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前列左から一人目が松本さん、二人目が冨永さん

第

回国民体育大会
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福井しあわせ元気国体

２０２０年の東京オリ
ンピックが近づいており何
かと話題になっているが、
鹿児島県民としては同じ
く２０２０年に開催される
鹿児島国体にも関心が高
まりつつあり、１９７２年
の第 回鹿児島大会のよ
うな総合優勝を目指し、
選手の育成に力を入れて
いるように見受けられる▼
２０２０年には 回を迎え
る国体であるが、その第
回大会は昭和 年に京都
府で、戦後の荒廃と混乱の
中、国民、特に青少年を対
象にスポーツを通して勇気
や希望を与えるために財
団法人大日本体育会（現
在の日本スポーツ協会）が
開 催したものである。現
在、都道府県対抗方式で
あるが、この方式は第 回
福岡大会からの方式で、鹿
児島県は男子総合優勝の
天皇杯、女子総合優勝の
皇后杯ともに第 回鹿児
島大会での獲得のみとなっ
ている。国体は 月～ 月
に本大会が、 月～ 月
に冬季大会が行われてお
り、鹿児島国体は本大会
にあたり、２０２０年の冬
季大会は青森県（スケート
競技・アイスホッケー）と
富山県（スキー競技）の
県で行われる予定▼親し
みのある競技から普段あ
まり見られない競技まで、
トップレベルの選手の活躍
を間近で見ることができる
機会である。鹿屋市でもバ
レー、自転車、ボートのほ
か、デモンストレーションス
ポーツとして、スポーツ吹
き矢が行われる予定となっ
ているので、ぜひ試合会場
まで足を延ばしてみてはど
うでしょうか（Ｙ・Ｋ）
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出場した岸田剛さん（同
２年）は、見事優勝し、
福井県の総合優勝につ
ながる活躍をみせまし
た。
ま た、 鹿 児 島 県 勢 と
して出場したその他の
学生や教員についても、
昨年より大幅な順位
アップを果たし総合成
績 位 と な り、 ２ 年 後
の開催県として勢いが
あるところを見せた鹿
児島県勢の一員として
多 く の 競 技 で 貢 献・ 健
闘しました。

▽成年女子

2

トレーション競技等
競 技 で 各 県 勢・ 各 選 手
が熱戦を繰り広げまし
た。
鹿屋体育大学からも
多くの学生と教員が鹿
児島県やその他出身県
等 か ら 派 遣 さ れ、 活 躍
し ま し た。 主 な 成 績 は
左表のとおりです。
開催地の福井県から
体操競技成年男子団体
総合の選手として出場
し た 杉 野 正 尭 さ ん（ ス
ポーツ総合課程２年）
と、 自 転 車 成 年 男 子 ス
プリントの選手として

ボート
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９月 日から 月
日において第 回国民
体育大会が福井県で開
催されました。（一部会
期前実施競技もあり）
今 年 の 国 体 は、 幸 福
度日本一といわれる福
井県で県民の元気と創
意 を 結 集 し、 し あ わ せ
を 感 じ、 元 気 が あ ふ れ
る 国 体 を め ざ し て“ 福
井しあわせ元気国体
２ ０ １ ８” と 愛 称 が つ
けられ、「織りなそう
力と技と美しさ」をス
ロ ー ガ ン に、 正 式 競 技
競技その他デモンス

▽成年女子
▽成年女子

ムコーチとして３回目
の世界大会でした。男
女ともに優勝し、多く
の本学卒業生とその喜
びを分かち合えたこと
はとても幸せでした。
特に現役の本学学生が
初めて世界選手権に出
場したことは、男女問
わず剣道部員の大きな
励みになったと思いま
す」と嬉しそうに語り
ました。
この他、多数出場し
た同大学卒業生の皆様
が、左記のような成績
を残されました。
おめでとうございま
す！
女子個人戦
位
藤本 美
（京都府・教員
２０１４・ 卒）
男子団体 優勝
前田 康喜
（大阪府・警察官
２０１５・ 卒）
大城戸 知
（大阪府・警察官
２００７・ 卒）
男子個人ベスト８
勝見 洋介
（神奈川県・警察官
２００９・ 卒）

