
(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

計

□ □ 学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。
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管理運営に関しては、対応可能な限りで貢献した。　(1)総合情報処理センター
委員会委員、総合情報処理センター専門委員会委員、その他の委員会委員
（２）学部委員会(研究支援委員会など、その他学内の委員会等の委員）

　
日本建築学会の委員会等で、環境分野の進展に対応可能な限りにおいて寄
与した。その他、主に研究領域での社会貢献に注力した。（１）日本建築学会
環境工学小委員会委員など（２）日本建築学会　、その他の委員会等（３）学外
研究員等、武蔵野大学環境研究所客員研究員など（４）日本建築学会九州支
部環境工学委員会、沖縄支所委員等（５）その他の委員会(複数）等における
社会貢献　　また、研究に関わる複数の内外の学会における審査等の委員会
において活動を行った。

社
会
貢
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0.15

平成３１年度　年度末自己点検結果

教育研究の円滑な実施のために注力したい。(1)総合情報処理センター委
員会委員、総合情報処理センター専門委員会委員、その他の委員会委員
（２）学部委員会(研究支援委員会など、その他学内の委員会等の委員）

業務
ウェイト比
（実績）

0.15

0.35

0.10

授業科目に関する講義は、自らの最新の研究動向を踏まえ知識の構造化等
に配慮した講義方法を検討し実施した。研究演習においては、、就職活動等に
注力しながらも、定性的研究における論文レビューと定量的研究領域でのメ
ソッド等に留意しながら、観光研究の基礎的手法を教授した。実質的な研究メ
ソッドを教授することにより一層の応用的実務能力の涵養を心がけ、研究発表
用論文の作成を指導した。また、研究指導に際して実地での調査を重視し調
査研究の基礎的手法を教授した。その結果として以下の論文を発表指導し
た。伊井大樹、上原明、直井岳人、飯島祥二（２０１９）観光目的地の商業環境
における観光者と地元商業者のトランザクションー沖縄県那覇市国際通り周辺
の商業施設におけるフロント・バックの事例を通して、第３４回日本観光研究学
会全国大会学術論文集、pp.167-172

審査付論文および著書の公表を中心に、観光学・環境学および観光地マネジ
メントの複合領域研究の進展に注力した。今年は、人間‐環境系研究等の観光
科学へのアプローチに注力した。また、教育・学生支援と研究とは表裏一体的
性質を有し、教育支援に留意しながら研究を展開した。以下に成果を挙げる。
（著書）[査読済]
（１）Akira Uehara, Naoi Taketo, Iijima Shoji (2019),  Chapter 4  Relationship
between servicescape and tourists' evaluation of shops :Case of a shopping
district in Naha city  ”Experiential Consumption and Marketing in Tourism
with a Cross-Cultural Context”,　Goodfellow Publishers Ltd、pp.24-41
(論文）[査読済]
（１）上原明、直井岳人、飯島祥二(2019）観光者の購買意向を促すサービスス
ケープに関する研究－観光者及び観光従事者の認知的視点における店舗特
性と購買意向の関係性―MERA Journal（人間・環境学会誌）vo.21,no.2,pp.1-
10
（２）Naoi, T., Shoshiroda, A., & Iijima, S. (2020) How others’ behaviours affect
visitors’ pro-environmental behavioural intention: a research model based on
the case of beach cleaning. The International Journal of Tourism Science, 13,
43-53
(発表論文）.[査読無]
伊井大樹、上原明、直井岳人、飯島祥二（２０１９）観光目的地の商業環境にお
ける観光者と地元商業者のトランザクションー：沖縄県那覇市国際通り周辺の
商業施設におけるフロント・バックの事例を通して、第３４回日本観光研究学会
全国大会学術論文集、pp.167-172(教育の欄にも掲載済）

日本建築学会の委員会等で、環境分野の進展に寄与し、また、観光環境
学・建築環境工学におけるアカデミックスタンダードの策定に注力する。そ
の他、主に研究成果をもとに基礎的領域において社会貢献に注力する。
（１）日本建築学会　環境工学分野小委員会委員等（２）日本建築学会、そ
の他の委員会委員等（３）学外研究員等、武蔵野大学環境研究所客員研
究員など（４）日本建築学会九州支部環境工学委員会、沖縄支所委員等
（５）その他の委員会(複数）等における社会貢献（６）研究領域を通しての
社会貢献を、地域環境研究を通して実施

0.45

0.30

審査付論文の公表を中心に、観光学と環境学の複合領域研究の進展に
注力する。今年は、人間‐環境系研究等の観光科学へのアプローチに注
力したい。また、教育・学生支援と研究とは表裏一体的性質を有し、教育・
学習支援に留意しながら研究を展開する。（１）査読付き論文を公表する。
（２）海外ジャーナルにおいて査読付き論文を発表する（３）海外での発表
論文を公表する。（４）国内学会で複数本のを論文を公表する。（５）科学研
究費助成事業の分担研究等（６）複数の学外の大学との共同研究を実施
する　　以上、環境科学から観光学へ貢献する成果に注力する。
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平成３１年度　年度目標設定
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研
究

授業科目に関する講義は最新の研究動向を踏まえ応用的側面に配慮した
講義方法を検討する。研究演習においては、、就職活動等に注力しながら
も、定性的研究における論文レビューと定量的研究領域でのメソッド等に
留意しながら、観光研究の基礎的手法を教授する。実質的な研究メソッド
を教授することにより一層の応用的実務能力の涵養を心がける。以下、具
体的に記述する。（１）大学院における指導は、研究発表用論文の作成を
中心に進める。大学院在籍中に複数回の研究発表を促す。（２）学部学生
における指導は、基礎的分析手法等を中心に研究発表用論文の作成を目
指す。その際、定性的観光研究の枠組みと定量的な統計手法の会得に注
力する。（３）研究指導に際して、県内外の実地での調査を重視し、調査研
究の基礎的手法を教授する。以上

0.40

教授

平成３１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）

飯島祥二 所　　属

領
域

国際地域創造学部　国際地域創造学科 職　　名名　　前



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

□ □ 学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。
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・所属学部、研究科における役割委員会に参加した
・学部初めての寄付による教員採用を主導した

・学会誌編集員として活動した
・学外共同研究員として研究に参画した
・学会監事としての活動を実施した
・国際貢献として、海外学生の指導を行った
・他機関において教育支援を実施した
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0.10

平成３１年度　年度末自己点検結果

・所属学部、研究科における委員会業務の遂行

業務
ウェイト比
（実績）

0.10

0.40

0.10

・観光科学科及び観光地域デザインプログラムの目標に照らした教育目標はシラ
バスを通じて学生にも周知し、一定基準に達した
・考える力を身につけた学生を育成するために、アクティブラーニングを取り入れた
授業を実施した
・予習復習を促すために、定期的に課題の提出を実施した
・過去の授業評価等の指摘を取り入れ、シラバスに沿った授業を実施した
・学生からの積極的な意見の聴取のため、オフィスアワーを活用した

・科研費を新たに取得し、代表者として研究運営を実施した
・若手研究者の育成として、海外ポスドクを採用した
・科研費研究分担者としての研究を実施した
・新たな科研費申請をおこなった
・3本の論文が海外学術雑誌に掲載された

・学会誌編集員としての活動
・学外共同研究員としての参画
・学会監事としての活動
・国際貢献への取組
・他機関における教育支援

0.40

0.40

・科研費取得代表者としての研究運営
・若手研究者の育成
・科研費研究分担者としての研究運営
・科研費申請
・学術雑誌への投稿

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定
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研
究

・観光科学科及び観光地域デザインプログラムの目標に照らした教育目標
の設定
・考える力を身につけた学生を育成するための授業の工夫
・予習復習を促す授業の工夫
・授業評価等の指摘を取り入れた授業改善
・学生からの積極的な意見の聴取

0.40

教授

平成３１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）

松本　晶子 所　　属

領
域

国際地域創造学部 職　　名名　　前



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

教授

平成３１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）

荒川　雅志
所
属

領
域

国際地域創造学部国際地域創造学科 職　　名名　　前

3.00

●科研費代表者、分担研究者としての研究遂行
●産官学連携の共同研究、受託研究、寄附金等、外部資金の
積極的な獲得
●学術誌、学会における成果発表

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定
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研
究

●学士教育プログラムの目標に沿った教育の実践
●外部研究者、実務家等との共同による社会ニーズに沿った
講義提供
●就学指導、就職活動の支援

3.00

平成３１年度　年度末自己点検結果

業務
ウェイト
比（実
績）

3.00

3.00

●「学士教育プログラムの目標に沿った教育の実践」
専任科目である「沖縄観光と健康入門」「ヘルスツーリズム論」「スパマネジメント論」「バリアフリー観光論」「沖縄観
光ホテル産業論」「IT健康経営論」「旅行ビジネス論」「観光学演習Ⅰ」「観光学演習Ⅱ」のすべてにおいて、学士教
育７つすべての達成目標を掲げ実践した。
●「外部研究者、実務家等との共同による社会ニーズに沿った講義提供」
企業との産学連携による寄附講義科目を4科目実施した。
カトープレジャーグループKPG HOTEL＆RESORTと寄附講義「沖縄観光ホテル産業論」開講。
株式会社JTB総合研究所と寄附講義「ヘルスツーリズム論」開講（公開授業）。
NPO日本スパ振興協会との共同「スパマネジメント論」開講。
株式会社エムティーアイ寄附講義「IT健康経営論」（11月2～4日集中講義）開講。
これらはいずれも企業と地域と共同でカリキュラムを開発する実践講義として、業界第一線で活躍する実務家を非
常勤講師或いはゲストスピーカーに擁し、市場動向の最新を捉える機会、企業戦略、地域経営のリアルと成功失敗
例を事例に学ぶ機会、学びの場をヒト・モノ・カネが動く学外に求め、体験型、参加型で、座学、現場視察、実習、演
習が一体となった生きた学びを提供した。
●「就学指導、就職活動の支援」
ゼミ生の就学、就職指導に個別に面談時間を設けるなどし支援を行った。就職を希望する学生における就職率は
100％を達成した。

●「科研費代表者、分担研究者としての研究遂行」
研究代表1件（継続3年目）に採択され当該研究を遂行した。
1)　荒川雅志研究代表「次世代ヘルスケアとしてのヘルスツーリズム研究」（2017～2019年度・文科省科研基盤研
究(C)）
●「学術誌、学会における成果発表」
国際学術誌4件（共著）、国内学術誌1件（単著）、国内学会発表1件（共同連名）と一定の研究成果を挙げた。
(研究論文)
１）Miyake Y, Tanaka K, Okubo H, Sasaki S, Arakawa M. Maternal consumption of vegetables, fruit, and antioxidants
during pregnancy and risk for childhood behavioral problems. Nutrition. 2020; 69(110572).
２）Miyake Y, Tanaka K, Okubo H, Sasaki S, Arakawa M. Maternal caffeine intake in pregnancy is inversely related
to childhood peer problems in Japan: The Kyushu Okinawa Maternal and Child Health Study. Nutr Neurosci. 2019;
22(11):817-824.
３）Takahashi K, Tanaka K, Nakamura Y, Okubo H, Sasaki S, Arakawa M, Miyake Y. Calcium intake during
pregnancy is associated with decreased risk of emotional and hyperactivity problems in five-year-old Japanese
children. Nutr Neurosci. 2019, 5:1-8.
４）Takata N, Tanaka K, Nagata C, Arakawa M, Miyake Y. Preterm birth is associated with higher prevalence of
wheeze and asthma in a selected population of Japanese children aged three years. Allergol Immunopathol.
2019;47(5):425-430.
５）荒川雅志. 地域資源をヘルスケア資源へ～宿泊型新保健指導の実際～, Precision Medicine 2020, 3(3); 96-100.
(学会発表)
１）張雅晴, 荒川雅志. 沖縄の地域特性を生かしたメディカルツーリズムの事例研究, 日本観光研究学会
　第34回全国大会研究発表会, 沖縄, 2019
(その他)
荒川雅志. ウェルネスをコンテンツに誘客を～世界に通用するJAPANブランドウェルネスとは～, 週刊ホテルレストラ
ン, 第54巻第18号, p52-53, 2019
荒川雅志. 寺社がウェルネスに取り組む意義と地域貢献への可能性, 寺社NOW, 第30号, p16-17, 2020

●国県市町村等の委員会等への参画
●産官学連携の共同研究、受託研究等による連携構築
●各種講演、外部講義の提供

3.00

知の地域創生拠点大学の社会貢献に資する国県各種事業への参画、委員参画、招聘講演等を精力
的に実施した。
●「国県市町村等の委員会等への参画」
1)　沖縄県文化観光スポーツ部「沖縄観光バリアフリー・アドバイザー派遣に関する委員会」座長
2)　沖縄県健康産業協議会「沖縄ブランドWELLNESS OKINAWA JAPAN認証制度」審査員
3）北中城村「農を活かした健康・福祉の里づくりに向けた推進事業」委員（委員長）
4) 石垣市「地域創生総合戦略検証委員会」委員長
5) 鹿児島県企画課ウェルネス推進事業「かごしま幸せプロジェクト委員会」委員
6) 一般社団法人アジア食文化交流協会理事
7）一般社団法人沖縄コーヒー協会理事
8) 独立行政法人都市再生機構「URまちづくり支援専門家」
9）一般社団法人国際ＮＧＯ国境なき腎臓病患者支援会顧問
10）株式会社しまのや顧問
11）イーストホームタウン沖縄株式会社顧問
12）沖縄海洋工機開発株式会社技術顧問
13）琉球文化交流研究センターLLC顧問
14)　一般社団法人CCRCウェルネス研究センター顧問
15) 株式会社ウェルネスメディカル研究所顧問

●「産官学連携の共同研究、受託研究等による連携構築」
受託研究2件、寄附金4件を獲得し研究を遂行した。
1)荒川雅志：「沖縄離島活性化推進事業 観光客誘客強化事業海洋深層水を活用した新体験プログラ
ム形成事業」（委託元：久米島町、11,712千円）
2)荒川雅志：「石垣ウェルネス地方創生インターンシップ開発事業」（委託元：石垣市、1,000千円）
（寄附金獲得）
1）カトープレジャーグループKPG HOTEL&RESORT （300千円）
2）株式会社JTB総合研究所（1,000千円）
3）NPO法人食の風（350千円）
4）一般社団法人沖縄コーヒー協会（200千円）
●「各種講演、外部講義の提供」
荒川雅志. 沖縄県福祉保健部健康長寿課主催沖縄県健康経営動画セミナー「柔道家古賀稔彦×荒川
雅志教授スペシャルトーク」講演。講演タイトル「ウェルネス健康経営のすすめ」（3月18日、沖縄県庁）
荒川雅志. 石垣市受託事業「石垣地方創生資源論～石垣ウェルネスインターンシッププログラム」を共
同開発・実施（3月3～6日、石垣市）
荒川雅志. オータパブリケーションズHOTERES×瀬戸内DMO主催、広島銀行後援「デスティネーション
瀬戸内マネジメントセミナーin広島でジャパンウェルネスのプレゼンテーション実施（2月27日、リーガロイ
ヤルホテル広島）
荒川雅志. オータパブリケーションズHOTERES「デスティネーション箱根・小田原」マネジメントセミナーで
パネリスト講演（2月17日、箱根湯本富士屋ホテル）
荒川雅志. 沖縄コーヒーサミットin 琉球大学を共同企画・開催（2月16日、琉球大学）
荒川雅志. IT見本市「リゾテックin沖縄コンベンションセンター」に三井物産株式会社・三井情報株式会社
出展「沖縄ウェルネス・サードプレイス」システムの共同開発」（2月5～6日、沖縄コンベンションセンター）
荒川雅志. 久米島町議会議員を対象にウェルネス論講義（2月13日、琉球大学）。
荒川雅志. 沖縄県南城市職員、南城市議会議員を対象にウェルネス講演会講演（2月4日、南城市）
荒川雅志. 日本ヘルスツーリズムアテンダント講習会「ウェルネス論」講義（1月31日、東京）。
荒川雅志. 京都シニア大学受講生を対象とした沖縄健康長寿ツアーを株式会社KBS創研と開発・監修
（1月7～9日2泊3日実施）。
荒川雅志. 久米島町離島活性化事業の一環に久米島高校生による「人」中心とした観光まちづくりのグ
ループワーク発表会開催（12月23日、久米島）。
荒川雅志. アジア食文化交流協会と共催による海南島食文化ツアー開催、海南大学アリゾナ州立大学
国際観光学院（HAITC）訪問意見交換（12月2～6日）。
荒川雅志. 学びの旅シニア短期留学in沖縄（NPOシニアと大学とネットワーク主催、ツアープログラム開
発、監修（5泊6日。11月17～22日）
荒川雅志. 海洋治癒産業化基盤構築深化ワークショップ・セミナーで基調講演。タイトル「日本の海洋療
法の動向」（2019年11月11日、ソウル）
荒川雅志. 第43回「沖縄の産業まつり」琉球大学沖縄産学官イノベーション企画出展。出展テーマ「沖縄
コーヒーの6次産業化ブランド構築事業～1次産業の底上げと新たなツーリズムの創造～」（10月25日～
27日、那覇市）
荒川雅志. 「脳と農と食 収穫祭」講演（9月28日、東京）。
荒川雅志. スパ＆ウェルネスジャパン2019で講演（9月10日、東京ビックサイト）
荒川雅志. NIPPON MALAYSIA WELLNESS & TOURISM SUMMIT 2019講演。講演タイトル「The Global
Rise of Wellness, and Japan Spa and Wellness Tourism」（8月26日、ペナン）
荒川雅志. 重慶市主催「International Conference on Green Development」で講演（8月23-25日、重慶）
荒川雅志. 南城市主催「第1回南城市ウェルネス講座」講演。講演タイトル「ウェルネスとは、ウェルネス
ツーリズムとは？～南城市らしいウェルネスに向けて～（8月3日、南城市）。
荒川雅志. 令和元年度教員免許状更新講習講義担当「観光とウェルネス健康教育」（7月29日, 琉球大
学）
荒川雅志. ハレクラニ沖縄のウェルネスプログラム開発・監修。「ハレクラニ沖縄エスケープ～長寿の知
恵シリーズ」（7月24日、プレスリリース）
荒川雅志. 鹿児島県庁主催「鹿児島のウェルネスセミナー」講演。タイトル「ウェルネスとは、ウェルネス
ツーリズムとは？～鹿児島版ウェルネスツーリズムに向けて」（7月12日、鹿児島）
荒川雅志. 熱海市主催ATAMI2030会議「次世代ツーリズムの幕開け～豊かなライフスタイルを見つける
旅」講演（6月26日、熱海市）
荒川雅志. 上海体育大学で講演。講演タイトル「ウェルネスツーリズムと健康長寿沖縄：养生健康旅行
与健康长寿冲绳）（6月5日、上海）
荒川雅志. ロシアスパ業界関係者訪問団受け入れ。講演タイトル「Окинавское долго
летие и Велнес туризм／沖縄健康長寿ウェルネスツーリズム」（5月16日、琉球
大学）
荒川雅志. Numéro TOKYO（扶桑社）No.127「キレイになれる海美容」特集記事コメント掲載（4月26日発
行）
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●全学委員会、学部委員会の委員参画
●学科内役割分掌における業務の遂行

