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社
会
貢
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平成30年度　教員活動における年度目標・自己点検結果シート（１枚目）

我部　政明 所　　属

領
域

島嶼地域科学研究所 職　　名

平成30年度　年度末自己点検結果
業務

ウェイト比
（実績）

教授名　　前

0.40 

米トランプ政権のアジア太平洋政策に関する科研費が、平成29年度に採択され、平成
31年度まで継続する。研究企画に沿った作業を行う。また、島嶼地域科学研究所の拠
点化事業「島嶼研究」プロジェクトに参加し、研究報告を行い、成果を刊行する。さら
に、日米関係についての研究を進める。

業務
ウェイト比
（予定）

平成30年度　年度目標設定

教育・学生支援

研
究

国際政治学の開講を目指す。クラスでは、事前に読むべき資料を配布をおこない、事
前学習及び事後学習に役立てる。ゼミを開講し、3年次の専門教育を充実させ、4年次
の卒業研究を指導する。大学院博士後期課程の指導学生に対し、学位論文作成を指
導する。

0.35 

0.35 

0.10 

学部教育では、国際政治学の目標を達成した。ゼミと卒業論文はゼミ論文および卒
論を提出している。大学院教育では、博士号の取得となる学生の指導が無事、完了
した。法科大学院での日米関係では、司法試験と関係の薄い選択科目にも関わら
ず、入学定員12名のなかで7名が受講した。以上の点で、設定した目標を達成した。
国際政治学では、目標以上に受講生の理解を示していた点は、特記してよい。

科研に基づく研究を、国際琉球沖縄論集にて査読を通過して、掲載される。研究所の
拠点プロジェクトの成果として、論文を発表した。ここでは、目標を達成してるばかりで
なく、これら二つの論文の質的内容は、設定した目標を超えている。

外務省の公開された沖縄関係文書のデータベース化を進め、内外の研究者や関心を
持つものへの資料提供を行う。島嶼地域科学研究所にて「島嶼研究の体系化」プロ
ジェクトに参加し、成果を一般市民へ公開する。また、公開授業として講義を社会人対
象に提供を行う。さらに、今日の国際情勢や国内政治についての言論活動を行う。

0.40 

沖縄関係外務省記録のデータベースを作成して、2019年3月に公開できる段階に至っ
た。研究者コミュニティへの貢献は大といってよい。公開授業では、すべての授業（国
際政治学２名、日米関係１名）で有意義な講義を行った。さらに、新聞や雑誌におい
て、時事評論を掲載した。データベースの提供は、その効果を考慮すれば、設定した
目標を超えた成果だと考えられる

0.15 

0.00 

管
理
運
営

当研究所の実施するプロジェクトに積極的に関与し、研究所会議へ参加をつうじて、
管理運営に寄与した。設定した目標を達成している。

0.15 

1.00 

　 0.00 

計 1.00 

島嶼地域科学研究所の専任教員として、当研究所の管理運営に寄与する。
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管
理
運
営

名　　前 職　　名島嶼地域科学研究所

領
域

　

社
会
貢
献

0.40 

宜野座綾乃

0.25 

①沖縄キリスト教学院大学にて「英語講読IV」を担当しシラバスに従って
授業を実施し、終了時には授業評価アンケートを実施する。②沖縄
JAICA主催で本学医学部が受注している「国際母子保健セミナー」の沖
縄開催において、「沖縄におけるジェンダーと母子保健」の講義を行う。
③本研究所の国際会議や国内会議主催・運営に積極的に関わる。

International Journal of Okinawan Studies (IJOS)の編集員として編集長
とともにジャーナルの出版に向けた取り組みを行う。

①2018RETI学会でで学術論文の発表を行い、関係者とのネットワーク構築を行った。
「女性・戦争・人権」学会参加、同学会運営委員を務めた。RIIS国際シンポジウムにおい
ては、本学における島嶼地域科学研究の展望に関しての議論のファシリテーターとして
議論を深めた。②研究所会議と「対外問題研究会」で研究発表を行った。研究成果を
『広島平和研究』, 『島嶼地域科学という挑戦』, The Funamblist,   に出版した。③科研基
盤Cへ応募した。また、島嶼地域科学研究所の概算要求案を作成し満額授与が決定し
た。④ロサンジェルス沖縄県人会の琉球舞踊指導者の聞き取り調査を行った。⑤本研
究所会議構成メンバーを中心とした、RIISワークショップを長期休暇を省く月1回程度で
開催し、多分野から島嶼研究論文に関する議論を深めた。⑥IJOS編集委員、同ジャー
ナルへ投稿論文のレフリーとして査読をこなった。