セーリング
なぎなた

ケイリン
スクラッチ
チーム・スプリント
ウインドサーフィン級
団体
ダブルスカル
シングルスカル
▽女子

チーム・スプリント

財団
月報

し、チーム唯一の上段
（構えのスタイル）選
手として大活躍。中堅
に抜擢された準決勝と
決勝でも安定した強さ
を見せ、優勝に大きく
貢献しました。
大会を振り返り、松
本さんは、「鹿屋体育
大学に入学した目標の
一つである世界大会で
の優勝が達成でき、嬉
しさと安心した気持ち
です。これまでいただ
いたご支援や応援に感
謝しています」と、一
方冨永さんは、「この
日のために３年間全日
本の強化合宿で厳しい
訓練を積んできて本当
によかった。ご指導く
ださった先生方、ご声
援くださった方々に感
謝しています」と述べ
ました。
日本代表のコーチと
して帯同した竹中健太
郎准教授は「女子チー

ケイリン

27

41

４㎞チームパーシュート

▽男子
自転車

スプリント
▽成年男子

200 ｍ個人メドレー
5㎞
団体
団体
個人ロードレース（93.9 ㎞）

7位
6位
7位
3位
2位
4位
7位
8位
3位
2位
8位
1位
2位
7位
7位
6位
7位
3位
3位
4位
水泳
▽成年男子
（オープンウォーター） ▽男子
▽成年女子
剣道
▽成年男子

4位
団体総合
▽成年男子
体操競技

1 9

17

10
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鹿児島

9

愛知
佐賀
三重
鹿児島
鹿児島
沖縄
愛媛
福井
鹿児島
京都
広島
福井
大分
熊本
岐阜
岐阜
山口
熊本
鹿児島
京都

37

出場県
熊本
福井
岡山

学年
4年
2年
3年
4年
4年
3年
2年
1年
1年
3年
4年
3年
教員
2年
2年
2年
4年
3年
2年
2年
4年
4年
3年
3年
2年
1年
1年
2年

氏名
丈
正尭
柊澄
風哉
幸輝
至希
直樹
竣平
岳琉
充
佑馬
桃子
健太郎
丈
智寛
剛
真幸
匠
圭佑
剛
将大
叶子
優弥
優弥
純菜
りんか
智佳子
美咲

岩本
杉野
堀内
前野
大村
中谷
上田
藤巻
福本
野崎
小林
渡邊
竹中
重満
真鍋
岸田
釘尾
徳田
中村
岸田
阿部
西島
橋本
橋本
渡邊
春山
谷口
四方
成績
4位
1位
3位
種目等
▽男子
競技
バレーボール

3

3

3

3

羽ばたけ
大空へ
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世界剣道選手権 日本女子 優勝！
14

松本智香さん
（剣道部） 冨永比奈野さん（本学職員）
９月 日から 日、 道部松本智香さん（武
韓国で開催された第
道課程４年）と同大
回世界剣道選手権にお 学職員冨永比奈野さん
い て 、 鹿 屋 体 育 大 学 剣 （ 同 大 学 ２ ０ １ ８ ・３
卒）がメン
バーとして出
場した日本女
子チームが７
連覇を果たし
ました。
序盤戦から
先鋒に起用さ
れた松本さん
は、３試合に
出場。日本の
若手ホープの
切込み役とし
て見事プレッ
シャーに打ち
勝ち、出場し
た全試合で勝
利する強さと
勢いを見せつ
ける活躍とな
りました。
冨永さんは
決勝戦を含む
４試合に出場
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年度

秀斗（3）
秀斗（3）・下屋敷

総合優勝こそ果たせませんでし
たが、男子カナディアン部門で同
大学が１位を獲得、男子カナディ
アン最優秀選手には柚野秀斗さん
（スポーツ総合課程 年）が選出
されるなどを始め、大健闘の結果
となりました。（詳細は左表のと
おり）

