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スポーツイベント

「スポーツフェスタ
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かのや」

（鹿屋市主催）
を鹿屋体育大学で実施

彿させるような構成で繰
り広げられる演技に息を
のんで見入っていた観客
からは、着地と同時に割
れんばかりの拍手と歓声
がおこりました。
どのスポーツや体験も
「楽しかった、また来た
い」といった感想の声が
聞かれ、スポーツの秋に
ふさわしいイベントにな
りました。
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財団
月報
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お目見えし、同大学の誇
る広大な施設・優れた設
備をフル活用したさまざ
なスポーツ体験が繰り広
げられました。
さらに昨年も好評を博
した国際大会や国体等で
も活躍する選手による体
操競技のエキシビション
が今年も実施され、精鋭
３名による演技を一目観
ようと多くの観客が集ま
りました。公式試合を彷

親世代の話だが、昔の
最 大 の 娯 楽 とい え ば 映
画。洋の東西を問わず銀
幕のスターへのあこがれは
強かった。親が特に好んで
見ていたのが西部劇、ジョ
ン・ウェインやスティー
ブ・マックイーンがライ
フル片手に荒野を駆け回
り、正義のために戦う。
そこで必ず出てくるのが
一服シーン。タバコをくわ
え仲間と作戦を練る。そ
の姿がかっこよく当時の
若者は胸を打たれた。ま
た、「ティファニーで朝食
を」ではオードリー・ヘッ
プバーンが五番街でキセ
ルを片手にたたずむシー
ンが印象的。喫煙はかっこ
よくおしゃれでそして大
人のアイテムであったよう
だ▼ＪＴの統計によると
昭和 年代は成人の喫煙
率が男性 ％、女性でも
％とタバコは当たり前
のものであった。家でも職
場でも車内でもモクモク、
小生も会議の準備で「灰
皿が出てない」と怒られ
た。吸わなきゃ大人じゃ
ない？と思って、吸い真似
をした時もあった。たまた
ま金がなかったので習慣
にならなかったが▼そして
時代は流れ、今やタバコは
害としか言われなくなっ
た。平成 年の喫煙率は
％となったとのこと。風
前の灯だ▼鹿屋体育大学
も、来年４月から敷地内
全面禁煙となる。健康教
育を標ぼうする大学とし
ては遅きに失した感はあ
るが、タバコのないクリー
ンなキャンパスで過ごし
フィールドを駆けまわる。
それだけでかっこいい。
（Ｈ・Ｈ）
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ピックやかごしま国体の
気運と相まって、また晴
天のスポーツの秋に開催
されたイベントというこ
ともあり、「みる」ス
ポーツへの関心はますま
す高まってきているよう
に見受けられました。
応援に来てくださった
皆様、ありがとうござい
ました！

月 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１５００人の参加者が
来場し、多くのスポーツ
体験を満喫しました。
「スポーツフェスタ か
のや」が同大学を会場に
開催されたのは昨年に続
き２回目で、新たな種目
やスポーツパフォーマ
ンス研究センター（以
下「ＳＰ研究セン
ター」）での実施
も加わり、大学内
はにぎやかな声が
飛び交うスポーツ
の秋の 日となり
ました。
時の受付開始
時から多くの家族
連れが訪れ、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、各スポーツ
会場へ走って行く
姿が見受けられま
した。プロ野球選
手も測定する球質
測定体験や、フェ
ンシング体験、ト
レーニングマシン
でのボート体験か
らニュースポーツ
等、多くの種目が
ＳＰ研究センター
で実施され、日ご
ろなじみの薄いス
ポーツにも多くの
方々が参加してい
ました。また、屋
外はサッカー、テ
ニスなどに加え今
年は野球教室も初
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き上がりました。めまぐ
るしく入れ替わる攻撃と
防御を目の前で観戦で
き、観客もそのスピード
感と一体となって応援す
るような試合となり、大
いに盛りあがったカレッ
ジスポーツデイとなりま
した。
昨年から開催されてい
るカレッジスポーツデ
イ、開催まで 年をきっ
た東京２０２０オリン
3
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カレッジスポーツデイ！
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カレッジスポーツ
2019
デイとして開催されまし
た。カレッジスポーツデ
イは同大学の施設を使用
した大学スポーツの試合
を行うことで、地域住民
が気軽に大学を訪れ、ス
ポーツを「みる」こと
と、学生を応援し「ささ
える」ことの活動機会を
確保し、充実させていく
ことにより、地域活性化
につなげていくことを目
的としています。今回
は、２０１９九州大学秋
季バレーボール女子リー
グ大会と、２０１９全九
州大学バスケットボール
リーグ戦（男・女）を観
戦・応援しました。
バレーボール秋リーグ