1.00

3.00
●国県市町村等の委員会等への参画
●産官学連携の共同研究、受託研究等による連携構築
●各種講演、外部講義の提供

0.00

管
理
運
営

●「全学委員会、学部委員会の委員参画」
「施設管理・安全衛生委員会」「教育研究評議会」「企画経営戦略会議」「人文社会科学系新研究科検
討委員会」「教員業績評価委員会」「島嶼防災運営委員会」（島嶼防災センター併任教員）「研究支援委
員会」「国際地域創造学部代議会」「国際地域創造学部調整会議」。
●「学科内役割分掌における業務の遂行」
観光地域デザインプログラムの時間割編成、観光科学研究科の時間割編成を担当した。
観光科学研究科長として研究科教育研究、管理運営に従事した。
第3期法人評価の年度にあたり現況調査表「観光科学研究科・教育」の作成を担当した。

知の地域創生拠点大学の社会貢献に資する国県各種事業への参画、委員参画、招聘講演等を精力
的に実施した。
●「国県市町村等の委員会等への参画」
1)　沖縄県文化観光スポーツ部「沖縄観光バリアフリー・アドバイザー派遣に関する委員会」座長
2)　沖縄県健康産業協議会「沖縄ブランドWELLNESS OKINAWA JAPAN認証制度」審査員
3）北中城村「農を活かした健康・福祉の里づくりに向けた推進事業」委員（委員長）
4) 石垣市「地域創生総合戦略検証委員会」委員長
5) 鹿児島県企画課ウェルネス推進事業「かごしま幸せプロジェクト委員会」委員
6) 一般社団法人アジア食文化交流協会理事
7）一般社団法人沖縄コーヒー協会理事
8) 独立行政法人都市再生機構「URまちづくり支援専門家」
9）一般社団法人国際ＮＧＯ国境なき腎臓病患者支援会顧問
10）株式会社しまのや顧問
11）イーストホームタウン沖縄株式会社顧問
12）沖縄海洋工機開発株式会社技術顧問
13）琉球文化交流研究センターLLC顧問
14)　一般社団法人CCRCウェルネス研究センター顧問
15) 株式会社ウェルネスメディカル研究所顧問

●「産官学連携の共同研究、受託研究等による連携構築」
受託研究2件、寄附金4件を獲得し研究を遂行した。
1)荒川雅志：「沖縄離島活性化推進事業 観光客誘客強化事業海洋深層水を活用した新体験プログラ
ム形成事業」（委託元：久米島町、11,712千円）
2)荒川雅志：「石垣ウェルネス地方創生インターンシップ開発事業」（委託元：石垣市、1,000千円）
（寄附金獲得）
1）カトープレジャーグループKPG HOTEL&RESORT （300千円）
2）株式会社JTB総合研究所（1,000千円）
3）NPO法人食の風（350千円）
4）一般社団法人沖縄コーヒー協会（200千円）
●「各種講演、外部講義の提供」
荒川雅志. 沖縄県福祉保健部健康長寿課主催沖縄県健康経営動画セミナー「柔道家古賀稔彦×荒川
雅志教授スペシャルトーク」講演。講演タイトル「ウェルネス健康経営のすすめ」（3月18日、沖縄県庁）
荒川雅志. 石垣市受託事業「石垣地方創生資源論～石垣ウェルネスインターンシッププログラム」を共
同開発・実施（3月3～6日、石垣市）
荒川雅志. オータパブリケーションズHOTERES×瀬戸内DMO主催、広島銀行後援「デスティネーション
瀬戸内マネジメントセミナーin広島でジャパンウェルネスのプレゼンテーション実施（2月27日、リーガロイ
ヤルホテル広島）
荒川雅志. オータパブリケーションズHOTERES「デスティネーション箱根・小田原」マネジメントセミナーで
パネリスト講演（2月17日、箱根湯本富士屋ホテル）
荒川雅志. 沖縄コーヒーサミットin 琉球大学を共同企画・開催（2月16日、琉球大学）
荒川雅志. IT見本市「リゾテックin沖縄コンベンションセンター」に三井物産株式会社・三井情報株式会社
出展「沖縄ウェルネス・サードプレイス」システムの共同開発」（2月5～6日、沖縄コンベンションセンター）
荒川雅志. 久米島町議会議員を対象にウェルネス論講義（2月13日、琉球大学）。
荒川雅志. 沖縄県南城市職員、南城市議会議員を対象にウェルネス講演会講演（2月4日、南城市）
荒川雅志. 日本ヘルスツーリズムアテンダント講習会「ウェルネス論」講義（1月31日、東京）。
荒川雅志. 京都シニア大学受講生を対象とした沖縄健康長寿ツアーを株式会社KBS創研と開発・監修
（1月7～9日2泊3日実施）。
荒川雅志. 久米島町離島活性化事業の一環に久米島高校生による「人」中心とした観光まちづくりのグ
ループワーク発表会開催（12月23日、久米島）。
荒川雅志. アジア食文化交流協会と共催による海南島食文化ツアー開催、海南大学アリゾナ州立大学
国際観光学院（HAITC）訪問意見交換（12月2～6日）。
荒川雅志. 学びの旅シニア短期留学in沖縄（NPOシニアと大学とネットワーク主催、ツアープログラム開
発、監修（5泊6日。11月17～22日）
荒川雅志. 海洋治癒産業化基盤構築深化ワークショップ・セミナーで基調講演。タイトル「日本の海洋療
法の動向」（2019年11月11日、ソウル）
荒川雅志. 第43回「沖縄の産業まつり」琉球大学沖縄産学官イノベーション企画出展。出展テーマ「沖縄
コーヒーの6次産業化ブランド構築事業～1次産業の底上げと新たなツーリズムの創造～」（10月25日～
27日、那覇市）
荒川雅志. 「脳と農と食 収穫祭」講演（9月28日、東京）。
荒川雅志. スパ＆ウェルネスジャパン2019で講演（9月10日、東京ビックサイト）
荒川雅志. NIPPON MALAYSIA WELLNESS & TOURISM SUMMIT 2019講演。講演タイトル「The Global
Rise of Wellness, and Japan Spa and Wellness Tourism」（8月26日、ペナン）
荒川雅志. 重慶市主催「International Conference on Green Development」で講演（8月23-25日、重慶）
荒川雅志. 南城市主催「第1回南城市ウェルネス講座」講演。講演タイトル「ウェルネスとは、ウェルネス
ツーリズムとは？～南城市らしいウェルネスに向けて～（8月3日、南城市）。
荒川雅志. 令和元年度教員免許状更新講習講義担当「観光とウェルネス健康教育」（7月29日, 琉球大
学）
荒川雅志. ハレクラニ沖縄のウェルネスプログラム開発・監修。「ハレクラニ沖縄エスケープ～長寿の知
恵シリーズ」（7月24日、プレスリリース）
荒川雅志. 鹿児島県庁主催「鹿児島のウェルネスセミナー」講演。タイトル「ウェルネスとは、ウェルネス
ツーリズムとは？～鹿児島版ウェルネスツーリズムに向けて」（7月12日、鹿児島）
荒川雅志. 熱海市主催ATAMI2030会議「次世代ツーリズムの幕開け～豊かなライフスタイルを見つける
旅」講演（6月26日、熱海市）
荒川雅志. 上海体育大学で講演。講演タイトル「ウェルネスツーリズムと健康長寿沖縄：养生健康旅行
与健康长寿冲绳）（6月5日、上海）
荒川雅志. ロシアスパ業界関係者訪問団受け入れ。講演タイトル「Окинавское долго
летие и Велнес туризм／沖縄健康長寿ウェルネスツーリズム」（5月16日、琉球
大学）
荒川雅志. Numéro TOKYO（扶桑社）No.127「キレイになれる海美容」特集記事コメント掲載（4月26日発
行）
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(別紙１） 本シートは令和2年5月以降に学内外へ公表されます。
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教授

令和１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）

平野　典男 所　　属

領
域

国際地域創造学部　観光地域デザインプログラム 職　　名名　　前

0.20

①　航空産業におけるアライアンス問題、日本におけるLCCの展開等に
　　ついて研究を進める。

②　早稲田大学会計研究所の招聘研究員として同研究所の研究会参加
　　及び研究叢書の執筆を進め、今年度中の出版を目指す。

業務
ウェイト比
（予定）

令和１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

①　学部の授業：必修科目「基礎演習」「観光学演習Ⅰ」「観光学
     演習Ⅱ」、選択科目「ホテル経営論」「宿泊サービス概論」
     「運輸ビジネス論」「交通サービス概論」「インターンシップ」
　 　「沖縄観光ビジネス入門」を担当する。
　　　 また、オムニバスで「観光とサステナビリティ」「観光地域デ
    ザインプレ演習」を分担する。

② 大学院の授業：必修科目「フィールド研究特論Ⅱ」選択科目「ホテ
　　ルマネジメント演習」を担当する。
    また、オムニバスで「観光ビジネス特論」を分担する。

③観光学演習ⅠⅡにおいて、　Inspired. Labと連携し、デザインシンキ
　ングのワークショップを月１回開催する。

0.30

令和１年度　年度末自己点検結果

①　学部の学生支援委員会の委員等、割り振られた担当の管理運営
　　業務に従事し，円滑な学部運営に寄与する。

②　プログラム共通予算等を担当し、円滑なプログラム運営に寄与する。

業務
ウェイト比
（実績）

0.20

0.20

0.30

①当初予定どおりの科目を担当した。インターンシップでは、JTAの協力により特別
コースを開催し、東洋大学生との協働による滞在型旅行商品造成や客室乗務員の
トレーニングプログラムの開発に学生を取り組ませた。その内容は学長記者懇談
会や記者発表会を通じ、学生達の活動を新聞やテレビ、機内誌等の媒体で取り上
げて頂いた。また、非常勤講師費用削減の状況下、多くの企業団体に協力を頂い
て、無償で外部講師を派遣（施設見学を含め延べ15回）していただいたり、100人規
模でのSDGｓゲームを開催したりできた。

②当初予定通りの科目を担当した。また修士1年次の院生１名の研究指導、及び
修士2年次の修士論文の副査を担当した。

③観光学演習ⅠⅡでは県内外企業と月1回のデザイン思考のワークショップ、及び
東京のInspired.Lab.でのサーマーインターンシップを企業からの支援（サマーイン
ターンシップでは東海理化さまより500万円の予算枠を設定いただいた）を受けて
実施した。

①共著書「エアラインビジネス論」（2017）の重版（初版第3刷　2020年3月）に研究内
容を反映した。また、2021年春の第2版の改訂に向けて、新たな知見を反映させる
べく研究者間で検討を進めた。

②早稲田大学会計研究所の会計研究叢書として『会計情報のモデル分析続』（仮
題）の出版を目指し、「先行指標、業績測定、長期契約対短期契約」（Dutta and
Reichelstein(2003)の解題）の章を執筆したが、同研究所運営委員会で再審査とな
り、当初目的は達成できなかった。

③ベルモント・フォーラム事業にアメリカ・カタールの研究者とともに「災害リスク低
減とレジリエンス」の研究提案を行い、JSTに応募申請を行ったが、審査に落選し
た。

①　ホテル業界検定スタートアップ支援協議会の人材開発委員会の委員
　　として昨年度から始まった国家資格「ホテル産業職業能力資格」試験
　　の全国展開に取り組む。

②　沖縄本島地域タクシー準特定地域協議会会長・日経教育グループの
　　　教員課程編成委員会の委員等として活動を行う。

0.40

0.00

管
理
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①学生支援委員会委員として活動を行ったほか、学部・研究科の入学試験業務を
担当した。また、教育後援会の理事として活動した。
   また研究科の指導教員資格審査委員として活動を行った。

②共通予算の作成、管理、再配分等を行った。

①検定委員、沖縄地区運営委員長に就任し、2020年の沖縄での国家試験開催を
目途に準備を進めている。またテキスト委員会にて全21巻のテキストの作成を進め
ており、第19巻のプロパティマネジメントの章の執筆を担当し、2020年1月に発行し
た。

②当初目標の各委員として活動を行ったほか、新たに沖縄県国営沖縄記念公園
内施設に係る首里城行催事等実施基準検討委員会、沖縄県国営沖縄記念公園内
施設に係る管理者制度運用委員会の委員に就任し活動を行った。
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学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

計

□ □

教授

平成３１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）

波多野　想 所　　属

領
域

国際地域創造学部 観光地域デザインプログラム職　　名名　　前

0.20

（1）鉱山景観マネジメントおよび観光の役割に関する研究テーマで、新たな
科研費申請および、その他の外部資金獲得に向けた作業を実施する。
（2）（台湾）新北市立黄金博物館との共同研究を実施する。
（3）島嶼地域科学研究所の共同研究に積極的に関与する。
（4）島嶼地域科学研究所による編集・発行が予定されている英文書籍に掲
載する原稿の校正作業を行う。

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

（1）学部においては、必修科目として「観光学プレ演習」「観光学演習Ⅰ」
「観光学演習Ⅱ」、選択選択科目として「観光地理学」、選択科目として「ヘリ
テージツーリズム論・基礎」「島嶼観光入門」を提供する。特にまた大学院に
おいては「観光資源マネジメント特論」「文化観光資源マネジメント演習」「特
別研究」を担当する。
（2）昨年度に引き続き、各科目において、Problem Based Learning（PBL、問
題解決型授業）の手法を取り入れ、思考能力や問題解決能力を養うことを
目標に、知識の吸収に留まらない授業を実施する。
（3）2年次指導教員として、学生に対する教育支援、学習指導、生活指導を
積極的に行う。
（4）修了年度を向かえる大学院生の調査研究活動および論文執筆の指導
を積極的に行う。
（5）研究室における活動をより充実させるため、平成31年度も引き続き、週
一度夜間に読書会を開催する。大学院教育においても、独自に大学院ゼミ
を週一度開催し、大学院生および大学院進学希望者の研究能力の向上に
努める。

0.30

平成３１年度　年度末自己点検結果

（1）プログラム長、学科長の用務を全うする。
（2）学生支援委員会指導教員部門の部門長として、プログラム配属に係る
作業の統括等を引き続き行う。
（3）島嶼地域科学研究所副所長としての用務を全うする。