0.00 

平成30年度　教員活動における年度目標・自己点検結果シート（１枚目）

0.30 

①平成29年度12月に現職に就任となったため、平成30年度の学内講義
は担当しておらず該当しない。②島嶼地域科学地域研究所より大学院生
対象の太平洋島嶼地域への海外研究を実現するための事前研修、交
流、資料収集やその他必要な取り組みを開始する。

研
究

業務
ウェイト

比（実績）

教育・学生支援

業務
ウェイト

比（予定）

①国内外の学会に参加し研究成果を発表する。②海外での研究調査を
行い、論文を出版する。②研究所の取り組みである概算要求「自律型島
嶼社会の創生に向けた「島嶼地域科学」の体系化」のダイバーシティユ
ニットで引き続き個人の研究を行い、成果をユニットや研究所会議で発表
する。③科研費へ応募するための調書作成と応募を行う。

平成30年度　年度目標設定

1.00 

①IJOS新編集長としての31年度からの引き継ぎに伴い、改称や運営指針を含
めた新体制構築を行った。②JICA沖縄・琉大連絡協議会プロジェクトチームとし
て、開発大学院連携の検討を進めた。

0.10 

1.00 

0.20 

①「島嶼地域科学入門」（後期）のオムニバスで１講義を担当した。②大学院生対象の
島嶼地域科学海外研修実施のための準備として、グアム大学で開催されたカリフォル
ニア大学ロサンジェルス校の夏期講座の研修を行った。また、研修対象候地訪問と資
料収集、グアム大学教員やコミュニティー関係者とのネットワーク構築を開始した。

0.20 

0.45 

平成30年度　年度末自己点検結果

所　　属

計

0.10 

0.00 

①沖縄キリスト教大学院大学にて「英語講読VI」（前期）を担当した。②JICA沖縄と本学
医学部の「国際母子保健セミナー」でジェンダーに関する講義を海外の医療機関や政
策専門者を対象に行った。③本研究所主催の国際シンポジウムのWGを務めた。琉球
大学・グアム大学協定30周年シンポジウム運営意を務め、シンポジウムでは総司会を
務めた。

准教授
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計 1.00 1.00

　 0.00

0.60

0.00

管
理
運
営

①島嶼地域科学研究所のウェブサイトに「学術資源データベース」を新設し、「沖縄
関係外交史料館資料データベース」を構築する準備を進めている（3月20日公開予
定）。
②島嶼地域科学研究所主催学内セミナー「島嶼地域科学研究所・研究資源データ
ベースの構築に向けて」の企画、運営を行った。
③島嶼地域科学研究所ウェブサイトの更新、過去の記事の整理を行うとともに、サ
イト内情報の検索容易性を高める作業を実施した。また、フェイスブックの開設、
RSSの設置を行い、多様な情報発信ができるよう努めた。

①日本サンゴ礁学会代議員及びサンゴ礁保全学術委員、教育・普及啓発
委員として学会活動に貢献した。
②沖縄県サンゴ礁保全推進協議会の理事（平成30年7月まで）、監査役（平
成30年7月から）として社会活動に貢献した。

社
会
貢
献

0.05

平成30年度　年度末自己点検結果

①島嶼地域科学に関する学術情報データベース構築を進める。
②学術情報データベースの利用促進に向けた研究会を実施する。
③研究所ウェブサイトの更新および充実化に向けたコンテンツの検
討を行う。

業務
ウェイト比
（実績）

0.65

0.35

0.05

（該当なし）

①日本サンゴ礁学会第21回大会において以下の題目で発表を行った。
佐藤 崇範「研究者資料の保存・整理と活用の意義：琉球大学風樹館所蔵『川口
四郎関係資料（仮）』を中心に」
②2018年度第1回自然科学系アーカイブズ研究会において以下の題目で発表を
行った。
佐藤崇範「研究資料の活用例からみた検索手段の課題」
③平成31年度科研費を以下の題名で申請した。
「研究者資料を効果的に学術資源化するためのアーカイブズ学的研究」

学外における学会・協議会等の委員就任依頼等に対し、専門家とし
ての知識を社会に還元する必要があれば可能な限り応じる。

0.00

0.30
①日本サンゴ礁学会（11月頃）ほかの学会・研究会にて研究発表を
行う。
②平成31年度科研費の申請を行う。

業務
ウェイト比
（予定）

平成30年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

（該当なし）0.00

特命助教

平成30年度　教員活動における年度目標・自己点検結果シート（１枚目）

佐藤崇範 所　　属

領
域

島嶼地域科学研究所 職　　名名　　前
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計 1.00 1.00