柚野
柚野

c-4

1000 ｍ

日髙 将希（4）・佐藤 博幸（3）
岡村 真鳥（3）・柚野 秀斗（3）
k-1

200m

橋沼

大 会 は 、男 子 チ ー
ム 、女 子 チ ー ムの 約
７ ４ ０ 人 が 参 加 し 、男
子・女子の団体戦（ 人
制）の予選リーグ及び決
勝トーナメントが行われ
ました。高校生のはつら
つとした試合と大学生の
統制のとれた大会運営に
よって成功裏に
終わりました。
熱戦の結果、
男子は福岡大学
附属大濠高等
学校、女子は三
養基高等学校が
優勝し、「鹿屋
杯」と「文部科
学大臣賞」が授
与されました。
３位までの成
績は次のとおり
です。

5

48

男子
▼優  勝：福岡大学附属
大濠高等学校（福岡県）
▼準優
 勝：九州学院高等
学校（熊本県）
▼３  位：東洋大学附属
姫 路 高 等 学 校（ 兵 庫
県 ）、筑 紫 台 高 等 学 校
（福岡県）

女子
▼優  勝：三養基高等学
校（佐賀県）
▼準優
 勝：東洋大学附属
姫路高等学校（兵庫県）
▼３  位：鹿児島女子高
等学校（鹿児島県）、錦
江湾高等学校（鹿児島
県）

第 回「鹿屋杯」
全国高等学校選抜剣道錬成大会を開催

月 日、串良平和ア
リーナ（鹿屋市）におい
て鹿屋体育大学主催の第
回「鹿屋杯」全国高等
学校選抜剣道錬成大会が
開催されました。
この大会は、本学創設
の趣旨の一つである「武
道の振興」を目的とした
社会貢献事業として位置
づけるとともに、大会運
営全般を武道課程で剣道
専攻の学生（剣道部）が
中心に担い、部独自の高
大連携及び広報事業とし
て開催しているもので、
昨年は台風の影響で中止
となりましたが、今年
年ぶりに実施。
日 に は 、翌 日 の 大
会に向け、高校生、大学
生、指導者等による合同
稽古錬成会が本学武道
館において行われ、多く
の参加者が汗を流しまし
た。
35

14

健康セミナーを開催

か、駐車許可証を貼付し
ているか、イヤホンを着
用していないか等を確認
し、守っていない学生に
はその場で指導しまし
た。
同大学では、交通事故
防止に関する講習会や、
学内外の交通ルールに関
する啓蒙活動など、安全
な学生生活を送るための
活動に、積極的に取り組
んでいます。

学内交通安全指導を
実施

三養基高等学校

女子優勝

新（2）

森 愛奈（2）
日髙 将希（4）・柚野

全日本学生カヌースプリント選手権大会
カヌー部
種目優勝！

月 日から 月 日に石川県
の木場潟カヌー競技場で開催され
た第 回全日本学生カヌースプリ
ント選手権大会で鹿屋体育大学カ
ヌー部の選手が 種目で優勝を果
たしました。
会期中ほとんどが雨という悪天
候に見舞われ、選手のコンディ
ションを整えるのが難しい中、こ
れまで部をけん引してきた 名の
年生（日髙将希さん、寺岡健介
さん）を中心に総合優勝連覇を目
指して奮起しました。

平成

2

験等が行われました。また、
課外活動団体紹介のポスター
も展示され、受験希望者の注
目を集めていました。
参加者からいただいたアン
ケートは概ね好評で、実験・
実習を通して同大学を実感す
るとともに、施設見学等によ
り同大学への興味・関心が一
段と深まった趣旨の感想が多
数寄せられた有意義な大学説
明会となりました。

福岡大学附属大濠高等学校
男子優勝

鹿屋体育大学では、毎
年、後期の授業開始に合
わせて、学生に対し交通
事故防止及び学内交通
ルール遵守のため指導を
行っており、今年度は
月 日～ 日に行われま
した。
期間中は朝８時から、
学生委員会委員と学生課
職員が、大学の正門と駐
輪場付近、学生宿舎の出
口付近の３カ所で、自動
車やバイクで通学してく
る学生に対して、シート
ベルトを着用している

