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ロゴ作成に携わった高校生と

ｄｓ ｐｒｅｓｅｎｔｓタイ
ダイの中までイッテＳｗｅｅ
ｔｓ！」と題した謎解きイベ
ントが開催されました。この
イベントは同大学の各課外活
動団体が練習している場所に
あるミッション（クイズや
謎）をクリアするとスイーツ
をゲットできるというもの。
地域住民に同大学内を移動し
ながら、課外活動の練習風景
を見学できる場や学生とのふ
れあいの場を設けることで本
学と地域との「こころの距
離」を縮めることを目的に開
催され、家族や友達同士での
参加が多く全 チームが参加
しました。
スタートの合図で一斉に
ミッションを探しに駆け出し
た参加者たちは、学生が考案
したミッションに四苦八苦し
ながら、親子・友達と知恵を
出し合い協力しながら一生懸
命に取り組みました。また、
どうにかミッションをクリア
しようと休憩中の学生にヒン
トを聞き出す姿や初めて間近
で見るスポーツに興味津々で
見入っている姿も見受けられ
ました。
ミッションをクリアした参
加者は、大隅地域の菓子店
店舗の絶品スイーツに舌鼓。
全てのミッションをクリア
し、 番乗りでスイーツを
ゲットした小学生らは「体育
大学の中はすごく広かったけ
ど、スイーツをゲットするた

めに走りました。クイズ
の全問正解の目標を達成
して嬉しい」と笑顔で語
りました。他にも「ミッ
ションを解くのが楽し
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財団
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デル』」事業の取り組みのひ
とつとして昨年創設した「Ｂ
ｌｕｅ Ｗｉｎｄｓ」をより
地域に浸透させることを目的
として、大隅地区の高等学校
書道部にデザインを依頼し作
成したもので、鹿屋市区域の
小中高校生と同大学学生の投
票により決定しました。Ｂｌ
ｕｅ Ｗｉｎｄｓの名前にち
なみ、書道では珍しく青色を
使ったデザインが特徴的な
ロゴタイプ。作成に
携わった鹿屋女子高
校の生徒さんは「青
の文字をどこに入れ
るかとても悩みまし
た。これからたくさ
んこのロゴが使われ
ると嬉しい」と地域
への浸透と活用に期
待を寄せました。
今後、このロゴタ
イプは大学スポーツ
の振興として地域の
活性化を目指す様々
な取り組みに活用し
ていく予定です。
また、ロゴタイプ
お披露目式の後には
「Ｂ ｌ ｕ ｅ Ｗ ｉ ｎ
98

かった。また色々な課外
活動の練習風景を見るこ
とができて楽しかった」
「課外活動を間近で見て
迫力がすごかった。これ

からもイベントがあれば
来てみたい」という声も
聞かれるなど大いに盛り
明治維新１５０周年や
上がった一日となりまし
西郷どんフィーバーに沸い
た。
た２０１８年 も終わり、
新たな年がスタートした。
昨年は、スポーツでも、鹿
児 島ユナイテッドＦＣの
Ｊ２昇格やサッカーの大
迫選手を始め鹿児島県出
身のスポーツ選手の世界
の舞台での活躍など鹿児
島県民を勇気づける話題
が多い年だった▼そして来
年は、東京２０２０オリン
ピック・パラリンピック、
さらにかごしま国体の開
催が予定されている。頂点
をめざすアスリートたちに
とって、２０１９年はその
一日一日が栄光の架橋に直
結する大切な一年となるこ
とだろう。ここ鹿屋体育大
学でも、多くの学生たちが
世界の舞台を夢見て日々
精進し、活躍している。彼
ら、彼女らの２０２０年で
の活躍も大いに期待し、心
からエールを送ります▼ま
た、鹿児島の観光振興に
とっても、かごしま国体の
開催が東京２０２０オリ
ンピック・パラリンピック
と同じ年に開催されるの
は絶好の好機となるだろ
う。特にここ大隅は昨年の
大河ドラマ「西郷どん」の
オープニング映像でも話題
になった雄川の滝（南大隅
町）のような美しく豊かな
自然や、和牛日本一となっ
た鹿児島黒牛などの魅力
的な観光資源にあふれて
いる。世界の注目が日本に
集まる中、２０１９年はこ
うした大隅の魅力を国内
外に発信し続けることが、
２０２０年のインバウンド
や県外からの観光客の増
加に結びつくのではないだ
ろうか（Ｒ・Ｔ）