バレーボール：
VS西南女学院大学との試合

10

月 ～ 日にバレー では、カレッジスポーツ
ボール、 月 、 日に デイと知って集まった多
バスケットボールの試合 くの一般客や同大学女子
が、鹿屋体育大学の地域 バレーボールファンらか
密 着 ス ポ ー ツ ブ ラ ン ド らの力強い声援が飛び交
Blue Winds presents.い、アタックやスーパー
レシーブの決定率も上が
り、そのたびに大きな歓
声が会場を包み込みまし
た。熱のこもった声援が
選手の活躍を後押しし、
同大学チームは 日間
試合での勝利をつかみ、
その勢いのまま翌週に福
岡市で開催されたリーグ
戦でも活躍、 年連続で
九州大学春・秋リーグ戦
で 冠を達成する結果に
繋がりました。
バスケットボールリー
グ戦では、 日間で女子
勝 敗、男子 敗と苦
戦の結果となりました
が、ゴール下の攻防や
ポイントのシュートが決
まるごとに会場からはど
よめきのような歓声が沸
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レー銅メダリストで、現
在はスポーツ解説者やタ
レントとして活躍してい
る宮下純一氏を招いての
講演会となりました。講
演本番に先立ち同大学の
屋内実験プールを訪れた
宮下氏は、自分たちの目
標達成のために厳しい
練習を日々重ねている水
泳部員を前に、自身の大
学生活の話を交えながら
選手として応援されるこ
とが大事であること等を
話し、部員からの質問に
も気さくに答えていまし
た。
構内教室で行われた講
演会では、日本選手権や
北京オリンピック競泳決
勝時の映像とともに実物

の銅メダルを披露しまし
た。水泳を始めたきっか
けは、幼少期に水が大嫌
いで幼稚園の先生から両
親にスイミングスクール
へ通わせることを勧めら
れたためであったこと
や、順調に記録が伸びて
いた学生時代から全く記
録が伸びなくなったプロ
時代を経験しながら北京
オリンピックで銅メダル
を取るまでの軌跡につい
て振り返り、夢を叶える
ためには明確な夢を持ち
続けてあきらめないこと
や、人との出会いを大切
にすることが大事である
と話しました。講演会の
最後には、宮下氏を囲ん
で参加者全員と記念撮影

を行いました。

西日本浄化サービス

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

株式
会社

鹿屋市
許 可

東京２０２０応援プログラム

月 日、鹿屋体育大
学１０３教室において東
京２０２０応援プログラ
ム「宮下純一氏による講
演会～出会いに感謝 思
い続けたオリンピック
～」が開催されました。
この講演会は学生や一
般市民等を対象に、来
年に開催が迫った東京
２０２０オリンピック・
パラリンピック関連の情
報発信と理解を深めても
らうことを目的として、
同大学大学院体育学研究
科修士課程 年の木原沙
織さんを中心に学生主体
で企画されました。講師
として、鹿児島県出身の
北京オリンピック競泳男
子４００ｍメドレーリ