10

2

ツ心理学から見た自分を
成長させる方法」と題し
た講演では、科学から見
た一流になる条件等につ
いて、一流スポーツ選手
の例やデータを基に、学
生向けにわかりやすく話
されました。
参 加した学 生からは
「とてもためになる話ば
かりで、モチベーション
アップに繋がった」「後
期のいいスタートが切れ
た」といった感想が聞か
れ、有意義なセミナーと
なりました。

4

秀斗（3）

泰成（2）

柚野

9

14

22

3

鹿屋体育大学
鹿屋体育大学

日髙 将希（4）・柚野 秀斗（3）
石川 義活（2）・佐藤 博幸（3）

3 位 男子総合
1 位 男子カナディアン部門
男子カナディアン
最優秀選手
c-1 1000 ｍ
c-2 200 ｍ
1位
c-1 Relay 4 × 500 ｍ

秀斗（3）
wk-1 200 ｍ
c-2 1000 ｍ

2位

氏名（学年）
種目
順位

男子カナディアン最優秀選手の柚野さん
月 日、鹿屋体育大
学水野講堂において、平
成 年度健康セミナーが
開催されました。
このセミナーは、学生
生活を健康的に過ごして
もらうため、自分の健康
状態、健康管理について
あらためて意識させ、実
践的な指導を行うことを
目的に、毎年開催されて
おり、５００名を超える
学生・教職員が参加しま
した。
同大学スポーツ人文・
応用社会科学系の中本浩
揮准教授による「スポー

2

【結果】※ 3 位以上

4

2

第２回大学説明会を開催

13

23

10

c-1 Relay 4×500ｍの1位の4名

9

4

鹿屋体育大学では、受験
希望者とその保護者等を対
象として、 月 日に平成
年度第２回大学説明会
を開催し、全国各地から
１４１名の参加がありまし
た。
当日は、受験希望者等か
らの個別相談コーナーの開
設、大学及び入試制度等に
ついての概要説明や在学生
からの受験に向けてのアド
バイス、実験・実習体験を
含む施設見学、学生食堂体
10

10

30

30

28

54

8

4

30

橋沼 新（2）・安藤 久騎（1）
k-1 Relay 4 × 500 ｍ
内田 海斗（1）・田原 瞭太（3）
3位
k-2 200 ｍ
田原 瞭太（3）・森黒 開（3）
c-1 200 ｍ
日髙 将希（4）

個別相談の様子
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あなたの町に、
レモンガス

鹿屋支店
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カヤック体験にて

26

TEL 0994-43-2238/FAX 0994-43-7541
URL http://www.shinsei-p.co.jp
E-mail kan@shinsei-p.co.jp

代表取締役 田 中 ふ み 子
鹿屋市王子町4531−2
TEL（0994）4 3 − 3 4 2 5

ヒューマン印刷に徹する

水質保全に
全力投球

スポーツイベント「スポーツフェスタ かのや」
鹿屋体育大学で開催

in

30

in

行われたエキシビション
も、会場に入りきれない
程の多くの方が押し寄
せ、同大学の体操競技部
の精鋭 人が目の前で繰
り広げる体操競技に息を
のんで見入り、着地と共
に拍手と歓声があがりま
した。
どのスポーツや体験も
「初めてだったからやっ
てみたかった。楽しかっ
た」「また来たい」「い
い思い出になりました」
と満足の表情で次のコー
ナーへ急ぐ子供たちの姿
がみられたスポーツイベ
ントになりました。

浄 化 槽 の 管 理

矢、ストラックアウト、
バスケットボールやパラ
リンピックで日本代表も
活躍したボッチャ、ト
レーニングマシンで体験
できる濡れないボートや
気軽に体験できる剣道
等、日ごろ身近には無い
スポーツにもチャレンジ
できるとあって待ちきれ
ない表情で多くの子供た
ちが並びました。また、
ｍを備える屋内実験
プールでのカヌー、屋外
でサッカー、ランニング
バイク、車いすテニスな
ど同大学の誇る広大な施
設・優れた設備を有効に
活用して様々なスポーツ
体験が繰り広げられまし
た。
さらにメインイベント
として国際レベルで活躍
する選手が多数所属する
体操競技部のエキシビ
ションが実施されまし
た。事前に 分間だけ設
けられた体験時間も初め
ての体操競技器具に触れ
て楽しむ多くの子供たち
とその姿をカメラに留め
ようとする保護者で会場
は溢れんばかり。その後