業務
ウェイト比
（実績）

0.30

0.20

0.20

（1）全ての科目でシラバスを作成し、目標通り実施した。
（2）昨年度に引き続き、各科目において、Problem Based Learning（PBL、問題解決
型授業）の手法を取り入れ、思考能力と問題解決能力の向上に努めた。
（3）2年次指導教員として、教育支援および学習支援を積極的に行った。
（4）修了年度を向かえた修士課程学生に対して、適切な修士論文作成指導を行
い、無事修了した。
（5）週に一度、夜間に読書会を開催し、学生の学習意欲向上と知識獲得に努め
た。

（1）新たな科研費「日本植民地下台湾における金瓜石鉱山の開発と事業圏域の拡
大」（基盤C）に申請した。
（2）（台湾）新北市立黄金博物館との共同研究については、現地調査を数回実施し
た。さらに、来年度の共同研究の内容について、協議を進め、計画を策定した。
（3）島嶼地域科学研究所が進めている「Interisland vitality & resilience」プロジェク
トに参加し、コミュニティユニットのリーダーとして、活動した。
（4）島嶼地域科学研究所による編集・発行が予定されている英文書籍に掲載する
原稿の校正作業を行った。

以下2点は当初目標に掲げていなかったものである。
（5）大型科研「関係性の科学としての島嶼地域科学の理論と方法論」（学術変革領
域A）への申請（領域代表者兼研究代表者）を行った。
（6）島嶼地域科学研究所発行『Okinawan Journal of Island Studies』の編集委員を
務めた。

（1）南城市と共に進めてるエコミュージアム活動を行い、同時にそれをゼミ
活動の一環として、調査研究とワークショップを開催し、まちづくりのきっか
け作りを行っていく（それが同時に、学生の社会的活動及び実践力向上に
繋がることを狙う）。
（2）以下の自治体関連委員会委員を担う。
［景観関係］
・沖縄総合事務局開発建設部「景観委員会」（委員）
・沖縄県「沖縄県景観評価委員会」（委員）
・沖縄県「景観形成審議会」（委員）
・沖縄都市モノレール「沖縄都市モノレール車体利用広告審査会」（委員）
・浦添市「浦添市屋外広告物検討協議会」（委員）
［文化遺産関係］
・沖縄県「沖縄県世界文化遺産保存活用学術委員会」（委員）
・沖縄県「沖縄県文化財保護審議会」（専門委員）
［観光関係］
・南城市「南城市観光振興委員会」（委員）

0.30

0.00
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（1）プログラム長、学科長の用務を行った。
（2）学生支援委員会指導教員部門の部門長として、プログラム配属に係る作業の
統括を行った。
（3）島嶼地域科学研究所副所長としての用務を行った。

（1）南城市と協議を行った。
（2）以下の自治体関連委員会委員を担った。
［景観関係］
・沖縄総合事務局開発建設部「景観委員会」（委員）
・沖縄県「沖縄県景観評価委員会」（委員）
・沖縄県「景観形成審議会」（委員）
・沖縄都市モノレール「沖縄都市モノレール車体利用広告審査会」（委員）
・浦添市「浦添市屋外広告物検討協議会」（委員）
・那覇市「都市景観審議会」（委員）
［文化遺産関係］
・沖縄県「沖縄県世界文化遺産保存活用学術委員会」（委員）
・沖縄県「沖縄県文化財保護審議会」（専門委員）
・南城市「世界遺産斎場御嶽周辺エリア景観形成基本計画策定検討委員会」（委
員長）
[観光関係]
・南城市「南城型エコミュージアムプレイヤー会議」（委員）
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学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

計

□ □

准教授

平成３１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）

片岡英尋 所　　属

領
域

国際地域創造学部 職　　名名　　前

0.20
科研費研究の成果として、紀要等への記載を目指す。また、前回の科研費
研究の成果をまとめつつ、次回の科研費獲得のための企画を継続する。

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

「基礎演習1組」「観光地域デザイン入門」の講義において、新入生とのコミュ
ニケーションを密にし、昨年度以上に修学意欲の向上に努める。又、同科目
の講義内容につき「沖縄観光ビジネス入門」との連携向上を図る。最終年次
のゼミ生と留学から復帰するゼミ生への対応が一面的にならないように留意
し、希望の進路に進むサポートを充実させる。

0.30

平成３１年度　年度末自己点検結果

学部教育委員会委員入試広報担当、アドミッション担当委員、代議会委員と
して、管理運営を迅速確実にする。

業務
ウェイト比
（実績）

0.30

0.10

0.20

左記の方針通りに講義のクラス運営を行い、目的を達成した。

過去に始動した研究科修了生の修士論文を基に、共著により紀要への掲載は出来
たが、科研費等競争的資金の獲得には至らなかった。

今年度は、金武町中小企業振興審議会の委員を拝命しており、同町の中小
企業の活性化に注力する。
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左記の委員会で、運営に貢献できた。

左記の役割につき、引き続き担当し、目的を達成した。
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学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

計

□ □

准教授

平成３１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）

大島　順子 所　　属

領
域

国際地域創造学部　国際地域創造学科 職　　名名　　前

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

①学生の効果的且つ効率的な教育環境の構築をめざし、授業運営に関す
る連絡（特に予習・復習の徹底）体制強化及び修学のモチベーションを高め
ることを目的に、担当する科目すべてにおいてe-learning（WebClass）を活
用する。
②URGCCの学習達成目標に繋がるアクティブラーニングの具体的な手法
の構築を目指し、専門教育で担当する授業においてポートフォリオに取り
組む。ポートフォリオの活用においては効率良い方法（時短につながる）と
なるよう工夫する。
③エコロジカル・キャンパス学生委員会の指導教員として学生活動の直接
的な指導及び支援にあたる。（県外引率を伴う研修の同行が2～3件予定）
④現場から学ぶことを重視し、沖縄のフィールド（特に、やんばる地域）を活
かしたゼミ活動を他学部との連携及び地域住民の支援を受けて取り組む。
⑤研究及び出張等で得られた知見や最新の情報を授業に反映させる。

30.00

20.00

①目標設定の通り、WebClassの活用を4科目において導入し、学生に浸透させる
ことができた。予習（Study Guideをダウンロードし、事前学習に取り組む）を行わな
いと授業に積極的な参画ができない状況をつくり上げ、閲覧回数を向上させること
ができた。(例えば、「ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ入門/エコツーリズム論・基礎」及び「環境教育論
／観光地における環境教育」における【資料】閲覧回数合計は、1221回と866回で
あり、学生一人当たり15週の授業において22.7回、20.6回閲覧したことになる。）
WebClassについて効果的な活用方法を学び、今後も授業に活かしていきたい。
②「ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ入門/エコツーリズム論・基礎」及び「環境教育論／観光地における
環境教育」においてポートフォリオ及びアクティブ・ラーニングの方法を取り入れる
ことができた。学生へのアンケート結果をもとに教授法についての実践報告をまと
めている。
③エコロジカル・キャンパス学生委員会の指導教員として学生活動の直接的な指
導及び支援にあたったことの成果として、9月10～11日環境マネジメント全国学生
大会＠千葉大学に3名、11月9～10日第13回HESDフォーラム＠成蹊大学に2名、
そして12月5～7日エコプロ2019＠東京ビックサイトに5名の学生を派遣し、学生活
動の向上を図るとともに就職支援にも繋がった。
④ゼミ活動を農学部との連携及び地域指導者の協力のもと合計8日間取り組むこ
とができた。

（■は、目標設定時に予定に組まれていなかったもの）
①受託した林野庁沖縄森林管理署の事業は計画通り遂行することができた。
②科研費助成事業への申請は行わなかった。
③「沖縄島やんばる地域の約 65年⽣⼆次林における⼤径⽊の分布と地形の関
係」（共著、『森林計画学会誌』（ 52 巻 2 号 2019年3月）が査読付き論文として投
稿受理された。
④日本環境教育学会・山梨大会（8月24～25日）において「水俣における集客交流
事業を担う市民組織の設立と発展経緯」と題した口頭発表及び「観光の教育力と
環境教育（6）」と題する自主課題研究会を実施した。日本森林学会（名古屋市：3
月26～30日）において「世界自然遺産候補地やんばるにおける林業の担い手の
役割と可能性」と題する口頭発表を行う予定。
⑤日本環境教育学会の代議員として企画委員会副委員長を務め、九州・沖縄支
部設立に尽力し、2020年度設立研究大会の開催に近づけた。第31回年次大会
（北九州）の実行委員として公開シンポジウム及び教員セミナーの企画を担当す
る。
■日本社会教育学会の研究部会「持続可能な社会と地域づくり」のメンバーとし
て、その成果を2020年度の集会等で発表する。
■『持続可能な社会をつくる教育事典』（日本環境教育学会編集、2019年6月）の
項目執筆（p.p.116-117）を担当した。

①沖縄県内自治体の各種審議会／専門委員会の委員に継続して参画す
る。※委員会等には、学内の教育研究に支障無く関わることはもちろんで
あるが、参画することにより入手できる貴重な（学術的及び統計的）情報を
教育研究に活かすよう努める。しかしながら、委員の再任にあたっては就
任の削減に努める。
③公開授業（2科目）の提供及び公開講座3件の担当教員として地域の指
導者と学部の教員と共同で開催する。
④JICA研修及び沖縄県かりゆし長寿大学における講義の担当ならびにカ
リキュラム作成にあたっての協力を行う。
⑤琉球大学教員免許状更新講習として2講座を提供する。
⑥全国レベル及び県内レベルのNPO等の市民組織に理事として参画し、
専門性を活かした活動に取組む。（助成金獲得事業への申請）
⑦県内ユネスコスクールにおける校内研修のコーディネート及び講義を担
当する。

30.00

30.00

①産官学受託事業（外部資金）として林野庁沖縄森林管理署「平成31年度
希少野生生物保護管理事業（沖縄島北部）」の獲得を目指し、担当者（契
約主体：琉球大学）として国有林野の利活用における調査研究および提言
を行う。
②特化型研究「特色ある研究」の取組みの一環として、一昨年度終了した
文科省科学研究費助成事業の継続調査に位置づけた世界自然遺産登録
に向けた研究を申請する。
③上記の成果及び社会貢献活動③の成果を関連学会等の査読付き学術
誌へ投稿する。（国内2件）
④日本環境教育学会（山梨県：8月24～25日）および日本森林学会（名古
屋大学：3月末）において口頭発表を行う。
⑤所属学会の代議員として学会活動に参画する。
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①全学エコロジカルキャンパス推進委員会・企画部会の副委員長として学生委員
会の担当教員となり、学生活動の支援にあたる（領域「教育・学生支援」の③）こと
を、琉球大学におけるSDGsへの取組みの枠組みで整理し、公表することが出来
た。
①全学URGCC学士教育プログラム委員会委員として積極的に関わり、シラバス・
レビューを通してプログラム内の教員に対してDP及びCPとの整合性の促進に努
めることができた。今年度は新学部として2年目であるが、学部教務委員としての
調整作業量が多く、身体的／精神的にもストレスを感じることが多々あった。
②全学対象の環境総合副専攻及び琉球学副専攻の担当教員として科目担当及
び副専攻の運営・指導に携わった。
③琉球大学としてSDGsに取組むための学長へ諮問するWGのメンバー（教育分野
担当）として参画し、11月に答申した内容の一部を計画及び執筆した。
④琉球大学のユネスコスクール支援大学間ネットワーク（ASPUnivNet)への加盟
に向けた申請の準備段階まで来たが、年度内の申請完了には至らなかった。
2020年度も継続して支援し、加盟にこぎ着ける。

（■は、目標設定時に予定に組まれていなかったもの）
①沖縄県振興審議会専門部会委員、沖縄県環境教育プログラム改訂作成検討委
員会等、沖縄県の他2件の委員会、那覇市環境審議会の委員（計5件）として、専
門性を活かした審議に参画した。
③公開講座（1講座）で地域指導者と連携して約10名の受講生を受け入れ、好評
のうちに終了することができた。成果分析を元に生涯学習教育研究センターの紀
要に論文を執筆中である。
④JICA研修における講義（計9時間）、沖縄県かりゆし長寿大学における講義（計
4時間）及びカリキュラム作成にあたっての支援（相談、教材選び等）を行った。特
に、1月28日のJICA研修でこれまでと異なる講義で専門性を活かせたことは国際
貢献としての活動の幅を広げることが出来た。
⑤免許状更新講習3件（琉球大学及び宮古島）を提供した。
⑥環境省・九州地方 ESD 活動支援センター企画運営委員会の委員として、専門
性を活かした審議や機関誌への寄稿等の貢献を行った。沖縄県ESD研修会（2/2)
の企画・運営及び西表島ESD意見交換会（3/25)において、専門的見地から講義
を担当した。
■沖縄県立総合教育センターから依頼を受け、沖縄県高等学校初任者研修
(7/26)、小中学校初任者研修（8/7)及び夏期短期研修「小中高特支　環境学習指
導講座」＠(8/1）の講師として、専門分野である環境教育やESD及びSDGsの講義
を担当した。
■沖縄県教育委員会生涯学習振興課のESD研究指定校事業に定期的なアドバイ
スを行った。

社
会
貢
献

20.00

平成３１年度　年度末自己点検結果

①全学エコロジカルキャンパス推進委員会の企画部会委員長として、学内
の環境マネジメントシステム構築に参画し、特にエコロジカル・キャンパス学
生委員会の指導教員として学生活動の支援にあたる。（県外引率を伴う研
修の同行が3件予定されている）
②全学対象の環境総合副専攻の担当教員の一人として科目担当及び副
専攻の効率良い会議運営に携わる。
③研究企画室が取組む事業（例えば、文科省公募事業DESIGN-i）へ参画
する。
④琉球大学のユネスコスクール支援大学間ネットワーク（ASPUnivNet)へ
の加盟に向けた支援、協力を行う。

20.00

30.00

100.00 100.00

　 0.00

20.00

0.00

学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

計

□ □ 学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。
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　 0.00
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管
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○教員選考調書委員会委員として教員採用人事にかかわるとともに、大学院の入
試業務にも従事した。

○地域産業資源活用事業評価委員会・農商工等連携事業評価委員会・官公適格
組合審査諮問委員会委員長（内閣府沖縄総合事務局）委員長として委員会を開催
し、基準を充足した案件について法認定と補助金交付を行った。
○沖縄県産業振興公社中小企業課題解決プロジェクト推進事業審査委員会委員
長として審査委員会（新規プロジェクトと継続プロジェクト）を開催し、補助金交付事
業を選定した。
○沖縄ＴＬＯ産学官連携ネットワーク形成事業審査委員会委員長として委員会を開
催し、支援対象案件の選定および各開発案件についての助言を行った。
〇ものづくり・商業・サービス生産性向上事業審査委員として事業評価にかかわり、
ビジネスプランに対する課題を抽出・提示した。

社
会
貢
献

0.20

平成３１年度　年度末自己点検結果

○各種委員会委員としての貢献

業務
ウェイト比
（実績）

0.10

0.30

0.20

○担当科目について新たな内容・事例を追加した講義資料を作成し、受講生からの
授業評価をふまえた授業の改善に取り組むとともに、WebClassの活用を図った。ま
た担当科目についての授業評価アンケートを実施した（前・後学期）。
○演習Ⅰにおいては、論文テーマの設定について指導を実施し、全員の論文テー
マが確定した。
○ゼミ論文の作成指導を行い（演習Ⅱ）、ゼミ生全員（11名）が論文を完成させた
（教育後援会の補助を受け、論文集は製本し、配付した）。
○ゼミ卒業生との交流会を開催し、ＯＢ・ＯＧから現役学生に対する進路面での助
言を受けた。
○大学院生（M1）の修士論文作成指導を行い、修士論文の土台となる小論文の作
成につなげた。また 大学院生（M2）については修士論文を完成させた。

○科研費基盤研究（C） を申請した。
○「ローカル企業の成長プロセス」に関する研究会を経営哲学学会沖縄部会と共同
開催した。
〇沖縄経済プロジェクトでは、補助金を活用し、農連プラザの視察を行うとともに、
名古屋で資料収集を行った。

○地域産業資源活用事業評価委員会・農商工等連携事業評価委員
会・官公適格組合審査諮問委員会委員長（内閣府沖縄総合事務局）
委員長としての貢献
○沖縄県産業振興公社中小企業課題解決プロジェクト推進事業審査
委員会委員長としての貢献
○沖縄ＴＬＯ産学官連携ネットワーク形成事業審査委員会委員長とし
ての貢献
○ものづくり・商業・サービス生産性向上事業審査委員としての貢献