水質保全に
全力投球

あなたの町に、
レモンガス

浄 化 槽 の 管 理

「日本水泳・水中運動学会年次大会」で

1

汲取の御注文

鹿屋体育大学の加地智哉さんが奨励賞受賞！ 宮下純一氏による
講演会が開催されました！

圧力分布計測を併用する はグローバルな世界でも 進します」と今後への意
ことで、 ｍのクロール 活躍できるようさらに精 欲をみせました。
泳を 回全力で泳ぐ中、
試技回数を重ねることで
泳動作と推進力がどのよ
うに変化したかを分析し
まとめたもので学会参加
者からの興味・関心も高
く、それらが評価されて
の受賞となりました。
加地さんは受賞報告を
した松下雅雄学長から
「最近は海外の水泳選手
も測定やトレーニングに
訪れているように、本学
のプール環境・設備等は
整っていることを十分活
かして、今後もしっかり
研究に励んでください」
とさらなる活躍を期待す
る声をかけられ、「今後

流水プールを見学する様子

会議の様子

鹿屋体育大学の加地智
哉さん（体育学研究科修
士課程体育学専攻 年）
が、 月 、 日に行わ
れた「日本水泳・水中運
動学会年次大会」におけ
る一般口頭発表部門で奨
励賞を受賞しました。加
地さんは学部生時代から
どうやったら速く泳げる
か、その理論を追及して
おり、指導者や選手へ数
値や映像を用いたフィー
ドバックが競技力向上に
繋がるとの思いを胸に研
究に勤しんでいます。今
回の発表内容は「間欠的
全力クロール泳時の泳動
作と手部にはたらく流体
力の変化」と題し、水中
モーションキャプチャと
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鹿屋体育大学で
経営協議会を開催

交換が行われました。
翌日の 日には学外委
員向けに施設見学が行わ
れ、スポーツパフォーマ
ンス研究センターから総
合体育館、武道館及び実
験プールなど約 時間を
かけ同大学の広大な施
設・設備を回りました。
今回の同大学での開催
は、学内外の委員間での
充実した意見交換の場が
確保できただけではな
く、実態を踏まえた今後
への意見や感想につなが
る貴重な時間となり、同
大学の第３期中期目標期
間の目標達成や第 期へ
向けての参考となる有意
義な会議となりました。
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考えることができる機会
となりました。今回発表
した学生は今後学位の取
得を目指し、研究をさら

員）、泉正文委員（公益
財団法人日本スポーツ協
会副会長兼専務理事）、
小舘香椎子委員（日本女
子大学名誉教授）及び宮
嶋泰子委員（株式会社テ
レビ朝日スポーツコメン
テーター）が出席しまし
た。令和元年度鹿屋体育
大学補正予算、国立大学
法人鹿屋体育大学職員給
与規則等の一部改正等に
関する審議及び２０１８
事業年度財務諸表の承
認、令和 年度文科省概
算要求に関する事項等の
報告があり、委員からは
補正予算や敷地内全面禁
煙について質問があり、
学内委員との活発な意見
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修士論文中間発表会と
博士論文指導研究会を実施

30
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月 日に鹿屋体育大
に進め、学位論文を提出
学において、令和元年度
することとなります。
第 回経営協議会が開催
されました。同協議会は
学外有識者を含めた委員
により、大学の経営に関
する重要事項を審議する
機関で年 回開催されて
います。通常は同大学と
東京サテライトキャンパ
スをテレビ会議システム
で繋いで行っています
が、 年に 度は委員が
大学を直接訪れて、大学
や学生の実情を実感して
もらう機会になっていま
す。
今回は学外委員の上治
丈太郎委員（公益財団法
人笹川スポーツ財団評議
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かな研究指導や研究テー
マ・研究計画を具体化す
ることを目的として、
月 日～ 月 日に実施
しました。
多くの教員
や学生が聴講
する中、発表
者は自身の研
究の目的、方
法、結果及び
考察等につい
て口頭発表を
行い、その後
の質疑応答で
は活発な質問
や助言等があ
り、発表者に
とって幅広い
視点で研究を

