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地域社会や国際社会が抱える諸問題の解決をめざし、

「真の自由と、
自治の確立」

より高度な専門知識を学んでみませんか。

理念
沖縄国際大学は、沖縄の伝統文化と自然を大

大学院の目的は、学術の理論及び応用を教授研究し、
その深奥

は、先行研究の取り組みやこれまで受け継がれてきた蓄積から多く

切にし、人類の平和と共生を支える学術文化

をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学

のものを学び、
それを踏まえ現状を適切に理解し、未来に向け課題

を創造する。

識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することにあります

を解決する力を身につけなければなりません。
日々怠ることなく、謙虚

（学校教育法99条1項）。沖縄国際大学大学院には、地域文化研

に根気強く研究に勤しむ心がけが必要であります。言うまでもなく研

究科、地域産業研究科、法学研究科があり、各研究科では、法の定

究活動は、
自らの力で成し遂げなければなりませんが、指導教員をは

める目的達成のため、幅広い視野に立ち、精深な学識を授けるとと

じめ多くの教員の助言・指導を仰ぎながら、
自らの課題を多面的・複

もに、各専門分野における研究能力を高めることによって、高度専

眼的に捉え、時には、志を同じくする仲間と交流し議論を深め、
自ら

門職業人としての資質を磨き、地域社会や国際社会に貢献しうる

の考えをまとめる力や人間力を育むことが求められます。

人材の養成に取り組んでいます。

CONTENTS

沖縄国際大学大学院には、研究者・教員・企業への就職をめざ

そして豊かな心で個性に富む人間を育み、地
域の自立と国際社会の発展に寄与する。

本学の目的

心を持ち得意とする分野・領域を定め、
より高度な専門的知識を修

す。沖縄の抱える諸問題の解決をめざし、
または地域社会や国際社

得し、
そしてその知識を社会問題解決のため還元することが求めら

会に貢献できる人材をめざし、沖縄国際大学大学院において、社会

れています。

文化・社会科学のより高度な専門知識を学んでみませんか。今年度

「平和・共生」
「個性・創造」
「自立・発展」

の努力を支援し応援して行くことをお約束いたします。
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で、研究に励んで下さい。本学教職員一同、皆さんを歓迎し、皆さん

地域文化研究科

育の場を提供し、人間性の涵養と科学的知識

修得した基礎知識と専門知識を踏まえ、
さらに一歩進んで自らが関

究テーマを設定、
そのテーマに沿った文献や資料を収集・分析・考
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さきがけ

ルを活かし、万国津梁※の魁となる人材を育成
します。
（2）沖縄の個性を発揮させる研究・地域連携を
行います。
※「万国津梁」：「世界の架け橋」という意。1458 年に尚泰久
王が鋳造させ、首里城正殿に掲げていたという鐘に刻まれ
た銘文の一部。

教 育目標
（1）アジアを中心とする国際社会と対話し、理解
し発信する能力を育成する教育をします。

大学院で取得できる資格
入学金および諸学費
奨学金制度
研究環境

入学者選抜試験日程

……………………………………………………

４2

（2）
「沖縄」を見つめ探求し、地域と協働する経験
を蓄積させる教育をします。
（3）夢を描き実現する力、環境変化に適応できる
力、すなわち人間力を培う教育をします。

地 域 連 携・研 究目標
（1）地域協働、産学官連携を推進します。
（2）地域における生涯学習の拠点にします。
（3）沖縄の発展に寄与する研究を推進します。
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大学院

地域文化
研究科

地域社会の未来を創出する大学院の役割
大学院地域文化研究科では、南島文化、英米言語文化、人間福祉（社会福祉
学領域・臨床心理学領域）のそれぞれの専攻において、専門的・体系的な教育・

黒澤 亜里子
Ariko Kurosawa

南島文化
専攻

英米言語
文化専攻

会福祉をはじめ、様々な分野の知識が必要になるでしょう。世界中の文学を読めば、

研究活動を展開しています。教育研究の主な対象は、地域の文化・生活・社会問

異なる歴史や文化的背景をもつ他者の感じ方、多様なものの見方を理解する手が

題等ですが、沖縄や日本だけではなく、周辺の諸地域にも研究領域は広がっていま

かりになります。

す。南島文化に関する研究はアジアとの交流を推進し、英米言語文化研究は欧米

地域文化研究科
研究科長

治、経済、歴史、文化などの文系の知識が必要です。高齢化の問題には、心理、社

また、大学院は研究者同士の人的交流の場でもあります。専門領域はもちろん、

諸国との国際研究へ、
また、人間福祉領域は福祉先進国との比較研究にも意欲

他の領域の教員、研究仲間との交流は自己の視野を広げ、貴重な
「気づき」や新し

的に取り組んでいます。

い視点を生んだり、横断的な研究に繋がっていくことでしょう。

大学院の大きな目標は修士論文の作成にあります。研究に求められるのは独自性

本研究科では、院生と教職員が一体となって、教育・研究・実践活動に取り組

と先取性（プライオリティ）
ですが、突き詰めれば、
「 答えがない問題」
を考えること、
そ

み、高度な専門性を持った人材を育成し、地域社会に貢献していきたいと考えてい

の問題に対処する新しい思考や方法を見つけ出すことだと思います。
そのためには、

ます。
はじめから立派な研究ができる人はいません。私たち教員は、
テーマ選定から、

自分のテーマだけではなく、幅広いジャンルや知識に目を配ることが大切です。
たとえば、環境や基地の問題を考えるには、理科系の知識だけでなく、社会、政

情報にたどりつく方法、論文の組み立て、書く方法までを助言し、
ていねいにサポー
トしていきます。
ともに学び、研鑽していきましょう。

人間福祉
専攻

地域文化研究科がめざすもの
理念・目的
地域文化研究科は、南島文化専攻、英米言語文化専攻、人

生涯学習時代における
学習機会の提供

文化事業推進のための
人材育成と地域活性化

教育研究の国際化

本研究科の教員は、学識経験者として文化教育

南島地域研究は東アジア、東南アジアとの交流

間福祉専攻の３つの専攻から構成され、複雑化する地域社会や

現代社会が直面する諸問題の解決には、大学の学部教育だ

いま人々は、
自己の充実・啓発や生活の向上のた

けでは十分対応できません。高度な専門知識・技術の修得が不

め、適切かつ豊かな学習の機会を求めています。生

事業に積極的に関わり、
また、修了生も各地域の文

を推進します。
また、英米言語文化の研究は、英米を

国際社会の諸問題を適切に分析し、解決する能力を持った高度

可欠です。

涯にわたって学習することができ、
その成果を適切に

化教育事業に多数従事するなど、地域の文化事業

中心とした欧米諸国との交流にとどまらず、広く英語

生かすことのできる社会の実現を図ることは大学の

の推進と、人材育成に深くかかわってきました。

圏諸国との国際研究へとつながり、人間福祉
（社会

な専門的職業人の養成を目指しています。
また、再教育・生涯学習の場として、専門職従事者には系統的
な学習の機会を提供し、生涯を通して自己錬磨し、
自己形成を目
指す人々のニーズに応えるとともに、
その成果を十分に生かすこ
とのできる社会の実現を図りたいと考えています。
特定の地域文化についての研究は、他の地域文化との比較
へと広がりを見せます。広い視野で物事を見つめることは、自他
を客観的にとらえ、価値観や立場の異なる者への理解を深めるこ
とにつながっていきます。
多文化・多言語が共存し、価値観が多様化した社会にあって、
自他の地域文化への知識と理解を基盤とした研究は、地域社会
の未来の創出に大いに寄与するものと思います。
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本研究科では、
学部で培った知識・技術を一層高め、
社会の要
請に積極的に対応しながら、教育、文化、行政、
民間の各機関で
活躍し、国際感覚を持って今後の社会発展に貢献できるような、
高度な専門的職業人を養成していくことをねらいとしています。

使命でもあります。
専門職従事者には系統的な学習の機会を提供
し、
また、地域に根ざした文化へ興味を持ち研究を進

本研究科では、
これまでの実績を踏まえ、地域振

福祉・臨床心理）
の研究は、欧米との交流をはじめと

興に貢献できる専門家を養成し、文化教育事業を

して、東アジア、東南アジアとの比較研究にも発展

通して地域の活性化を推進したいと思います。

しています。

また、
より専門的・指導的な職務に対応できる資格
（中高教諭

めたいと希望する者には学びの場を開きながら、一

また、本研究科では、年ごとに国際交流を拡大し

専修免許や、公認心理師・臨床心理士受験資格など）
を取得す

人ひとりが充実した人生を送るための多様なニーズ

てきました。本学の姉妹校である韓国の韓南大学

るための系統的な教育、研究、実践の場を提供します。

に本研究科は応えていきます。

地域研究の推進

校、台湾の東海大学、中国の澳門大学、
オーストラ
リアのマッコーリー大学、
フランスのレンヌ大学から
も、大学院生の交流希望が寄せられています。

本研究科は、生活の土台である地域に根ざした

本研究科は、多様な文化や背景を持つ者がとも

研究・教育を重視しています。それぞれの専攻の理

に学び、国際的な視点で課題に取り組み、新たな知

念を実現するために、南島地域文化の研究、英米

的発見を見出せるような教育研究の国際化推進の

言語文化の研究、社会福祉や臨床心理の研究を

ために、一層努力していきたいと考えています。

一層推進し、今後の地域発展に貢献するために
様々な課題に取り組んでいきます。
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大学院 地域文化研究科

南島文化専攻

南島の地域特性
地域とは、
われわれが生活を共にしながら生きている、
ある程度完

Department of Ryukyuan Culture

文化の伝播ルート、地域的
個別形態、変容過程の分析

結的な地理的社会空間であり、
そこには独自の風土、社会、文化、歴

この地域を研究することは、
アジア文化の伝播ルート、地域的個別

史が存在します。それはわれわれの生活と不離一体のものであり、地

形態、変容過程を明らかにすることにつながります。
この研究成果が

域住民に共通するエトスの源泉となっています。地域は国家形成に

南島地域だけでなく、
日本の文化や社会の理解に貢献できることは

先立つものです。地域文化研究が地域住民の発展に貢献することは

共通した認識といえましょう。文化の正しい理解は、経済活動を含め、

いうまでもありません。

あらゆる地域活動の基礎をなします。文化の相互理解は、国際交流

南島地域とは、琉球文化圏を構成する南西諸島の島嶼地域、
すなわ

の基礎でもあることから、研究成果は沖縄および日本と周辺諸国との
交流に役立ち、地域活性化にもつながっていきます。

ち屋久島・種子島と奄美諸島の間のトカラ海峡に東西に引かれた生
物地理学上の境界線である渡瀬線から、八重山諸島の一つ与那国
島と台湾の間に引かれた南先島諸島線までの間の地域をさします。
南島文化は琉球文化の別称でもあります。この地域は、台湾・中
国・韓国・朝鮮・フィリピンと隣接していることから、東アジアおよび東

研究対象の領域と地域
南島地域は周辺に東アジア、東南アジア、
ミクロネシア、
メラネシア、

南アジアとの文化交流地点になっていること、琉球王国の形成発展

ポリネシアなどの諸地域を有することから、地域文化も多様な広がりを

を軸に独自の歴史をたどってきたこと、
それ故にこの地域の文化が日

示すことになります。南島文化専攻では言語文化、
民俗文化、先史・

本の中でも独自性を有していることは広く知られています。

歴史文化、社会文化の４領域を中心に教育課程が体系化されており、
南島地域文化を系統的に研究することができます。

沖縄国際大学大学院

南島文化専攻は、総合文化学部の日本文化学科、社会文化学科を基礎として設置されています。
また南島文化研究所は、本研究科を支える重要な関係機関です。

大学院地域文化研究科

基礎となる学科・研究所
既 設の学 部 及 び 研 究 所 との
内 容 上の関 連 図

南島文化専攻は、
南島地域の文化を教育研究の対象としています。

基礎となる学科・研究所

学 科

教育研究内容

日本文化
学科

琉球文学・琉球方言
日本文学・日本語学
情報学・図書館学

社会文化
学科

考古学・歴史学
民俗学・文化人類学
社会学・平和学

南島文化専攻（4領域）
言語文化
民俗文化
先史・歴史文化

研究所

研究活動等

南島文化
研究所

南島地域の社会と文化

社会文化

の総合的研究

南島文化専攻 3つのポリシー
●ディプロマ・ポリシー
（学位授与方針）
本研究科本専攻における所定の教育課程を終え、
〈 修士〉
を授与される大学院生は、以下のような人物です。
１．南島文化または周辺地域の文化について専門的な知識を身につけるとともに、多様な観点から見る力を培った人物。
２．南島文化において研究すべき課題を自ら発見し、主体性と協調性をもって解決できる力を身につけた人物。
３．南島文化の価値を周辺地域または世界へと広めることを社会的な責任として自覚し、国際的な立場から発信しようとする人物。
４．南島文化および周辺地域に生きる地域住民に共感し、南島地域および周辺地域の発展に貢献できる人物。

●カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成方針）
本研究科本専攻では以下のような教育課程を編成します。
１．南島文化についての専門的な知識を系統的に深めてその課題を見出し、
その解決に向けて指導教員と対話的な指導を行う特殊
研究科目の提供。
２．南島文化について、幅広い分野の一流の講師陣が専門的な知識によって対話的な指導を行う特論科目の提供。
３．
自らの課題を公の場で発表し、多くの意見を聞くことによって、学術的な精度を高めると同時に、修士論文執筆に向けた意欲を高め
る中間発表会の開催。

●アドミッション・ポリシー
（入学者受入方針）
本研究科本専攻が入学者として求めるのは、以下のような人物です。
１．言語文化領域においては、南島地域の言語および文学に強い関心を有する人物。
または、
日本の古典文学や近現代文学、国
語教育学に強い関心を有する人物。
２．民俗文化領域においては、南島地域の民俗文化に強い関心を有する人物。
または、南島地域の周辺地域である東アジア・東南ア
ジア地域の民俗文化に強い関心を有する人物。
３．先史・歴史文化領域においては、南島地域の先史文化あるいは歴史文化に強い関心を有する人物。
または、南島地域の周辺地
域である東アジア・東南アジアとの関係史に強い関心を有する人物。
４．社会文化領域においては、南島地域の社会関係の特質、南島社会における文化問題に強い関心を有する人物。
または、南島社
会の抱える現代的な問題に深い関心を有する人物。
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教育課程の構成
教育課程は大別して言語文化、
民俗文化、先史・歴史文化、社会文化の4領域から構成されています。

言語文化
言語文化領域では、南島地域の言語と文学を中心
にして、
日本の古典文学や近現代文学、
さらには国語
教育学も研究対象とします。教員の専修免許など高度
の免許・資格の取得や官庁職員・一般社会人の再教
育などを主な目的としています。

先史・歴史文化
先史・歴史文化領域での一つの柱をなす考古学は、
南島地域の先史文化を研究対象としますが、東アジ
ア、東南アジアなどの周辺地域との比較研究を重視し
ます。
もう一つの柱である南島史学は、近世の古文書
講読および20世紀における資料の伝来の把握を重視
し、南島地域史への理解を深めます。

民俗文化
民俗文化領域も、研究の主要対象は南島地域です
が、内容的に東アジア、東南アジアなどの周辺地域と
の関連性も重要になってきます。教育課程や講義内容
も、南島地域の民俗文化を深く掘り下げていくと同時
に、周辺地域への広がりも持たせたものになっていま
す。

社会文化
社会文化領域は、社会学を中心として南島地域の
社会関係の特質、社会構造の維持メカニズムとしての
文化問題などを取り上げていきます。
この領域は南島社
会の基本構造、人間生成、現実の社会問題処理の側
面も含みます。
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Graduate
School
of
Regional
Culture