0.40

0.35
○科研費基盤研究（C） の申請
○「ローカル企業の成長プロセス」に関する共同研究の実施
○沖縄経済プロジェクトによる共同研究の実施

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

○経営戦略論・競争戦略論の講義資料の作成と受講生の評価をふ
まえた授業の改善、授業評価アンケートの実施
○経営学演習Ⅰにおける研究指導（ゼミ論文のテーマ設定について
の　指導）と経営学演習Ⅱにおけるゼミ論文の作成指導
○ゼミ卒業生との交流会を通じた進路指導
○大学院生(M1・M2）の修士論文作成指導

0.35

教授

平成３１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）

與那原　建 所　　属

領
域

国際地域創造学部　国際地域創造学科 職　　名名　　前



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。
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計 1.00 1.00

国
際
交
流

0.20

1. SEAMA2020- Islands Tourism & Hospitality Management 2020 として3月に開催。参加者
75名（コロナウィルス拡大により約20名キャンセル）。沖縄タイムスに記事が掲載された。
＊参加者から次回SEAMA2021開催の期待が多く寄せられた。課題は開催費用、外部資金
獲得に務めたい。
2.天主教輔仁大学との交流協定締結
3.教育・学生支援を参照
4.SEAMA2020開催に向け、委員会の合意、協力を得た。

0.20

0.20

管
理
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営

左記4項目について務めを果たした。

1.沖縄県公共工事入札契約適正化委員会委員：依頼通り委員の務めを果たした。
2.上記、教育・学生支援を参照

社
会
貢
献

0.05

平成３１年度　年度末自己点検結果

1.副学部長、プログラム長、学科長業務
2.学部国際交流・地域貢献委員会委員長他
3..障がい学生支援室併任教員
4.国際教育専門委員会委員

業務
ウェイト比
（実績）

0.20

0.20

0.05

インターンシップ（前期集中）：受講者37名、事前学習：5/12、5/19 各3コマ。＊2年次必修
「キャリア開発演習」での学びの実践の場としての位置づけ。受講者増が課題。
キャリア開発演習（後期集中）：受講者99名、オリエンテーション（10/12）、グループ面談、
リーダー面談、成果発表会（2/1）、グループ面談（振り返り）
＊99名、17グループを1名で担当することは困難になりつつある。次年度はTA導入を計画。
交流：天主教輔仁大学（5月）大学院生10名、香港公開大学(6月)学部生15名、と合同授業、
懇親会を実施。APU、和歌山大学、山口大学と連携し、学生の研究発表会をAPUにて実施
（1月）、参加者30名（うち本学4名）。
＊すべての交流は英語にて実施した。英語力の低い学生にとって、言葉だけでなく、ニュア
ンス（雰囲気）でコミュニケーションがとれることを体験できたことが自信に繋がった。

1.学会発表
・EATSA (Euro-Asia Tourism Studies Association ) 6月トルコ：基調講演を務めた。
　　タイトル：Current Issues of Tourism in Japan
・International Conference on Gen Next Hospitality、1月インド：基調講演を務めた。
　　タイトル：Current Issues of Hotel Industry in Japan
・Critical Tourism Studies Asia Pacific Conference 2月和歌山：口頭発表を行った。
 　 タイトル：Rethinking Tourism Education in Japan
2.査読論文投稿は1本に留まった。
3.受託研究費獲得（前田建設工業）

1.沖縄県公共工事入札契約適正化委員会委員
2.海外大学との合同ゼミ開催　（沖縄観光コンベンションビューロー依頼）

0.35

0.20

1.学会発表
・EATSA (Euro-Asia Tourism Studies Association ) 6月トルコ
・Critical Tourism Studies Asia Pacific Conference 2月和歌山
2.学会誌論文投稿掲載
・査読論文投稿、目標は3本
3.科研費等外部資金獲得

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定
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学生のキャリア形成に必須となる基礎力醸成の支援
・キャリアデザイン力：キャリア開発演習、インターンシップ活動：インターン
シップ、
　英語力向上：Introduction to Business English1.&2
・交流力：他大学との合同授業を実施し、異なる文化、価値観を持つ人々と
の交流力を高める。予定：天主教輔仁大学、香港公開大学、APU
＊他科目においても、自己責任、主体性を意識するよう授業内容に組み入
れていく。例：グループワークへの積極的な参加促進、発言・発表に対する
肯定的評価

0.35

教授

平成３１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）

橋本　俊作 所　　属

領
域

国際地域創造学部　国際地域創造学科 職　　名

1.Island Tourism & Management Conference 2019開催
2.海外大学との交流協定締結　（天主教輔仁大学：台湾他）
3.天主教輔仁大学、教員・院生沖縄訪問世話人　（
4.学部国際交流・地域貢献委員会委員長

名　　前



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。
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管
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・研究推進会議に出席し、学内の研究推進業務を行っていました。
・研究担当理事による学部研究状況の調査に対して、学部長と対応しました。
・台北オフィス委員として、2019年9月に台北で開催した提携大学との研究推進会
議に出席しました。
・同じく台北オフィス委員として、2019年12月に開催した「高校生・大学生中国語ス
ピーチコンテスト」に審査委員としてつとめました。
・紀要委員として、「経済研究」10月号と3月号の出版に関する業務を行いました。
・予定された入試業務を滞りなく行いました。
・一般入試後期日程の追加監督者として勤めました。
・SEAMA2020の開催ホームページを制作しました。

・同志社女子大学、明治大学、広島経済大学の共同研究者たちと、観光及び産業
財マーケティング関連のテーマで数回メール討議を行いました。
・Journal of Industrial Marketing Management(IMM)の査読依頼を受け、論文番号
2020-104を査読しました。
・公開講義として「マーケティング概論」と「広告論」の2科目を提供しました。両方と
も社会人1名の受講者を受け入れました。
・11月8日に本部棟3階理事室にて、(株)ナノベーションの相談を受けました。

社
会
貢
献

0.20

平成３１年度　年度末自己点検結果

・研究推進委員としてつとめ、全学及び学部の研究推進に励む。
・台北オフィス委員として、台湾の大学との連携推進業務に携わる。
・図書・紀要委員として、研究及び業績公開業務に携わる。
・必要な入試・広報業務に積極的に参加する。

業務
ウェイト比
（実績）

0.20

0.30

0.20

・授業アンケートの結果に基づき、講義内容を整理し、予習でわかる部分と講義中
で強調し説明したい部分を分けました。
・学生の予習内容について、セクション毎にWebclassにて質問専用掲示板を開設
し、質問内容を必ず講義中に回答し、質問者とその他の受講生の理解を確認しま
した。
・ゼミ活動において、「三越百貨店跡地の再利用」、「在住者にとっての沖縄魅力再
発見」、「自分のこだわりを他人にわかりやすく説明する」といった3つの課題を取り
組みました。そのうち「在住者にとっての沖縄魅力再発見」の報告会において(株)
ナノベーションの社長及びマーケティング担当者による講評を行いました。
・ゼミ選択に関して、復学した夜間主の学生による相談を対応しました。

・「中小製造企業の情報発信及び消費者ネットクチコミに関する実証研究(基盤C代
表)」と「観光アメニティ・アプリケーション・マトリックスを用いた観光地形成の理論
的研究(基盤B分担)」といった2つのテーマで令和2年度の科学研究費を申請しまし
た。
・吉田秀雄記念財団の助成金で調査したデータに対する統計分析を行い、その結
果を「中国人旅行者の写真撮影行動に関する実証分析」という題名で2020年3月
に発行する予定の「経営研究」に投稿しました。

・同志社女子大学、明治大学の研究者との研究ネットワークに参加し、オン
ラインショップ国際研究会に参加する。
・公開講義を2科目提供し、生涯学習に積極的に参与する。
・地域企業の要望に応え、必要に応じて積極的に役に立つ知見を提供す
る。

0.30

0.30
・観光行動に関する研究とビジネスネットワークの構築といったテーマを中
心に、外部資金の獲得に努力する。
・調査データを取りまとめ、紀要論文に投稿する。

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定
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研
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・授業アンケートで集まった学生の意見に優先順位を付け、積極的に講義
に取り入れる。特に、入門科目の講義内容の網羅性とわかりやすさの両立
に関する工夫を施す。
・ゼミ生に対して、外部コンテストの積極的参与を促す。
・学生の学習相談に対応する。

0.30

教授

平成３１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）

王　怡人 所　　属

領
域

国際地域創造学部　国際地域創造学科 職　　名名　　前



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

□ □学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。

計 100.00 100.00

　 0.00

10.00

0.00

管
理
運
営

力不足ではあったが、学部および大学院の管理運営に携わった。

沖縄国税事務所や大手国際会計事務所の方々を招いて、租税教育に力を注い
だ。

社
会
貢
献

10.00

平成３１年度　年度末自己点検結果

学部および大学院の管理運営に寄与する。

業務
ウェイト比
（実績）

10.00

40.00

15.00

学部のゼミ・講義に全力を投入した。学部講義用のパワーポイントのテキストを改
訂した。

国内の雑誌から論文を１本公刊した。

沖縄、関東などにおいて、租税教育に力を注ぐ。

35.00

50.00
国内の雑誌に１本論文を投稿する。また、公益財団法人が開催している論
文コンテストに英語の論文を投稿する。

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

学部のゼミ・講義に全力を投入する。学部講義用のパワーポイントのテキス
トを改訂することを予定している。

30.00

教授

平成３１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）

野口　浩 所　　属

領
域

国際地域創造学部　国際地域創造学科 職　　名名　　前



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

□ □ 学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。

計 1.00 0.00

0.00

0.00

管
理
運
営

・学部指導教員部門 部門長の業務を担当した。
・学部学生支援委員会　委員の業務を担当した。
・上記の他に、１委員の業務を担当した。

0.40

研究の種類：応用的研究、実践的研究
研究テーマ：東南アジアにおける観光マネジメント、フードツーリズム、観光
ルート開発
・科学研究費採択研究(基盤C)「インドネシア貧困地域における観光ファミ
リービジネスのスタートアップ課題と支援戦略」を実施する。
・観光に関する論文を1編以上執筆し公刊する。
・上記研究テーマに関する研究を学会、学術会議で1回以上発表する。

業務
ウェイト比
（予定）

　 0.00

0.00

・1年次指導教員として学部必修科目「基礎演習」の授業構成及び教材開発を行っ
た。
・科目「観光マネジメント論」、「観光事業論」の教材改善を行った。
・経営学演習I及びIIにおける東南アジア観光開発研修として台湾、タイでの研修を
12月に実施した。
・ゼミ生の学習に関する個人指導を随時実施した。
・各学期の開始時及び随時に3年次及び4年次ゼミ学生への進路指導を実施した。

・科学研究費採択研究(基盤C)「インドネシア貧困地域における観光ファミリービジネ
スのスタートアップ課題と支援戦略」の研究計画に従って、研究成果の一部をマ
レーシア・コタバル市にて開催された国際学術会議「2nd International Conference
on Tourism, Technology and Business Management」にて口頭発表した。
・上記国際会議Proceedingsにおいて、full paper「STRATEGIES OF NON-
FINANCIAL SUPPORT FOR START-UP ENTREPRENEURS OF HOMESTAY: AN
EXPLORATIVE CASE STUDY IN THE RURAL AREA OF SMALL ISLANDS OF
INDONESIA」を公刊した。
・日本観光学会第113回全国大会にて、上記科研費プロジェクトの成果の一部を「イ
ンドネシア後発地域における観光ファミリービジネスのスタートアップ課題」として口
頭発表した。

・科目「観光マネジメント論」の公開授業を実施する。
・「日本観光学会誌」編集委員

0.00

平成３１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）

桑原　浩 所　　属

領
域

平成３１年度　年度目標設定 平成３１年度　年度末自己点検結果
業務

ウェイト比
（実績）

国際地域創造学部　国際地域創造学科 職　　名名　　前 教授

教
育
・
学
生
支
援

研
究

・1年次指導教員として学部必修科目「基礎演習」の授業構成及び教材開発
を行う。
・科目「観光マネジメント論」、「観光事業論」の教材改善を図る。
・経営学演習I及びIIにおける東南アジア観光開発研修を立案し実施する。
・ゼミ生の学習に関する個人指導を実施する。
・各学期の開始時及び随時に3年次及び4年次ゼミ学生への進路指導を実
施する。

0.40

・科目「観光マネジメント論」の公開授業を実施した。
・「日本観光学会誌」編集委員の業務を担当した。

社
会
貢
献

0.05

・学部指導教員部門 部門長
・学部学生支援委員会　委員

0.15

0.00



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

計

□ □ 学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。

1.00 1.00

　 0.00

0.10

0.00

管
理
運
営

①2年次指導教員としてプログラム配属やゼミナール説明会などに関する管理運営
業務を行った。
②教員免許状更新講習実施委員会委員として全学の会議に参加し，講習の改善
点などについて話し合いを行った。

①昨年度の教員免許状更新講習（ファシリテーション）の振り返りを行い，その結果
を踏まえエクササイズをなどを改善した教材を用いて教員免許状更新講習を実施し
た。
②コーチングに関連する教材を新たに開発して教員免許状更新講習を実施した。
③ボランティアとして病院組織の管理職や新人に対して研修を開発して実施した。

社
会
貢
献

0.30

平成３１年度　年度末自己点検結果

①昨年度から継続している指導教員として管理運営を行う。
②本年度新たに担当になった委員会委員として管理運営を行う。

業務
ウェイト比
（実績）

0.10

0.30

0.30

①人的資源管理論の講義において，コーチングに関するiPadを活用した教材を新
たに開発して，その教材をもとに授業（昼間主・夜間主計2コマ）を実際に行った。
②1on1ミーティングを実施して，経営学演習受講学生のキャリア・デザインのサ
ポートの一環として，就職活動に関する相談やエントリーシート添削などを行った。

①外部資金（科研費，分担者）に関する調査を計画して病院組織において実施し
た。
②研究代表者として多技能化に関する研究計画調書を新たに作成して外部資金
（科研費）の申請を行った。
③学術論文を新たに執筆して公刊した（「ファシリテーション・トレーニングの効果に
関する予備的分析」『琉球大学經濟研究』，第 98 号，2019年9月）。

①昨年度実施した教員免許状更新講習（ファシリテーション）の振り返りを行
うとともに，その情報をもとに改善した教材を用いて講習を実施する。
②今年度はコーチングに関連する教材を新たに開発して教員免許状更新講
習を実施する。
③ボランティアとして病院組織の人的資源管理をサポートする（継続）。

0.30

0.30

①現在獲得している外部資金（科研費，分担者）に関する調査を計画して実
施する。
②研究代表者として研究計画調書などを新たに作成して外部資金（科研費）
の申請を行いその獲得を目指す。

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

①本年度は新学部の新しい授業である人的資源管理論の講義において，
iPadを活用した教材を新たに開発して，その教材をもとに授業を実際に行
う。
②ゼミナール（経営学演習Ⅰ・Ⅱ）において1on1ミーティングを実施して，受
講学生のキャリア・デザインを支援する。

0.30

准教授

平成３１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）

井川　浩輔 所　　属

領
域

国際地域創造学部　国際地域創造学科 職　　名名　　前



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

計

□ □ 学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。

0.00 1.00

　 0.00

0.10

0.00

管
理
運
営

・OJIS（国際島嶼研究所英文ジャーナル）編集委員として委員会に参加した。
・国際交流委員会委員として、責務を果たした。

・沖縄県公共事業評価監視委員として、責務を果たした。
・那覇市都市計画審議会委員として責務を果たした。
・沖縄県振興審議会委員になり、責務を果たした。
・沖縄県指定管理審議会委員として責務を果たした。
・沖縄県国土利用計画審議会委員として責務を果たした。

社
会
貢
献

0.00

平成３１年度　年度末自己点検結果

・国際交流委員会委員

業務
ウェイト比
（実績）

0.00

0.50

0.10

・授業「まちづくり・地域おこし論、観光情報論」やゼミ「経営学演習Ⅰ・Ⅱ」において、学生の
討論や発表を中心としたアクティブラーニングを促進することができた。
・ゼミ生の卒論研究論文集を発行することができた。
・ゼミ生の進路についての相談に応じることができた。
・経営プログラムから国際地域創造学部、複合科目「島嶼社会経済入門（オムニバス）」を
担当した。
・経営Pから国際地域創造学部、複合科目「Introduction to Global Business」のオムニバス
を担当し、世話役をつとめた。
・経営Pより共通教育科目「琉球学入門（オムニバス）」を担当した。
・基礎演習の入学時オリエンテーションを114教室を経営プログラムより代表で行い。授業も
担当した。
・観光研究科学科の専任教員となり、前期に「フィールド研究特論（オムニバス）」を担当し
た。