各課外活動からのミッションに挑む参加者たち

１位ゴールの参加者
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平成 年１月 日、地域
密着スポーツブランド「Ｂ
ｌｕｅ Ｗｉｎｄｓ」のロ
ゴタイプ完成のお披露目式
を実施しました。お披露目
式の後に行われたスイーツ
イベントの参加者を含め約
３３０名が集まりました。
今回作成したロゴタイプ
は、鹿屋体育大学と鹿屋市
が取り組んでいる「日本版
ＮＣＡＡ『ＫＡＮＯＹＡモ

Blue Winds ロゴタイプお披露目式
「タイダイの中までイッテ Sweets！」を開催
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スイーツをゲットし嬉しそうな参加者たち
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ついて、教育研究活動を
中心とした詳しい説明が
あった後、学生支援担当
の濱田学長補佐から学生
生活に関する報告があり
ました。その後、同窓会役
員を務める同大学北村尚
浩准教授の司会により意
見交換を開始。今回参加
された同窓生の中には、
現職教員など何らかの形
で学校教育に関わってい
る方が多く、同大学の教
育や入 試 等に関 する話
題を中心とした意見・要
望等が多く寄せられまし
た。いただいた意見・要望
に対し、松下学長、森理
事をはじめとする大学関
係者が、一つひとつ回答す
る形式で約１時間、意見
交換が行われ、盛況のう
ちに閉会となりました。

活発な意見交換が行われた懇談会の様子

学 部 生 と の 懇 談 会 の 開 最後には、森国際交流担 の言葉をいただき、盛会
催や、課外活動団体の紹 当理事・副学長から激励 のうちに終了しました。
介と参加を促してほしい
といった要望がありまし
た。また一方で、同大学や
鹿屋市主催の様々な行事
へ参加できて楽しく留学
生活を送っていること、
勉学や研究活動は順調に
進んでおり悩みはないこ
と、チューター活動が自
分のためにもなっている
ことなど嬉しい意見もあ
りました。
学長及び理事、指導教
員、留学生、チューターが
揃って直接会話できる本
懇談会は、参加者にとっ
て大変有益な機会となっ
ており、今後の留学生生
活の改善に役立つことが
期待されます。懇談会の
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同窓会との意見交換会を開催
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鹿屋体育大学では、平
成 年 月 日、「平成
年度学長と指導教員、
留学生との懇談会」を開
催しました。この懇談会
は、留学生の日頃の勉学
や研究の状況、悩みや要
望について、学長及び理
事、指導教員へ伝えるこ
とで、より良い留学生活
が送れるように、毎年開
催しているものです。
松 下 雅 雄 学 長の挨 拶
の後、留学生及びチュー
ターからの現状報告と、
フリートークを行い、大
学生活において英語のサ
ポートが欲しいことや、
鹿屋市で生活する上で交
通 手 段の情 報 が 少 し 分
かりづらいこと、もっと
日本人と交流するために

浄 化 槽 の 管 理

あなたの町に、
レモンガス

汲取の御注文

日本野球科学研究会第６回大会
藤谷雄平さん 大会賞受賞
平成 年１月 日、鹿
屋体育大学同窓会と鹿屋
体育大学との意見交換会
が福岡県で開催されまし
た。
この意見交換会は、同
窓生から大学に対する意
見や要 望 等 を直 接 聞 く
ことで、今後の大学のあ
り方に活かすことを目的
に、鹿屋体育大学及び同
大学同窓会が共同で実施
しているもの。当日はおよ
そ 名の同窓生の方々が
参加され、同大学からは
松下雅雄学長、森司朗理
事と、同大学同窓生でも
ある荻田太学長補佐、濱
田幸二学長補佐が出席し
ました。
会ではま ず 松 下 学 長
からの挨拶に始まり、森
理事から同大学の現状に
30