大学院 地域文化研究科

南島文化専攻

Department of Ryukyuan Culture

専攻内容
研究科

専 攻

領 域

院生からのメッセージ

授業科目

南島文化専攻
言語文化領域

■南島言語文化特殊研究Ⅰ
・
Ⅱ ■日本言語文化特殊研究Ⅰ
・
Ⅱ
■南島文学特論ⅠA・
ⅠB

■南島文学特論ⅡA・
ⅡB

徳村 利奈子

■南島方言学特論Ⅰ
・
Ⅱ

■日本古典文学特論ⅠA・
ⅠB

■日本古典文学特論ⅡA・
ⅡB

■日本近現代文学特論ⅠA・
ⅠB

■日本近現代文学特論ⅡA・
ⅡB

■南島芸能特論Ⅰ
・
Ⅱ ■国語教育学特論Ⅰ
・
Ⅱ ■南島言語文化特論
■南島民俗文化特殊研究Ⅰ
・
Ⅱ
■東アジア文化人類学特論ⅠA・
ⅠB ■東アジア文化人類学特論Ⅱ
・Ⅲ
■南島民俗特論Ⅰ
・
Ⅱ

■南島民俗宗教特論Ⅰ
・
Ⅱ

■南島地理学特論Ⅰ
・
Ⅱ

■民族誌特論

■地理教育学特論

先史・歴史
文化

社会文化

■南島先史文化特殊研究Ⅰ
・
Ⅱ

■南島歴史文化特殊研究Ⅰ
・
Ⅱ

■考古学特論Ⅰ
・
Ⅱ

■南島史学特論ⅠA・
ⅠB

■南島史学特論ⅡA・
ⅡB

■南島先史文化特論Ⅰ
・
Ⅱ

■アジア先史文化特論

■文化財保存特論

■南島社会文化特殊研究Ⅰ
・
Ⅱ

■南島社会特論Ⅰ
・
Ⅱ

■家族社会学特論Ⅰ
・
Ⅱ

■植民地社会特論Ⅰ
・
Ⅱ

■社会心理学特論Ⅰ
・
Ⅱ

■比較社会文化特論Ⅰ
・
Ⅱ

■現代社会文化特論

■国際社会学特論

■社会学研究法特論

■社会統計学特論

修 士 課 程 修 了（ 学 位 取 得 ）

社会人選抜

地域文化研究科 南島文化専攻

推薦選抜

教育現場の
管理職

かせる専門職に就きたいという想いと学部の4年間で成しえなかっ

指していることもあり、専修免許の取得と沖縄県の教員としてより

た研究を継続したいという想いから大学院進学を志望しました。研

高い国語の専門性を身につけたいと思い、進学を決意しました。
南島文化専攻では、
自分の研究対象である琉球語だけでなく、
琉球文学や琉球芸能などの文化もより専門的に学ぶことができま

面から取り組み、南島地域を専門的に学べることが本学大学院を
志望した一番の理由です。
また社会人の学生も積極的に受け入

こともでき、沖縄・琉球に関する知識を深められるほか、他専攻の

れ、夜間の講義が多いことも志望した理由のひとつです。

学生との関わりの中で考えさせられたり、新しい発見があったりとよ

る機会が多くなり、
日々成長していくのを感じます。

大学院修了後は、大学院での学びを活かし、沖縄県の誇るべき

を活かし、博物館や生涯学習の現場において南島地域の歴史や
文化を多くの人に伝え、
また沖縄の文化の向上や振興に貢献した

い、
「 沖縄の自然・歴史・文化を踏まえた
『生きる力』」
を身につけら

いと思っています。
この目標に向け、今できることを全力で取り組み

れるような教育に携わっていきたいと考えています。

たいと思っています。

上級免許
取得

生涯学習

修了生修士論文
テーマ一覧
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多く、
また先生方や学生間の交流から得られる知識も多くありま
す。学ぶ環境が整っているため、
自身の研究テーマについて考え

文化の基層であるしまくとぅばの研究と地域素材の教材化を行

2019（ 令和元）年度

7

講義では専門領域のほかに近隣分野の研究にふれる機会も

大学院修了後は本学で培った高い専門知識と実践的な技術

深めることができます。

交流・文化
事業企画

究の発展のために南島地域に関する専門知識をより深く学ぶこ
とが必要であると考えるようになり、南島地域の文化研究に多方

す。
また、
自分の研究と関わる他領域や他専攻の講義を履修する

本大学院では、大学院専用の共同研究室や資料閲覧室、
パソ

他大学博士
課程進学

私は沖縄の民俗・文化に興味があり、学部の4年間を本学で過
ごし、考古学を専攻していました。卒業時に大学で学んだことを活

本大学院に志望するに至りました。
また、沖縄県の国語教員を目

コン室、
また研究個室のある図書館など整った環境の中で学びを

教育行政の
企画立案

有職者の
再教育

私は、本学日本文化学科在学中に琉球諸語について学び、地
域の風土や文化に根ざしたしまくとぅばを保存・継承したいと考え、

り広い視点や研究方法に出会うことができました。

修了後の進路
一般選抜
外国人
留学生含む

くすのせ こうだい

2019年度修了生

修 了（ 学 位 取 得 ）

南島文化専攻

地域文化研究科

民俗文化

楠瀨 康大

とくむら りなこ

修 士 論 文 又は特 定 課 題の研 究 成 果の提 出

言語文化

南島文化専攻
先史・歴史文化領域

●嘉徳Ⅰ式A･B式土器、嘉徳Ⅱ式土器群の土器文化の展開と伴出石器について
●Ａサインバーホステスからみる
「アメリカニズム」の諸相
－1960年代コザにおける美容師・洋裁師との関係－

●近世琉球後期における異国船対応の様相

－「異国御用帳」
を中心に－

●琉球列島出土のヤコウガイに関する基礎的研究

－ヤコウガイ製貝匙の製作技法を中心に－

OKINAWA INTERNATIONAL UNIVERSITY GUIDE BOOK 2021

8

南島文化専攻 専任教員紹介

※共著者・編著者名・編集（監修）団体名・収録ページは編集の都合上省略しております。

小川 護（おがわ まもる）教授

石垣 直（いしがき なおき）教授
専門分野 文化人類学、台湾地域研究、沖縄地域研究

専門分野 人文地理学、農業地理学

担当科目

担当科目

東アジア文化人類学特論ⅠA・ⅠB、
南島民俗文化特殊研究Ⅰ・Ⅱ

沖縄地理 第18号 （論文）共著/沖縄地理学会/2018年

・沖縄市泡瀬干潟におけるカチ
（魚垣）
の遺構について
沖縄地理 第14号 （論文）共著/沖縄地理学会/2014年

・那覇市における一般廃棄物の処理と課題

（論文）
単著/昭和堂/2016年

沖縄地理第13号 （論文）単著/沖縄地理学会/2013年

・先住民族運動と琉球・沖縄－歴史的経緯と様々な取り組み

・沖縄県・資源と産業

世変わりの後で復帰40年を考える 共著/編集工房東洋企画/2013年

日本の地誌 10 九州・沖縄(所収) （論文）共著/朝倉書店/2012年

・現代台湾を生きる原住民－ブヌンの土地と権利回復運動の人類学

担当科目 地理教育学特論

担当科目

豊見城市史 第4巻 移民編（本編） 共著/豊見城市教育委員会文化課/2016年

・沖縄県
（農村漁村とその生活・宮古島・八重山諸島）

担当科目 日本古典文学特論ⅡＡ・ⅡＢ、
日本言語文化特殊研究Ⅰ・Ⅱ

・現代詩八つの研究

比較社会文化論Ⅰ

・沖縄県石垣島における環境協力金の認知度と環境目的税の導入意識
沖縄地理

第18号（論文）
単著/沖縄地理学会/2018年

共著/文進印刷/2016年

・沖縄県内の大規模ホテルにおける廃棄物削減の取り組みと
食品リサイクル
経済論集 第9巻第1号 （論文）単著/沖縄国際大学/2015年

総合学術研究紀要 （論文）単著/沖縄国際大学/2014年

・地域ブランディングによる離島の観光まちづくり：沖縄県石垣市
地域資源とまちづくり －地理学の視点から

共著/古今書院/2013年

上原 靜（うえはら しずか）教授

単著/翰林書房/2013年

・源氏物語のエクリチュール――記号と歴史 単著/笠間書院/2006年
・枕草子・徒然草・浮世草子――言説の変容 単著/北溟社/2001年

・源氏物語のテマティスム――語りと主題 単著/笠間書院/1998年

黒澤 亜里子（くろさわ ありこ）教授
専門分野 日本近代現代文学、沖縄文学
担当科目 日本言語文学特殊研究Ⅰ・Ⅱ、
日本近現代文学特論ⅠA・ⅠB

・田村俊子全集 全9巻・別巻１ 編著/ゆまに書房/2012年～
・Y・Yカンパニー論 往復書簡 宮本百合子と湯浅芳子

担当科目

・琉球ｰ高麗造瓦技術の継承ｰ

『中世瓦の考古学』
中世瓦研究会編
（論文）
単著/高志書院/2019年

（論文）単著/岩波書店/1999年

（論文）単著/東京大学出版会/1995年

秋山 道宏（あきやま みちひろ）准教授
専門分野 社会学、沖縄戦後史、平和研究
担当科目

南島社会特論Ⅰ・Ⅱ

・琉球列島における厨子の造形文化と葬墓制（1）－厨子の起源－

・平和／暴力への問いと
「沖縄平和論」
の可能性
－
『沖縄平和論のアジェンダ』
の読解を通して

『南島考古』 第35号 （論文）
単著/沖縄考古学会/2016年

及川 高（おいかわ たかし）准教授
専門分野
担当科目

民俗学

沖縄戦を知る事典：非体験世代が語り継ぐ
共著/吉川弘文館/2019年
単著/八朔社/2019年

主 な 著 書・論 文

・沖縄県の近代煉瓦と建物

主 な 著 書・論 文

単著/森話社/2016年

PRIME 第42号 （論文）単著/明治学院大学国際平和研究所/2019年

・日本復帰前の沖縄における米軍基地と生活をめぐる認識の展開
－即時復帰反対論からイモ・ハダシ論への流れに着目して
琉球・沖縄研究 第5号
（論文）単著/早稲田大学琉球・沖縄研究所/2017年

・グローバリゼーションのもとでの沖縄経済の変容
－脱軍事・脱公共事業と日本国家
新しい歴史学のために 第288号
（論文）単著/京都民科歴史部会/2016年

南島民俗特論Ⅰ・Ⅱ

・<宗教>と<無宗教>の近代南島史

西岡 敏（にしおか さとし）教授

専門分野 琉球語学、琉球文学

『沖縄国際大学日本語日本文学研究』
第22巻1号
（論文）
単著/沖縄国際大学日本語日本文学会/2017年

・万葉集の学習と関連画像－
〈見ること〉
・身体感覚・共感
『沖縄国際大学日本語日本文学研究』
第19巻2号
（論文）
単著/沖縄国際大学日本語日本文学会/2015年

桃原 一彦（とうばる かずひこ）教授
専門分野 都市社会学、ポストコロニアル研究
担当科目 社会学研究法特論、比較社会文化特論Ⅰ、比較社会文化特論Ⅱ、南島社会文化特殊研究Ⅰ・Ⅱ

（論文）単著/武蔵野書院/2015年

『新たな時代の学びを創る 中学校・高等学校国語科教育研究』
共著/東洋館出版社/2019年

・小説の比べ読みに関する言語活動の提示形式の比較と学習展開の実態

（論文）単著/北海道大学出版会/2011年

・宮古方言における敬語法の記述 日本語研究の12章
（論文）単著/明治書院/2010年

・琉球語の危機と継承 月刊 言語 2009年7月号
（論文）単著/大修館書店/2009年

・沖縄語の入門 たのしいウチナーグチ
（ＣＤ付改訂版）
共著/白水社/2006年

『国語科教科書における言語活動例の提示形式と学習展開の実態に関する研究』
（論文）
単著/教科書研究センター/2018年

・空所に着目した教材分析（3-1） 複数の問いの組み合わせ
（3-2）
『その問いは、物語の授業をデザインする』
共著/学校図書株式会社/2018年

・中学校における
「読みの交流」
の実践

公開講座ブックレット⑨『対話のある国語科授業づくり』
（論文）
単著/全国大学国語教育学会/2018年

・マンガを活用した小説の時制理解と指導の改善
『国語科学習デザイン』
（論文）
単著/国語科学習デザイン学会/2018年

藤波 潔（ふじなみ きよし）教授
専門分野 歴史学、歴史教育、歴史史料論
担当科目

植民地社会特論Ⅰ

・
「沖縄／大和」
という境界 －沖縄から日本への問いかけ
・沖縄の
「不和」
を横領する支配の構図
－
「県外移設論」批判をめぐって

・プライス調査団との対峙

沖縄思想のラディックス

共著/未來社/2017年

総合学術研究紀要 第21巻第１号
（論文）
単著/沖縄国際大学総合学術学会/2019年

解放社会学研究 第29号 （論文）単著/日本解放社会学会/2016年

・
「
『井戸』
の底でつながるスタンディング・アーミー」他７編
沖縄、
脱植民地への胎動

共著/未來社/2014年

・
「震災後の軍隊とメアの水脈」
他3編
闘争する境界 共著/未來社/2012年

・植民地主義における
「疎外」
「物質化」
の文化装置
－沖縄における都市空間の捏造と集合的消費をめぐって
「文化」
と
「権力」
の社会学
共著/広島修道大学学術交流センター/2008年

村上 陽子（むらかみ ようこ）准教授
専門分野 沖縄・日本近現代文学

・身体を生きることの痛みに向けて －目取真俊「面影と連れて」論－
『東アジアの中の戦後日本』 共著/臨川書店/2018年

・傍観者的立場の揺らぎ －井伏鱒二「かきつばた」論－

『日本文学』第66巻 第11号 単著/日本文学協会/2017年

・沖縄・海洋博の爪痕 －大城立裕『華々しき宴のあとに』
をめぐって－
『昭和文学研究』第75集

『沖縄国際大学日本語日本文学研究』
第21巻 第1号
単著/沖縄国際大学日本語日本文学会/2016年

・
『出来事の残響 －原爆文学と沖縄文学』
単著/インパクト出版会/2015年

世変わりの後で復帰40年を考える

共著/編集工房東洋企画/2013年

・日本による領台直後期の台湾「外交」
をめぐる問題
－その制度的枠組みと
「外交」問題に関する基礎的整理－
沖縄国際大学社会文化研究第7巻第1号
（論文）
単著/沖縄国際大学社会文化学会/2004年

・イギリスの台湾産樟脳貿易に対する天津条約適用問題
－1868～1870年のイギリス商社所有の樟脳に対する襲撃事件を事例として－
沖縄国際大学社会文化研究第6巻第1号
（論文）
単著/沖縄国際大学社会文化学会/2003年

山口 真也（やまぐち しんや）教授
専門分野 図書館情報学・学校図書館研究・知的自由研究
担当科目

南島文学特論ⅡA

南島文学特論ⅡB

・社会と図書館 まちづくり・社会的包摂

『図書館界』
Vol.70, No.1 （論文）単著/日本図書館研究会/2018年

・情報社会と図書館の情報サービス－その意義－

『情報サービス論―情報と人びとをつなぐ図書館員の専門性』
編集/ミネルヴァ書房/2018年

単著/昭和文学会/2017年

・植民者二世と銃 －小林勝「フォード・一九二七年」
について－

宜野湾市史第8巻戦後資料編Ⅱ 伊佐浜の土地闘争（資料編）
共著/宜野湾市/2019年

・記憶と継承 記憶・保存・活用

・図書館ノート 沖縄から
「図書館の自由」
を考える

主 な 著 書・論 文

主 な 著 書・論 文

・琉球語－
「シマ」
ごとに異なる方言 日本の危機言語

国語教育学特論Ⅰ・Ⅱ

・国語科の学習過程（Ⅲ－６）

・
「歴史総合」担当教員の資質向上と能力育成
－歴史資料に対する習熟の観点から－

主 な 著 書・論 文

南島文学特論ⅡA・ⅡＢ、南島言語文化特殊研究Ⅰ・Ⅱ

・琉球芸能の詞章のＰ音考 武蔵野文学 63
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・意匠としての文字－
「人相鴨」考－