・第34回観光研究学会全国大会において「SDGｓと観光」について分科会で発表し、報告書
をまとめた（12月）。
・科学研究費「持続可能な開発指標（SDGｓ）と地域住民を含んだ観光まちづくり」が採択さ
れた。これを用いて、米国ニューメキシコ州のTourism Santa Fe（DMO)代表や州観光局職
員、カリフォルニア州都市計画局（SCAG）における視察とインタビューを行い、研究を進める
ことができた（9月）。
・沖縄・ハワイ協力推進事業の受託基金「島嶼観光のキャリングキャパシティの見える化と
その有効性の検証」を研究グループで得ることができ、ハワイ州の経済開発観光局（DBET)
やハワイ州観光局（HTA)、マウイ島のコミュニティリーダーにインタビュー調査を行い、報告
書を提出した（1月）。

・沖縄県公共事業評価委員
・那覇市都市計画審議委員

0.30

0.00

・観光研究学会において、論文を投稿し発表する。
・科学研究費を使用して「持続可能な開発指標（SDGｓ）と地域住民
を含んだ観光まちづくり」の研究を進める
・観光分野の国際学術誌に投稿する。

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

・授業やゼミにおいて、学生の討論や発表を中心としたアクティブ
ラーニングを促進する。
・ゼミ生の進路についての相談に応じる。

0.00

准教授

平成３１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）

宮国薫子 所　　属

領
域

国際地域創造学部　国際地域創造学部　経営プログラム 職　　名名　　前



(別紙１） 本シートは平成31年5月以降に学内外へ公表されます。

　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください。 □　学外公表に同意しない。 □　学内外公表に同意しない。

・大学紀要および所属学会への研究論文の投稿を目指しているが、投稿
媒体の変更もあり、投稿発表が停止している。
・会計分野の社会的な最先端テーマと自己の研究テーマとのマッチングを
再検討する必要がある。

・社会の産業構造の変化および企業形態の変化を鑑み、社会リテラシーと
しての簿記会計習得の社会的要請は大きくなるが、その複雑さから、一般
社会人において就学の困難さを痛感する。今後の分かりやすさを模索中で
ある。

・学部教授会ならびに各種会議・各種委員会等について、身体的・精神的
不調から思うように参加がかなわず不完全となった。その分、講義提供に
専念した。次年度より、担当会議等への参加を完全なものとして対応する。

平成31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）

領
域

平成31年度　年度目標設定

計 1.00 1.00

　

社
会
貢
献

0.10
・簿記会計（金融教育を含む）普及に努める。そのために中・高生お
よび一般社会人(初心者)向けの分かりやすい図解教材および動画
教材を作成する。

・簿記検定の出題範囲で大幅な改定があったため、より実務実践に対応し
た	改定内容に修正する必要があり、現在、講義内容を改訂中である。
・Eラーニングを活用した履修学生の学習支援については充実が図られた
が、昨今要望されるオンライン授業の整備が急務であり、動画配信を含め
作成中

管
理
運
営

0.50

0.30
・大学紀要および所属学会に研究論文を投稿・掲載する。
※研究テーマについて再検討する。

・学部教授会、学科会議および担当全学・学部委員会の委員活動を
確実に遂行する。

・Eラーニング(WebClass)を活用して、履修学生の学習支援を図る。

・講義内容および成績評価をデジタル化して管理・保存する。

0.10

国際地域創造学部　国際地域創造学科 職　　名

平成31年度　年度末自己点検結果
業務

ウェイト比
（実績）

0.30

0.10

講師

0.10

0.00

福井真司 所　　属

業務
ウェイト比
（予定）

名　　前

教
育
・
学
生
支
援

研
究

0.50

・簿記入門（初心者向け）内容の充実を図る。



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

□ □ 学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。

・3年次と4年次のゼミ、情報科学演習及び情報処理実習は対面教育で行
い、金融と経済Ⅰ(136名)、金融商品論(103名）及び金融政策論(133名)の
専門科目は遠隔従業で行った。
・ゼミ生のFPの資格の取得を支援し、3人が3級を取得した。
　（A)

・沖縄経済について金融部門を中心に時系列の資料とデータを収集し、分
析中である。
・図書館の中期計画達成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに参加し、「琉大生のための情報リテラ
シーガイドブック」（第3章）の改訂版を執筆した。（A)

・琉球大学開学70周年記念誌編集専門部会の2号委員として参加し、第1
章第3節を執筆した。
・経済学専攻のホ－ムペ－ジを運営・管理し、学生への連絡や遠隔授業が
行えるようにした。
・附属図書館研究開発室の委員として、琉大生の情報リテラシの向上のた
めのプロジェクトに参加した。
　　（A)

・生協の理事として、生協の学生への支援活動に参加した。　（A)

平成３１年度　年度末自己点検結果
業務

ウェイト比
（実績）

0.35

0.35

計 1.00 1.00

　 0.00

0.20

0.00

管
理
運
営

社
会
貢
献

0.10

・琉球大学開学70周年記念誌編集専門部会の2号委員として参加す
る（第1章第3節担当）。
・経済学専攻のホ－ムペ－ジを運営・管理する。
・附属図書館研究開発室の委員として活動する。

0.20

0.10・生協の理事として活動し、学生への支援活動に参加する。

0.35

・沖縄経済について金融部門を中心に時系列の資料とデータを収集
して分析する。
・図書館の中期計画達成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに参加し、学生の情報リテラシー
能力向上支援プログラムを開発する。

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

・遠隔教育システムを利用して専門科目（金融と経済Ⅰ、金融商品
論、金融政策論、情報科学演習、情報処理実習Ⅰ）の授業を行う。
・ゼミでは、論理的な思考を身に着けることに重点をおき、また発表
を通じて自分の意見を的確に伝えるような能力の向上に努める。
・ゼミ生の全員がFP資格を取得できるよう支援する。

0.35

教授

平成３１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）

李　好根 所　　属

領
域

国際地域創造学部　経済学プログラム 職　　名名　　前



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

□ □

教授

平成３１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）

越野 泰成 所　　属

領
域

国際地域創造学部国際地域創造学科 職　　名名　　前

0.30

１．現在進行中の論文の完成させ、論文の投稿・採用を目指す。
２．科研費応募をはじめ、外部資金獲得に向けた取組を行う。
３．学内の戦略的研究推進経費による研究に参加し、研究遂行に協
力する。

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

１．WebClassなどを使用して例年通り、予習のためのレジュメ配布や
復習のためのレポートの提出などを実施して、さらなる単位の実質化
を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．
昨年度の授業アンケートの指摘事項をもとに、授業の改善を心がけ
る。
３．経済学演習を通し、ゼミ生の履修指導、就職指導を行う。

0.25

平成３１年度　年度末自己点検結果

１．副理事・副学長及び大学評価･ＩＲマネジメントセンター長として、
所掌業務を遂行する。

業務
ウェイト比
（実績）

0.35

0.30

0.10

１．WebClassなどを使用して例年通り、予習のためのレジュメ配布や復習
のためのレポートの提出などを実施して、さらなる単位の実質化を行った。
２．昨年度の授業アンケートの指摘事項の改善に心がけた。
３．経済学演習を通し、ゼミ生の履修指導、就職指導を行った。

１．現在進行中の論文は、未完成であり、次年度に論文の投稿・採用を目
指す。　　　　　　　　　２．科研費応募を行った。
３．学内の戦略的研究推進経費による研究に協力はできなかった。

１．国や県の審議会･委員会等（計５）に参加し、意見の交換等を通
し、地域に貢献する。

0.25

0.00

管
理
運
営

１．副理事・副学長及び大学評価･ＩＲマネジメントセンター長として、所掌業
務を遂行した。

１．複数の審議会等に参加し、意見の交換等を行った。

社
会
貢
献

0.10

計 1.00 1.00

　 0.00

0.35

学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

□ □ 学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。

計 1.00 0.00

　 0.00

0.00

0.00

管
理
運
営

「数理・データサイエンス教育強化事業」構想責任者（正式登録名称）として、全体
的な実施に従事するとともに、本学の取組現状を県外会議及びシンポジウムにて
報告（５回程度）した。キックオフシンポジウムを開催し、本学が採択された事業の
説明などを行った。本事業委員会委員長として会議の運営にあたった。そのほか、
全学的な会議委員（８つ程度）、学部の会議委員（１）として検討に携わった。（S）

行政や企業等の各種委員会委員（10程度）、自治体向け職員研修（１）、研究機関
からのヒアリング（４）、報道機関への取材対応（５）など通じて、専門的な見地を社
会に十分、還元できた。（S）

社
会
貢
献

0.20

平成３１年度　年度末自己点検結果

①「数理・データサイエンス教育強化事業」申請責任者として、事業を軌道に乗せると
ともに、②全学の委員会委員を中心に、本学への貢献を目指す。③また、入試業務
など、学部の必要な業務にも丁寧に当たりたい。

業務
ウェイト比
（実績）

0.30

0.00

0.00

県外大学とのディベート大会（北海道開催）と研究報告会（本学開催）への
参加、ゼミ生の研究成果を纏めた本の発行、卒業論文の指導、就職活動の
指導をはじめ、十分な指導ができた。沖縄総合事務局との共同調査にもゼ
ミ生が関わり、ヒアリングやアンケート調査を通じたアクティブラーニングが
できた。講義では、財務省職員による講演を「地域経済入門」で実施するな
ど、アクティブラーニングも実践でき、十分な指導ができた。（A）

日本財政学会において、報告に対する討論者を担当した。島嶼地域の医療につい
ての論文完成に向けて学外研究者と連携し、論文が完成し雑誌に投稿予定であ
る。科研費（萌芽研究）で外部教員と研究面で連携することができたが、研究成果
は年度内に完成しておらず、引き続き継続する。また、研究所リサーチフェローに
就任した。（A）

財政学、地域・都市経済学の専門家として、①行政及び企業等の各種委員会委員、
②報道機関からの取材対応などを通じて、研究成果を社会に還元できるように取り
組む。

0.00

0.20
学内外研究者と連携し、①（島嶼地域科学研究所における）地域経済の研究、②科
研費に基づく萌芽研究で研究成果を出すことを目指す。また、③財政分野の新たな
研究を開始できることも目指したい。

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

　経済学演習（ゼミ）を中心に、３年生には「県外大学とのディベート・プレゼン大会」
など、成長の機会を作る。４年生には「卒業論文」など、個人研究の機会を通じて「広
い視野から考える力」、「探究心」、「分析力」、「協調性」、「忍耐力」が身につくよう指
導にあたる。大学及び大学院の講義では、「幅広い視野」と「柔軟に考える力」が向
上するよう指導する。
　学生支援では、就職活動支援の知識や経験を活かし、就職活動開始前からイン
ターンシップの活用など、支援・指導を行う。就職活動期間は進路の相談、履歴書や
エントリーシートの添削、面接指導など、全般的な指導を行っていく。推薦書の作成
などにも丁寧に応じたい。

0.30

教授

平成３１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）

獺口　浩一 所　　属

領
域

国際地域創造学部　国際地域創造学科 職　　名名　　前



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

□ □ 学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。

計 0.00 1.00

　 0.00

0.00

0.00

管
理
運
営

沖縄県庁にて統計利活用研修会の講師を2度、担当した
（沖縄県の観光データなどを用いて、統計データの活用法、分析手法について県庁
職員を対象とした演習形式の研修会）

社
会
貢
献

0.00

平成３１年度　年度末自己点検結果
業務

ウェイト比
（実績）

0.00

0.40

0.20

初回講義に、毎回の講義のテーマならびにキーワードを記した予定表を配布し、そ
のカリキュラムに従う形で講義を進めることができた。受講人数、出席率ともに高い
もので、一定水準以上の講義を達成できたものと思う。

以下の研究論文2点が本年度発行の研究誌に掲載された
「那覇ハブ空港の可能性」（応用地域学研究）
「地域産業政策の成果に関するパネルデータ分析」（応用地域学研究）

沖縄県庁企画部が主催する「沖縄地域分析活動会」のメンバーとし
て、沖縄県の統計を活用した地域貢献を目的とする分析活動に従事
する。

0.40

0.00
「ふるさと納税の経済分析」をテーマとする研究に取り組む。
成果は論文としてまとめ、１１月に「応用地域学会」にて発表すること
を目標とする。

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

担当講義は以下の通り。経済数学（夜間）、労働経済学（昼間・夜
間）、経済学演習Ⅰ・Ⅱ（ゼミ）、マクロ経済学特論（大学院）、社会科
学特別演習（修論指導）、囲碁の世界（共通教育）。体系的で分かり
やすい講義を心掛け、学生が知識を習得するのみならず、学ぶ意欲
を高められるような内容に努める。

0.00

教授

平成３１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）

岩橋 培樹 所　　属

領
域

国際地域学部　経済学プログラム 職　　名名　　前



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

計

□ □

国際地域創造学部　国際地域創造学科 職　　名名　　前 准教授

教
育
・
学
生
支
援

研
究

講義では、昨年度に引き続き講義内容と現実社会との関わりがより実感を
持てるよう工夫を行う。またWebclassを通じて、講義資料を配布するととも
に、適宜、小テストを実施し、自学自習を促す。ゼミでは、昨年度に引き続
き、理論と現実の両面から経済を理解を促すため、ディスカッションや他大
学との研究発表交流会や卒業論文発表会を実施し、サブゼミで自学自習を
支援する。

0.30

・担当する『社会科学のためのゲーム論入門』を公開授業として2名の市民・5名の
高校生に提供した。
・沖縄大学の非常勤講師としてミクロ経済学を、TACの非常勤講師として経済学関
連科目の講義を担当し、教育面から地域貢献を行った。
・日本学術振興会の国際交流事業審査員として該当事業に関する書面審査を
行った。
・沖縄県庁からの依頼により「所得格差の統計分析」をテーマとした研修会の講師
を担当する予定だったが、コロナウイルスの影響で実施が来年度に延期となった。

社
会
貢
献

0.30

研究支援委員として紀要と同時に今年度から発行予定のワーキングペー
パーの発行・運営などに携わる。これに加えて、研究に関する自己点検・評
価委員会、学生支援委員会、グローバル津梁専門委員会の委員として学
内の管理運営業務に携わる。

0.15

0.10

平成３１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）

堀　勝彦 所　　属

領
域

平成３１年度　年度目標設定 平成３１年度　年度末自己点検結果
業務

ウェイト比
（実績）

0.35

講義は理論と現実社会との関わりが見えるよう講義内容に工夫を行い、Webclass
を活用して自習用に提供する講義資料や演習問題を提供した。担当する『社会科
学のためのゲーム論入門』では、一部アクティブラーニングの手法を取り入れた講
義を実施しした。演習科目は、3年生はディベートやゼミ論文の作成を行うととも
に、サブゼミを開催し、自主的な勉学を促す機会を設けた。4年生は卒論指導とし
て、他ゼミと合同で卒業論文発表会を実施するとともに卒業論文を丁寧に読みコメ
ントを返すことで、大学での修学の集大成である卒業論文として十分な質を確保で
きるよう努めた。その他3年生・4年生交流ゼミ合宿や沖縄内外の大学との合同ゼ
ミなどの課外活動を実施した。また、研究生の指導教員を担当し、大学院進学に
向けた様々な支援を行った。

京都大学経済研究所の柴田章久氏との主催する研究会を誘致・参画し、琉球大
学で研究分担者として参画する科研プロジェクトのテーマに関連する活発な意見
交換を行った。しかし、目標とした論文2本以上の公表は実現できなかった。

担当する『社会科学のためのゲーム論入門』を公開授業として市民や高校
生に提供し、受講する方々にとっても意義ある講義となるよう努める。また、
学外の委員会委員を努めるとともに、他大学や教育機関における講義を担
当する。

0.40

0.25
研究分担者として参画する科研課題を中心に関係する研究会を開催・参加
するとともに、沖縄において関連する研究ワークショップを開催する。また、
本年度は2本以上の論文を公表することを目的とする。

業務
ウェイト比
（予定）

　 0.00

0.15

0.00

管
理
運
営

・キャリア教育支援部門会議に委員として参加し、会議において積極的に発言を
行った。
・グローバル津梁専門委員を担当した。
・規定により研究に関する自己点検・評価委員については担当を外れた。
・人文社会科学系新研究科の設置に向けた拡大WGの委員として、会議に参加す
るとともに、経済学プログラムとの橋渡しをし、設置に向けた様々な書類作成・取り
まとめに関わった。
・研究支援委員として紀要・ワーキングペーパーの発行・運営に携わった。
・学生支援委員を担当し、会議に参加するとともに、キャリア関連科目の新設に関
する手続きなどを行った。
・オープンキャンパスの担当教員として、オープンキャンパスの開催に向けた準備
に携わった。