「学長と指導教員、留学生との懇談会」を開催

学長表敬にて
（左から松下雅雄学長、藤谷雄平さん、山田理恵教授）
たグループワーク等が行われま
した。２０２０年３月卒業の学
生の皆さんが就職選考や採用試
験をスムーズに臨めるよう、応
援しています。
また、１月 日にはＣＯＣ＋
推進事業「第３回企業・自治体
等との懇談会」が開催されまし
た。ＣＯＣ＋とは、地域が求め
る人材を大学が企業や自治体等
と協働して、地方創生の中心と
なる「ひと」の地方への集積を
目的としているものです。この
懇談会は平成 年度から取り組
んでおり、学生も同席して今年
度は５つの企業や自治体との意
見交換を行いました。終了後も
積極的に質問をしている学生の
姿が見られました。
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により野球関係者の方にス
ポーツを通じた国際開発を少
しでも認知していただいたこ
とを嬉しく思います。この研
究は現在まだ第一次段階で、
今後対象地域を広げ、より探
究的に調査を行い、開発途上
国における野球の普及方法等
を提言していきたい」と喜び
と今後の抱負を述べました。
また、指導教員である山田理
恵教授は「『スポーツ国際開
発学』という新領域を専攻す
る修士課程の院生として、こ
の領域の研究成果の蓄積に寄
与できたことは喜ばしいこと
です。本人は本学大学院博士
後期課程への進学が決定して
おり、研究のさらなる発展が
期待されます」と激励しまし
た。

就職塾の様子
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平成 年 月に「子どもた
ちへ伝えたい～野球の未来を
語ろう～」をテーマに開催さ
れた日本野球科学研究会第６
回大会において、鹿屋体育大
学スポーツ国際開発学共同専
攻修士課程２年の藤谷雄平さ
んが大会賞を受賞しました。
受賞の研究テーマは「野球
を通じた国際開発への試み―
コスタリカ共和国Ｓ野球協会
の野球競技力に焦点を当てて
―」（共同研究）。コスタリ
カの野球競技力の現状を明ら
かにするため、コスタリカ共
和国のＳ野球協会の野球選手
１４６名を対象に、球速や
スイングスピードなどのパ
フォーマンス測定および新体
力テストを実施し、結果をま
とめたものです。
藤谷さんは、「今回の受賞
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就職活動が始まります！
２０２０年３月卒業の学生は
３月の就職活動解禁を間近に、
就職活動準備が大詰めになって
きています。
鹿屋体育大学では、 月８
日・９日の２日間、３年生を対
象に就職活動のみならず、働き
方においても〝気づき”を得る
機会として好評の「就職塾」が
開催されました。今回は 月に
続きキャリアコンサルタントの
斉藤淳郎氏を講師に招きまし
た。自己分析、履歴書作成のポ
イント、個別カウンセリング、
面接・グループディスカッショ
ン実践などを通じ、学生自らの
経験（強み）をどのように具体
的に伝えるかといった内容の講
義や、キャリアトランプを使っ
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鹿屋体育大学ＯＢによる

ヒューマン印刷に徹する

リーガーサッカー教室開催

MVP受賞の参加者と

せながら、ボールカット
等を試みる姿が見受けら
れました。
教室の最後には、今日
のＭＶＰ選手として 名
に松田選手のサイン入り
シューズと田中選手のサ
イン入りユニフォームを
プレゼント。さらに、サ
インや写真撮影にも時間
の許す限りどの選手も笑
顔で応じられ、多くの子
どもたちと見学の保護者
までが大賑わいとなり、
憧れのＪリーガーとの交
流に心底「楽しかった」
「嬉しかった」と大満足
の参加者たちでした。