カヌー部

何か物足りない、
何か決め手に欠く、
そんな“あと一歩”を
お手伝いします。

汲取の御注文

このようなトレーニングの成果もあり、今年石
川県で行われた「全日本学生カヌースプリント選
手権」では少ない女子部員も含め多くの部員が優
勝・入賞を勝ち取り、男子カナディアン部門で優
勝することができました。また、全日本選手権で
も成績を残し、さらには、国際大会という大きな
場で活躍する選手も輩出しています。
今年度は、部門優勝を果たしたものの、目標と
してきた総合優勝には届きませんでした。
この恵まれた環境に感謝すること、カヌーとい
う競技に取り組む中で人間的に成長することも忘
れずに、日々練習に励んでいきます。そして、来
年度は目標の総合優勝を勝ち取り、各個人さらに
飛躍した成績を残して、カヌー部一同、支援して
いただいている皆さんに感謝の意を伝えたいと
思っています。今後とも応援よろしくお願いしま
す。

私たち鹿屋体育大学カヌー部は現在、男子 15
名女子３名の計 18 名で活動しています。
私たちが取り組んでいるカヌースプリントとい
う競技は、激流の中を下るスラロームとは違い、
流れのない静水に設置されたコースの中でタイム
を競うものです。
毎日、放課後に集合し、全員で大学から車で片
道 30 分の場所にある大隅湖に移動して練習を行
なっています。
また、ここ鹿屋体育大学には、あらゆるトレー
ニング設備が整っているため、低酸素室の中での
バイクトレーニングやプールでの長時間有酸素運
動など、乗艇練習だけではなく、充実した設備を
活用した他ではできないような練習を行うことが
できます。新学期に入った 10 月現在は、毎日約
３時間の有酸素運動を行うなど、基礎体力向上ト
レーニングに力を入れています。

介
紹
体
団
動
活
課外

剣道体験の様子
車いすテニスの体験
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21
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24

6

短期留学のための体験研修 台湾

23

in

参加者は熱心に見入って
いました。
日は、国立体育大学
の学生の指導・支援を得
て、アウトドアスポー
ツ、カヤック等の授業体
験や鹿屋体育大学に留学
した経験のあるＯＢ・Ｏ
Ｇ等との交流会が行わ
れ、留学についての活発
な情報交換が行われまし
た。
当初は、緊張がみられ
た参加学生も、次第に打
ち解け、最終日の頃は自
ら中国語で自己紹介を行
う程の成長みられる貴重
な研修となりました。
月８日、鹿屋体育大
学において、鹿屋市主催
の「スポーツフェスタ
かのや」が開催され、お
よそ１，３００人の参加
者が 種目のスポーツ体
験に加え、紙飛行機での
ギネスチャレンジや施設
見学を通じて体育の日を
満喫しました。
この「スポーツフェス
タ かのや」は昨年度ま
で主に鹿屋市体育館を会
場として実施されてきま
したが、現在、鹿屋体育
大学と鹿屋市が一体と
なってスポ―ツを通じた
地域活性化を目指す取組
（ＢｌｕｅＷｉｎｄｓ）
を行っていることを機
に、今年初めて同大学を
会場に開催されたもので
す。
９時の受付開始時から
多くの家族連れが訪れ、
各スポーツ体験がスタン
プラリー方式になってい
るスタンプカードを受け
取ると、走って会場へ行
く姿が見受けられまし
た。
メイン会場の総合体育
館内では、スポーツ吹