学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。

1.00 1.00



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

□ □学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。

計 1.00 1.00

　 0.00

0.10

0.00

管
理
運
営

附属図書館運営委員会委員、附属図書館自己点検・評価委員会委員として、会
議、運営に参画するとともに、プログラムの時間割担当として、法文学部から国際
地域創造学部への移行にかかわる作業を担当した。

学内の水循環プロジェクトのメンバーとして、ワークショップ等に参加するとともに、
沖縄の水問題、環境問題に関する資料調査を行った。

社
会
貢
献

0.10

平成３１年度　年度末自己点検結果

附属図書館運営委員会委員、附属図書館自己点検・評価委員会委員とし
て、会議等に出席し、運営に参画する。

業務
ウェイト比
（実績）

0.10

0.40

0.10

演習科目では、3年生には卒業論文のテーマ設定、4年生には卒業論文の完成に
向けて指導をし、当初の目標を達成することができた。講義科目では、入門科目を
中心に、ビデオ教材、写真などの使用を増やし、視覚的にも分かりやすい授業にな
るように努めるとともに、自分自身の研究成果を紹介するなどの取り組みも始め
た。

2019年5月に開催された社会経済史学会全国大会で研究報告をするなど、戦後の
公衆衛生に関する研究を進めるとともに、戦前期の東京市、大阪市、名古屋市に
関する研究を学内雑誌の『経済研究』に投稿した。

学内の水循環プロジェクトのコアメンバーとして、会議等に出席し、ワーク
ショップ、イベントの運営に参画する。

0.40

0.40
科研費の研究テーマに基づき、各都市の比較研究、戦後に関する研究を進
めるとともに、学会発表、ワークショップでの発表、論文執筆に向けた準備を
行う。

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

演習科目では、卒業論文の指導方針を確立し、3年生には卒業論文のテー
マ設定、4年生には卒業論文の完成に向けて指導をする。講義科目では、図
表や写真などを用いて視覚的にも分かりやすい授業になるように努めるとと
もに、自分自身の研究成果を生かした授業を行う。

0.40

准教授

平成３１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）

星野　高徳 所　　属

領
域

国際地域創造学部　国際地域創造学科 職　　名名　　前



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

Nendo Mokyuhyo 2019 WEBER, TILL

□ □学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。

計 0.00

　 1.00

0.05

0.00

管
理
運
営

1. done   2. Travelled to Duesseldorf with Mr Suzuki (kacho at Kokusai
Colloboration Section) to Duesseldorf, Brussels and Berlin to prepare the ground
for our new campus office; Ialso became chairman of a new university committee
on exchanges with Europe/Campus Office in Duesseldorf  3. done

1. done   2. done in summer term of 2019   3. done, several "shakkaijin" attending
4. done, we created a new exchange for art students with another school in
Cologne; I taught seminars and advised Kyoiku Iinkai    5. done

社
会
貢
献

0.20

平成３１年度　年度末自己点検結果

1. to be a member of the Committee on International Relations of our faculty;
2. to continue helping our Int. Collaboration Section to create a European RyuDai
hub in Duesseldorf;
3. working at Open Campus and various events to promote studying at RyuDai and
exchanges with Europe.

業務
ウェイト比
（実績）

0.05

0.25

0.20

1. Accomplished on a daily basis, especially in the "EU Kenkyu" lecture with 90
students taking part in "EU Election" simulation game. 2. Accomplished (Ms. Vivian
Kehrbaum in summer term, Mr. Yoshua Voigt in winter Term. 3. EU Kenkyu lecture
re-developed and conducted in summer term 4. German Gasshuku seminar
conducted in March 2019 in Higashi Seminar House, in collaboration with Okinawa
Kokusai Daigaku, Kenritsu geidai, and Nanzan Daigaku. Kaigai Bunka Kenshu was
not scheduled for 2019. 5. German major student Mr. Toru Kitamura won the
German speech contest of Nanzan Daigaku in July, 2019. 6. Advice given on
several occasions

1. Conversion Research project launched with Nishi-sensei and 6 students in
January 2019; visit by Hamburg group in March 2019; field work in Okinawa March-
August 2019; 4 weeks of reserach in Belrin in september 2010; research activities
in Okinawa, October-December 2019; compilation of written report and open
seminar at Ryudai in January 2020; continued 3. still in the research phase; .
instead I wrote 3 different articles/eaasys for academic publication including one
for a volume edited by Prof Ikue Kina (RyuDai) and one for a vlume edited by Pro
Helmut Brall-Tuchel (Duesseldorf)

1. to continue teaching German at Ryukyu Shimpo Culture Center;
2. to teach German phonetics at Kenritsu Geidai in Shuri;
3. to keep open my classes German Intensive I-IV and other lectures to the general
public;
4. to work with Okinawa-ken Kyoiku-iinkai to build and develop the programme for
"Young Global Leaders";
5. to work as Honorary Consul of the Federal Republic of Germany to promote ties
between Okinawa and Germany.

0.40

1. to conduct the "Conversion" joint research project with Hamburg University and
students and Prof Nishi from RyuDai (March 2019 visit from Hamburg / September
2019 visit to Germany), sponsored by DAAD (German Academic Exchange Service);
2. to continue researching and start writing a book for a German-speaking audience
about 19th c. Japanese history.
3. to write articles for publications on RyuDai's jubilee as well as for ties with
Duesseldorf university;

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

1. to include elements of active learning in all my classes;
2. to involve kyaku-in kenkyu-in in every semester;
3. to develop new large-scale lecture formats for 70 or 80 students that fit our new
Gakubu structure;
4. to continue programmes such as German Gasshuku Seminar and Kaigai Bunka
Kenshu despite severe losses in personnel in the German department;
5. to motivate and support our students to take external German exams and take
part in speech contests.
6. to help our students finding good jobs

0.45

教授

平成３１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）

所　　属

領
域

Faculty of Global and Regional Studies, Kokusai Gengo Bunka Programme職　　名名　　前

0.30
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計 1.00 1.00

　 0.00

0.30

0.00

管
理
運
営

旧法文学部ヨーロッパ文化専攻の専攻主任として遅滞なく業務が進むようつとめ、
その任務を果たした。国際地域創造学部の入学試験の小論文作成・答案委員とし
て推薦入試、前期日程入試、後期日程入試に働き、貢献した。さらに国際言語文
化プログラムの予算委員として働いた。

「スペイン語入門I・II」を公開授業として提供した。

社
会
貢
献

0.10

平成３１年度　年度末自己点検結果

旧法文学部ヨーロッパ文化専攻の専攻主任として遅滞なく業務が進むよう
つとめる。国際地域創造学部の入試の小論文作成委員、さらに国際言語文
化プログラムの予算委員の任務に努める。

業務
ウェイト比
（実績）

0.30

0.20

0.10

3人の学生の卒業論文作成を指導した。授業における欠席者や遅刻する学生に対
して、理由を尋ね解決策をともに考え、より積極的な授業参加を促した。レポートの
書き方を指導した。オフィスアワーを定め、学生の質問や相談に応じた。学生の進
学・就職に関し指導・助言した。就職センターの存在を知らせたり就職講演会への
出席をはかったりするなど学生の就職意識を高めた。学生の留学相談に応じ協定
校やメキシコ政府留学生試験などについての助言・指導を行った。

『ドン・キホーテ』に関する論文を本学の紀要に投稿・掲載した。数年前から開始し
ているスペイン現代作家ホセ・マリア・メリーノの作品の翻訳を引き続き行い本学の
紀要に投稿した。年度内に発行される。

「スペイン語入門I・II」を公開授業として提供する。

0.40

0.20
『ドン・キホーテ』に関する論文を学会誌または紀要に投稿する。数年前か
ら開始している、スペイン現代作家ホセ・マリア・メリーノの作品の翻訳を引
き続き行い、学会誌または紀要に発表する。

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

卒業論文作成を指導する。授業における欠席者や遅刻する学生に対して、
理由を尋ね解決策をともに考え、より積極的な授業参加を促す。レポートの
書き方を指導する。オフィスアワーを定め、学生の質問や相談に応じる。学
生の進学・就職に関し、必要に応じて指導・助言する。就職センターの存在
を知らせたり、就職講演会への出席をはかったりするなど、学生の就職意
識を高める。学生の留学相談に応じ、協定校やメキシコ政府留学生試験な
どについての助言・指導を行う。

0.40

教授

平成３１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）

鈴木正士 所　　属

領
域

国際地域創造学部　国際言語文化プログラム 職　　名名　　前



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

□ □

教授

平成３１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）

宮平　勝行 所　　属

領
域

国際地域創造学部学部　国際言語文化学科プログラム職　　名名　　前

0.30

基盤研究（C）「継承語話者による言語横断と場の脈絡化ー沖縄ディアスポラの日常
会話の比較地域研究」を進める。本年度は国内外の沖縄ディアスポラ共同体及び教
育現場での会話データの収集を継続し比較分析を行う。その結果を学会で発表し論
文にまとめる。

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

学部及び大学院の講義をシラバスに基づいて計画的に行う。学部教育においては
一部でアクティブ・ラーニングを採り入れ，学生の自発的学習を促す。留学生も受講
できる英語講義を提供し，日本人学生との共学を図る。大学院教育（前期課程及び
後期課程）においては受講生が国際的な視野を養えるように日英両文献を用いて講
義を行う。教育実習に参加する学生をサポートし，研究授業へ参加する。また，4年
次の指導教員として，学生の進路相談に応じ，就職・進学に関する啓蒙活動に尽力
する。

0.30

平成３１年度　年度末自己点検結果

国際言語文化プログラム長としてプログラム運営の全般を担う。全学の「教育・学生
支援に関する自己点検・評価委員会」の委員会活動に従事する。その他，学部の代
議会，予算委員会，HP担当及び研究科のFD活動など，複数の委員会業務を担当す
る。

業務
ウェイト比
（実績）

0.30

0.20

0.10

当初の計画を十分に達成することができた。「英語スピーチ」に１名、「英語ディベー
ト」に５名の留学生が参加し、アクティブ・ラーニングを通して活発な講義運営を実
践できた。大学院の講義では日本語と英語で書かれた論文を取り上げ、受講生の
国際感覚を磨くことができた。教育実習には４校参加し、実習生を側面からサポー
トした。４年次の指導教員として、学修面だけでなく、進路についても相談に応じ
た。

過年度に香港で行われた国際学会で口頭発表した研究内容を一偏の論文にまと
め、Southern Reviewに共著で投稿した。依頼された英文論文の投稿に向けて研究
計画を練った。新型コロナウイルスの流行もあり、国内外でのデータ収集は計画通
りにははかどらなかった。

高校生を対象とした大学の説明会で学部を紹介する。また，英語による講義を公開
授業として一般に開放する。他大学においても英語講読の講義を担当し，地域の高
等教育の発展に尽力する。英語ストーリー・コンテストや英語ディベート・コンテストな
どで審査員（長）を務め，中高生の英語運用能力の向上を支援する。

0.40

0.00

管
理
運
営

国際言語文化プログラム長としての業務を滞りなく実施した。当初掲げた委員会活
動は欠かすことなく業務に取り組んだ。また、中期計画現況調査作成WGのメン
バーとして、国際地域創造学部の現況調査（教育）をまとめ上げた。

当初の計画は十分に達成できた。県内高校で大学と学部の入試説明を行い、公開
授業では社会人２名を迎えて講義した。その他、学外での講義や英語関連コンテ
ストの審査員を務めた。

社
会
貢
献

0.10

計 1.00 1.00

　 0.00

0.30

学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

計

□ □

平成３１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）

石原昌英 所　　属

領
域

国際地域創造学部　国際地域創造学科 職　　名

平成３１年度　年度末自己点検結果
業務

ウェイト比
（実績）

教授名　　前

社
会
貢
献

0.10

0.40

　 0.00

管
理
運
営

0.20

・昨年度に成果がだせなかった研究課題２件について研究を進め、論文に
まとめる。
・2020年5月に開催される日本英文学会の開催校責任者として、学会本部
及び九州支部と連携して準備を進める。
・沖縄外国文学会・会長として沖縄県における研究の発展に尽力する。

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

・学部の専門科目については、前学期・後学期に１科目ずつを担当し、グ
ループディスカッションを取り入れた、アクティブラーニング型の授業を実施
する。
・大学院の授業では学生の発言を奨励し、ディスカッション中心の授業を実
施する。
・博士論文（３名）及び修士論文（３名）の指導については、各学生の今年度
の研究指導計画にそった指導を行う。

0.30

・前学期・後学期に学部の専門科目を1科目ずつ担当した。前学期は英語圏の言
語政策に関する日本語・英語の論考を教材として講義を行い、グループディスカッ
ション中心の授業を実施した。後学期にはグローバル化と言語政策に関する教科
書を使い、グループディスカッション中心の授業を実施した。受講生からは内容・方
法ともおおむね好評であった。
・大学院の講義では、言語帝国主義（前学期）・精神の植民地化／脱植民地化（後
学期）に関して、ディスカッション中心の授業を実施した。
・博士前期課程および博士後期課程の指導学生については、指導計画にそった指
導を行った。前期課程2年次の学生は修士論文の指導に加え、国際誌への投稿論
文の指導も行った。

・昨年度に成果が出せなかった課題の一つはある程度進展し、「ここはアメリカだ。
英語を話せ。」と題して、広島大学で講演を行ったが、論文にまとめることはできな
かった。もう一つは、先行研究の分析を進めるにとどまった。
・日本英文学会の来年度開催に向けての準備を進めた。年度後半は新型コロナ
ウィルスに関する情報を関係者と共有しながら対応策も検討している。
・沖縄国際大学で開催された沖縄外国文学会の準備段階から機関誌発行まで会
長としての職務を果たした。
・琉球継承言語研究会の会長として、シンポジウムを企画したが、新型コロナウィル
スの影響で、開催を断念した。
・反差別運動（IMADR)から依頼され、ハワイの言語衰退・復興に関して執筆した短
い論考が、IMADRブックレット『先住民族の言語と権利ー世界と日本ー」に掲載され
た。

・昨年度に引き続き、日本国内の消滅の危機に瀕した言語・方言の保存継
承に関する文化庁の取り組みに参画する。
・琉球諸語の保存継承に関して、専門家としての助言等を求められた場合
には、真摯に対応する。

0.30

・本学の島嶼地域科学研究所が受託した研究事業に分担者として参加し、しまく
とぅば劇の効果に関するインタビューをまとめた論考が事業報告書に掲載された。
・文化庁が設置した「危機的な状況にある言語・方言に関する研究協議会」に参加
し、ハワイの言語復興について発表した。また、同協議会委員として2020年2月に
奄美市で開催された「危機的な状況にある言語・方言サミット」に参加し、島唄と言
語復興に関するパネルのコーディネーターを務めた。
・沖縄県教育長が実施した小学校教員に英語教員免許を与えるプロジェクトに参加
し、二日間にわたり音声と語彙に関する講義を実施した。
・名桜大学の外部評価に関する二つの委員会に参加し、大学評価の知識を有する
者として、同大学の教育・研究等に関して評価を行った。
・名桜大学・大学院国際文化研究科・国際文化システム専攻（修士課程）の「地域
言語学特論I」の講義（集中講義）を行った。

0.10

0.10

0.50

0.00

・国際地域創造学部長としての職責を果たす。
・国際地域創造学部長として参加する全学委員会に参加し、大学運営に寄
与する。
・琉球大学創立70周年記念誌の第2部会の責任者としての職責を果たす。

・国際地域創造学部長としての職責を十分に果たした。
・学部長として職責で参加する学部・全学の委員会に参加し、委員として職責を十
分に果たした。
・人事マネージメントに関するWG、大学の基金運営に関する委員会、設立70周年
記念誌に関する委員会等の全学委員会に参加し、委員としての職責を十分に果た
した。

学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。

1.00 1.00
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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）

石川隆士 所　　属

領
域

国際地域創造学部　国際地域創造学科 職　　名名　　前

0.30
英文学、大学教育に関する研究を推進し学会発表を少なくとも１件
実施する。

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）大学院前期１コマ、学部前期4コマ、後期５コマ、計10コマの授業
を行う。　（２）大学院科目、学部専門科目の「イギリス文学概論」、
「現代イギリス文学」は専門領域である英文学について平成２８年度
に執筆した論文の研究成果を反映させる。（3）卒論指導の学生に進
路を射程に入れた修学相談、指導を行う。