低学年チームで指導する大屋選手

れた小学生向けサッカー
教室は、湘南ベルマーレ
の松田天馬選手、カマタ
マーレ讃岐の田中英雄選
手、徳島ヴォルテスの大
屋翼選手３名が担当し行
われました。約 名の参
加者を高学年と低学年に
分けて、ウォーミング
アップから基礎トレーニ
ング、そしてミニゲーム
まで約 時間の短い時間
でしたが、参加した子ど
もたちと一緒に駆け回り
ながら、細かに声をかけ
アドバイス。子どもたち
は、プロ選手が目の前で
繰り広げる洗練されたド
リブルやパスに目を輝か
80

新春
２０１９年 月 日、
鹿屋体育大学のスポーツ
パフォーマンス研究セン
ターにて、同大学ＯＢを
主とするＪリーガーによ
る新春Ｊリーガーサッ
カー教室が開催されまし
た。この教室は、シーズ
ン前のトレーニング及び
体力強化等のため、鹿屋
市の「スポーツ合宿まち
づくり推進事業」として
訪れた同大学ＯＢ等のＪ
リーガーが、将来のＪ
リーガーを夢みる子ども
たちと触れ合い、サッ
カーの発展や地域貢献を
目的としたもの。
ＳＰセンター内で行わ

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。

認を行いました。
また、測定後は市民と
の交流の時間が設けら
れ、サイン会や記念撮影
が行われました。今村投
手たちは、集まった子ど
もたちが次々に差し出す
色紙や帽子へのサインに
応じながら、気さくに声
をかけていました。サイ
ンや撮影をしてもらった
子どもたちは、「すごく
嬉しかった。これからテ
レビで活躍している姿を
見たときには応援した
い」「体が大きくて迫力
がすごかった。握手もし
てもらえて良かった」と
憧れのプロ野球選手との
ふれあいに大満足のよう
でした。
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読売ジャイアンツ
今村信貴選手、橋本篤郎選手
ＳＰセンターで測定実施
年の育成ドラフトで育
成選手として読売ジャイ
アンツに入団し、今後の
活躍が大いに期待されて
いる投手。今回２人は、
来シーズンの更なる躍進
をめざして現在の投球
フォームを確認・調整す
るため、世界でも類を見
ないフォースプレート
（動作力量測定機器）が
設置されたマウンドで投
球を行いながら、同時に
トラックマンシステム、
モーションキャプチャー
及びハイスピードビデオ
カメラを用いて測定が可
能である同センターを訪
れたもの。両選手とも一
球一球を慎重に、丁寧な
投球を行いながらＳＰセ
ンター教員らと細かな確

高学年チームに参加する松田選手

は程遠いと感じています。大学対抗戦まで時間は
少ないですが、11 月に行われた全日本学生ボー
ドセーリング選手権個人戦に出場した選手や昨年
から全国大会に出場している選手を中心に据え、
チーム一丸となって全力で日々の練習に取り組ん
でいきます。
今年度のウインドサーフィン部のビッグ
ニュースとして、4 年生の穴見知典が今年新しく
PWA(The Professional Windsurfers Association) で
正式種目となった PWA フォイル部門で初代年間
ユースワールドチャンピオンになりました。日本
の選手が PWA レース種目で年間チャンピオンに
なったことは初めてのことです。
このような華々しいに結果に負けることなく全
員で強くなれるように今後頑張ってまいります。

ィン部

2

高学年チームに参加する田中選手

介
紹
体
団
動
活
課外

鹿屋体育大学ウインドサーフィン部です。私た
ちは現在、4 年生 3 名、2 年生 3 名、1 年生 4 名
で鹿屋体育大学海洋スポーツセンターを拠点に週
5 日活動しています。
学生主体での活動を目指し練習内容や年間の部
活動の運営方針、チーム目標などを部員間で意見
を出し合い決めています。
今年度の目標は 2 月に行われる全日本学生ボー
ドセーリング選手権大学対抗戦で入賞することで
す。昨年度の冬季九州選手権では団体の部で 3 位
という成績でしたが、今年度は団体の部では 1 位、
個人の部では入賞者 6 名の内 3 名が私たちの部
員という結果を得ることができ、着実に大学対抗
戦入賞に向けて成長できているという実感を得る
ことができました。しかし、まだまだ目標達成に