屋内実験プールでのカヌー体験

50

歓声に沸いた体操競技のエキシビション

する組と、鹿屋体育大学
に交換留学していた経験
のある学生と一緒に野球
観戦する組に分かれて、
情報交換や学生間交流を
行いました。
日は特産品のパイ
ナップル製品工場、中正
記念堂や故宮博物館等を
視察。
日は国立体育大学内
の体育施設やオリンピッ
ク関係の貴重な資料が閲
覧できるギャラリーを見
学後、同大学の炳坤学長
を表敬訪問し、炳坤学長
からは参加学生へ歓迎の
言葉が述べられました。
さらに、中国語講座、レ
クリエーション活動など
の学習成果が披露され、

炳坤学長（後列中央）と一緒に

〒893-0013 鹿児島県鹿屋市札元1-22-34

西日本浄化サービス

株式
会社

鹿屋市
許 可

鹿屋体育大学では、ア
ジア地域の交流協定校へ
の留学支援事業に基づ
き、９月 日～ 日の日
程で、国立体育大学（台
湾）へ学生４名と教職員
３名を派遣しました。本
事業は、鹿屋体育大学学
生の留学への意識や意欲
の向上を図るため、実際
に海外の大学での生活や
授業を体験することによ
り、知見や情報を得るこ
とを目的として実施して
います。
日は、まず台北市街
へ赴き、通訳がつかな
い状態で英語やジェス
チャーを駆使して買物を
体験。その後、国立体育
大学主催の歓迎会に出席
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学内行事 12 月
６日 推薦入試及び特別入試
（～７日)
26日 冬期休業期間
（～１月７日）

野﨑

充

山口

藍李

【柔道】
◆九州学生柔道体重別選手権大会
（9/1～9/2 福岡/福岡武道館）
▽男子
60㎏級
1位 森田 将矢
2位 福田 大悟
66㎏級
2位 清家 裕馬
3位 星田 和希
73㎏級
1位 小林 礼弥
81㎏級
1位 山田 史人
3位 竹下 将樹
90㎏級
1位 吉野 弘人
2位 田上 英也
100㎏級
1位 吉野 敦哉
2位 境 辰五郎
3位 大石 智也
3位 福井 優駿
100㎏超級
1位 平﨑 省吾
2位 永田 賢斗
3位 黒河内 健介
▽女子
48㎏級
1位 松西 夢紀
52㎏級
3位 阪部 りり子
63㎏級
1位 飯野 鈴々
2位 塔本 葵葉
70㎏級
1位 牧田 朱加
3位 伊藤 友希
78㎏超
2位 桒原 佑佳
◆全日本ジュニア柔道体重別選手権大会
（9/8～9/9 埼玉/埼玉県立武道館）
▽男子
60㎏級
3位 福田 大悟
90㎏級
8位 吉野 弘人
▽女子
70㎏級
5位 伊藤 友希

講演・研修会の様子
◆全日本学生柔道体重別選手権大会
（9/29～9/30 東京/日本武道館）
▽男子
60㎏級
3位 森田 将矢
73㎏級
5位 小林 礼弥
100㎏級
5位 吉野 敦哉
▽女子
70㎏級
5位 牧田 朱加
【剣道】
◆第65回全九州学生剣道大会
（9/8 福岡/粕屋町総合体育館）
▽男子
団体
1位 鹿屋体育大学
◆第41回全九州女子学生剣道大会
（9/8 福岡/粕屋町総合体育館）
▽女子
団体
1位 鹿屋体育大学
◆第17回世界剣道選手権大会
（9/14～16 韓国/仁川南洞体育館）
▽女子
団体
1位 松本 ※（日本）
※は他団体選手との出場を示す。
◆第57回全日本女子剣道選手権大会
（9/23 長野/長野市真島総合スポーツア
リーナ）
個人戦
3位 松本 智香
【ヨット】
◆第27回全日本学生女子ヨット選手権大会
（9/21～24 愛知/豊田自動織機海陽ヨッ
トハーバー沖）
470級
3位 川邉、北林
【漕艇】
◆第45回全日本大学選手権大会
（9/6～9/9 埼玉/戸田ボートコース）
▽女子
シングルスカル
4位
四方 美咲