修士論文中間発表会
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鹿屋体育大学では毎年
月に大学院体育学研究
科修士課程２年生の学生
を対象にした中間発表会
を、博士後期課程及び３
年制博士課程の学生を対
象に論文指導研究会を実
施しています。
中間発表会は 月 日
が提出期限である修士論
文の出来栄えを早期に評
価診断し、質の高い論文
の作成を促すとともにプ
レゼンテーション能力の
向上を目的として、 月
日～ 日に口頭発表会
を実施しました。論文指
導研究会は学位論文の作
成に向けて学生の研究に
関して助言し、きめ細や
10
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左から萬久博敏准教授(水泳部監督)、加地さん、
松下学長、荻田太教授（指導教員)
博士論文指導研究会
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ドハンド・スモーク（三
次喫煙）の被害及び加熱
式タバコについても映像
を交えて詳しく説明され
ました。
最後に行われた喫煙
に関するアン
ケートでは、
割以上の学
生が「周囲の
人がタバコを
吸っていたら
不快になる」
と回答し、
歳以上の学生
の９割以上が
喫煙したこと
はないと、健
康に関する意
識の高さがう
かがえる結果
が得られまし
た。一人一人
がタバコや感
染症予防に関する正しい
知識を持ち、実践するこ
とが重要であることを再
認識したセミナーとなり
ました。

〒８９３―００１６

令和元年度
を開催
情報セキュリティ対策
身近に起こりえる事
件と事故」と題した講演
が行われました。講演は
最近のヒヤリハット的な
事例の紹介や、一人ひと
りが実践すべき情報セ
キュリティを守るための
方法がわかりやすく説明
され、参加者は熱心に耳
を傾けていました。同大
学において、より一層の
情報セキュリティレベル
の向上が期待される講習
となりました。

FAX （０９９４）４０ー０９５０

電 話（０９９４）４４ー２１９０

「情報セキュリティ講習会」
鹿屋体育大学では教職
員の情報セキュリティに
対する意識を向上させる
ことを目的として、令和
元年度「情報セキュリ
ティ講習会」を 月 日
に開催し、 名の教職員
が参加しました。
同大学の情報セキュリ
ティ責任者である荻田太
学長補佐の挨拶の後、鹿
児島大学学術情報基盤セ
ンターサイバーセキュリ
ティ戦略室室長の佐藤豊
彦氏から「大学における
14

メンタルヘルス研修
を開催

11

健康セミナーを開催
健管理センターの安田修
所長、小牧梨沙看護師に
よる講話がありました。
初めに参加者全員にマ
スクが配布され、正しい
着用方法の説明があり、
全員マスクを着用したま
まセミナーがスタートし
ました。感染症予防で
は、主な感染経路や咳エ
チケットについてクイズ
形式等でわかりやすく説
明されました。禁煙につ
いては、喫煙が健康に
悪影響を与えるだけで
なく、アスリートのパ
フォーマンスに重要な集
中力・免疫力・筋力・瞬
発力の低下にも影響する
ことや、受動喫煙・サー

○飲酒は20歳になってから。
○飲酒は楽しく、適量を。
○妊娠中、授乳期の飲酒はお控えください。
○飲酒運転は法律で禁止されています。

福 岡・熊 本・鹿 児 島・宮 崎・国 分・川 内・都 城・奄 美・種 子 島・屋 久 島
大 口・指 宿・南 薩・志 布 志・南 大 隅・串 間・日 南・出 水・姶 良・曽 於

鹿児島県鹿屋市白崎町２１番１号

〒893-0013 鹿児島県鹿屋市札元1-22-34
TEL 0994-43-2238/FAX 0994-43-7541
URL https://www.shinsei-p.co.jp E-mail kan@shinsei-p.co.jp

－

を行いながら自分の思考
回路の癖や物事のとらえ
方を知り、不調に繋がら
ないような考え方を学び
ました。
参加者からは「自分の
現状について客観的に
考えるいい機会になっ
た」、「部下とのコミュ
ニケーションをうまくと
れるように活かしていき
たい」等の意見がある有
意義な研修となりまし
た。

ヒューマン印刷に徹する

http://www.mizuho.kubota.ne.jp

まっすぐに。 正直に。

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。

農業機械

月 日鹿屋体育大学
において、令和元年度健
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、約５００名の学生・
教職員が参加しました。
令和２年４月から同大
学で敷地内全面禁煙を実
施すること、すでにイン
フルエンザ等が流行して
いることを踏まえ、今年
度は「禁煙と感染症予
防」をテーマに同大学保