ーフ
ウインドサ

サインに応える今村選手達
測定をする橋本選手

平成 年 月 日、読
売ジャイアンツの今村信
貴選手、橋本篤郎選手、
木佐貫洋コーチ、久村浩
トレーナーの４名が鹿屋
市と連携・協力して取り
組む「スポーツ合宿まち
づくり推進事業」の一環
で鹿屋市を訪れ、鹿屋
体育大学のスポーツパ
フォーマンス研究セン
ター（以下「ＳＰセン
ター」）で測定を行いま
した。
今村投手は大阪府出身
で太成学院大高校から平
成 年のドラフト２位で
読売ジャイアンツに入団
し、昨シーズンは１軍で
自身初の完封勝利を収め
るなど活躍しています。
一方、橋本投手は熊本県
出身で鎮西高校から平成
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生のゴメス・アラーウホ・
ターニャ・ステファニー
アさん
（修士課程 年生）
が出向き、４～６年生を
対象に出身国であるエク
アドルに関する国旗や国
の場所、地理や観光地、
文化や伝統料理などにつ
いて、ちょっとした歴史
を交えながら紹介し、授
業の最後にはエクアドル
に関するクイズゲームを
行いました。児童の皆さ
んは、とても興味津々で
発表を聞き、たくさんの
質問が寄せられました。
また当日は、協力隊ＯＢ
の方がナミビアについ
て発表したこともあり、
ターニャさん自身も他国
の情報も共有。授業形式
によって互いに話したり
聞いたりすることで、感

「学生食堂へどうぞ！」
川

敏

子

回
平 成 年 １ 月 日、
日 の ２ 日 間、 鹿 屋 体
育 大 学 で 大 学 入 試 セン
ター試験が実施され、全
国 ６ ９ ３ 会 場、５ ７ ６，
８３０ 人 が 志 願 す る 中、
同大学では地元の高校生
らをはじめとして、最大
受験者５００人（国語受
験 者 ）が 受 験 し ました。
毎年なぜか極寒となるセ
ンター試験。今年は会場
の下見ができる前日の
日から終了まで、多少の
雨は降ったものの穏やかな
気候に恵まれ、大きなト
ラブルもなく 日間の試
験が無事終了しました。
今後、鹿屋体育大学で
は 前 期 日 程の２月 日、
日の２日間で試験が行
われます。
平成２年に始まった「大
学入試センター試験」は、
平成最後の大学入試セン
ター試験で 回目の実施
となり、２０２０年度か
ら新しい共通テスト「大
学入学共通テスト」に移
行する予定です。新テス
トについては、各教科とも
に多様な力を測ろうとす
る試みや英語の民間検定
試験に関する活用などが
検討されています。
2

野球部 第

30

10

12

9

大学入試
センター試験
を実施

が行われました。当日の
気温は 度以下ととても
寒い中でしたが、参加し
た中学生は元気いっぱい
で野球場には大きな掛け
声が響き、生き生きと練
習に励んでいました。
参加者からは、
「 色々
な測定ができて良かっ
た」
「 大学生は教えるの
が上手だった。守備の練
習がとても楽しかった 」
などの声が聞かれ、同大
学硬式野球部員も「色々
な方に助けていただいて
開催ができた。中学生と
の交流を通して自分たち
も元気をもらった」と
いった感想を聞くことが
できました。双方ともに
非常に有意義な時間とな
り、最後は参加者全員が
同大部員とハイタッチを
しながら笑顔で野球場を
後にしました。

少年野球教室を
開催しました！

動や経験を得る良い機会
となりました。
本事業については、２
月にも志布志市の小学校
での文化紹介授業へ留学
平成 年 月 日、鹿
生が参加し授業を行う予 屋体育大学にて鹿児島県
定です。
内の中学生を対象にした
少年野球教室が開催され
ました。この教室は、中
学生（参加者１４１名）
と野球を通して交流する
ことで、双方の技術と野
球に対する意識の向上を
図り、鹿児島県野球界の
振興に寄与することを目
的として、本学硬式野球
部が企画したもので、今
回で 回目を迎えまし
た。
教室は同大学の広大な
敷地にある様々な施設を
グループごとに利用しな
がら、守備、バッティン
グ、走塁などの練習やト
レーニング講座、さらに
最新機器を備えるスポー
ツパフォーマンス研究セ
ンターではスイング分析
や投球スピード測定など