担当科目 日本近現代文学特論ⅡA・ⅡB

担当科目
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西岡敏・沖縄国際大学公開講座委員会編集『しまくとぅばルネサンス』
共著/編集工房東洋企画/2017年

担当科目

主 な 著 書・論 文

・基地社会・沖縄と「島ぐるみ」の運動－B52撤去運動から県益擁護運動へ

『南島考古』 第36号 （論文）
単著/沖縄考古学会/2017年

『月刊国語教育研究』537（1月号）
（論文）
単著/日本国語教育学会/2017年

・しまくとぅばと学校教育

主 な 著 書・論 文

・琉球列島における厨子の造形文化と葬墓制（3）－厨子と墓の建物形－

主 な 著 書・論 文

・
「沖縄戦体験の継承活動」
ほか

『南島考古』 第37号 （論文）
単著/沖縄考古学会/2018年

浜本純逸監修・武藤清吾 編集『中学校・高等学校文学創作の学習指導
―実践史をふまえて』(ことばの授業づくりハンドブック)
共著/渓水社/2018年

桃原 千英子（とうばる ちえこ）准教授
専門分野 国語科教育学

・日本近代文学における両性の相克問題 ジェンダーの日本史 下巻

・琉球列島における厨子の造形文化と葬墓制（2）－厨子の形態変化－
『中山清美と奄美学』
中山清美氏追悼論集
（論文）
単著/奄美考古学会/2019年

・
「Ⅳ 文学創作の学習指導
（中学校・高等学校）
第2章 沖縄における俳句の授業づくり」

・逆光の智恵子抄 単著/学陽書房/1997年

専門分野 南島考古学、文化財保護行政
南島先史文化特殊研究Ⅰ・Ⅱ、
南島先史文化特論Ⅰ・Ⅱ、
文化財保存特論

ⅠB
担当科目 日本古典文学特論ⅠA、

（論文）単著/翰林書房/2008年

・琉歌と和歌という境界 詩歌と芸能の身体感覚

『近世地域史フォーラム１ 列島史の南と北』
（論文）
単著/吉川弘文館/2006年

田場 裕規（たば ゆうき）教授

専門分野 日本古典文学、国語教育学

・沖縄・地域から考える「伝統的な言語文化」－〈声〉
と
〈身体〉をどうするか

主 な 著 書・論 文

・環境基金を活用した環境保全の持続的活動の構築 :
沖縄県宮古島市の観光関連団体の取り組みを事例として

『第十届中琉歴史関係学術会議論文集』
（論文）
単著/中琉文化経済協会/2007年

・普天間飛行場の旧集落とその耕地

主 な 著 書・論 文

主 な 著 書・論 文

沖縄宮古の挑戦 エコアイランドによる地域活性化

単著/榕樹書林/2011年

・近世琉球における朝貢品硫黄の精製と集積
ー1840～50年代を中心にー

日本の地誌 10 九州・沖縄 共著/朝倉書店/2012年

主 な 著 書・論 文

・宮古島市における観光の環境化－環境保全と
カーボン・オフセットの取り組み

・
『近世琉球中国交流史の研究ー居留地・組織体・海域』

・近世琉球における綿子の生産ー久米島への供給体制を中心にー

専門分野 日本古典文学、
日本文化論
主 な 著 書・論 文

担当科目

沖縄地理 第14号 （論文）単著/沖縄地理学会/2014年

『日本歴史』第797号
（論文）
単著/吉川弘文館/2014年

日本地図センター/2012年
月刊
『地図中心』476号 （論文）共著/（財）

葛綿 正一（くずわた まさかず）教授

上江洲 薫（うえず かおる）教授

・東京琉球館役所の人々と運営ー
「役所」
との関係を中心にー

共著/編集工房東洋企画/2015年

・近代期八重山諸島におけるマラリア有病地の地理的環境
－高島と低島の地理的環境の差異に着目して－

単著/風響社/2011年

専門分野 観光地理学、観光地振興論

『国史学』第219号 （論文）単著/国史学会/2016年

・地域資産としての沖縄の文化的景観
沖縄を取り巻く経済状況

南島歴史文化特殊研究Ⅰ・Ⅱ、南島史学特論ⅡA・ⅡB

・鹿児島琉球館における
「役所」
の機能
ー尚家文書三四一号を中心にー

・南洋群島

主 な 著 書・論 文

・祭り・年中行事にみる沖縄文化の歴史と現在
大学的沖縄ガイド
－ハーリー、
綱引き、
エイサー

・豊見城市におけるマンゴー生産とその認識度

深澤 秋人（ふかざわ あきと）教授
専門分野 近世琉球の対外関係史、海域アジア史

主 な 著 書・論 文

南島文化 37号・38号・40号
（論文）
単著/沖縄国際大学南島文化研究所/2015、
2016年、
2018年

奄美大島・喜界島調査報告書（地域研究シリーズNo.45）
（論文）単著/沖縄国際大学南島文化研究所/2019年

主 な 著 書・論 文

主 な 著 書・論 文

・現代台湾における原住民母語復興（１）
・
（２）
・
（3）

南島地理学特論Ⅰ・Ⅱ

・喜界町における農業の地域特性

琉球・沖縄における釈奠の歴史と現在－久米・至聖廟の事例を中心に

南島文化41号
（論文）
単著/沖縄国際大学南島文化研究所/2019年

崎浜 靖（さきはま やすし）教授
専門分野 人文地理学、歴史地理学、社会科教育

単著/教育史料出版会/2016年

・読書通帳サービスにおける貸出記録の利活用をめぐる課題
－個人情報保護・図書館の自由との関わりに注目して－
『情報の科学と技術』66巻11号
（論文）
単著/情報科学技術協会 INFOSTA/2016年

・貧困と図書館－山谷・釜ヶ崎の福祉施設内の
読書サービスから見えてくること
『現代の図書館』vol.50,no.3
（論文）
単著/日本図書館協会/2012年
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英米言語文化専攻

異文化接触の経験を学術教育研究に活用

Department of British and American Language and Culture

基礎となる学科・研究所

英米言語文化専攻とは

琉球王国時代から、沖縄はヨーロッパやアメリカから渡来した人々

英米言語文化専攻は、地域文化研究科の一専攻として設置され

との接触を体験してきました。
さらに沖縄は、戦後半世紀にわたる南北

ました。本専攻は、英米文学領域と言語教育学領域の二つの領域か

アメリカとの異文化接触の経験を持っています。
このような国際交流

ら成っています。
さらに言語教育学領域には、英語教育関係者の養

の歴史を通して、沖縄には異文化を摂取する意識の面でも、
また、異

成と有職者の再教育を目標の一つとする英語教育学系列と、国内外

文化接触の実際においても、広く開かれた視野と蓄積されたノウハウ

における日本語教育関係者の養成にあたる日本語教育学系列があ

があります。日本の最南端に位置しながらも、沖縄が有する実にユ

ります。いずれの領域も、地域に軸足を置きながら、
それぞれの学術教

ニークかつ有利な文化的特性を、学術教育研究に活用することは極

育研究の推進を意図するものです。

英米言語文化専攻は、総合文化学部の英米言語文化学科、
日本文化学科を基礎として設置されています。
また南島文化研究所は本専攻と関連する施設です。
基礎となる学科・研究所
学部

織

総合文化学部

組

めて有意義であると考えます。

大学院地域文化研究科

学科／教育研究内容

英米言語文化専攻
（2領域）

英米言語文化学科
英米言語文化学科

英米文学領域

英米文学／英語教育／日本語教育
英語学（言語学）／異文化理解／実用英語

英米文学系列
言語教育学領域

日本文化学科
日本語学（言語学）／ジャパノロジー／日本語教育
多文化共生情報コミュニケーション／言語文化接触

教育課程の構成

沖縄国際大学大学院

英米言語文化専攻 3つのポリシー
英米言語文化専攻の教育目標は、①実践的な英語運用力と確かな日本語力、②様々な文化的背景の理解に基づく多文化共生社
会を実現していく能力、③専門分野における知識や経験に加えて、他分野の知識や経験を取り入れることのできる応用力をバランス
よく備えた人材の育成です。
そのために、本専攻では以下のような3つのポリシーを策定しています。

●ディプロマ・ポリシー
（学位授与方針）

英語教育学系列／日本語教育学系列

英米文学領域
英米文学領域は、英米を中心とした英語圏の小説・詩・演
劇について研究します。
また、英語という言語を軸とした英米
文化についての科目群も開設しています。

言語教育学領域
言語教育学領域は、言語・文化・教育・社会との関連性を踏
まえながら、英語教育および日本語教育について研究します。
また、言語教育実習やマルチリンガル教育など、実践的且つ多
様な視点から言語教育を考えていきます。

所定の単位を修得し、修士論文あるいは特定課題研究の審査に合格した者に対し、以下の資質を有するものと判断し、＜修士（文学
又は言語教育学）
＞の学位を与えます。
1．実社会で通用する高度な英語力および日本語力を有し、
自らの考えを発信する能力
2．異文化理解に基づく多文化共生を可能とし、
グローバル化する国際社会に対応できる能力
3．他領域を横断した知識を備え、
自らの専門分野で修得した学問や技術を社会に還元できる応用力

●カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成方針）
本専攻では、知識・経験・技術を兼ね備えた人材育成を遂行するため、以下の方針に基づいた教育課程を編成しています。
1．研究分野を英米文学、英語教育学および日本語教育学に専門化すると同時に、他領域横断的な履修を可能とするカリキュラム
編成
2．学際的な研究を推進するため、専攻内共通科目として、特定地域の文化、多民族文化、
リテラシーおよびメディア教育に関する講
義の提供
3．学問的交流を深めるため、国内外の大学・研究所の研究者による夏期集中講義の提供
4．英語コミュニケーション能力を磨くため、英語による授業の提供
5．英語教員向けの専修免許状に必要な教育科目群の提供
6．社会人のために便宜を図り、講義を夕方から夜間にかけて開講

●アドミッション・ポリシー
（入学者受入方針）
本専攻の教育目標を理解し、幅広い視野と柔軟な思考を備えた受験者を広く国内外から求めます。
1．言語文化・言語教育に関して強い学習意欲を持つ人物
2．
グローバル社会に対応できる専門性の獲得を目指す人物
3．教育機関における実践的・学術的指導者を目指す人物

11
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英米言語文化専攻

Department of British and American Language and Culture

院生からのメッセージ

専攻内容
研究科

専 攻

領 域

授業科目

英米言語文化専攻
言語教育学領域

■英米文学特殊研究ⅠA・
ⅡA

吉平 正美

■英米文学特殊研究ⅠB・
ⅡB
■英米批評特論Ⅰ
・
Ⅱ

共通
選択科目

■英米演劇特論Ⅰ
・
Ⅱ
■英米小説特論Ⅰ
・
Ⅱ
■英米詩特論Ⅰ
・
Ⅱ

英米文化特論

英語教育学系列
日本語教育学系列

言語教育学
領域

ヨーロッパ文化特論

■言語教育特殊研究ⅠA・
ⅡA
■言語教育特殊研究ⅠB・
ⅡB
■英語教育学特論Ⅰ
・
Ⅱ
■英語学特論
■言語教育実習Ⅰ
■マルチリンガル教育特論
■社会言語学特論

アジア文化特論
多文化間教育特論
言語とメディア
英語論文の書き方Ⅰ
・Ⅱ
日本語論文の書き方Ⅰ
・Ⅱ

■言語教育特殊研究ⅠC・
ⅡC
■言語教育特殊研究ⅠD・
ⅡD
■日本語教育学特論Ⅰ
・
Ⅱ
■日本語学特論
■言語教育実習Ⅱ
■マルチリンガル教育特論
■社会言語学特論

た。
そして、小中学校で日本語指導が必要な児童生徒に日本語を教えたことをきっかけに、年少者

よしひら まさみ

日本語教育という新しい分野について詳しく学びたいと思い、大学院進学を決意しました。大学院
での学業や研究を始めて、教育に対する意識も変わってきました。現在は子育て中ということもあり、
仕事、家庭、大学院の両立は不安も大きかったのですが、先生方は学生の状況に応じて柔軟に対
応してくださるので、順調に進めることができました。講義も少人数で行われるため丁寧な指導を受

修 了（ 学 位 取 得 ）

英米言語文化専攻

地域文化研究科

■英米文学特論

修 士 論 文 又は特 定 課 題の研 究 成 果の提 出

英米文学
領域

私は本学の学部で英語教育と日本語教育を学びました。在学中の留学の際に、
日本語のアシス
タントを経験したことから、
日本語教育の楽しさに魅了され、卒業後は県内で日本語教師をしていまし

けることができます。
さらに、図書館や大学院生用のPC室や自習室などもあり、集中して研究に取り
組む環境が整っており、仲間と共に研究に向かって邁進していくことができます。修了後は、大学院
で学んだ事を活かし、沖縄県内の日本語教育に関わる仕事をしたいと考えています。特に、年少者
の日本語教育や地域の日本語教育の対象者は今後増えていくので、沖縄の多文化共生の力にな
れるよう貢献できたらと思います。

英米言語文化専攻
言語教育学領域

大嶺 明李

私は沖縄国際大学で４年間、英米言語文化学科に所属し言語学や英語・日本語教育について
学んできました。学部時代に認知言語学と心理言語学という新しい分野に出会い、先生の興味深
くわかりやすい講義のおかげでもっとこの分野について知りたい、
自分で研究してみたいと思うように

おおみね あかり

なりました。多くの知識と技術を学び、言語学習における認知・心理言語学の分野をより深く研究し
ていくため、本学の大学院に進学を志望しました。
大学院の講義では日本語の論文はもちろん、英語の論文も扱い、読解力や課題発見能力、研究
的思考も鍛えられます。学部時代とは違い、
自分がもっと知りたいと思う分野をさらに深くまで学ぶこ
とができますし、積極的に自分で調査したり実験したりできる環境も整っています。
同じ専攻・領域の院生だけでなく、他の領域との交流もあるととても刺激になります。
それぞれが違
う視点を持っていたり知識や意見交換ができるのも大学院の魅力です。
これからも本学でさらに自
分の研究を深め、
さまざまなスキルを学びながら、沖縄の言語教育に貢献できる研究者になりたいで

修了後の進路

社会人選抜

私は県外の大学に進学してイギリス文学を専攻し、
英国の代表的劇作家であるシェイクスピアのゼ

修 士 課 程 修 了（ 学 位 取 得 ）

推薦選抜

地域文化研究科 英米言語文化専攻

一般選抜
外国人
留学生含む

す。自分の期待を超えられるよう、仕事とうまく両立させながら頑張っていきます。

教育現場の
管理職

英米言語文化専攻
英米文学領域

教育行政の
企画立案

天願 翔子

てんがん しょうこ
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課題を、
「現在の」課題と共通しているものとして考え、
「過去から」学ぶ、
という当時の指導教員の言
葉を考え、
自分のアイデンティティーである地元の沖縄で学ぼうと本学に進学しました。実際の講義で
は、
主専攻であるシェイクスピアを学べることも勿論ですが、
英米文学を沖縄文学と比較して考察する
講義もあり、
作品を解釈する新しい視点を養えました。
また、
本学は様々な専攻分野があり、
大学院に

上級免許
取得

有職者の
再教育

他大学博士
課程進学

入学して南島文化専攻や臨床心理学専攻の分野の異なる友人たちと出会うことができました。既存

生涯教育

の価値観に捉われず多様な視点を与えてくれ、
私の大学院生活をとても貴重なものにしてくれていま
す。現在は修士論文の執筆と就職活動をしています。様々な価値観や異なる分野を専攻している
人々が学ぶ大学・大学院という場所で、
自分の専攻を研究しつつ、
互いに理解し合う大切さを実感しま

海外への
留学および
就職

した。修了後もこの価値観を大切にし、
地域に貢献できるような仕事に就きたいと考えています。

交流・文化
事業企画

2019（ 令和元）年度

修了生修士論文
テーマ一覧
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ミに所属していました。更に見解を深めようと思い、
大学院進学を考えた際、
文学作品が提起している