闘いのスケジュール 12月

★第73回国民体育大会の成績は１面
に記載しております。

ありがとう
ございます

Facebook

カイコー㈱ 様（三万円）

事務局から

本財団の賛助会員制度は、平成元年四月に発
足しました。年会費（寄付金）は一口企業三万円、
個人一万円からです。
本財団は、公益財団法人として認定されてい
ます。本財団に対する年会費（寄付金）につき
ましては税法上の優遇措置があり、二千円を超
えるご寄付につきましては、その超える額につ
いて所得税の寄付金控除の対象となります。
※ 年 会 費 は、 振 り 込 み も し く は 現 金 で 受 け 付 け
ております。
振り込みの場合は、次の金融機関へお願いい
たします。
・鹿児島銀行 鹿屋支店
（普）九三二〇六七
・鹿児島興業信用組合 西原支店
（普）三五八二一一
・鹿児島相互信用金庫 西原支店
（普）〇〇四三八〇
∧口座名義∨
公 益 財 団 法 人 鹿 屋 体 育 大 学 体 育・ ス ポ ー ツ
振興教育財団
理事長 風呂井敬
本財団の活動の趣旨をご理解いただき、関係
各位の格別なる御高配をお願い申し上げます。

Twitter

【カヌー】
◆日本選手権大会 平成30年度SUBARU
日本カヌースプリント選手権大会
（9/6～9 石川/木場潟カヌー競技場）
▽男子
K-２ 500m 3位 田原 ※
C-１ 500m 7位 日髙 将希
C-２ 500m 2位 日髙、柚野
7位 岡村、横山
K-２ 1000m 3位 田原、森黒
C-２ 1000m 2位 佐藤 ※
※は他団体選手との出場を示す。

15日・第13回全日本学生剣道オープン大会
（～16 石川/いしかわ総合スポーツセンター）
17日・第23回冬季短水路公認記録会
（福岡/総合西市民プール）
22日・第29回全日本セパタクロー選手権大会
（～23 東京/駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場）
30日・2018全日本大学女子選抜駅伝競走
（静岡/富士宮市・富士市）

公式 HP、Twitter、Facebook で情報発信しています！

公式 HP

【自転車競技】
◆第74回 全日本大学対抗選手権自転車
競技大会ロード
（9/2 長野/大町市美麻地区 公道周回
コース）
▽女子
ロードレース 1位 中井 彩子
◆第87回全日本自転車競技選手権大会ト
ラック・レース
（9/8～9 静岡/伊豆ベロドローム）
▽男子
エリート チーム・スプリント
4位 岸田、山根、真鍋
マディソン
8位 長松（大）、徳田
▽女子
マディソン
1位 橋本 ※
エリート チーム・スプリント
3位 西島 ※
エリート ポイントレース
5位 橋本 優弥
エリート スプリント
4位 西島 叶子
※は他団体選手との出場を示す。

賛助会費は、奨学金、国際
交流、学内研修等に利用させ
ていただきます。
心から感謝申し上げます。
《一 般》

１日・第36回九州学生駅伝対校選手権大会
（長崎/島原市）
・第18回九州学生女子駅伝対校選手権大会
（長崎/島原市）
２日・皇后盃第63回全日本なぎなた選手権大会
（千葉/浦安市運動公園総合体育館メインアリーナ）

ＦＤ講演・研修会を開催

【水泳】
◆第94回日本学生選手権水泳競技大会
（9/7～9/9 神奈川/横浜国際プール長水路）
▽男子
400ｍ自由形 3位 小林 祐馬

小林 祐馬
佐貫 省吾

生の特徴（データ）がわ
かりそのデータを活用で
きるような授業案を作成
したい」
、
「有益な情報を
得て意見交換できたこと
が今後の授業づくりに生
かせそう」等の今後の授
業改善に向けた意見が寄
せられました。

【サッカー】
◆2018年度第42回総理大臣杯全日本大学
サッカートーナメント
（8/31～9/9 大阪/ヤンマーフィールド
長居・ヤンマースタジアム長居）
ベスト8
鹿屋体育大学