0.30

平成30年度　年度末自己点検結果

全学的事業「世界展開力事業」を運営する。

業務
ウェイト比
（実績）

0.30

0.30

0.10

予定された事項はすべて実施された。加えて世界展開力事業を通じた国際
共修科目の企画支援、留学生の修学支援、COIL型科目の提供を行った。

予定通り実施し、大学教育に関する論文を１本発表した。

「グローカル実践演習」を通じて琉大の地域貢献事業に貢献する。

0.30

0.30

0.00

管
理
運
営

予定通り遂行し、COIL科目促進のためのFDを何度も全学で実施し、連携
校との交渉、海外実地研修の引率も行った。

予定通り実施した。加えて南城市と香港理工大の連携事業、伊江村立中
学校の離島教育支援、スーパーグローバルハイスクール（那覇国際高校）
の運営委員会に携わった。

社
会
貢
献

0.10

計 1.00 1.00

　 0.00
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□ □ 学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。

計 1.00 1.00

　 0.00

0.10

0.00

管
理
運
営

プログラム内の委員（予算・情報システム委員等）、学部の委員（派遣留学生選考
委員）などの任務を遂行した。（将来計画委員会は開催されなかった。）大学院の
委員（大学院入学者選抜方法検討小委員会委員）の任務も遂行した。琉大70周年
記念誌に「英語クラブ」に関する文章を寄稿した。

小学校教員のための英語免許認定講習「英文法」の講師を務めた。今年度は英語
スピーチコンテスト審査員や面接委員などの依頼はなかった。沖縄大学、名桜大
学の理論言語学教員と琉大の理論言語学教員による研究会を再開し、県内研究
者との交流を深めた。

社
会
貢
献

0.10

平成３１年度　年度末自己点検結果

プログラム内の委員（予算・情報システム委員、将来計画委員等）、学部の
委員（派遣留学生選考委員）などの任務を遂行する。琉大70周年記念誌に
「英語クラブ」に関する文章を寄稿する。

業務
ウェイト比
（実績）

0.10

0.40

0.10

学部・大学院ともに、これまでの経験を生かし、更に工夫を重ねて、受講生のため
になる教育を実践した。卒業論文とオムニバスの授業を除く学部の全ての授業で
minute paperを活用し、学生からのフィードバックを得て質問に答えたり、授業の改
善に役立てた。２年次昼間主の指導教員として、プログラム配属業務を適切に行
い、配属後の履修指導を適切に行った。国内・国外留学希望者6名の推薦状を書く
など、学生支援も適宜行った。

科研費研究の２年目の目標である「パラメータの観点から見た日本語と沖縄語の
格比較」に関する研究を、コンサルタントの協力も得て推進した。また昨年度の沖
縄語の格現象に関する研究の成果を日本言語学会第159回大会で発表し、同学
会の予稿集に掲載された。日本語の肯定極性表現に関する論文が『極性表現の
構造・意味・機能』（開拓社）に掲載され、出版された。沖縄外国文学会の監事及び
第34回大会の総会の司会も務めた。

小学校教員のための英語免許認定講習「英文法」の講師を務める。英語ス
ピーチコンテスト審査員や面接委員などの依頼には時間の許す限り応じ
る。

0.40

0.40

科研費研究の２年目の目標である「パラメータの観点から見た日本語と沖
縄語の格比較」に関する研究を推進する。また昨年度の沖縄語の格現象に
関する研究の成果を学会で発表し、学術誌に投稿する。日本語の肯定極性
表現に関する論文を専門書に掲載する。

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

学部・大学院ともに、これまでの経験を生かし、更に工夫を重ねて、受講生
のためになる教育を実践する。学生からのフィードバックを得るために、幾
つかの授業ではminute paperを活用し、授業改善に役立てる。２年次昼間
主の指導教員として、プログラム配属業務を適切に行い、配属後の履修指
導を適切に行う。その他の学生支援も適宜行う。

0.40

教授

平成３１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）

吉本　靖 所　　属

領
域

国際地域創造学部　国際地域創造学科 職　　名名　　前



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

計

□ □ 学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。

0.00 1.00

　 0.00

0.50

0.00

管
理
運
営

島嶼地域科学研究所の併任教員を務めた。学外では学会（ASLE文学・環境学会）
のコンピュータセンター委員としてメーリングリストの管理運営をした。副学部長とし
て教育委員会の委員長を務め、学部の教務、入試、広報、ならびに教職関連部門
を統括し、関連委員会の業務の運営管理に務めた。しかしながら、入試・広報につ
いては、学期途中より委員会組織改編に伴い、別の入試・広報委員会として独立
することとなった。全学学士教育委員会ならびに大学院プログラムの委員として琉
球大学URGCCプログラムの運営に携わった。総合環境学副専攻主任を２期２年務
め、副専攻関連業務の統括をした。グローバル教育支援機構（大学教育支援部
門）の併任教員として全学的教育の企画運営に参与した。人文社会科学研究科国
際言語文化専攻主任ならびに欧米文化領域主任として大学院関連用務の統括し
た。更に、年度中に新たに全学データサイエンス教育支援専門委員会委員、学部
データサイエンスWG長、全学数理データサイエンス教育普及展開事業運営委員
会委員として学部ならびに全学的データサイエンス教育展開の為の諸委員会に所
属し、その任務を果たした。

共通教育科目「環境と文学」「総合環境学概論」「総合環境論」を公開講座とした
が、社会人の受講はなかった。

社
会
貢
献

0.00

平成３１年度　年度末自己点検結果

島嶼地域科学研究所の併任教員を務める。学外では学会（ASLE文学・環
境学会）のコンピュータセンター委員としてメーリングリストの管理運営をす
る。副学部長として教育委員会の委員長を務め、学部の教務、入試、広
報、ならびに教職関連部門を統括し、関連委員会の業務の運営管理をす
る。全学学士教育委員会ならびに大学院プログラムの委員として琉球大学
URGCCプログラムの運営に携わる。総合環境学副専攻主任を務め、副専
攻関連業務の統括をする。グローバル教育支援機構（大学教育支援部門）
の併任教員として全学的教育の企画運営に参与する。人文社会科学研究
科国際言語文化専攻主任ならびに欧米文化領域主任として大学院関連用
務の統括をする。

業務
ウェイト比
（実績）

0.00

0.20

0.05

前期は専門科目「リーディング」「英米文学概論」、共通教育科目「英作文演習上
級」「総合環境学概論」を担当し、後期は「アメリカ文学研究II」、共通教育科目「環
境と文学」「総合環境論」を担当した。大学院では博士後期課程の「総合演習」に
参加した。それぞれ前回授業評価アンケート結果を踏まえた教育実践を心がけ
た。また卒論指導をとおして学生のキャリアパスを支援した。実際、卒論指導学生
が大学院へ進学することができた。

研究代表者として科学研究費補助金（基盤研究C）の今年度の研究計画を遂行し
た。特に資料の解題をすすめることに注力した。

共通教育科目「環境と文学」「総合環境学概論」「総合環境論」を公開講座と
して社会人学生を受入れ、地域の社会人教育に貢献する。

0.25

0.00
研究代表者として科学研究費補助金（基盤研究C）の今年度の研究計画を
遂行する。

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

前期は専門科目「リーディング」「英米文学概論」、共通教育科目「英作文演
習上級」「総合環境学概論」を担当し、後期は「アメリカ文学研究II」、共通教
育科目「環境と文学」「総合環境論」を担当する。大学院では博士後期課程
の「総合演習」に参加する。それぞれ前回授業評価アンケート結果を踏まえ
た教育実践を心がける。また卒論指導をとおして学生のキャリアパスを支
援する。

0.00

教授

平成３１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）

山城　新 所　　属

領
域

国際地域創造学部　国際地域創造学科 職　　名名　　前



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

□ □

教授

平成３１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）

喜納　育江 所　　属

領
域

国際地域創造学部　国際言語文化プログラム 職　　名名　　前

0.30

①科研費基盤C「現代アメリカにおける不寛容の言説と境域文化による多様性の再
構築に関する研究」（R1-3) 研究代表者; ② A managing editor for American
Quarterly ; ③島嶼地域科学研究所併任教員；④国内外での翻訳、書評論文、研究
論文の出版；⑤ 国内外での学会発表・学会活動

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

①共通教育科目:「総合環境学概論」オムニバス１回担当（前期）、「キャリアデザイン
とジェンダー」（後期）、②専門科目担当：「アメリカ文学概論」、「メディアの英語」、
「比較文学演習」、「アメリカ文学研究II」、卒論指導1名； ③人文社会科学研究科科
目提供：アメリカ女性文学概論および演習（博士前期）；比較地域総合演習、アメリカ
マイノリティ文学特論および演習（博士後期）;修士学位論文指導（主査）２名、 博士
学位論文指導（主査）２名（副査）２名；④国際連携教育の推進⑤その他、留学や奨
学金のための推薦書をはじめ、学生から要望のある進路相談には出来る限り対応
する。

0.30

平成３１年度　年度末自己点検結果

①学長補佐（ダイバーシティ・国際連携担当）、ジェンダー協働推進室長、②人文社
会科学研究科副研究科長（新研究科検討ワーキングメンバー）；③その他、大学の
要請には可能な限り対応する。

業務
ウェイト比
（実績）

0.30

0.30

0.10

①の科目を担当した。②の科目を担当した。卒論指導は後期から2名を担当した。また、国
際地域創造学部の複合科目「島嶼社会経済入門」も１コマ担当した。③では博士学位論文
指導（主査）は2名の予定だったが、1名が休学したため、後期から1名となった。④は「世界
展開事業」の短期留学プログラムのCOIL講義を担当した。⑤交換留学制度等に応募する学
部生3名、院生2名、また過卒生でアメリカの大学院に留学した2名が必要とする推薦書を書
いた。その他、留学から戻ってきた学生の単位互換のサポートを行った。また、小論文の入
試問題作成・採点に関わった。

①米国や国会図書館での調査を行い、今年度の研究計画を遂行した。②American
Quarterlyのeditorとして年に４回の編集会議のために計55本の投稿論文やフォーラム、特
別号を査読した。③研究所の研究プロジェクトに研究分担者として参加した他、研究所が応
募する科研費プロジェクトの申請書の一部を作成した。④アメリカで出版される予定の書籍
３冊にそれぞれ論文を投稿した。うち２冊は出版社の査読中、１冊は校閲の段階。⑤10月に
九州英文学会のシンポジウムで招待発表、11月にハワイのASAで発表。その他、5月に九
州アメリカ文学会の開催校実行委員として大会開催に協力した。

①沖縄県男女共同参画審議会委員長、おきなわ女性財団評議員、ひめゆり平和研
究所諮問委員、そのほか地域社会からの協力依頼には積極的に対応する; ②一般
財団法人「竹村和子フェミニズム基金」理事・審査員③学術的貢献（論文査読、各種
審査員）

0.30

0.00

管
理
運
営

①学長補佐として役員等懇談会（週１回）、企画経営戦略会議、国際推進本部会議（各月１
回）に出席、教育研究評議会、経営協議会（各月１回）に陪席。国際連携担当として台湾の
協定校との連絡会議を行った。ジェンダー協働推進室長として採択されている２つの文科省
ダイバーシティ推進事業を管理運営した。②新研究科検討ワーキングのメンバーとして案の
作成に携わった。③開学70周年記念誌編集委員（分科会長）、開学70周年記念国際シンポ
ジウム実行委員。

①の委員長、評議員、諮問委員としてそれぞれ年１〜２回の会議に出席した。②の理事・審
査員として2019年6月には50件の応募課題の審査をし、2020年2月には理事会に出席した。
③JSPSの要請で95件の応募課題の審査をした。

社
会
貢
献

0.10

計 1.00 1.00

　 0.00

0.30

学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

□ □ 学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。

計 1.00 1.00

　 0.00

0.10

0.00

管
理
運
営

１．学部教育委員会から分かれて入試・広報委員会委員になり、高校訪問、学内FDへの参
加等を行った。入試分野ではプログラム内の入試委員も務めた。また、フランス語科目の時
間割作成、非常勤講師の依頼など教務を担当した。フランスからの客員研究員受け入れに
関して事務手続き等を行った。
２．教育後援会学内理事として理事会への出席、プログラム教員への後援会予算等に関す
る情報提供を行った。

１．「インテンシブフランス語I・II」を公開授業として提供した。
２．実用フランス語検定春季試験の西原会場実施責任者、秋季試験の試験監督を務めた。
フランス語試験DELFの沖縄試験センターの準備等を行った。また、沖縄に今年度開設したア
ンスティチュ・フランセ（フランス語・文化普及センター）開催のスピーチコンテストで審査員を
務めた。
３．沖縄外国文学会の事務局長として会の運営に携わった。

社
会
貢
献

0.20

平成３１年度　年度末自己点検結果

学部教育委員を務める。教育後援会学内理事を務める。

業務
ウェイト比
（実績）

0.10

0.25

0.20

１．夏期休暇中に実施した海外文化研修のため、前期は3回のオリエンテーションを開催した
ほか課外授業で会話クラスを提供し渡航に向けた準備をした。また、語学研修を実施する協
定校の教務担当者・事務担当者とのやり取り、学生のJASSO奨学金とQUEST基金の申請書
等の取りまとめ、航空券の手配等を行った。海外文化研修は前半の引率を行い、特に問題
もなく実施することができた。また、後期は参加学生のモチベーションが持続するよう意識し
て授業を行った。1月にはハワイ・台湾研修のグループとともに報告会を開催した。
２．交換留学に出発する学生の支援を行った。ヨーロッパへの交換留学生のためのJASSO
奨学金の獲得に関して国際連携推進課と協力した。

フランス・琉球交流史の分野において、19世紀の沖縄に関するフランス語の史料を
翻訳・分析し、論文として学内紀要に投稿した。2018年度12月に投稿した学会誌へ
の論文が今年度6月に刊行された。年末頃からは、他機関の研究者からの提案で
来年度からの共同研究に向けて事前調査や複数回の打ち合わせを行った。

１．共通教育科目「インテンシブフランス語I・II」を公開授業として提供する。
２．実用フランス語検定試験やDELFの実施・試験監督を担当し、フランス語
学習の県内での普及に努める。
３．沖縄外国文学会事務局長として会の運営に携わる。

0.45

0.30
19世紀から20世紀初頭のフランスと琉球・沖縄の交流史に関して、特に日
本未公刊の文献の翻訳と分析を進める。これに関して論文を執筆し投稿す
る。

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

１．今年度は夏期休暇中に海外文化研修を実施するため、前期は事前学
習に加えオリエンテーションを数回開催し学生に渡航の万全な準備をさせ
る。また、語学研修を受ける協定校とのやり取りや移動・宿泊の手配等を滞
りなく行うようにする。後期は、報告会を開催し、参加した学生に研修の振り
返りをさせる。また参加者の学習意欲が継続するような授業を提供する。
２．交換留学をする学生の支援をする。

0.40

准教授

平成３１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）

宮里　厚子 所　　属

領
域

国際地域創造学部　国際言語文化プログラム 職　　名名　　前



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

□ □

准教授

平成３１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）

クリストファー　デイビス 所　　属

領
域

国際地域創造学部　国際言語文化学科 職　　名名　　前

0.45

科研プロジェクトに二年目に入って、そのプロジェクト（八重山語の動詞につ
いての比較研究）のための調査を行い、またその成果をまとめ国内と国外
の学会またはワークショップで発表する予定である。また、これまで２年間
進めてきた差別語の意味論に関する研究も、今年度で２つの論文をまとめ
て学会誌で出版する予定である。

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

アクティブラーニングや学生による演習・発表・ディスカッションなどのアク
ティビティを増やしながら、明確なシラバスで授業を行う予定である。得に今
年度は夜間の言語学演習では、これまでなかったフィールドメソッドの演習
を行い、学生による調査を授業を行う予定である。また、大学院生向けの意
味論関係の授業では、新しいテキストを使い、学生の研究にもっと役立つ形
で計画する予定である。

0.35

平成３１年度　年度末自己点検結果

委員会委員として会議などに出席し、メモを取り、必要に応じてプログラム
会議などでその内容についての報告や議論を行う。

業務
ウェイト比
（実績）

0.10

0.40

0.10

予定通りに教育・学生支援を行うことができた。フィールドメソッドの授業として教え
た夜間の「言語学演習」では、ポーランド語の母語話者の協力をもらって、学生に
よる新しいカタチの演習（学生によるフィールドワーク）を行うことができた。同授業
で、ティーチングアシスタント制度を初めて利用し、大学院生にとっての意義のある
経験にもつなげることができた。大学院生向けの意味論関係の授業で新しいテキ
ストを使うことにして、今後のシラバス改善にもつながる教え方にも試みた。