宮

10

留学生 地元の小学校で「先生」体験

鹿屋体育大学では、公
益財団法人鹿児島県国際
交流協会が実施している
「 協力隊ＯＢと留学生が
先生」
への事業に協力し、
１月には１名の留学生が
参加しました。
本 事 業 は、 Ｊ Ｉ Ｃ Ａ
（ 独立行政法人国際協力
機構）青年海外協力隊Ｏ
Ｂと留学生が協力し、同
大学が所在する大隅地域
の小中学校を中心に文化
紹介授業を行い、自身の
体験や母国について語る
ことで、小中学生に国際
理解や異文化交流などに
ついて理解を深めてもら
うことを目的としていま
す。
平成 年１月 日、鹿
屋市立東原小学校で開催
した本事業に同大学留学
12

【【
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】】
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ニッコクトラスト鹿屋体育大学営業店責任者

ぜひ学食へおいでくだ
さい。時には寮生達と一
緒に朝食バイキングを食
べませんか？朝から目の
覚めるような食べっぷり
の体育大生が待っていま
す。

【自転車競技】
◆UCIトラックワールドカップ第3戦
（11/30～12/2 ドイツ/ベルリン）
▽女子			
チームパーシュート 15位 橋本※
マディソン
14位 橋本※
※は他団体選手との出場を示す。
◆ニュージーランド サウスランド トラッ
ク チャンプス
（11/30～12/2 ニュージーランド/イン
バーカーギル）

【ウインドサーフィン】
◆九州学連ボードセーリング選手権大会
（12/1～2 大分/住吉浜リゾートパーク）
▽男子			
テクノ293 エキスパートクラス
1位 由里 亮太
テクノ293 ビギナークラス
3位 安野 春輝
▽女子			
テクノ293 エキスパートクラス
1位 渡邊 純菜
テクノ293 ビギナークラス
1位 手嶋 衿菜
2位 土屋 菜海
▽混合
テクノ293 団体
1位 鹿屋体育大学

【水泳】			
◆第24回冬季短水路公認記録会（九州）
（12/16 福岡/福岡市総合西市民プール）
▽男子
100m自由形
3位 古賀 圭一郎
200m自由形
1位 野﨑 充
2位 小林 祐馬
3位 古賀 圭一郎
400m自由形
1位 野﨑 充
2位 可德 圭秀
3位 小林 祐馬
1500m自由形 1位 小林 祐馬
3位 田崎 竜成
200m背泳ぎ
2位 門田 凌我
3位 黒川 真吾
100mバタフライ 1位 野﨑 充
2位 榊
大希
3位 菊池 玲希
200mバタフライ 1位 榊
大希
200m個人メドレー 1位 田崎 竜成
3位 戸田 亮真
400m個人メドレー 1位 戸田 亮真
200mフリーリレー 3位 田切、菊池、
		
榊、戸田

【剣道】
◆第68回九州地区大学体育大会
（12/2 佐賀/鳥栖市民体育館）
▽男子
団体
1位 鹿屋体育大学
◆第13回全日本学生剣道オープン大会
（12/15～16 石川/いしかわ総合スポーツセンター）
▽男子
個人戦 参段以上の部
2位 屋我 飛翔
▽女子
個人戦 参段以上の部
ベスト8 入江 美和