1

44

鹿屋体育大学では教職
員を対象とした「メンタ
ルヘルス研修」を開催し
ました。この研修は、講
師派遣型研修事業社から
講師を招き、教職員がこ
ころの健康対策としての
セルフケア等の基礎知識
について学び、認識を深
めることでメンタルヘル
ス不調となることを予防
すること、さらにストレ
スを１人で抱えこまない
職場環境を考える機会と
することを目的として実
施したものです。
研修はメンタルヘルス
の現状等についての講義
があった後、４人編成の
グループワークで行われ
ました。個人の心理や思
考を考えるような研修内
容も含まれており、初め
は口数が少なく意見交換
を行っていた参加者も、
幾つかのケーススタディ

ラグビー部

7

20

20

留学生２名が日本語弁論大会で受賞
10

社会人チームの皆さんは、ラグビー初心者に対
しても快く受け入れてくれる良い方々ばかりです。
ラグビーのことについて詳しく教えてくださった
り、学生に対する補助をしてくださったりなど、私
自身もとてもよく面倒をみていただいていました。
このような形で社会人の方々と関わることができ、
多くの職種の方の話を聞くことができるのも、鹿
屋体育大学ラグビー部の特徴です。
先日行われたラグビーワールドカップでは、日
本代表が素晴らしい活躍を見せ、見事ベスト８入
りを果たしました。今回のワールドカップを見て、
初めてラグビーに興味を持った方も多いと思いま
す。そこで少しでもラグビーを見たい、知りたい、
やってみたいという方がいましたら、ぜひ鹿屋体
育大学ラグビー部へお越しください。初心者やに
わかファン、経験者などなど、どんな方でも歓迎
しております。

現在、ラグビー部は部員が 1 名しかおらず、社
会人チームである鹿屋 wombats、ろっこうクラブ
の皆さん方とともに練習・試合を行っています。
今年度は鹿児島県の社会人 1 部リーグで良い結果
を残すことができ、九州大会に出場することが決
まりました。
私は鹿屋体育大学に入学した時、入る部活を特
に決めておりませんでした。少しだけラグビーに
興味があったという理由で、ルールやポジション、
試合人数など何も知らないまま、軽い気持ちで入
部しました。初めの頃は、人とぶつかることや倒
れることによる恐怖心や痛みの方が強く、あまり
楽しいと感じたことはありませんでしたが、試合を
経験するにつれて、次第にラグビーに対する理解
が深まり、楽しさや面白さを感じるようになってい
きました。ここでは初心者でもすぐに試合を経験
することができるため、すぐにラグビーの面白さ
を感じることができると思います。

介
紹
体
団
動
活
課外

8

て発表した吳さんが最優 うな交流イベントに参加 てくれました。
秀賞を、「鹿屋の生活へ できてうれしい」と語っ
の思い」という題目で、
鹿屋市の国際化に向けて
提案をした劉さんが奨励
賞を受賞しました。表彰
式での講評では、吳さん
のスピーチは「家族への
感謝の気持ちが伝わって
きて、深く心を打ちまし
た」と、劉さんには「鹿
屋に対する３つの提言
が、わかりやすく美しい
日本語でまとまっていて
よかったです」とのコメ
ントがありました。
今回の弁論大会を振り
返り、吳さんは「緊張し
ましたが、留学生活の成
果を残せてうれしい」
と、劉さんは「初めて一
般の日本人の前で発表し
緊張しましたが、このよ