●「沖縄県米軍基地関係者」への文字学習支援に関する一考察
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英米言語文化専攻 専任教員紹介
李 炫姃（イ・ヒョンジョン）教授

兼本 敏（かねもと さとし）教授

素民喜 琢磨（すみんき たくま）教授

津波 聡（つは さとし）教授

専門分野 年少者日本語教育、韓国語教育、外国語教育政策

専門分野 中国語学・語学教育（e-Learning）

日英翻訳
専門分野 英米文学、沖縄文学、

専門分野 英語教育

担当科目 日本語教育学特論Ⅰ･Ⅱ

担当科目 言語とメディア

担当科目 米小説特論 Ⅰ・Ⅱ

担当科目 英語教育特論Ⅱ、言語教育実習I

・沖縄における韓国人観光客への言語対応の現状
（その二）
－他地域との比較から－

・
『英琉辞書』
にみる助数詞と量詞について

沖縄国際大学日本語日本文学研究 第19巻第１号
（論文）
単著/沖縄国際大学日本語日本文学研究/2014年

沖縄国際大学外国語研究第22巻第1号
（論文）
単著/沖縄国際大学外国語学会/2018年

日本語教育の現場から-言葉を学ぶ/教える場を豊かにする50の実践
共著/ココ出版/2015年

・教本としての
『琉球官話集』
について ―動詞を中心に－

・韓国の教育課程と年少者日本語教育の現状と課題

沖縄国際大学総合学術研究紀要 第７巻
（論文）
単著/沖縄国際大学総合学術学会/2004年

沖縄国際大学外国語研究 第13巻第1号
（論文）
単著/沖縄国際大学外国語学会/2009年

担当科目 多文化間教育特論

沖縄国際大学外国語研究 第23巻 第2号
（論文）
単著/沖縄国際大学外国語学会/2020年

主 な 著 書・論 文

・A Discursive Analysis of Novice-Professional Differences
in Problem-Solving Approaches to Translation Challenges
通訳翻訳研究への招待 No.20
（論文）
単著/ 日本通訳翻訳学会/ 2019年

・問題解決と翻訳タスク・評価法 通訳翻訳研究への招待 第16号
（論文）
単著/日本通訳翻訳学会/2016年

・Applying Task-Based Learning to translator

education：assisting the development of novice
translators’ expertise in identifying and addressing
translating challenges

Translation & Interpreting Studies（Special issue：T&I pedagogy in
dialogue with other disciplines）
（Vol.10, No.1）
（論文）
共著/John Benjamins Publishing Company/2015年

専門分野 アメリカ黒人文学、
アメリカ文学一般
担当科目 英米文学特殊研究ⅠA・ⅡA、英米批評特論Ⅰ・Ⅱ

単著/大阪教育図書/2017年

主 な 著 書・論 文

単著/花伝社/2014年

・Re-consideration of Amiri Baraka’s Dutchman:
Dual Psyche and Underground Images
沖縄国際大学外国語研究 第17巻第1号
（論文）
単著/沖縄国際大学外国語学会2014年

・Native Son における社会正義とBigger Thomasの
反応に関する再考
沖縄国際大学外国語研究 第13巻第2号
（論文）
単著/沖縄国際大学外国語学会/2010年

・アメリカ黒人文学と現代沖縄文学に見られる類似性
－二重意識、
土着性のシンボル、死者との語らいを中心に
沖縄国際大学外国語研究 第9巻第2号
（論文）
単著/沖縄国際大学外国語学会/2006年
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・Ichigensan(The Newcomer) デビット・ゾペティ著
『いちげんさん』
の英訳 翻訳/ Ōzaru Books /2011年

・Sakiyama Tami’s “Suijō ōkan”: Wandering on the
Blurred Borders of Identity

Knowledge Skills and Competencies in Foreign Language
Education （論文）単著/National Univeristy of Singapore/2014年

・Reconstructing the Foreign Teacher:
The Nativization of David Crook in Beijing
Frontiers of Education in China 7(3)
（論文）
単著/Higher Education Press/2012年

・Native Speaking English Teachers in China From
1949 to 1976

言語文化論叢 第13号 （論文）単著/琉球大学言語文化研究会/2016年

・
『琉球のことばの書き方』
第８章
「多良間方言」
・南琉球・多良間島方言の格再考－ni:格，Nka格を中心に－

（論文）
単著/沖縄国際大学外国語学会/2009年

・English as an International Language and English
Teaching in Okinawa 沖縄国際大学外国語研究第6巻第2号
（論文）
単著/沖縄国際大学外国語学会/2003年

沖縄国際大学日本語日本文学研究 第17巻2号
（論文）単著/沖縄国際大学日本文化学科/2013年

・南琉球・多良間水納島方言の名詞の格形式

沖縄国際大学日本語日本文学研究 第17巻１号
（論文）単著/沖縄国際大学日本文化学科/2012年

尚 真貴子（しょうまきこ）教授
専門分野 日本語教育

・英米言語文化学科の日本語教育副専攻課程
－修了生へのアンケート調査より今後の課題を探る－

専門分野 心理言語学 認知言語学 フィールド実験研究 危機言語
担当科目 英語論文の書き方Ⅰ・Ⅱ、英語学特論、言語教育特殊研究ⅡA

・Agentive versus non-agentive motions immediately
influence event apprehension and description:
An eye-tracking study in a VOS language
（論文）
共著/Springer/2020年

・Agent versus non-agent motions influence language production:
Word order and perspective in a VOS language
Proceedings of the 40th Annual Conference of the Cognitive Science Society

（論文）
共著/Cognitive Science Society/2018年

・Metaphor priming in sentence production: Concrete pictures
affect abstract language production.
Acta Psychologica, 156 （論文）
共著/Elsevier/2015年

・One word at a time: Mental representations of
object shape change incrementally during
sentence processing. Language and Cognition, 5(4)
（論文）
共著/ De Gruyter Mouton /2013年

・The case of the missing pronouns: Does mentally
simulated perspective play a functional role
in the comprehension of person?
共著/ Elsevier /2013年
Cognition, 127 （論文）

・在校生のアンケート回答から見る
沖縄国際大学英米言語文化学科の日本語教育

沖縄国際大学 外国語研究 第20巻第2号
（研究ノート）単著/沖縄国際大学外国語学会/2017年

・
「地域の言葉」
を外国人は理解しているか
－沖縄県内高校生に対する調査結果との比較から－
沖縄国際大学 総合学術研究紀要 第19巻第1号
（研究ノート）共著/沖縄国際大学総合学術学会/2017年

・辞書に見る日本語

沖縄国際大学 南島文化研究所 旧南洋群島調査報告書
（報告書）単著/沖縄国際大学南島文化研究所/2016年

・県内高校生の沖縄の言葉の使用について
－変容していく言葉、残っていく言葉－

沖縄国際大学 総合学術研究紀要 第18巻第1号
（論文）共著/沖縄国際大学総合学術学会/2015年

沖縄国際大学外国語研究 第18巻
（論文）単著/沖縄国際大学外国語学会/2015年

・大規模クラスにおける多読指導の効果

沖縄国際大学外国語研究 第15巻
（論文）単著/沖縄国際大学外国語学会/2012年

西原 幹子（にしはら みきこ）教授
専門分野 イギリス文学、エリザベス朝演劇
担当科目

英米演劇特論Ⅰ・Ⅱ、英米詩特論Ⅰ・Ⅱ

・A Warning for Fair Women における黙劇の機能について
沖縄国際大学外国語研究 第19巻第2号
（論文）
単著/沖縄国際大学外国語学会/2016年

・
『ファヴァシャムのアーデン』
に見る身分獲得競争のドラマ

『シェイクスピア時代の演劇世界』 共著/九州大学出版会/2015年

・
『二つの嘆かわしい悲劇』
における共同体秩序と
「強欲」
の危険
沖縄国際大学外国語研究 第18巻第1号
（論文）単著/沖縄国際大学外国語学会/2014年

・A Merchant of Venice におけるシャイロックと
商業活動の表象について
沖縄国際大学外国語研究 第16巻第1号
（論文）単著/沖縄国際大学外国語学会/2012年

・Ben Jonson のBartholomew Fair における祝祭表象
沖縄国際大学外国語研究 第14巻第1号
（論文）単著/沖縄国際大学外国語学会/2010年

担当科目 言語教育特殊研究ⅠD・ⅡD

沖縄国際大学 外国語研究 第21巻第2号
（論文）単著/沖縄国際大学外国語学会/2018年

里 麻奈美（さと まなみ）教授

Journal of East Asian Linguistics

国立国語研究所論集 ７号 （論文）
単著/国立国語研究所/2014年

・南琉球・多良間島方言のオノマトペの形式

Culture in Foreign Language Learning: Framing and Reframing
the Issue （論文）単著/National University of Singapore/2012年

・English Medium of Instruction in Japanese
University ELT 沖縄国際大学外国語研究 第12巻第１号

琉球のことばの書き方 共著/くろしお出版/2015年

・統合型リーディング指導法の年間適用効果
：アクションリサーチを通して

沖縄国際大学外国語研究 第17巻
（論文）単著/沖縄国際大学外国語学会/2013年

下地 賀代子（しもじ かよこ）准教授

・南琉球・多良間方言の
「移動の表現」
に関わる動詞の類型(１)

沖縄国際大学外国語研究 第20巻
（論文）単著/沖縄国際大学外国語学会/2016年

・四技能の促進を図る統合型リーディング指導

沖縄国際大学外国語研究 第14巻第1号
（論文）単著/沖縄国際大学外国語学会/2010年

担当科目 日本語学特論

・The English Spy Novel and the Foreign Language
Teacher Abroad

・The effects of using extensive reading
as an out-of-class activity

李 イニッド（リ・イニッド）教授
専門分野

言語学、英語教育、
マルチリンガリズム、
非言語コミュニケーション

担当科目

言語教育特殊研究 I・Ⅱ、社会言語学特論、
マルチリンガル教育特論、英語学特論

・Beyond bilinguality: code-mixing, semantic relatedness,
and name clustering in Hong Kong racehorse names

Chinese Culture in the 21st Century and its Global Dimensions:
Comparative and Interdisciplinary Perspectives （論文）単著/ Springer /2020年

・What do tongue twisters tell us about L2
receptive competence?
主 な 著 書・論 文

・
『冬のソナタ』
に見られる
「社会」
と
「個」
の相克
－登場人物の役割を中心に

沖縄国際大学外国語研究 第16巻第1号
（論文）単著/沖縄国際大学外国語学会/2012年

専門分野 日本語学、琉球語学

主 な 著 書・論 文

・ビガー・トーマスとは何者か
－
『アメリカの息子』
とその周辺に関する論集

・Medoruma Shun’s Me no oku no mori

主 な 著 書・論 文

追立 祐嗣（おいたて まさつぐ）教授

Islands of Protest: Japanese Literature from Okinawa
翻訳/ University of Hawa1 Press /2016年

Craig K. Jacobsen（クレイグ・ジェイコブソン）教授
担当科目 言語教育学特殊研究ⅠB・ⅡB、英米文化特論

Two-Semester Extensive Reading Program

主 な 著 書・論 文

アクティブ・ラーニング研究 Vol.1
（論文）
単著/日本アクティブ・ラーニング学会/2020年

The Kyushu Academic Society of English Language Education
（論文）単著/九州英語教育学会/2017年

専門分野 教育学(比較教育学、国際教育学）

主 な 著 書・論 文

・アクティブ・ラーニングにおける学修者参加型評価の可能性と課題
－学修者ビリーフの観点から

・“Island Confinement” 崎山多美著「シマ籠る」
の英訳

主 な 著 書・論 文

・インストラクショナルデザインを用いたアクティブラーニング型
学修の設計・実施の意義と課題 －学修者ビリーフを通して

沖縄国際大学日本語日本文学研究 第12巻第2号
（論文）
単著/沖縄国際大学日本語日本文学研究/2008年

（論文）
単著/沖縄国際大学南島文化研究所/2006年

沖縄国際大学外国語研究 第14巻第1号
（論文）
単著/沖縄国際大学外国語学会/2010年

専門分野 翻訳論、翻訳教育、エキスパート論、
アクティブラーニング

・
「琉球官話の資料集成における“了”に関する考察」

・琉球における
「琉球官話集」
の比較 『南島文化』第28号

・構成主義的教育観にたつ外国語教育

井上 泉（いのうえ いずみ）准教授

沖縄国際大学総合学術紀要 第16巻第１号
（論文）
単著/沖縄国際大学総合学術学会/2012年

・Validity of the Number of Words Read in a

（翻訳）/ Stone Bridge Press/ 2017年

主 な 著 書・論 文

・学習者のリテラシーを生かした韓国語学習

・
「教本としての
『拾口』
について－動詞を中心に－」

・In the Woods of Memory 目取真俊著『眼の奥の森』の英訳

主 な 著 書・論 文

沖縄国際大学外国語研究第21巻第1号
（論文）
単著/沖縄国際大学外国語学会/2017年

主 な 著 書・論 文

主 な 著 書・論 文

・沖縄における韓国人観光客への言語対応の現状
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Studies in English Language and Literature 35
（論文）単著/ National Taiwan University of Science and Technology /2015年

・Defossilization of the Japanese flap for English
/r/: An empirical study
Journal of Applied English 3
（論文）単著/ Ming Chuan University /2010年

・Reflecting on reflections: A case study of
experienced and inexperienced ESL teachers
System (An International Journal of Educational Technology
and Applied Linguistics) 22 (1)
（論文）単著/ Elsevier /1994年

・Contrastive rhetoric and the Japanese writer of EFL
Journal of the Japan Association of Language Teachers 15 (2)
（論文）単著/日本全国語学教育学会
（JALT）/1993年
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大学院 地域文化研究科

人間福祉専攻

人間の諸問題に適切に対応できる
人材の養成

Department of Human Welfare

人間福祉専攻は、社会福祉学領域と臨床心理学領域の２つの領

踏まえ、一般社会人や福祉・医療・教育等の現場に従事する有職者を積極

域から構成され、時代や社会の必要性に応え、現代社会における人

的に受け入れています。特に、選抜試験において社会人を重視した入試の方

間の好ましいあり方について研究できる人材を養成するとともに、
そこ

法をとっています。
また、講義の開講形態も昼間に仕事を持つ有職者の科目

で起こる諸問題に対して適切に対応し、解決が図れるような専門的人

履修が可能となるように夜間での開講を基本としています。ただし、臨床心理

材を養成することを目的としています。

実習は昼間の実習を夜間の講義で検討する昼夜の開講となります。

人間福祉専攻においては、現代社会のニーズや地域性を考慮したカリキュラムの編成と指導体制を重視しています。特に、社会福祉学領域におい
ては、社会福祉施設や地域福祉従事者に必要とされる科目を配置するとともに、専門的な研究ができる研究体制がとられています。
また、臨床心理学
領域においては、保健医療、教育、福祉、司法・犯罪、産業・労働の各分野で活躍できる公認心理師・臨床心理士を養成するのに必要な科目をそろえ、
特に実習を重視したカリキュラムが用意されています。

基礎となる学科・研究所

既 設の学 部 及 び 研 究 所 との
内 容 上の関 連 図

基礎となる学科・研究所
学 科

専 攻

教育研究内容

人間福祉
学科

社会福祉
専攻

社会福祉学

心理
カウンセリング
専攻

臨床心理学

人間福祉専攻 社会福祉学領域
●ディプロマ・ポリシー
（学位授与方針）
人間福祉専攻社会福祉学領域においては、以下のすべての条件を満たした人物に
「社会福祉学修士」の学位を授与します。
1．社会福祉学領域が指定する必要な科目を履修及び単位を取得し、必要な見識を有すると認められた人物。
2．
自らの専門領域について、専門的な見識と研究方法を有すると認められた人物。
3．
自らの専門領域における研究課題について、一定以上の条件を満たした研究活動によって修士論文をまとめ、最終試験に合格し
た人物。

●カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成方針）
人間福祉専攻社会福祉学領域においては、以下の方針に基づいた教育を行います。
１．学生各自の目指す専門領域について見識を深め、将来個人や社会の福祉問題に関する適切な研究活動ができるように指導します。
２．各教員の専門領域と関連させ、個別的な指導体制をもって各学生の研究活動を支援する体制をとります。
３．指導においては、理論と実践を関連させるために、現場との連携を重視した指導を行います。
４．長寿・高齢者領域及び医療・保健に関連する領域を重視したカリキュラムを提供します。

●アドミッション・ポリシー
（入学者受入方針）

人間福祉専攻は、総合文化学部人間福祉学科を基礎として設置されています。
大学院地域文化研究科

人間福祉専攻
（2領域）
社会福祉学領域
臨床心理学領域
心理相談室

人間福祉専攻社会福祉学領域においては、以下のいずれかの条件を満たす人物を本課程の学生として受け入れます。
1．社会福祉学に関する一定以上の知識と語学力を有すると認められた人物。
2．在職する行政機関、社会福祉施設、社会福祉協議会、医療機関等の長から推薦がある人物で、一定以上の社会福祉学に関する
知識を有すると認められた人物。
3．学校、教育委員会等の代表者の推薦がある人物で、一定以上の社会福祉学に関する知識を有すると認められた人物。

人間福祉専攻 臨床心理学領域
本領域の教育目標

1.臨床心理学領域における専門的知識と技能を兼ね備え、保健医療、福祉、教育その他の分野において活躍できる公認心理師・臨
床心理士を養成します。
2.時代や社会の要請に応え、現代社会における人の安寧につながる研究ができる人材を養成します。
3.現代社会における諸問題について心理学的視座から、高度な専門的技能を用い、多職種と協働しながら、実践的な問題解決が図
れる人材を養成します。

●ディプロマ・ポリシー
（学位授与方針）

心理相談室とは
地域文化研究科の附属施設として心理相談室を2003年12月に設置しました。心理相談室は、地域
社会の人々のこころの健康に貢献するとともに同研究科人間福祉専攻臨床心理学領域の大学院生
の教育、訓練のための施設として設置しています。相談室での外来面接等は、教員や相談室専任の
嘱託公認心理師・臨床心理士の指導のもとで大学院生が担当します。さらに担当するケースについ
て実践記録をまとめ、
ケースカンファレンスに参加し、
臨床能力を身につけていきます。

心理相談室 プレイルーム

教育課程の構成
教育課程は、大別して社会福祉学と臨床心理学の2領域から構成されています。

社会福祉学
社会福祉学領域では、
現代社会の諸問題に対して科学的な方法をもってその
実態を明らかにし、
社会福祉の価値・理論を根拠にその解決の方策を考えることが
できる人材を養成しています。
カリキュラムは、
社会福祉学の原理やソーシャルワー
ク理論を丁寧に学ぶことができると共に、
学生ひとりひとりの関心に合わせて専門
的知識を深く掘り下げることができる内容になっています。
また、
沖縄の社会課題だ
けでなく広く世界に目を向けながら研究を進めることもができます。社会構造を深く
分析するためには幅広い知識が求められることから、
他専攻や他大学の講義を履
修している学生もいます。
このように学生ひとりひとりが広く深くじっくり学ぶことがで
きる環境を提供しています。
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人間福祉専攻 3つのポリシー

人間福祉専攻においては、生涯教育や現場従事者の再教育の必要性を

社会に必要とされる実践的カリキュラム
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沖縄国際大学大学院

社会人・有職者教育の重視

臨床心理学
臨床心理学領域では、
人間のこころの問題に対して、
専門的な立場で具体的・
実践的に対処できる専門家を養成することを主眼としています。
そのために、
公認
心理師・臨床心理士養成に必要な科目を中心に据え、
理論と実践の両面から豊
かな専門的学識を修得できるカリキュラムを編成し、
実践力を養成するための指導
を行います。
臨床心理学領域は、
公認心理師法に定められたカリキュラムを設置し、
かつ、
財
団法人・日本臨床心理士資格認定協会の実施する
「臨床心理士」
の資格試験に
関する受験資格を有する大学院
（1種）
として指定されています。本領域修了後に
は、
公認心理師国家試験と臨床心理士試験の両方の受験資格が得られます。

本領域は、領域所定の教育課程を終え、本領域の教育目標を達成した学生を、以下の資質を有する人物と認め、修士（臨床心理学）
の学位を授与します。
1.臨床心理学および心理学の各領域に関して、一定以上の見識を有している。
2.自らの専門領域について一定以上の専門的な見識と研究方法を有している。
3.自らの専門領域における課題について、実証的な研究活動によって一定レベル以上の修士論文にまとめることができる。
4.実習において、一定以上の臨床心理学的知識・技術・技能を身につけている。

●カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成方針）
本領域の教育目標およびディプロマ・ポリシーを実現するために、以下の方針に基づいて正課教育を編成し、正課外教育を展開します。
1.臨床心理査定の技能を高めるための講義・実習を提供する。
2.臨床面接の技能を高めるための講義・実習を提供する。
3.臨床心理学的地域援助の実践力を高めるための講義・実習を提供する。
4.臨床心理学的研究・調査を可能にするための科目群を提供する。

●アドミッション・ポリシー
（入学者受入方針）
本領域の教育目標を理解し、人間のこころに関心を持ち、幅広い視野と柔軟な思考を備え、高度な専門職をめざす、以下のような人
物をもとめます。
1.公認心理師・臨床心理士をめざす人物。
2.心理学の基礎的知識と対人関係能力を、一定以上身につけている人物。
3.心理学の実証的研究手法を通して、心理学的現象を論理的に考え説明できる力が身についている人物。
4.心理学的視座から現代社会における諸問題について関心を持ち、人とのつながりの中で実践的に問題を解決していくことができる
人物。
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人間福祉専攻

Department of Human Welfare

専攻内容
研究科

専 攻

領 域

専攻基礎
科目

大学院 臨床心理学領域は公認心理師法に定められた公認心理師養成カリキュラムを設置し、
かつ、臨床心理士第１種指定大学院に指定されています

授業科目

■人間福祉特殊研究ⅠA

■社会福祉原理特論

■障害者福祉特論

■人間福祉特殊研究ⅠB

■ホスピスケア特論

■社会心理学特論

■人間福祉特殊研究ⅠC

■社会福祉制度特論

■社会倫理学特論

■人間福祉特殊研究ⅠD

■保健医療政策特論

■障害児
（者）
援助特論

■人間福祉特殊研究ⅠE

■老年健康科学特論

■福祉分野に関する理論

■人間福祉特殊研究ⅡA

■児童福祉特論

■人間福祉特殊研究ⅡB

■老年社会科学特論

■人間福祉特殊研究ⅡC

■高齢者福祉特論

■人間福祉特殊研究ⅡD

■地域ケア特論

■人間福祉特殊研究ⅡE

■地域福祉計画特論

■臨床心理学特殊研究ⅠA

■心理的アセスメントに関する理

と支援の展開

■社会倫理学特論

論と実践

■臨床心理学特殊研究ⅡA

■社会心理学特論

臨床心理学

■臨床心理学特殊研究ⅠB

■臨床心理査定演習

■障害児
（者）
援助特論

■臨床心理学特殊研究ⅡB

■心理支援に関する理論と実践

■福祉分野に関する理論

■臨床心理学特殊研究ⅠC

■臨床心理面接特論

■臨床心理学特殊研究ⅡC

■心理学研究法特論

■投映法特論

■臨床心理学特論Ⅰ

■心理統計法特論

■家族関係・集団・地域社

■臨床心理学特論Ⅱ

■人格心理学特論

会における心理支援に

■臨床心理基礎実習

■司法・犯罪分野に関する理論と

関する理論と実践

と支援の展開

■心の健康教育に関する

支援の展開

■心理実践実習Ⅰ

院生からのメッセージ
修 了（ 学 位 取 得 ）

■保健医療分野に関する理論と
支援の展開

修 士 論 文 又は特 定 課 題の研 究 成 果の提 出

社会福祉学

人間福祉専攻

地域文化研究科

■人間福祉特論

大学院地域文化研究科人間福祉専攻臨床心理学領域は、公認心理師法に定められた公認心理師養成カリキュラムを設置するとともに、公益財団法人・日本臨床心
理士資格認定協会の実施する
「臨床心理士」
の資格試験に関する受験資格を有する大学院
（１種）
として指定されています。本領域において、それぞれの資格に必要
な科目を修得すると、公認心理師国家試験の受験資格および臨床心理士試験の受験資格が得られ、
どちらも修了した年に受験することができます。
「公認心理師」
は保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する支援を要する者および関係者の理解、
心理に関する相談及び助言、指導その他の援助、心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を、行うことを業とする者をいいます。
「臨床心理
士」
は臨床心理学を学問的基盤に、心の問題の援助・解決・研究に貢献する専門家として認定する資格です。
なお、公認心理師国家試験の受験資格を得るためには、公認心理師に対応したカリキュラムを持つ大学において公認心理師法に定められた25科目を修得し卒業
する必要があります。2022年までの特例期間は、出身大学で履修した科目を上記25科目に読み替えることが可能とされています。科目の読み替えについては出身
大学にお問い合わせください。

理論と実践

■心理実践実習Ⅱ

■認知心理学特論

■心理実践実習Ⅲ

■心理療法特論

■心理実践実習Ⅳ

■教育分野に関する理論と支援

■産業・労働分野に関する
理論と支援の展開

の展開
■臨床心理実習A
■臨床心理実習B

修了後の進路

臨床心理学領域

修 士 課 程 修 了（ 学 位 取 得 ）

社会福祉学領域

社会人選抜

人間福祉専攻

推薦選抜

地域文化研究科

一般選抜
外国人
留学生含む

社会福祉施設
管理者

社会福祉
行政職員

社会福祉
協議会専門員

一般病院に
おける医療
ソーシャルワーカー

福祉系
研究機関に
おける研究者

他大学博士
課程への進学

海外への留学
及び就職

福祉系
専門学校講師

教育機関に
おける心理職
民間企業に
おける
カウンセラー

医療機関に
おける
公認心理師
他大学博士
課程への進学

児童相談所等
における
児童心理司

少年鑑別所等
における
心理職

海外への留学
及び就職

社会福祉学領域では、社会福祉学研究の動向および学生の関心に合わせて選択科目の内容の見直しをしました。 新カリキュラムは2021年
（令和3年）
度から
スタートし、多分野にわたる専門知識を学ぶ科目、学生の関心分野に合わせた科目、フィールドでソーシャルワークを学ぶ科目を提供します。詳細につきまして
は、7月に開催する説明会においてご案内します。
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人間福祉専攻
社会福祉学領域

人間福祉専攻
臨床心理学領域

飛田 昌恵

平良 楓香

とびた まさえ

たいら ふうか

私は現職教員として本学大学院に入学しました。学校では、不

私は高校生のときに心理学に興味を持ち、心理学を活かした対

登校やいじめ、子どもの貧困、児童虐待等、多くの問題が山積して

人支援について学ぶために沖縄国際大学に進学しました。大学4

います。特に家庭環境が影響する諸問題には、福祉的な支援が

年間で心理学に関する基礎的な知識を身につけたり、少年鑑別

必要です。
これから大学院を志して、
自己の能力でついていけるの

所へのインターンシップで実際の現場を体験する中で、
「より専門

か、仕事と大学院の両立できるのか等、葛藤がありましたが、
できな

的な知識や技術を身につけたい」
という思いが強くなり、本大学院

い、無理、
と言い訳をする前に一歩踏み出し、今が「学びの時」
だ

への進学を希望しました。本大学院は、公認心理師や臨床心理

と本学の門を叩きました。大学院では、児童虐待やスクールソーシ

士の受験資格を得ることができるカリキュラムが組まれています。

ャルワークについての研究を進めています。仕事と大学院の両立

講義においては、様々な分野で心理師として活躍なさっている先

は大変ですが、当専攻の講義は原則夜間に開講しており、少人数

生方に指導して頂けるため、
より実践的な知識や考え方を身に付

制で先生方のご指導はとても丁寧です。
これまでのどの学びもとて

けることができます。
さらに学内・学外実習も充実しており、実際の

も充実したものになりました。
また、修士論文を書くにあたっては多

現場の様子を間近で体験しながら学ぶことができます。講義は少

くの文献を読む必要があります。本学の図書館の設備は充実して

人数で行われるためディスカッションの機会が多く、同期と意見を

おり、院生用の書籍の購入や研究個室も遅くまで利用が可能で

交換する中で得られる知識も多くあります。講義外においても、講

研究環境が整っています。
「学びの時」
は、人それぞれだと思いま

義や実習を通して感じたことや疑問点は同期や先輩方、心理師

す。学びたいという気持ちがあれば、
それがその人の「学びの時」

の先生と話し合い、
自分の中で整理していく作業を行なっていま

だと思います。人生100年といわれている時代、大学院での学び

す。修了後は大学・大学院で得た学びを活かして、人々の気持ち

は、将来の自分自身の活動や意欲を支えてくれると信じています。

に寄り添えるような専門家になることを目指していきます。

人間福祉専攻
●認知的感情制御が精神的健康に及ぼす影響

2019（ 令和元）年度

修了生修士論文
テーマ一覧

－自己の感情への気づき，
ネガティブ感情強度を調整要因とした検討－

●女子青年における親への反発と捉え直しに関する研究
●教師のストレスが精神的健康に及ぼす影響について －レジリエンスとの関連性からの検討－
●時間的連続性の認識が動機づけおよびセルフ・コントロールに及ぼす影響
－展望地図法による介入－

●沖縄県の高齢者における社会機能と諸認知機能の維持について
－遂行課題実施中における脳の賦活状態を指標とした検討－
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人間福祉専攻 専任教員紹介

※共著者・編著者名・編集（監修）団体名・収録ページは編集の都合上省略しております。

小柳 正弘（こやなぎ まさひろ）教授

野村 れいか（のむら れいか）講師

専門分野 臨床心理学

専門分野 社会哲学、倫理学、障害と支援、ケアと芸術

専門分野 臨床心理学

専門分野 臨床心理学

臨床心理学特殊研究ⅠC・ⅡC、臨床心理学特論Ⅰ
担当科目 心理実践実習、臨床心理査定演習、
家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践

担当科目 人間福祉特論、社会倫理学特論、人間福祉特殊研究ⅠC・ⅡC

担当科目 臨床心理基礎実習、臨床心理事例検討実習

担当科目 臨床心理基礎実習、グループアプローチ特論、臨床心理学特論Ⅱ
臨床心理面接特論Ⅰ、臨床心理事例検討実習

井村 弘子（いむら ひろこ）教授

病気のひとのこころ－医療のなかでの心理学 共著/誠信書房/2018年

・ビジネス倫理学－哲学的アプローチ
共著/新泉社/2004年

日本エイズ学会誌 16巻3号 （論文）共著/日本エイズ学会/2014年

・G.H.ミードの世界－ミード研究の最前線

・告知と危機介入 がんとエイズの心理臨床 共著/創元社/2013年
人間福祉研究 第7巻 第2号 （論文）
単著/沖縄国際大学人間福祉学会/2010年

共著/恒星社厚生閣/1997年

知名 孝（ちな たかし）教授
専門分野 精神保健福祉

岩田 直子（いわた なおこ）教授

担当科目 障害者福祉特論、人間福祉特殊研究ⅠD・ⅡD

・The First-Year Experience: Mental Health of University
Students in Okinawa, Germany, and Thailand
南島文化 第42号
（論文）共著/沖縄国際大学南島文化研究所/2019年

地域研究シリーズNo.43 旧南洋群島調査報告書
（論文）単著/沖縄国際大学南島文化研究所/2016年

・障害者の社会的孤立 社会的孤立問題への挑戦:分析の視座と福祉実践
共著/法律文化社/2013年

・自立生活の多様性を求めて～沖縄県宮古島市を事例にして～
共著/明石書店/2012年

臨床心理学特殊研究ⅠA・Ⅱa、臨床心理面接特論、心理的アセス
担当科目 メントに関する理論と実践、保健医療分野に関する理論と支援
の展開、心理実践実習

・Profile of cognitive function in adults with duchenne
muscular dystrophy Brain &Development,39
（論文）共著/The Japanese Society of Chaild Neurology/2017年

主 な 著 書・論 文

・心理社会的行動障害を持つ高次脳機能障害者への認知行動療法

行動療法研究、43
（1）（論文）単著/日本認知・行動療法学会/2017年

・筋ジストロフィーの心理支援

（論文）単著/国立医療学会/2017年
医療、71
（10）

Japanese Psychological Research,Vol.55
（論文）共著/The Japanese Psychological Assotiation/2013年

・リハビリテーションにおける認知行動療法的アプローチ
単著/風間書房/2011年

共育者 15号 単著/沖縄県民間教育研究所/2017年

・発達障害のある子どもと精神保健福祉士の実践
精神保健福祉:日本精神保健福祉士協会誌 47(2)
単著/日本精神保健福祉士協会/2016年

・
『弾力性』
（レジリエンス）
について 発達教育9月号（巻頭言）
単著/公益社団法人発達協会/2015年

Donald Craig Willcox（ドナルド・クレイグ・ウィルコックス） 教授
担当科目 人間福祉特殊研究ⅠE、人間福祉特殊研究ⅡE、老年健康科学特論、老年社会科学特論

・The Cultural Context of Aging:Worldwide

こころの科学増刊 公認心理師への期待 単著/日本評論社/2016年

・薬物依存と認知行動療法

精神科 第20巻第3号 pp.275- 279
（論文）共著/科学評論社/2012年

・さまざまな人とつながっておくこと

心理臨床,現場入門 第2章保健所 第2節
単著/ナカニシヤ出版/2010

担当科目 人間福祉特殊研究Ⅰ・Ⅱ、児童福祉特論

・子どもにとって健康で文化的な最低限度の生活とは
季刊 セクシュアリティ 沖縄から学ぶ No.75
（論文）単著/エイデル研究所/2016年

・沖縄県におけるスクールソーシャルワーカーの質的向上を
目指したスーパービジョン

・Minimal Shortening of Leukocyte Telomere

Length Across Age Groups in a Cross-Sectional Study
for Carriers of a Longevity-Associated FOXO3 Allele.