八重山語について科研プロジェクトの調査は、今年度は主に竹富方言・鳩間方言・
小浜方言に焦点を当てて、本プロジェクトのデータとして収集する予定であって自
然談話のビデオとのその書き起こしを行った。また、その中で出てきた尊敬語の使
い分けに関する文法調査を行い、今年度の４月に行われる予定である国際学会
（Semantics and Linguistic Theory）で発表することとなった。また、差別語の意味
論に関する論文を国際ジャーナルで出版した。

八重山語の研究成果をコミュニティに返すために、録画・録音の一部をイン
ターネットで公開し、また一部はDVDでコミュニティや協力者に上げる予定
である。また、八重山語の学習資料としてこれまで作ってきたポッドキャスト
の内容に基づいて、学習テキストを作り始め、その一部をインターネットで
公開する予定である。

0.40

0.00

管
理
運
営

予定通りに委員会の事業を行った。

音声データの一部をCDにまとめて、小浜島と鳩間島の公民館長に渡すことができ
たが、インターネットでの公開などが遅れて、来年度に回すこととなった。学習テキ
ストや学習資料に向けて、児童話「逃げるヤギが逃げないヤギとなった日」を、竹
富方言・小浜方言・鳩間方言・真栄里方言・白保方言に訳し、今後それを学習資料
として公開する予定である。

社
会
貢
献

0.10

計 1.00 1.00

　 0.00

0.10

学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

□ □ 学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。

計 1.00 0.65

　 0.00

0.15

0.00

管
理
運
営

目標通りに管理運営業務を果たすことができた。特に、琉球大学70周年記念誌編
集委員として第三章「国際化と琉球大学」を担当し、「米留制度と教育・運営への波
及」と題して、関係者へのインタビューを実施し、インタビュー原稿をまとめることが
できた。

目標通りに社会貢献業務を果たすことができた。ハワイ東西センター小渕プログラ
ムアドバイザーとして学外の応募者の問い合わせに対応した。また、九英連沖縄
大会（6月開催）にて、分科会指導助言者の役割を担った。

社
会
貢
献

0.05

平成３１年度　年度末自己点検結果

・英語系教育委員会、FLS会計
・ジェンダー協働推進室室員
・Okinawan Journal of Island Studies（島嶼地域科学研究所）編集委員会
・琉球大学70周年記念誌編集委員
・施設管理・安全衛生委員会

業務
ウェイト比
（実績）

0.15

0.45

0.05

目標通りに教育・学生支援業務を果たすことができた。共通教育で4科目（7コマ）、
専門科目で4科目（2コマ）、オムニバス形式授業「地域文化資源と博物館」（2回）、
「島嶼地域科学入門」（1回）を担当した。専門科目の授業「アメリカ研究概説」で
は、例年通りアクティブラーニングの手法（LTD話し合い学習法）に基づいた授業を
行った。また、3年次指導教員として学生支援を行った。特に交換留学派遣の支援
（面談及び推薦書執筆）、卒業論文発表会、就職懇談会、学位記交付の開催に関
する業務を担当した。

目標通りに研究業務を果たすことができた。特に、シンガポール国立大学で開催さ
れたオーラルヒストリーワークショップへの参加し、研究対象地域や学問領域を超
えた冷戦研究者と知見交換ができたことは意義深く、著書の執筆（一章担当）につ
なげることができた。またハワイで開催されたアメリカ研究学会（ホノルル・11月開
催）では、一般パネルとホスト委員会主催のラウンドテーブルにて、二つの論文に
ついて科研の成果発表を行うことができた。また、島嶼地域科学研究所のプロジェ
クト関連の勉強会やミーティングに参加し、学問領域を超えた学内研究者と共同研
究を進めることができた。

・ハワイ東西センター同窓会（副会長）
・ハワイ東西センター小渕プログラムアドバイザー

0.00

0.45

・シンガポール国立大学で開催されるCold War Oral History Workshopde
での招待講演
・Association of American Studies （ホノルル）での学会発表（前年度の
科研成果論文）
・科研「研究活動スタート支援」（研究代表）成果論文の執筆
・科研B「島嶼地域における主体的な女性の移動」（研究分担者）成果論
文の執筆
・琉球大学「島嶼地域科学研究所」概算求プロジェクトの研究分担（併任
教員）

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

・共通教育、必修科目、コア科目の担当
・三年次指導教員に関する業務（履修指導、就活支援、留学相談、推薦
書執筆等）

0.35

准教授

平成３１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）

山里　絹子
所
属

領
域

国際地域創造学部　国際地域創造学科 職　　名名　　前
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計

□ □

講師

平成３１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）

福地恭子 所　　属

領
域

国際地域創造学部　国際地域創造学科 職　　名名　　前

0.35

（１）2019年10月に出版予定の『ディエゴと日本再発見！』（改訂版）の校正
作業を行う。
（２）「中近世スペインにおける聖ヤコブ崇敬の連続性」に関して、論文を執筆
する。

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

（１）前期は共通教育科目３コマ、専門科目４コマ、後期は共通教育科目３コ
マ、専門科目４コマを担当する。
（２）４年次学生のゼミを受け持ち、卒業論文の指導を行う。
（３）国創１年次指導教員、法文２年次指導教員として学生の指導に当たる。
（４）協定大学へ留学する学生に対して事前研修を行う。またビザ申請など
留学準備のアドバイスをする。
（５）30年度に開発したEラーニング教材の運用を開始する。

0.35

平成３１年度　年度末自己点検結果

（１）図書・紀要委員を務める。
（２）法文学部代議会の講師代表代議員としての任務に努める。

業務
ウェイト比
（実績）

0.20

0.35

0.10

（１）前期は共通教育科目３コマ、専門科目４コマ、後期は共通教育科目３コマ、専
門科目４コマを担当した。
（２）４年次学生の１名のゼミを受け持ち、卒業論文の指導を行った。
（３）国創１年次指導教員、法文２年次指導教員として学生の指導に当たった。
（４）協定校のバルセロナ自治大学、また私費でスペイン留学する学生に対して事
前研修を行い、ビザ申請など留学準備のアドバイスをした。
（５）30年度に開発したEラーニング教材の運用が開始された。
https://text.asahipress.com/free/spanish/bienvenidosajapon/index.html

（１）2020年１月に朝日出版社より『ディエゴと日本再発見！』（新版）を出版した。
https://text.asahipress.com/spanish/detail.php?id=1667
（２）博士論文「中近世スペインにおける聖ヤコブ崇敬の連続性－民衆の祈り－」を
提出した。３月25日に博士の学位が授与された。

（１）「インテンシブスペイン語I・II」のクラスを公開授業として提供する。
（２）DELE（外国語としてのスペイン語検定試験）の沖縄地区での実施に協
力する。

0.35

0.00

管
理
運
営

（１）図書・紀要委員を務め、紀要論文の編集を行った。
（２）法文学部代議会の講師代表代議員としての任務に努めた。
（３）ドイツサテライトオフィス部会の委員を務めた。
（４）入試業務に関わった。

（１）「インテンシブスペイン語I・II」のクラスを公開授業として提供し、社会人を受け
入れた。
（２）DELE（外国語としてのスペイン語検定試験）の沖縄地区での実施に、会場担当
者として協力した。

社
会
貢
献

0.10

1.00 1.00

　 0.00

0.20

学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。
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計

□ □ 学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。

1.00 1.00

　 0.00

0.05 ・学内の委員会への参加

0.00

・教職科目担当教員として、4年次の教育実習研究授業を積極的に参観し、これまで
の経験に基づいたフィードバックを示唆するとともに、担当校の英語教員とも意見交換
をすることができた。

・共通科目「英語講読演習中級」クラスで取り組んだ多読学習の成果として、琉大附属
中１年生との交流授業を行い、琉大生が中１生に英語絵本の読み聞かせを行った。
中学生にとっては日頃あまり読むことのない英語絵本を楽しむことができただけでな
く。大学生のリードのもと簡単な英会話を体験する機会ともなり、後日大学生一人一
人にお礼のメッセージが届いた。学生にとっても英語の枠を超えて社会性やリーダー
シップを高める機会につながったと思う。

管
理
運
営

0.10 ・FD委員会のGTEC担当として、より多くの3年次学生が2月度GTEC受験により現在の
自分の英語力を客観的に知ることができるように、該当年次指導教官及び教育支援
課と連携して、学生への通知を行い、アルバイト学生の募集にも取り組んだ。また、ベ
ネッセからの分析報告内容からの考察を英語系科目の授業で学生にフィードバックす
ることもできた。

社
会
貢
献

0.10
・学外のアクション・リサーチ研究会への参加・学外の英語教員自主研
修会への参加

業務
ウェイト比
（実績）

・すべての授業において毎時終了後学生が振り返りコメントを記入して提出することに
より、客観的に自分の授業を評価すると共に、質問等については次時の授業で学生
全体にフィードバックすることができた。

・アクション・リサーチのアプローチに基づいた英語教員養成の方向性、及び、学生の
コミュニケーション能力向上に向けた実践について、以下の国内外の学会で報告発表
を行った。①2019年8月28-30日 JACET International Conference 2019  (名古屋工業
大学)  ② 2019年10月17-19日 CARN-ALARA Conference 2019  (スプリット、クロア
チア) ③2020年2月15-16日 The 14th Japan Association of Action Research
Symposium  (大東文化ホール、Skypeによる招待講演)　特に②では、学会発表だけで
なく、クロアチアのUniversity of Osijek所属の研究者と懇談も行い、今後の研究調査・
交流について意見交換をすることもできた。

・共通科目「英語プレゼンテーション演習中級」クラスでイングランドのYork St John
University日本語学科と連携し、Google Driveの共有フォルダを使用したお互いの作
文の添削、ショートビデオの交換等の活動に取り組んだ。来年度もこの取り組みは続
け、将来の交流協定の締結を目指していきたい。

・専門科目「英語科教育法A」では、「なんで英語やるの？」をテーマに学生と共に
ショートビデオを作成して伊江島の伊江中学生に送付。"Think globally, act locally"に
活躍できる人材に育って欲しいという思いを込めた。中学生はビデオを通して英語学
習の意味を再考する機会を得たようで、視聴後、中学生一人一人からお礼のメッセー
ジが届いた。学生にとっても現場とつながる貴重な機会となった。

・専門科目「英語科教育法B/C」では、①学生の模擬授業後のディスカッション②授業
後に振り返りレポートを作成して提出③全員のレポートをニュースレターにまとめて翌
週配布④クラスメートのレポートを読んで再度授業を振り返る⑤自分の模擬授業ビデ
オを見てさらに授業を振り返り最終レポートを書いて提出、というサイクルにより、学生
からは「内省的省察からより深い学びを得た」という声が多く聞かれた。また、聞き手
に伝わりやすいようにディスカッションをまとめることや、読み手が傷つかないように授
業の改善点を書くことを学ぶことができたと学生に評価された。このように、上述の①
〜⑤の取り組みが学生のコミュニケーション能力を高めることにつながったと言える。
さらに、授業を通した私自身の気づきを学生と共有することで、「授業＝学生と教員が
学び合い高め合う場」という私自身の教育に対する考えを教職を目指す学生に示すこ
とができたと考える。つまり、授業そのものが私のアクション・リサーチの実践の場で
あった。

0.10

0.40

平成３１年度　年度末自己点検結果

研
究

0.35

平成３１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）

金藤　多美子 所　　属

領
域

0.50

講師

平成３１年度　年度目標設定

・毎授業後の学生の自己評価及び授業評価記入を通した授業改善の
ための取り組み・授業を講師/学生共同のアクション・リサーチの場と
位置付け、内省的省察と他者とのインタラクションを通して共に学び合
い高め合う授業の構築・聞き手/読み手を意識した発表の追究による
コミュニケーション能力理論の発展

国際地域創造学部　国際言語文化学科 職　　名名　　前

業務
ウェイト比
（予定）

・アクション・リサーチのアプローチに基づいた英語教員養成の方向
性、及び、学生のコミュニケーション能力向上に向けた実践について、
国内外の学会で報告発表すると共に学会誌へ投稿

0.40

・海外学会誌（査読有り）に投稿論文が掲載された。Kondo, T. (2020). Transforming
critical and participative teacher research into communicative action: a possible
direction for teacher professional learning. Educational Action Research , 28 (2), 159-
174. doi: 10.1080/09650792.2019.1667256

教
育
・
学
生
支
援
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計 1.00 1.00

　 0.00

0.30

0.00

管
理
運
営

人文社会科学研究科比較地域文化専攻主任として各種業務を行った。

ポーランド、タイの学生の博士論文の指導をしており、指導を通じて国際貢献をして
いる。また、台湾での実習を通じて国際貢献をしている。沖縄国際大学南島文化研
究所の研究発表を通じて地域貢献をした。

社
会
貢
献

0.10

平成３１年度　年度末自己点検結果

学部レベルでは国際交流・地域貢献委員会委員、博士後期課程では比較
地域文化専攻主任として業務を行う。

業務
ウェイト比
（実績）

0.30

0.30

0.10

紀要の文章をPDF化したものを授業の予復習に使えるように工夫している。文化人
類学や社会人類学について誤解しやすいポイントがわかるように紀要に書いてき
た。最近の島嶼科学や国際機関の学術動向も踏まえた地域貢献のあり方をわかり
やすく書いており、英語や中国語の発想との違いを授業で解説している。

学術書２(風響社、ボーダーインク）、学術雑誌１（勉誠社）が本年度に出版された
（奥付は昨年度）。沖縄国際大学南島文化研究所で学術発表を1回行った。

島嶼科学研究所所員として各種研究発表を大学内外で行う予定である。

0.30

0.30
論文2本がほぼ完成しており、投稿先を考えている。研究発表１が予定され
ている。

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

グローバル人材を養成すべく、学生の英語、中国語のスキルを上げ、異文
化に対する理解を深めさせる。また、学生の進学にも対応できるよう、社会
人類学の授業本来のアカデミズムを取り戻すべく、正常化のための大幅な
改善を行う。

0.30

教授

平成３１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）

稲村務 所　　属

領
域

国際地域創造学部　国際地域創造学科 職　　名名　　前



(別紙１） 本シートは平成32年5月以降に学内外へ公表されます。

□ □学内外公表に同意しない。　※当該シート（表）の公表に同意しない場合には、右記にチェックしてください（プルダウン選択式） 学外公表に同意しない。

計 1.00 1.00

　 0.00

0.10

0.00

管
理
運
営

ハラスメント相談支援センター委員（全学）、教務委員（学部）、教員養成委員（学
部）を担当した。

高大連携歴史教育研究会会報編集委員長として、会報編集を担当した。全国との
ネットワークは構築されつつある。さらに同研究会では沖縄での歴史実践について
報告した。

社
会
貢
献

0.20

平成３１年度　年度末自己点検結果

全学の委員会および学部内の委員会活動の職務をまっとうする。

業務
ウェイト比
（実績）

0.10

0.30

0.20

①共通教育では「西洋の歴史と文化」にて6つのテーマからのアメリカ史を考察し
た。自由にテーマ選択・論文選択をレポート課題に課すことで主体的に学ぶという
要素を担保した。②専門教育では「歴史総合」にて、７回のグループ討論を導入
し、AL型授業を行った。③佐賀大・沖国大・琉大合同の読書会を11月に企画・運営
した。また同月、九州西洋史学会若手部会にてゼミ生が研究報告する機会を用意
した。④教員採用試験の模擬面接を実施するなど、学生の希望する進路に応じ
て、適宜対応した。

①高木財団による共同研究の研究分担者として、グアム環境史に関する研究を進
めた。②科研費基盤Cの申請書を提出し、また、学術変革領域の計画研究代表者
としても参画した。③島嶼地域科学研究所のレジリエンス＆バイタリティプロジェク
トの「軍事と環境」ユニットリーダーとして活動している。

高大連携歴史教育の観点から、沖縄および全国の高等学校教員との交流
および教育実践の収集・データべ―ス構築に努める。

0.40

0.30

①民間の研究基金の共同研究に参加しているので、その成果を出す。②こ
れまで受けれてきた科研費による研究成果を、さらに発展させ、秋の科研
費申請につなげる。③島嶼地域科学研究所の併任教員になったことから、
学際的な研究にも本格的に着手する。

業務
ウェイト比
（予定）

平成３１年度　年度目標設定

教
育
・
学
生
支
援

研
究

①共通教育では、歴史的思考力の涵養をめざす上で、学生自らの主体的
な取組ができるような内容を組む。②専門教育では、学生との対話を重視
し、双方向授業および研究指導システムの構築を目指す。③学外の研究会
や学習会等、学生に知的交流のできる空間を提供し、専門性の深化・コミュ
ニケーション能力の向上を図る。④学生の希望する進路に応じたキャリア
支援を進める。

0.40

准教授

平成３１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）

池上　大祐 所　　属

領
域

国際地域創造学部　国際地域創造学科 職　　名名　　前


