年
（特任期間3年含む）

総合文化学部英米言語文化学科 教授

新垣

實

34年
（特任期間3年含む）

総合文化学部英米言語文化学科 教授

漆谷

克秀

35年
（特任期間3年含む）

産業情報学部産業情報学科

教授

砂川

徹夫

24年

総合文化学部社会文化学科

教授

田名

真之

9年6ヶ月

産業情報学部 企業システム学科 准教授

木村

眞実

3年

教務部学務課

社会福祉実習助手

知念

美香

2年9ヶ月 ※2月29日付

学生部学生課

副参事

門口

政秀

41年
（再任用期間5年含む）

財務部管財課

主幹

西銘

道雄

36年3ヶ月
（再任用期間5年含む）

産業情報学部産業情報学科

〔 任命 ： 4月1日付 〕
学

長

役職名

氏

名

41年
（うち教育職員としては39年間在籍）

職

名

前津

榮健

地域行政学科

副 学 長

小柳

正弘

人間福祉学科

常務理事

鵜池

幸雄

企業システム学科

事務局長

普久原朝保

〔 併任 ： 4月1日付 〕
法学部長

役職名

氏

名

教授
教授
教授

前・経営広報役員室
職

室長

名

小西

由浩

地域行政学科

経済学部長

宮城

和宏

経済学科

産業情報学部長

兪

炳強

産業情報学科

地域産業研究科長

原田

優也

企業システム学科

教務部長

鳥山

淳

社会文化学科

教授

学生部長

安里

肇

産業情報学科

教授

図書館長

比屋定泰治

〔 昇任 ： 教育職員 ： 4月1日付 〕
新職名

社会文化学科

教授

氏

石垣

名

直

法律学科

教授

教授
教授
教授

教授
旧職名

社会文化学科

准教授

法律学科

准教授

伊達竜太郎

法律学科

講師

法律学科

准教授

法律学科

講師

山下

良

地域行政学科

准教授

大城

明子

地域行政学科

講師

地域行政学科

准教授

野添

文彬

地域行政学科

講師

金城

敬太

経済学科

経済学科

准教授

講師
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大学行事案内
（2016年7月～12月）

祭
大
国
沖

第45回

11月

26 日・27 日
（土）

（日）

毎年、恒例の沖国大祭！
活動的な沖国大生を象徴するように様々なパフォーマンス
やアトラクション、模擬店があなたを待っています。

7月 3日（日）
7月17日（日）

オープンキャンパス
オープンキャンパス

7月29日
（金）～ 8月 4日
（木） 前期試験・補講期間
8月 5日
（金）～ 9月21日
（水） 夏期休業

9月 2日
（金）～ 9月 5日
（月） AO型入試面談審査
9月 7日（水）
9月18日（日）

再試験
（9月卒業）
大学院9月入試

Informat

ion

大学公式SNS
（LINE@、Instagram）を
はじめました！
大学公式でSNSを利用した情報発信を
行っています。LINE@では入試広報に関する
情報をリリースしています。Instagramでは
大学構内の風景などを発信しています。LINE
やInstagramのサービスを利用されている方
は ぜ ひ 登 録 し て 、沖 縄 国 際 大 学 の 様 子 を
チェックしてみて下さい！

9月22日（木）
～ 9月24日
（土） 後期科目Web仮登録期間
9月26日（月）

後期講義開始

9月26日（月）
～10月 1日
（土） 後期登録調整期間

10月 7日（金）

秋季卒業式

10月16日（日）

オープンキャンパス

10月10日（月）
11月 3日（木）
11月17日（木）
11月22日（火）

出校日：体育の日

Instagram
@okiu_pr

出校日：文化の日

推薦/特別・編入
（前期）
試験

（出校日）
の振替休日
休校日：11/3文化の日

11月24日（木）

（出校日）
の振替休日
休校日：10/10体育の日

12月23日（金）

出校日：天皇誕生日

11月25日（金）
～11月28日
（月） 大学祭期間
12月27日（火）

（出校日）
の振替休日
休校日：12/23天皇誕生日

12月28日（水）
～ 1月 3日
（火） 冬期休業
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