Gerontol A Biol Sci Med Sci
（論文）共著/ Oxford Academic Press /2018年

Hydra to Humans.

Curr Top Dev Biol （論文）共著/ Elsevier Press /2018年

・Demographic, phenotypic,and genetic characteristics of

centenarians in Okinawa and Japan:Part 1-centenarians
in Okinawa.

Mech Ageing Dev. （論文）共著/ Elsevier Press /2017年

（論文）単著/心理臨床学会/2005年

・ロールプレイ場面のテーマ・役割の認知が演者の体験に及ぼす影響
心理劇研究28巻2号 （論文）単著/西日本心理劇学会/2005年

・慢性期統合失調症入院患者に対する対人交流をねらいとした
ロールプレイの導入過程 心理劇研究27巻2号
（論文）単著/西日本心理劇学会/2003年

前堂 志乃（まえどうしの）准教授
専門分野 知覚心理学、認知心理学、認知神経心理学
担当科目 認知心理学特論

・Profile of cognitive function in adults with duchenne
muscular dystrophy Brain & Development 39
（論文）共著/The Japanese Society of Child Neurology/2017年

・効果的なスクールソーシャルワーク事業プログラムを活用した
スーパービジョン－沖縄県の取り組みから－

・
「感覚であそぼ－知覚と錯覚の不思議体験－」

すべての子どもたちを包括する支援システム
（論文）単著/せせらぎ出版/2016年

・沖縄県の就学援助制度の現状と課題

沖縄国際大学人間福祉研究１１
（１）
（論文）単著/沖縄国際大学人間福祉学会/2015年

・スクールソーシャルワーカーのアドボカシー機能遂行のプロセス
沖縄国際大学人間福祉研究１0（１）
（論文）単著/沖縄国際大学人間福祉学会/2013年

神経内科 85
（3） （論文）共著/科学評論社/2016年

沖縄子国際大学公開講座18なかゆくい講座 元気が出るワークショップ
共著/沖縄国際大学公開講座委員会/2009年

・大学生のカウンセリングに対するイメージの変化と心理学を
学ぶ実感についての研究－自主的体験学習プログラムとの
関連を中心に－ 沖縄国際大学人間福祉研究 第3巻 第1号
（論文）単著/沖縄国際大学人間福祉学会/2005年

・教職を志望する大学生が提案したいじめの対応策に関する研究
－異なるいじめ場面と異なる立場で提案された対応策－
沖縄国際大学人間福祉研究 第1巻 第1号
（論文）単著/沖縄国際大学人間福祉学会/2003年

樋口 美智子（ひぐち みちこ） 准教授
専門分野 保健医療ソーシャルワーク
担当科目 保健医療政策特論

・医療ソーシャルワーカー（MSW)が地域に出る意義
－病院から地域へ MSWに求められていること－
地域リハビリテーション 11月号/Vol.14 No.5
（論文）単著/三輪書店/2019年

・第6章保健医療分野で機能する医療ソーシャルワーカー
第3節医療ソーシャルワーカーの主な業務 第4項受診・受療援助

主 な 著 書・論 文

・FOXO3 and Exceptional Longevity Insights From

・失語症を伴う長期入院高齢者とのロールプレイを利用した
面接過程 心理臨床学研究23巻6号

・筋強直性ジストロフィーの認知機能について

共著/ Praeger /2020年
共著/ Penguin Books/2018年

沖縄国際大学地域文化論叢別冊心理相談室紀要第2巻
（論文）単著/沖縄国際大学地域文化研究科/2007年

スクールソーシャルワーカーのスーパービジョン・プログラム
（論文）単著/科学研究費研究報告書/2016年

Perspectives

・The Okinawa Way

（論文）単著/沖縄国際大学人間福祉学会/2012年

・‘感情が爆発’し対人関係のトラブルを繰り返すアスペルガー
症候群の成人男性との面接

比嘉 昌哉（ひが まさちか）教授
スクールソーシャルワーク論
専門分野 児童家庭福祉論、

専門分野 老年学、国際保健福祉、公衆衛生学

主 な 著 書・論 文

・Differential outcomes of skill training, group
counseling, and individual cognitive therapy for
persons with acquired visual impairment

・特別支援学級急増の背景と課題

医療保健領域

・学部教育での心理劇の手法を用いたグループアプローチに
よる他者との関わりの変容 沖縄国際大学人間福祉研究 第9巻2号

主 な 著 書・論 文

臨床心理学、
リハビリテーション心理学、高次脳機能障害、
認知行動療法

Hindawi Education Research International Volume 2018（オンライン・ジャーナル）
（論文）共著/Hindawi/2018年

医療 第71巻第8・9号
単著/国立医療学会/2017年

・公認心理師の活躍が期待される職域・活動
精神科病院

主 な 著 書・論 文

上田 幸彦（うえだ ゆきひこ）教授

・Mental Health and Well-Being of
University Students in Okinawa

主 な 著 書・論 文

主 な 著 書・論 文

・島嶼地域の障害者の地域生活の特徴～パラオと沖縄を比較しながら～

専門分野

・多職種チーム医療における心理療法士のスキルと有用性

担当科目 障害児者援助特論

専門分野 社会福祉学、障害学、島嶼研究

共生の障害学～排除と隔離を超えて～

共著/ナカニシヤ出版/2004年

・現代環境思想の展開－２１世紀の自然観を創る

・HIV母子感染児の告知支援に関する解析と対策の評価

・小児心身症児への母子並行面接による心理的援助

共著/九州大学出版会/2008年

編著/日本評論社/2017年

主 な 著 書・論 文

心理臨床実践－身体科医療を中心とした心理職のためのガイドブック
共著/誠信書房/2017年

・自己決定論のゆくえ－哲学・法学・医学の現場から

・病院で働く心理職－現場から伝えたいこと

主 な 著 書・論 文

主 な 著 書・論 文

・HIV派遣カウンセリングの実際

単著/ナカニシヤ出版/2009年

主 な 著 書・論 文

・エイズになることとその援助

・自己決定の倫理と
「私-たち」
の自由

平山 篤史（ひらやま あつし）准教授

MINERVA社会福祉士養成テキストブック⑮保健医療サービス第3版
分担執筆/ミネルヴァ書房/2016年

・MSWの地域活動 －社会福祉専門職団体との協働－
医療ソーシャルワーカーの力-患者と歩む専門職（論文）単著/日本医療ソーシャルワーク学会/2012年

・沖縄県の医療社会事業の実態

PSWの眼 創刊号
（論文）単著/沖縄県精神医学ソーシャルワーカー協会/1989年

・沖縄県内の病院における医療社会事業実態調査報告書
医療と福祉 No.41 Vol.17-No.2
（論文）共著/日本医療社会事業協会/1982年

21

OKINAWA INTERNATIONAL UNIVERSITY GUIDE BOOK 2021

OKINAWA INTERNATIONAL UNIVERSITY GUIDE BOOK 2021

22

Graduate
School
of
Regional Business
and Economics

大学院

グローバル化時代に活躍できる人材育成

地域産業
研究科

1990年代以降、経済のグローバル化が急速に進展し、多くの国や地域の経済発

定されます。今後沖縄の持続的な発展を図るには、
このような観光リゾート産業をめぐ

展を牽引してきました。
しかし、今日、世界の社会経済情勢をめぐって、
イギリスのEU離

る諸課題のほか、製造業が脆弱な問題、所得格差の問題、雇用ミスマッチの問題、財

脱や米中貿易摩擦など大きな問題が現れ、世界レベルでビジネスや経済への影響が

政依存の問題、基地問題、子ども貧困の問題など様々な社会経済的問題への対応

懸念されています。一方、ICT（情報通信技術）の著しい進展に伴い、世界をめぐる経

策が求められています。

済環境に大きな革新をもたらし、越境データの利用に関わるルールづくりなど重要な
課題がありますが、今後様々なビジネスイノベーションが期待されています。

地域産業研究科
研究科長

兪 炳強
Heikyo Yu

地域産業研究科では、地域産業・経済発展の原動力となる高度な専門知識をも
つ人材育成を目指しています。
そのため、教育研究分野や開設科目は多岐にわたって

ところで、沖縄に目を向けますと、道路や港湾などの社会資本の整備・充実に伴

います。
また幅広い専門的知識を修得できるように、主専攻と副専攻が設置されてい

い、観光リゾート産業が大きく発展し、国内外からの入域観光客数は一千万人の大

ます。本研究科は創設以来すでに二十年余りを立ちました。
その間、現在すでに活躍

台を突破しました。特に、2012年以降の全国的な著しいインバウンドの進展に伴い、

している大学教員、公務員、研究員、税理士や中小企業診断士など多くの卒業生を

沖縄への外国人観光客数が急速に増加しました。
さらに那覇空港第二滑走路の運

輩出しました。

用を機に、国内外の観光客数の増加や更なる観光産業の発展が期待されます。
しか

皆さんがこれからの大学院地域産業研究科での研究活動において、各自の専門

し、観光客数の増加による宿泊施設の確保、客単価の増加、
オーバーツーリズム問

分野に関するより高度な問題発見力・分析力を高め、地域産業・経済における諸課

題への対応、観光リゾート産業と地域の他産業とのネットワーク効果を図る連携強

題に対処できる高度な専門知識をもつ人材に成長することを心から祈願しています。

化、観光産業の基礎である沖縄の自然環境・観光資源の保全など多様な課題が想

地域産業
専攻

地域産業研究科がめざすもの
理念・目的
地域産業研究科地域産業専攻は、経済学及び商学の分野で

高度な専門的職業人の養成

国際化への対応

地域の地域産業
研究科へのニーズ

本研究科では、今日の高度に情報化されたグローバル経済下

今日の高度に情報化されたグローバル経済は混

現代資本主義経済における産業革命後の経済

斬新な環境を創造しうる企業者精神を磨くという理念を具体化

で、商業、経済、経営、会計および情報といった各専門分野から

沌としてきており、
もはや、地域社会のみで経済は語

発展の中心地はイギリスからアメリカ、
さらに今日で

するため、1998
（ 平成10）
年に開設されました。具体的には、地域

の学際的な分析能力の育成を目指しており、
その結果として皆

れなくなり、
そこでは新たな経済理論が求められてい

は東アジアに移転してきております。その一つの要

様が将来、企業経営者や研究員、教員、公務員、税理士、中小

ると同時に、学際的な視野をもった企業者も必要と

因として考えられるのは、絶えず発展途上の立場か

に、人材育成機能と研究機能を併せ持つ一つの拠点を形成し、

企業診断士あるいは公認会計士など地域社会のスペシャリスト

されています。
とりわけ、沖縄県は島嶼地域なのであ

らキャッチアップする企業者精神の存在があり、
そこ

として、中核的な役割を担える専門的職業人の育成を目指しま

り、天然資源の乏しいなか、有能な企業者の育成が

では常に有能なイノベーターとしての企業者の役割

①自らの専門性と複合知識を実社会において体現し地域産業

す。

重要視され、
日頃から自己の環境を最善なものへと

が不可欠であったことです。つまり、地域経済の発

社会で活躍しうる企業者、研究者や教育者などを養成するため

振興の原動力となり得る高度の専門的職業人の養成と併せて
②経済学・経営学・マーケティング・会計学・情報等の分野の有

作り替えていける判断能力を有する企業者の存在

展には企業者としての人材育成が極めて重要であ

が地域経済発展のカギを握っています。そのような

り、
とりわけ、県内企業は多くが中小零細企業なの

状況の中で本県は、
その地理的条件や気候的・風

で、脆弱な存立基盤を支えるためにも有能な企業者

機的連携に基づく研究活動の一層の促進を設置の目的としてい

土的特性から、主にアジア諸国との経済交流の基

の存在が不可欠です。
また、情報化や国際化など、

ます。従って、本研究科では、学際的なカリキュラムを通して、企

点として最適な場所と考えられ、
そこでは高度な教

企業を取り巻く環境の大きな変化に対処するために

育・研究を行う大学院もその中核的役割を果たすこ

も、経済学・経営学・マーケティング・会計学・情報等

業・行政等の実務現場でスペシャリストとしての役割を担える人
材などを養成することを主たる教育研究の目標としています。

とが期待されています。

の専門知識を有し、広い視野を持って組織やプロ
ジェクトの管理運営が行え、
また、企画能力等に優
れた企業者に対するニーズは今後ますます高まるも
のと考えられています。
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地域産業専攻は、経済・経営・商学・会計・情報・環境などの学術分野の有機的な連携の下に、各領域の専門性の深化と併せて創
造的な思考能力を涵養することを意図しております。
とりわけ、沖縄県は島嶼地域であり、天然資源の乏しいなかでは、有能な企業者としてのクリエイティブな能力、
つまり自分の皮膚で
感じ、
自分の頭で考え、方向づける能力および、
自ら情報を発信する能力を涵養することが大切であり、
このための機会を提供すること
が、
この専攻の役割だと考えております。
具体的には企業、行政および教育などの実務現場での実践的な課題に迅速に対処しうる能力、
つまり自らの専門性と総合的な知
識を実社会において応用し、地域経済発展の原動力となり得る高度の企業者活動を促進することを目指します。

沖縄国際大学大学院

地域産業セミナー
（１年次必修科目）
地域産業セミナーは、専門性と複合的知識を実社会において体現し、地域産業振興の原動力となる高度の専門的職業人の養成
と、経済学・経営学・商学・会計学・情報等の分野の有機的連携に基づく研究活動の促進を目的としています。講義は経済学系と商
学系の内容を加味した学際的な科目をオムニバス方式で行います。
まず、修士課程における学習・研究の進め方の基本を学び、次に経済学系、商学系の幅広い知識を学ぶことにより、専門領域にお
ける学習をより深化させることができます。
また、
１年次の必修科目として設定しており、学生が相互に啓発し、学習、研究を深めていくこ
とをねらいとしています。