　 0.00

0.40

0.00

管
理
運
営

(１)グローバル教育支援機構副機構長を務める。
(2)学士教育プログラム委員会の委員長を務める。

(2)国立国語研究所の危機方言研究委員を務めた。
(3)日本言語学会（全国組織）運営委員を務めた。
(4)日本語学会（全国組織）運営委員を務めた。
(5)日本語文法学会（全国組織）の編集委員を務めた。
(6)沖縄言語研究センター研究運委員長を務めた。
(7)新沖縄県史言語編の編集委員長として2023年発刊に向けた編集作業
を実施し、目次案と執筆者案を作成した。
(8)恩納村教育委員会編『恩納村の方言』の編集委員長を務めた。
(9)県立博物館美術館のシマクトゥバプロジェクトの企画運営に携わった。
(10)名護市幸喜方言辞典作成のための臨地調査を行い辞典の編集を進め
た。
(11)文化庁、沖縄県、琉球大学共催の「危機的な状況にある言語・方言サ
ミット（宮古島大会）のシンポジウムに参加した。

社
会
貢
献

0.05

平成30年度　年度末自己点検結果

(１)グローバル教育支援機構副機構長を務める。
(2)学士教育プログラム委員会の委員長を務める。

業務
ウェイト比
（実績）

0.40

0.40

0.05

(1)前期５クラス、後期５クラスの大学院の講義を担当した。

(1)基盤研究(S)「言語系統樹を用いた琉球語の比較歴史言語学的研究の
代表者として研究全体を統括するとともに、琉球語の研究を実施した。
(2)島嶼地域科学研究所「グローバル社会の周縁から中心へ－自律的島嶼
社会モデルの構築－」の多様性ユニットに参加して研究を推進した。
(3)科研費基盤(Ｂ)「八丈語の保存・継承の研究ための総合研究」（代表者：
金田章宏千葉大学教授）の分担者として研究をすすめ、１２月２４日に八丈
島での成果報告会で発表した。
(4)学長リーダーシップ研究プロジェクトの一つ「琉球諸語における”動的”
言語系統樹システムの構築」の研究を進ね１１月と２０１９年３月にワーク
ショップを開催した。
(5)文化庁委託「危機的な状況にある言語・方言のアーカイブ化を想定した
実地調査研究」に代表者として研究を統括するとともに伊平屋島方言と国
頭村奥方言の研究を行ない、報告書を発行した。
(6)国立国語研究所の委託研究「沖縄における消滅危機言語・方言の調
査・保存に関する研究」を実施した。
(7)国立国語研究所プロジェクト「とりたて表現の対照研究」に参加し沖縄方
言のとりたて研究を行い論文を提出した。２０１９年中に刊行予定。
(8)国際沖縄研究所紀要に投稿した。
(9)法政大学沖縄文化研究所紀要『琉球の方言』43号に投稿した。
(10)『琉球アジア文化論集』５号に投稿した。
(11)沖縄言語研究センターの公開研究会で発表した。
(12)国立国語研究所の共同研究プロジェクト研究発表会で発表する。

(2)国立国語研究所の危機方言研究委員を務める。
(3)日本言語学会（全国組織）運営委員を務める。
(4)日本語学会（全国組織）運営委員を務める。
(5)日本語文法学会（全国組織）の編集委員を務める。
(6)沖縄言語研究センター研究運委員長を務める。
(7)新沖縄県史言語編の編集委員長として2023年発刊に向けた編集
作業を実施する。
(8)恩納村教育委員会編『恩納村の方言』の編集委員長を務める。
(9)県立博物館美術館のシマクトゥバプロジェクトの企画運営に携わ
る。
(10)名護市幸喜方言辞典作成のための臨地調査を行い辞典を編集
する。
(11)文化庁、沖縄県、琉球大学共催の「危機的な状況にある言語・
方言サミット（宮古島大会）のシンポジウムに参加する。

0.15

0.40

(1)基盤研究(S)「言語系統樹を用いた琉球語の比較歴史言語学的研
究の代表者として研究全体を統括するとともに、琉球語の研究を実
施する。
(2)島嶼地域科学研究所「グローバル社会の周縁から中心へ－自律
的島嶼社会モデルの構築－」の多様性ユニットに参加して研究を推
進する。
(3)科研費基盤(Ｂ)「八丈語の保存・継承の研究ための総合研究」（代
表者：金田章宏千葉大学教授）の分担者として研究を遂行する。
(4)学長リーダーシップ研究プロジェクトの一つ「琉球諸語における”
動的”言語系統樹システムの構築」の研究を推進する。
(5)文化庁委託「危機的な状況にある言語・方言のアーカイブ化を想
定した実地調査研究」に代表者として研究を統括するとともに伊平
屋島方言と国頭村奥方言の研究を行なう。
(6)国立国語研究所の委託研究「沖縄における消滅危機言語・方言
の調査・保存に関する研究」を実施する。
(7)国立国語研究所プロジェクト「とりたて表現の対照研究」に参加し
沖縄方言のとりたて研究を遂行する。
(8)国際沖縄研究所IJOSに投稿する。
(9)法政大学沖縄文化研究所紀要『琉球の方言』43号に投稿する。
(10)『琉球アジア文化論集』５号に投稿する。
(11)沖縄言語研究センターの公開研究会で発表する。
(12)国立国語研究所の共同研究プロジェクト研究発表会で発表す
る。