左から吳さん（最優秀賞）、日本語指導をしている
鹿屋体育大学の吉重美紀教授、劉さん（奨励賞）

11

月 日市民交流セン
ター「リナシティかの
や」において、鹿屋市と
鹿屋市国際交流協会主催
のイベント「世界ワクワ
クまるごとフェスタ」の
一部として「外国人によ
る日本語弁論大会」が開
催され、鹿屋体育大学ス
ポーツ総合課程 年の劉
暁通さんと韓国からの交
換留学生の吳喜宣さんが
参加しました。大会には
ネパール、ベトナム、バ
ングラデシュなど７カ国
８人が出場し、母国と日
本の違い、紛らわしい日
本語、おもてなし等につ
いて発表しました。
「私にとって一番大切
なもの」という題目で、
家族と離れ暮らす中で気
づいた家族との絆につい
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相談が行われました。個 とって意義のある大学説
別相談においては、大学 明会となったようです。
の概要や入試のことなど
高校生や保護者視線の細
かな点について多くの質
疑応答が繰り広げられ、
同大学への関心の深さが
伺われました。参加者か
らの事後アンケートの結
果も「鹿屋体育大のより
詳しい話を聞けてよかっ
た」「大学の施設の詳細
も知ることができて、行
きたい気持ちが高まりま
した」等の感想が寄せら
れるなど、概ね好評な結
果が得られ、参加者に

イス等の講話及びパネルディ
スカッションが行われ、２年
生コースでは課題解決プロ
ジェクトと称し２年生のうち
から身につけておきたい力の
講義及びワークショップが行
われ、３年生コースでは就職
活動・採用試験報告会と称
し、教員、公務員、一般企業
の３コースに分け、採用試験
等に合格・内定した４年生に
よる講話及び座談会が行われ
ました。
参加した学生からは、「自
己分析をして臨むことが大切
だと思った」「この時期に実
体験にそった先輩の話が聞け
てよかった」といった感想が

聞かれ、有意義な取り組みと
なりました。

第２回 就職ガイダンスを開催
月から後期に入った鹿屋
体育大学のキャリア形成支援
室では、就職支援会社の協力
による就活セミナーや各学年
に応じた就職支援行事を企画
しており、学生は積極的に参
加しています。
その一環として 月 日に
１～３年生を対象とした「第
２回就職ガイダンス」が開催
され、各学年の時期に見合っ
た就職活動の講話や座談会等
が行われました。１年生コー
スではインターンシップ事前
勉強会と称し、４年生による
インターンシップの体験談や
考え方、これからインターン
シップを行う学生へのアドバ
11

ありがとうございます

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》
カ イ コ ー ㈱ 様（三万円）

事務局から

本紙は主に在校生の活躍や母校における行事等を掲載
してきておりますが、卒業生のご活躍も掲載可能です。
（紙
面の都合により掲載できない場合もございます。）ぜひ全
国各地でご活躍されている先輩方の情報も発行元又は大
学広報係までご連絡ください。
また、卒業時に届けられたお名前、住所やアドレス等
に変更生じた方は、ご連絡ください。
今後とも本財団及び鹿屋体育大学をよろしくお願いい
たします。

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。

鹿屋体育大学卒業生の皆様へ

東京サテライトキャンパス
大学説明会開催

鹿屋体育大学は 月
日、第 回東京サテライ
トキャンパス大学説明会
を筑波大学東京キャンパ
ス文教校舎で開催しまし
た。この説明会は、大学
進学者の多い関東地区に
おける同大学への進学に
興味・関心のある高校生
を主な対象とし、同大学
の理解を深めていただく
ため、年 回開催されて
いるもので、今回は 名
が参加しました。
説明会では同大学の隅
野美砂輝講師から概要説
明の後、教職員との個別

26日

鹿屋体育大学

8位

台湾の五輪代表競泳選手チーム
鹿屋体育大学で強化合同練習

22日
25日

【自転車競技】
◆2019ジャパンカップサイクルロードレース
（10/19 栃木/宇都宮市森林公園周回コース）
▽女子オープン
30.9㎞
8位 成海 綾香

▽女子
団体

10

りくむ姿勢や、これまで
と違った練習方法を教え
てもらえたことなど貴重
な体験となった趣旨の感
想が聞かれ、お二人に
とって実りある合宿と
なったようです。本学の
水泳部員にとっても、オ
リンピック代表選手から
よい刺激を受ける貴重な
時間となりました。