地域産業専攻 3つのポリシー

教育課程の構成

●ディプロマ・ポリシー
（学位授与方針）
1.所定の年限在学し、研究指導を受け、本研究科の目的に沿って設定した科目を履修して、所定の単位を修得し、
かつ修士論文また
は特定課題研究を提出して、所定の試験に合格することが課程修了の要件です。
2.地域産業に関係する専門的・複合的な学識を備え、専攻領域における研究能力及び知識、高度な職業人としての優れた能力及
び知識を身につけているかどうかが、課程修了の目安となります。

教育課程は大別して、地域社会経済システム、産業組織、沖縄経済、環境経済、応用計量経済、地域発展、
地域流通、比較経営、会計の専門科目域から構成されています。

地域社会経済
システム

今日のわが国の社会経済システムには大転換が必要です。当領域では、地域分権・地域主権・地域自立の視
点から地域社会をトータルシステムとして捉え、地域社会経済システムの構築について究明することを目的とし
ています。

産業組織

産業組織領域は、産業組織を理論的・実証的・政策的に研究することを中心としており、社会経済システムの
変化と産業組織の動向に関する洞察・応用能力を付与し、深化させることを目的としています。

沖縄経済

沖縄経済領域は、
日本の中できわめて特異な歴史をもち、社会経済構造が異なっている沖縄経済を、理論的・
実証的に研究することを中心としており、
その取り組みを通して、経済学的な分析手法を学び、経済学的な思
考能力を身につけることを目的にしています。

環境経済

環境経済領域は、環境と経済の緊張関係、つまり、
どちらかを優先すると犠牲を伴うトレードオフ
（Trade-Oﬀ）
関係が生じるが、
これを和らげる持続可能な経済発展について探究することを目的とします。そのために、環境
の経済的価値の評価及びその手法、基礎的理論、調査などを通して学んでいきます。

応用計量
経済

応用計量経済領域は、各種統計解析手法や計量経済学的手法を用いた経済・社会情報の分析と実社会へ
の応用について研究することを中心としており、実務現場で求められる、合理的な情報の解析と意思決定根
拠の提示能力
（情報分析能力）
を付与し、深化させることを目的としています。

●カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成方針）
地域産業の振興を促進する上で直面する様々な課題に実践的に対処でき、国際的にも活躍できる人材を育成するために、次のよう
な方針に沿ってカリキュラムを作成しています。
1.広範な講義科目群より専門知識を習得すると共に複合知識を実社会において体現できる能力を身につける。
2.研究指導分野に関わる指導教員群との相互討論によって自らの問題意識を明確にし、個別課題に取り組む。
3.修士論文または特定課題研究を完成し、
自己の研究を専門分野の中に位置づけ、研究の成果と意義について客観的に把握する
能力を身につける。

●アドミッション・ポリシー
（入学者受入方針）
地域産業研究科は、経済、経営、
マーケティング、会計、情報、環境などの学術分野の有機的な連携の下に、各領域の専門性の深化と
併せて広い視野に立った思考能力を有する専門的職業人を養成することを目的としています。
そのため、以下のような人物を受け入れます。
1.各専攻領域に関する知識及び専門的な素養を有する人物。
2.企業、行政および教育などの実務現場で将来、地域社会、国際社会の発展に寄与できる豊かな素養と能力・意欲を備えた人物。

基礎となる学科・研究所
を基礎とし
（企業システム学科、産業情報学科）
と産業情報学部
（経済学科、地域環境政策学科）
地域産業研究科は、経済学部
また産業総合研究所と沖縄経済環境研究所は、本研究科を支える重要な関連機関です。各学部の卒業生は
て設置されています。
学際的に統合されたすべての領域に入学することができます。
基礎となる学科・研究所
教育内容

経済学科

情報経済、地域経済

計量経済、地域経済

地域環境
政策学科

理論経済、国際経済

産業経済、国際経済

組

総合経済、環境経済

理論経済、環境経済

織

研究領域

学 科

産業情報
学科
企業システム
学科
産業総合
研究所
沖縄経済
環境研究所
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流通、経営
会計、情報

マーケティング
簿記、比較経営
会計、情報処理

地域産業の振興に関する総合的研究
1．
データの収集・解析支援
2．
産官学のネットワーク形成と地域社会への貢献
1．
共同研究と情報共有
2．

地域発展

地域流通

地域流通領域は、観光ビジネス、
エリアマーケティング、地域ブランディング、地域消費者行動などについて実
証的に研究することを中心としており、地域的及び国際的視点から、地域市場を分析するための知識・分析能
力を習得し、深化させることを目的としています。

比較経営

比較経営領域は、経済のグローバリゼーション化にともなう各国の企業経営の特質を比較分析することによっ
て、
日本企業の経営戦略の特質や方向性を明らかにすることを中心としており、
とりわけ人的資源の有効活用
という視点から経営管理に関する理論的分析や洞察能力を付与し、企業者精神を深化させることを目的として
います。

会計

会計領域は、税法（法人税法）
と会計（財務会計）
との関わりを研究する分野です。特に、課税所得と企業利
益との関わりにおける税務会計の基本問題とその役割及び課題について論究します。
さらに、税理士試験科
目免除としての会計科目
（簿記論、財務諸表論）
と関連させた指導も行います。

地域産業専攻
地域社会経済システム
産業組織
沖縄経済
環境経済
応用計量経済
地域発展
地域流通
比較経営
会計

「地域」
とは社会の事象、現象の同質または等質を囲んだエリアであり、
その分析対象は地元沖縄に止まらず、
アジアさらに世界にまで広がります。地域発展領域は地域の視点から、社会・経済の動向を科学的に分析し、
その法則性を捉え、洞察・応用能力を深化させることを目的としています。

学際的な
カリキュラムの
設置

履修方法に関しても、他の大学院や研究科との単位互換などを設けることにより、大学院学生個々のニーズ
に合致し実務応用能力に富んだ学際的な専門性の深化が図れるよう配慮しています。

※カリキュラムについては予告なしに変更される場合があります。
ご了承下さい。
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院生からのメッセージ

専攻内容
地域産業研究科は、経済学部
（経済学科、地域環境政策学科）
と産業情報学部
（企業システム学科、産業情報学科）
を基礎として設
置されています。
また産業総合研究所と沖縄経済環境研究所は、本研究科を支える重要な関連機関です。
研究科

専攻

募集領域

領域

地域産業専攻
産業組織領域

小橋川 南

領域必修科目

経

産業システムの視点から、多様
な地域経済・政策の分析に主眼
を置く

■産業組織特殊研究Ⅰ
■産業組織特殊研究Ⅱ
■産業組織特論

沖縄経済

地域の視点から沖縄経済の構造
の定性的・定量的分析に主眼を
置く

■沖縄経済特殊研究Ⅰ
■沖縄経済特殊研究Ⅱ
■沖縄経済特論

環境経済

企業活動と地域の環境という観
点から環境の経済的価値に関す
る定量的分析に主眼を置く

■環境経済特殊研究Ⅰ
■環境経済特殊研究Ⅱ
■環境経済特論

沖 縄・環 境 経 済

■マーケティング特殊研究Ⅰ
■マーケティング特殊研究Ⅱ
■マーケティング・マネジメント特論

比較経営

国際比較の視点から日本的な企
業経営のあり方についての分析
に主眼を置く

■比較経営特殊研究Ⅰ
■比較経営特殊研究Ⅱ
■比較経営特論

会計

税法と会計との関わり方に焦点
をおいてその計算構造と役割に
分析の主眼を置く

■税務会計特殊研究Ⅰ
■税務会計特殊研究Ⅱ
■税務会計特論

経

地域産業専攻

営

地域産業研究科

国際流通を念頭に置いて定量的
な地域流通の分析に主眼を置く

地域流通

産業情報

応用計量
経済

各種データ解析手法を用いた地
域産業・社会の定量的分析に主
眼を置く

■経済情報統計解析特殊研究Ⅰ
■経済情報統計解析特殊研究Ⅱ
■経済情報統計解析特論A

地域発展

地域産業振興の視点から環境と
の調和のとれた振興方策の定性
的・定量的分析に主眼を置く

■地域発展特殊研究Ⅰ
■地域発展特殊研究Ⅱ
■地域発展特論

全領域共通

学 位 取 得（ 経 済 学 ま た は 商 学 修 士 ）

産業組織

上原 彰公

こばしがわ みなみ

修士論文又は特定課題の研究成果の提出

■地域社会経済システム特殊研究Ⅰ
■地域社会経済システム特殊研究Ⅱ
■地域社会経済システム特論

済

地域社会
経済システム

地域社会経済の活性化・自立化と
いう観点から、島嶼地域、アジア
諸地域の事例分析に主眼を置く

地域産業専攻
地域流通領域

うえはら あきとも

私は本学の経済学部経済学科を卒業しました。学部では主

大学院へ進学した理由は、仕事をしながら大学でマーケティング

に地域経済、産業組織論について学び、経済学の基礎的な知

を学んだことがきっかけです。マーケティングは企業がビジネス活動

識の理解を深めてきました。そして、沖縄の経済発展を今後どの

をする上で、顧客のニーズを探り、満足できる価値のあるものを提

ように進めるべきか考えるようになったことをきっかけに本学の

供するプロセスが重要で、
それを評価するのは消費者です。消費
者は企業からのマーケティング戦略のアプローチを受けて、何を考

大学院へ進学することを決めました。
大学院の講義は少人数で行うため、自分の考えを述べる機

え、思い、求め、行動や購買をするのか、消費者行動がいかに企業

会や他者の考えを聞く機会が増えます。社会人や自分と異なる

のマーケティング活動へ大きな影響を与えているのかを学んだた

専門領域の方々と意見を交流することができるので、新しい発

め、
マーケティングを探究したいと考えたからです。

見や斬新な発想、
自分の専門ではない知識も幅広く学ぶことが

大学院は学生から社会人まで幅広い年齢の方が在籍し、
ディ

できます。それらを踏まえた上で、
自分の研究を改めて見つめ直

スカッションを通して学術的視点やグローバル的視点、経験的視

し、
より深いところまで考察することができるところが大学院で学

点など、様々な考え方やアイディア、新たな知識を学べます。
研究環境は、
研究科資料室や院生専用パソコン室があり、
図書

ぶ利点だと考えています。
本学では、研究自習室やパソコン室、研究個室、各研究科

館には文献をはじめOPACやデータベースの利用ができ充実した環

専用の資料室など施設が充実しており、研究しやすい環境が

境です。
また、論文の研究では、指導教員から丁寧で分かりやすい

整っています。

アドバイスをもらいながら、
高度でアカデミックな研究が行えます。

修了後は、税理士になりたいと考えています。沖縄の経済を

大学院修了後は、博士後期課程へ進学を目指しています。将

理解した上で、沖縄の企業を支えていくことができる税理士を目

来はマーケティングの研究者として沖縄経済の発展にリードできる

指します。大学院で学んだことを活かし、知識を社会に還元、沖

人材になりたいと考えています。

縄の経済発展に貢献することができる人材になることを目標と

地域産業セミナー

しています。

複合的に知識を広げるための特別開設科目群

専門深化を支援する開設科目群
■経済情報統計解析特論B ■応用マクロ経済学特論 ■地域経済計量分析特論
■簿記特論 ■人的資源管理特論 ■地方財政特論 ■地域資源経済特論
■地域小売業特論 ■公企業特論 ■情報資源管理特論
■経営情報システム特論 ■財務会計特論 ■意思決定特論 ■商学特論

■ビジネス特論 ■経済学特論 ■数理経済情報特論
■インターネット・マーケティング特論
■マーケティング・コミュニケーション特論

※カリキュラムにつきましては予告なしに変更される場合があります。
ご了承下さい。

修了後の進路
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修 士 課 程 修 了（ 経 済 学・商 学 修 士 ）

社会人選抜

地域産業研究科 地域産業専攻

一般選抜
外国人
留学生含む

主に行政・
産業レベル

管理・運営

企画・立案

主に個人レベル

資格取得

ベンチャー
起 業

個人レベル

他大学博士
課程進学

2019（ 令和元）年度

修了生修士論文
テーマ一覧

●在沖米軍基地跡地利用類型化による経済・財政効果分析

－沖縄県における読谷村・北谷町の駐留軍用地跡地利用の事例を中心に－

●「交通権」の概念とバス補助金制度の効果分析
－公共交通の公的負担が地域に与える影響を中心に－

生涯学習
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地域産業専攻 専任教員紹介

※共著者・編著者名・編集（監修）団体名・収録ページは編集の都合上省略しております。

安里 肇（あさと はじめ）教授

佐久本 朝一（さくもとともかず）教授

専門分野 経営情報システム、教育工学、非線形時系列解析

専門分野 比較経営論

専門分野 沖縄経済、島嶼経済、基地経済、沖縄経済史、
日米地位協定、
日米安保

専門分野 産業組織論、中小企業論、沖縄経済

担当科目 経営情報システム特論

担当科目 比較経営特論、比較経営特殊研究Ⅰ・Ⅱ

担当科目 沖縄経済特論、沖縄経済特殊研究Ⅰ・Ⅱ

担当科目 産業組織特論、産業組織特殊研究Ⅰ・Ⅱ

産業総合研究第25号 単著/沖縄国際大学産業総合研究所/2017年

・地域経済の進化と多様性

共著/泉文堂/2013年

・プログラミング教育におけるeラーニングシステムの構築
-ブレンディッドラーニングの効果測定産業情報論集第9巻第2号 単著/沖縄国際大学産業情報学部/2013年

・eラーニングにおける効果的な学習支援・管理システムの研究
産業総合研究第18号 共著/沖縄国際大学産業総合研究所/2010年

・能力主義管理の国際比較 単著/東京図書出版会/2010年
・技術革新下の日本型企業社会 単著/ユージン伝（株）/1997年
・日本的経営と過労シンドローム 単著/中央経済社/1997年
・技術革新下の労働と日本型企業社会

専門分野 数理行動科学、ゲーム理論、社会ネットワーク分析、琉球独立論
担当科目

・現代企業の経営戦略

・全基地撤去及び全補助金撤廃後の琉球（沖縄）経済に関する一考察

産業情報論集, 7(1) 47-63 （論文）
単著/沖縄国際大学産業情報学部/2010年

・わが国タクシー産業における規制緩和プロセスの経営学的研究
単著/関西学院大学出版会Book Park /2006年

・組織環境の脱制度化プロセスと組織間コンフリクト

日本経営学会誌, (11) 39-50 （論文）
単著/日本経営学会/2004年

・ソーシャル・メディアでつながる大学教育 －ネットワーク時代の授業支援－
共著/ハーベスト社/2013年

専門分野 観光マーケティング、観光行動分析、
アジア太平洋の比較分析
マーケティング・マネジメント特論
担当科目 マーケティング特殊研究Ⅰ・Ⅱ、

・アジア新中間層における日本エンターテインメントの消費行動

（論文）
単著/日本簿記学会年報/2014年

・農業発展に向けた簿記の役割ー農業者のモデル別分析と提言ー
共著/中央経済社/2014年

沖縄国際大学産業総合研究第19号
（論文）
単著/沖縄国際大学産業総合研究所/2011年

専門分野 環境経済学、厚生経済学
担当科目 環境経済特殊研究Ⅰ・Ⅱ、環境経済特論

・韓国始華湖干潟の干拓事業と環境的葛藤の改善に関する一考察

単著/沖縄国際大学/2018年
経済論集 第10巻第2号 （論文）

・済州特別自治道の現在・展望及び考察－済州の新たな挑戦－
沖縄自治州 共著/琉球書房/2015年

・環境・経済と真の豊かさ－テーゲー経済学序説－
単著/日本経済評論社/2008年

国と沖縄県の財政関係 共著/清文社/2015年

沖縄の観光・環境・情報産業の新展開 共著/泉文堂/2015年

・沖縄県財政における地方債の一考察

沖縄国際大学大学院地域産業論叢第12集
（論文）
単著/沖縄国際大学大学院地域産業研究科/2014年
（沖縄国際大学公開講座２１）産業を取り巻く情報

担当科目 応用マクロ経済学特論

・沖縄振興予算に関わる国直轄事業の時系列的考察

単著/日本地方自治研究学会/2018年
地方自治研究 Vol.33, No.2（論文）

・沖縄振興予算の時系列的考察
－国庫支出金の類似県比較を中心に－

単著/日本地方自治研究学会/2016年
地方自治研究, Vol.31, No.2（論文）

・内閣府沖縄担当部局予算－沖縄振興予算－

（論文）
単著/清文社/2016年
国と沖縄県の財政関係
（池宮城秀正編）

・東日本大震災における復興政策が地域経済に与える影響
－東北地域産業連関表を用いた分析－
地方自治の深化（日本地方自治研究学会編）
（論文）
単著/日本地方自治研究学会/2014年