業務
ウェイト比
（予定）

平成30年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

(1)前期５クラス、後期５クラスの大学院の講義を担当する。0.15

教授

平成30年度　教員活動における年度目標・自己点検結果シート（１枚目）

狩俣繁久 所　　属

領
域

島嶼地域科学研究所 職　　名名　　前
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教授

平成30年度　教員活動における年度目標・自己点検結果シート（１枚目）

藤田陽子 所　　属

領
域

島嶼地域科学研究所 職　　名名　　前

0.25

①文部科学省特別経費事業「自律型島嶼社会の創生に向けた「島
嶼地域科学」の体系化」のプロジェクトリーダーを務める。
②国際島嶼学会（6月），RETI2018（11月）にて研究発表を行う。
③平成31年度科研費の申請を行う。

業務
ウェイト比
（予定）

平成30年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

①次の科目についてシラバスに従って授業を実施し、終了時には授
業評価アンケート（対象科目のみ）を実施する。
学部：環境経済学（昼間主・夜間主）、総合環境学概論（オムニバス、
1コマ分）
博士前期課程（経済システム領域）：環境経済学特論・環境経済学演
習・総合社会システム特別演習（政策評価実践コース、チームティー
チング）博士前期課程（島嶼研究領域）：島嶼経済特論・島嶼経済演
習
博士後期課程：比較地域文化総合演習Ⅰ・Ⅱ（チームティーチング）、
島嶼環境経済特論、島嶼環境経済演習
②博士後期課程比較地域文化専攻において教務委員を務める。
③学生・院生から進路や就学に関する相談を受けた場合は適切に対
応する。

0.20

平成30年度　年度末自己点検結果

①島嶼地域科学研究所長として、同所の運営管理を行う。
②概算要求事業「新たな拠点の充実」等，研究所の全国共同利用・
共同研究拠点化に向けた事業を推進する。
③学内委員会等委員（研究推進会議，琉球大学管理運営に関する
自己点検・評価委員会，全学情報システム運用委員会，全学情報シ
ステム技術専門委員会）を務める。

業務
ウェイト比
（実績）

0.50

0.20

0.02

①履修登録者のあった次の科目について，設定した計画どおりに実施し
た。
学部：環境経済学（昼間主・夜間主）、総合環境学概論・島嶼地域科学入門
（オムニバス、1コマ分担当）
博士前期課程（島嶼研究領域）：島嶼経済特論・島嶼経済演習
博士後期課程：比較地域文化総合演習（チームティーチング）
②博士後期課程比較地域文化専攻において教務委員を務めた。
③学生・院生からの進路や就学に関する相談は特になかった。

①左記の研究プロジェクトの代表者を務め，書籍出版や国際シンポジウム開催，
共通教育科目の設置等を実現した。書籍『島嶼地域科学という挑戦』序章を執筆し
た。
②国際島嶼学会（オランダ），RETI２０１８（カナダ）において研究発表を行った。
③平成31年度に向けて科研費を申請した。

①学外における各種審議会・委員会等の委員就任依頼等に対し、専
門家としての知識を社会に還元する必要があれば可能な限り応じ
る。
②筑波大学にてJICA Pacific-Leads留学生特別セミナーの講師を務
める。（5月）

0.20

0.58

0.00

管
理
運
営

①島嶼地域科学研究所長として、同所の運営管理を行った。
②概算要求事業「新たな拠点の充実」等，研究所の全国共同利用・共同研
究拠点化に向けた事業の推進に努めた。
③学内委員会等委員（研究推進会議，琉球大学管理運営に関する自己点
検・評価委員会，全学情報システム運用委員会，地域連携推進委員会，軍
事的安全保障研究倫理審査委員会（新規就任），国際連携担当者連絡会
委員）を務めた。

①学外委員等就任依頼については，研究所長業務多忙のため就任を断念
した。
②筑波大学にてJICA Pacific-Leads留学生特別セミナーの講師を務めた。
（5月）

社
会
貢
献

0.05

計 1.00 1.00

　 0.00


	我部
	宜野座
	佐藤
	狩俣
	藤田