【男子バスケットボール】
◆第54回三地区大学バスケットボール選手
権大会
（12/14～17 愛媛/愛媛県武道館）
▽男子
2位 鹿屋体育大学

般》

（三万円）

カイコー㈱ 様

《一

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。

ありがとう
ございます

３日・第25回九州学生短水路公認記録会
（福岡/福岡市立総合西市民プール）
７日・2018年度全日本学生ボードセーリング選手
権インカレ新人戦
（～9 静岡/舘山寺サンビーチ海岸沖）
９日・2018年度全日本個人総合トライアウト（体
操競技/男子）
（～10 東京/味の素ナショナルトレーニン
グセンター）
10日・全 日本学生RCS最終戦第13回明治神宮外
苑大学クリテリウム（自転車競技）
（東京/明治神宮外苑）
16日・九州チャレンジサイクルロードレース2019
（～17 熊本/道の駅子守唄の里五木）
22日・第3回ツール・ド・とちぎ（自転車競技）
（～24 栃木県内）
27日・2019カヌースプリント海外派遣選手選考会
（～31 香川/府中湖カヌー競技場）

闘いのスケジュール 3月

【テニス】
◆平成30年度全日本学生室内テニス選手権大会
（11/25～12/2 大阪/江坂テニスセンター）
▽女子
シングルス
3位 今村 凪沙

18

19

25

▽男子
スプリント
3位 田仲 駿太
ケイリン
1位 田仲 駿太
1,000mタイムトライアル
7位 田仲 駿太
◆2 018年度全日本学生トラックレースシ
リーズ第4戦
（12/2 日本サイクルスポーツセンター
伊豆ベロドローム）
▽男子			
200mフライングタイムトライアル
2位 真鍋 智寛
4位 黒瀬 浩太郎
1kmタイムトライアル
1位 徳田
匠
5位 岸田
剛
8位 山根 慶太
インディヴィデュアル･パーシュート
6位 長松 大祐
ケイリン
3位 徳田
匠
6位 岸田
剛

12月

31

30

髙宮 玲音
髙宮 玲音
鳥居 真世
川﨑
碧
小川 真侑
川﨑
碧
山口 藍李
山口 藍李
山口 藍李
五十嵐 陽美
五十嵐 陽美
小林 瑠那
小林 瑠那
山口、鳥居、
小川、川﨑

1位
1位
2位
400m自由形
1位
2位
800m自由形
1位
50m背泳ぎ
1位
100m背泳ぎ
1位
200m背泳ぎ
1位
100m平泳ぎ
2位
200m平泳ぎ
2位
100mバタフライ 1位
200mバタフライ 1位
200mフリーリレー 1位
		
▽女子
100m自由形
200m自由形

学内行事 3 月

７日 大学院修士課程第２次募集入試
８日 大学院博士後期課程第２次募集入試
11日 春期休業（～ 31 日）
17日 大学説明会（東京サテライトキャンパス）
25日 卒業証書・学位記授与式

2

全な野菜を使い、冬のこ
の時期なら大隅半島の霜
降り白菜、ブロッコリー、
ほうれん草などの緑の宝
石たちを家庭的な料理へ
と変身させて提供してい
ます。また、海外からの
方や様々な合宿等の受け
入れ、宗教的な食事やア
レルギー対応食について
も勉強会を開きながら
対応しております。これ
からも食事の大切さを考
え、 変 化 あ る メニュー、
栄養バランスと量目に配
慮したメニューの提供に
努 力 し、
「 お 料 理でお 客
様 を 笑 顔 に！」 そ ん な
学食でありたいと思いま
す。

最後に笑顔でハイタッチ

20

26

10

SPセンターでの測定の様子

SOUTEN No.335
⑷
今、 学 食 は 鹿 屋 体 育
大学の学生、教職員に限
らず誰でも気軽に利用で
きる食の場として変わり
つつあります。多様なス
ポーツイベントにもラン
チバイキングとして参加
させていただき、平日で
も地域の方々が足を運ん
でくださるようになりま
した。
学食は、職員のコンプ
ライアンス意識浸透の教
育 や 衛 生 管 理の 徹 底 等
に取り組みながら、価格
はもちろん味や品質、お
客様へのサービス一人ひ
とりが満足できるフード
サービスを目指していま
す。食材は地産地消の安

朝食バイキングの様子

⑷
平成３１年２月