汎用的な能力・態度・志
向＝ジェネリックスキル
を測定・育成するもの）
の結果と学修の満足度等
の調査結果を手がかり
に、学生への学修支援の
あり方に関する話題につ
いて講演しました。
その後、参加教員は、
各自の専門授業区分ごと
に分かれて、同大学学生
のコンピテンシー（自分
を取り巻く環境に実践的
に対処する力）を延ばす
方法やより深い学びが生
じるアクティブラーニン
グを取り入れる具体的な
授業展開等について、グ
ループディスカッション
による活発な意見交換を
行いました。
参加教員からは、
「学

【テニス】
◆平成30年度全日本大学対抗テニス王座
決定試合九州地区予選１部
（9/10～12 福岡/九州国際テニスクラブ）
▽男子
団体
1位 鹿屋体育大学
▽女子
団体
1位 鹿屋体育大学

鹿屋体育大学では、９
月 日にＦＤ（ファカル
ティ・ディベロップメン
ト）講演・研修会を開催
しました。
これは、同大学におけ
る大学改革・教育改革の
一環として、教員の教育
内容・授業方法の恒常的
な改善を目的に、ＦＤ推
進事業として毎年実施し
ているもの。
まず、同大学の教育企
画・評価室特任助教であ
る近藤亮介氏が講師とな
り、
「 本学学生の汎用的
能力特性と学修支援のあ
り方」
と題したテーマで、
現在同大学学生を対象に
実施しているＰＲＯＧテ
スト（専攻・専門に関わ
らず、社会で求められる

【陸上競技】
◆天皇賜盃第87回日本学生陸上競技対校選手権大会
（9/6～9 神奈川/川崎市等々力陸上競技場）
▽男子
1500m
5位 小林 青
▽女子
1500m
3位 日隈 彩美
7位 藤川 遥
◆第46回九州学生陸上競技選手権大会
（9/14～16 福岡/福岡市平和台陸上競技場）
▽男子
400mH
3位 谷本 翔平
三段跳
3位 楢林 佳明
砲丸投（7.260㎏）
3位 金城 海斗

【【
学学
内内
共共同
同教
研育
究研
教究
育施設
設だ
だよ
より
り】】

９月

1500ｍ自由形 4位
5位
400ｍ個人メドレー
5位
▽女子
200ｍ背泳ぎ 8位

21

智仁

24

センター長：和田

－

スポーツ情報センターについて

スポーツ情報センターで
は、コンピューターやネッ
トワークなど大学の活動に
はなくてはならない情報シ
ステムの管理運営や利用者
支援、さらに情報セキュリ
ティ対策の推進などを担
当しています。
教育研究用システムは５
年ごとに最新の機器に入れ ています。オフィスソフト
替えられており、２０１８ （ＷｏｒｄやＰｏｗｅｒＰｏ
年３月には通算 期目と ｉｎｔなど）や数値計算ソ
なるシステムが導入されま フトウェア（ＭＡＴＬＡＢ）
した。無線ＬＡＮ（Ｗｉ
は学生のみなさんも個人用
Ｆｉ）エリアの拡充にも取 パソコンにインストールし
り組んでおり、教室はもち て利用できます。ぜひ使っ
ろん、体育館、武道館、プー てみてください。
また、大学屋上と海洋
ルなどの屋内体育施設に
加え、陸上競技場、テニス、 スポーツセンターに設置し
サッカー、野球などの屋外 たライブカメラ映像の 時
競技場でも無線ＬＡＮを 間配信や、入学式・卒業
使った教育・研究や競技活 式のライブ中継も行なって
動が行えるようになってい います。学外からもご利用
ます。スポーツ施設への無 いただけますので、保護者
線ＬＡＮの展開は全国的に や卒業生の皆様もぜひご
も珍しいものだと自負して 覧ください。
スポーツ情報センター
います。
学生や教員向けサービ Ｗｅｂサイト
スとして、最近ではソフト
h
ttps://itec.
ウェアの一括契約を行なっ
nif s-k.ac. jp/
4
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