21日

莉穂

６日 仕事始め
８日 授業再開
10日 卒
 業研究提出締切日
（４年次）
11日 同窓生と鹿屋体育大
学との情報交換会
15日 大学院学位論文提出
締切日

20日

（令和２年 1 月）

莉穂

ゆか
2位 碩山
段違い平行棒
2位 碩山

11

23

28

大学入試センター試験
（～ 19 日）
学位論文発表会（博士後期
課程）
（～ 2 月 5 日）
COC+ 第 4 回企業・自治
体等との懇談会
補講期間（～ 2 月 4 日）
学位論文発表会（修士課
程）、学生宿舎餅つき大会
第 6 回東京サテライトキャ
ンパス大学説明会

▽女子
種目別
種目別
		

個別相談の様子

めのトレーニングを充実
させるに十分な設備と、
教員やスタッフ、学生の
高いスキルや細やかなサ
ポート体制に支えられた
今回の合宿。両選手から
は、一緒に練習した学生
たちが練習に主体的にと

表敬訪問にて

10

18日

【テニス】
◆2019年度全日本大学対抗テニス王座決定試合
（10/9～13 愛媛/愛媛県総合運動公園
テニスコート）
▽男子
団体
8位 鹿屋体育大学

7

11

学内行事
美夢
美咲
楓子
莉子
髙橋
鳴瀧
種田
永山
1位
2位
1位
2位

3
合宿にあたって最初に
本学の松下雅雄学長を表
敬訪問した一行は、合宿
受け入れに対する感謝と
今後のさらなる交流関係
について歓談し松下学長
から「荻田教授の測定と
萬久博敏准教授のトレー
ニングメ
ニューを
こ な し
て、大き
な夢を達
成するた
めの貴重
な時間に
してくだ
さい」と
選手へ激
励の声が
かけられ
ました。
競技力
向上のた

◆第4回九州学生陸上競技新人選手権大会
（10/19～20 長崎/島原市営陸上競技場）
▽男子
110mH
1位 堀井 直樹
走幅跳
3位 山口 大輔
三段跳
2位 千葉 正紀

5

第５回
11

13

鹿屋体育大学スタッフによる流水プール測定
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⑷
東京２０２０オリン
ピック代表が内定した台
湾の競泳選手、王星皓さ
んと王冠閎さん及び教員
やスタッフが 月 日～
月７日の 日間、体力
や泳技術に関する測定と
強化合同練習のために鹿
屋体育大学を訪れまし
た。同大学と国立体育大
学は大学間交流協定を結
んでおり、本学のグロー
バル担当学長補佐であり
「水泳運動中の生理学と
力学に関する研究」等を
専門とする荻田太教授と
国立体育大学の鄭世忠教
授が協定校としての事業
を行う中で交流が広が
り、国立体育大学から初
の競泳オリンピック代表
者が選出されたことを機
に今回の来学が実現しま
した。

【陸上競技】
◆第35回U20日本陸上競技選手権大会
（10/18～20 広島/広島広域公園陸上競技場）
▽男子
走幅跳
3位 小畠 康成

【女子バレーボール】
◆2019年度九州大学秋季バレーボール
女子リーグ福岡大会
（10/17～10/20 福岡/福岡市総合体育館）
▽女子
1部リーグ
1位 鹿屋体育大学

10月

【体操競技】
◆令和元年度第62回九州学生体操競技新
人大会
（10/19～20 長崎/長崎県立総合体育館）
▽男子
団体総合
1位 鹿屋体育大学A
個人総合
1位 長谷川 毅
		
2位 原口 幸大
		
3位 高田 佑貴
種目別 ゆか
2位 福本 岳琉
種目別 あん馬 1位 金山 大和
		
2位 長谷川 毅
		
3位 山口 智輝
種目別 つり輪 1位 福本 岳琉
種目別 跳馬
1位 原口 幸大
種目別 平行棒 1位 長谷川 毅
		
2位 原口 幸大
種目別 鉄棒
1位 原口 幸大
▽女子
走幅跳
砲丸投
円盤投
やり投

⑷
令和元年 12 月