地方は復活する、
北海道・鹿児島・沖縄からの発言

又吉 光邦（またよし みつくに）教授

産業総合研究調査報告書（10-3）（論文）単著/沖縄国際大学産業総合研究所/2004

・沖縄県の百貨店・総合スーパーのストアイメージに関する報告書
産業総合研究調査報告書 6 （論文）単著/沖縄国際大学産業総合研究所/1998

村上了太（むらかみ りょうた）教授
専門分野 企業形態論、公企業論
担当科目

Tree Chromosome Structure in a Genetic Algorithm
to Identify Functions

The 6rd International Conference on Fuzzy Systems and Data Mining

The 3rd International Conference on Fuzzy Systems and Data Mining

（論文)単著/FSDM/2017年

・Shapes Extraction Method by Genetic Algorithm

with Local Search Method

based on a Quality Control Approach

沖縄を取り巻く経済状況
（論文）
単著/編集工房東洋企画/2015年
編著/日本経済評論社/2011年

単著/ミネルヴァ書房/2001年

兪 炳強（ユ・ヘイキョウ）教授
担当科目

地域資源経済特論、経済情報統計解析特論 A 、
経済情報統計解析特殊研究Ⅰ・Ⅱ

・地域資源保全と集落共同活動に関する数量的分析
産業情報論集 第13巻第1・2合併号
（論文）
単著/沖縄国際大学産業情報学部/2017年

Hull by Genetic Algorithm

Proceedings of the 2012 annual IEEE Congress on Evolutionary
Computation （論文）単著/ IEEE /2012年

・大学の社会的責任

専門分野 地域資源経済論、地域産業経済論、開発経済論

・Shape Extraction Method Using Search for Convex

・Landscape Information Extraction from Chromosome

（論文）
単著/同志社大学商学会/2018年

単著/日本比較経営学会/2015年
比較経営研究 第39号（論文）

・日本公企業史

Proceedings of IEEE Second International Conference on Artificial
Intelligence Modelling and Simulation （論文）単著/ IEEE /2014年

Proceedings of the 2013 IEEE International Conference on Systems,
Man, and Cybernetic （論文）単著/ IEEE /2013年

同志社商学 第69巻第5号

・地域住民が出資した共同売店の経営と課題

・地方は復活する

（論文)単著/FSDM/2020年

・招待論文（Original:IEEE SMC‚2011）
：

Two Dimensional Rectilinear Polygon Packing using
Genetic Algorithm with a Hierarchical Chromosome

地域社会経済システム特殊研究Ⅰ・Ⅱ、
地域社会経済システム特論、公企業論

・日本専売公社民営化の今日的意義

担当科目 情報資源管理特論

・招待論文（Original:IEICE Systems and Computers‚2000）
：

（論文）
単著/日経広告研究所/2005
日経広告研究所報 39
（6）

・離島における特産品開発と販路拡大－沖縄県伊平屋村の事例
より
（21世紀沖縄の地域政策に関する総合的研究）
－

専門分野 組合せ最適化、進化計算

・島嶼地域観光の比較研究（済州島、
プーケット島、海南島を中心に）

専門分野 公共経済学、地域発展論、経済政策

・沖縄における観光産業の広告とパブリシティー効果
－
「沖縄美ら海水族館」
に関する事例研究から－

共著/編集工房東洋企画/2012年

共著/日本経済評論社/2011年

産業総合研究 第15号
（論文） 単著/産業総合研究所/2007年

地域デザイン 第2号 （論文）
共著/地域デザイン学会/2013年
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経済政策ジャーナル 第6巻第2号（論文）単著/日本経済政策学会/2009年

（論文）
単著/沖縄国際大学産業情報学部/2008
産業情報論集 5
（1）

・行政の情報化と電子政府

・タイのロングステイ観光の現状と課題

・観光ビジネスにおける地域ブランドの戦略と効果
－ワインツーリズムやまなしを事例に－
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単著/開発技術学会/2012年
開発技術 Vol.18 （論文）

・技術特化パターンの構造変化に関する実証研究

主 な 著 書・論 文

・国立諫早湾干拓事業と地域発展に関する一考察

共著/泉文堂/2015年

比嘉 正茂（ひが まさしげ）教授

主 な 著 書・論 文

主 な 著 書・論 文

変わる沖縄ー地域環境政策学の視点からー
（論文）
単著/沖縄国際大学公開講座委員会/2019

・アジア新中間層のコンテンツ・シェアリング行動

cumulative in East Asia?

・沖縄における長期滞在型観光の可能性－ハワイの取り組みの事例－

担当科目 地方財政特論

産業総合研究調査報告書 第13号 単著/産業総合研究所/2005年

・干潟における環境・経済と地域発展

・Are technological specialization patterns random or

担当科目 地域小売業特論

専門分野 地方財政論 財政学

・地方分権と自治体財政

沖縄経済入門

専門分野 マーケティング

前村 昌健（まえむら しょうけん）教授
・歳出構造、地方債

単著・監修/編集工房東洋企画/2014年

宮森 正樹（みやもり まさき）教授

単著/角川書店/2011年

・ハワイ州観光戦略計画と観光行動

単著/沖縄国際大学/2020
南島文化研究所第42号 （論文）

単著/沖縄県議会/2014年

・沖縄と米軍基地

主 な 著 書・論 文

呉 錫畢（オ・ソクピル）教授

『沖縄県議会史』第三巻通史編３

・本当は憲法より大切な
「日米地位協定入門」

「島嶼型条件不利地域」
の環境調和的地域発展に関する研究
共著/科学研究費補助金
（基盤研究
（B）
（２）
）/2006年

・包括利益計算と企業業績表示の一考察

単著/沖縄経済環境研究所/2016年

建設政策 No.160

・沖縄の小売業ーサンエーの経済学ー

主 な 著 書・論 文

主 な 著 書・論 文

・現代の取引認識における簿記の役割-利益認識との関わりを中心として

産業情報への招待―経営・観光・情報・経済、
多彩な視点から学ぶ―
共著/編集工房東洋企画/2016年
沖縄の観光・環境・情報産業の新展開

宮古の挑戦～エコアイランドによる地域活性化

・情報化と行政についてー情報化で行政はどう変わるかー

原田 優也（はらだ ゆうや）教授

主 な 著 書・論 文

担当科目 財務会計特論

STRATEGY AND MANAGEMENT, Volume 3

（論文）
単著/S & M/2014年

鵜池 幸雄（ういけ ゆきお）教授
専門分野 財務会計論、資金会計論

共著/晃洋書房/2015年

・The Legitimacy and Significance of the Independence

産業を取り巻く情報 （論文）
単著/東洋企画/2012年

・わが国企業におけるワーク・ライフ・バランスの条件と課題

琉球独立学研究 第3号
（論文）
単著/琉球民族独立総合研究学会/2016年

of the Ryukyus

・離島架橋の経済学～宮古島の地域振興と離島架橋効果の検証～

主 な 著 書・論 文

主 な 著 書・論 文

・情報を知識に変えるマネジメント

（論文）
単著/建設政策研究所/2015年

単著/清文社/2016年
国と沖縄県の財政関係 （論文）

・沖縄振興予算と基地経済の誤解

編著/創元社/2013年

変わる沖縄：地域環境政策学の視点から
（論文）
単著/沖縄国際大学公開講座委員会/2019年

・島嶼経済とコモンズ

・
「主権」侵害する日米地位協定～沖縄県「欧州調査」
が暴いた
日本政府の
〝嘘〟『世界』8月号 単著/岩波書店/2019年

主 な 著 書・論 文

企業と社会が見える経営学概論
（論文）
単著/大月書店/2019年

経済情報統計解析特論 B

・沖縄から全ての「基地」と「補助金」が無くなったら沖縄経済はどうなるのか？

主 な 著 書・論 文

担当科目 人的資源管理特論

・沖縄経済の実情

変わる沖縄～地域環境政策学の視点から～ 編著/編集工房東洋企画/2019年

・新生沖縄建設と立法院～1970年（昭和45）～1972年（昭和47）

友知 政樹（ともち まさき）教授

岩橋 建治（いわはし けんじ）准教授
専門分野 人的資源管理論、経営組織論

単著/国際経営研究所/1995年

・沖縄経済と米軍基地～基地経済と政府の沖縄振興の検証～

主 な 著 書・論 文

沖縄の観光・環境・情報産業の新展開
共著/泉文堂/2015年

共著/編集工房東洋企画/2016年

主 な 著 書・論 文

主 な 著 書・論 文

・シンガポールにおける経済およびIT政策について

・地域経済からみる中国国際貿易市場 「産業情報学への招待」

主 な 著 書・論 文

・講義支援を目的としたeラーニングコンテンツの制作

宮城 和宏（みやぎ かずひろ）教授

前泊 博盛（まえどまり ひろもり）教授

中国人海外旅行者の満足度に関する国際比較研究

産業情報論集 第12巻第1・2合併号
（論文）
共著/沖縄国際大学産業情報学部/2016年

・インバウンド・ツーリズムと観光客評価
沖縄の観光・環境・情報産業の新展開

共著/泉文堂/2015年

・順序プロビットモデルを用いた沖縄における外国人観光客満足度の分析

単著/沖縄国際大学産業情報学部/2014年
産業情報論集 第10巻第2号（論文）

・沖縄の赤土等流出防止対策に対する観光客の支払い意思額
推定と支援基金活用 産業総合研究 第22号
（論文）
単著/沖縄国際大学産業総合研究所/2013年
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法という拠り所

大学院

法学研究科

法学研究科
研究科長

小西 由浩

本学13号館にある法廷教室にはテミスあるいはユースティティアと呼ばれる
「正

可能なのでしょうか。私が空腹であるという事実、お店にはたくさんのパンがあるとい

義の女神像」
が飾られています。片手に天秤（正邪の判断）
を持ち、
もう片方には剣

う事実、
この二つの組み合わせから起こり得ることは無限に考えられます。つまり、世

（実力）
を携え、
さらに目隠し
（平等）
をした立ち姿はある種の恐怖を感じさせます。天

界は自分で体験できる以上の複雑性に満ちており、多くの不確実性を孕むものとい

秤の片方に乗ってしまったが最期、バッサリとやられてしまう。一人合点ですが、最後

えるのです。
これを確からしいものにするため、人は貨幣を媒介とする交換や契約と

の手段としての法(ultima ratio legis)という言葉を具象化すれば、
このような像に

いった複雑性を縮減するシステムを作り上げて、
そこに秩序をもたらしました。法もそ

なるのだなと思います。争いや困りごとがどうにもならなくなったとき、女神が現れ、有

うしたシステムの一つであり、人の行為や相互のコミュニケーションに先立ち、
それを

無を言わさず決着を付けてくれる。有り難いけども怖い。法というものに、
こんな印象

意味づけ、
どのように振る舞うべきかの指針となるのです。

があることは否めません。

法学研究科では、
より複雑性を増す社会環境のなかで、高度な法的知識と法的

しかしながら、私たちの日常にある法は別の働きを見せてくれます。例えば、お腹を
空かせた私がコンビニでパンを買い、
それを食べて満足する。
どうしてこのような事が

思考力を拠り所に自らの途を開いていく志を持った人を迎え、
それを習得する機会を
提供しようとしております。

Yoshihiro Konishi

法律学
専攻

法学研究科がめざすもの
理念・目的
現在、政治・経済・社会の多くの分野でグローバル化が進行し

即戦力となる法律専門家の養成

インターンシップによる
実務界の体験

社会に基礎を置く、
社会のための法学教育

社会のための
行政専門家の育成

激動する現代社会においては、高度でしかも専門的な法に関

本研究科では、
インターンシップを導入していま

沖縄県は、海外に多くの移民を送り出してきたば

沖縄県の将来の発展を考えるとき、基地問題、雇

ています。21世紀の世界の秩序ある発展は、
もはや個別国家の

する知識や知的技能の提供が、社会の各方面から要請されてい

す。
この就業体験を通して、現実社会の法律に関わ

かりでなく、同じく海外から多くの外国人を受け入れ

用問題、島嶼性、県外への経済・財政依存度の高さ

努力だけでは達成できません。一方、
わが国に限って近未来を展

ます。本研究科は、本学卒業生、地方公務員、企業で働く民間

る諸問題に接し、法的思考上の対応力等を養うこと

ています。これらの人々や一般市民が求めるリーガ

など特有の諸問題に対し、法的にそれをどのようにと

人に対して、
その再教育や研究、免許・資格の取得等の機会を

ができます。インターンシップは、院生自身の職業能

ル・サービスに応じるためには、県内社会に密着した

らえ、
かつ対処していくかが問題となります。それらの

提供し、
より高度な法律専門家の養成をめざしています。

力の向上および自己理解の促進をはじめ、
これまで

法律に関する国際的な視野をもつ法学教育・研究

問題解決のためには、
自治体の政策形成能力やそ
の政策立案（立法化）
・調整・実行等の諸能力を育

望してみても、多くの分野
（国家財政、産業、労働、少子化、年金
問題等）
で閉塞感が漂っています。

学んだ知識を確認し、研究すべき課題の所在や方

の推進が必要となります。社会に基礎を置く、社会

このような状況の下で知的創造組織としての大学
（大学院）
の

向性を見出すことになります。
また、修了後は即戦力

のための法学教育は、本研究科の沖縄社会に対す

成・強化しなければなりません。
また、市民生活の向上

果たすべき役割は、
ますます重要になっています。法学研究科は、

となりうる法律専門家として、社会での大きな活躍が

る一つの使命だといえます。

や県内の産業経済の発展などを推進する場合、
そこ

法学の分野からその責任の一端を果たすために、混沌の時代に
柔軟かつ機敏に対応し、優れたリーダーシップを発揮できる人材
の育成を目指しています。

期待できます。

に生ずる多様で困難な法律問題や行政的課題の解

生涯学習時代における
知的技能の活性化
本研究科は、入学要件さえ整っていれば、
どの年
齢からでも入学でき、多様化した市民の学習意欲に

決にその力を発揮し得る行政や法律の専門家が必
要となります。
本研究科は、沖縄社会の活性化とその発展に貢
献しうる、行政に関する知識や技術を身につけた人
材育成もめざしています。

応えています。教員の専修免許のほか、税務・会計
業務、民事・商事・法務分野における高度の免許・
資格を取得したいという要求、
また昼間公務員として
働く人がより充実した仕事を実現するために必要な
科目の専門的知識・技能を修得したいという要求に
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大学院 法学研究科

法律学専攻

Graduate School of Law

多様な教育法による法の実像への接近

法政策と法解釈の相互補完的研究の推進

法学研究科においては、前期と後期のセメスター制を採用し、前期

法学研究科においては、法の研究を、教育・研究の便宜上、法政

末に集中講義期間を設けています。実定法の教育においてはディ

策に関係の深い分野
（公法・基礎法領域）
と法解釈に関係の深い分

ベート、
ケーススタディ、
ソクラテスメソッドを採用しています。

野
（民・刑事法領域）
に大きく二分しています。

基礎となる学科・研究所
法学研究科は、法学部の法律学科、地域行政学科を基礎として設置されています。
また沖縄法政研究所は、本研究科を支える重要な関連施設です。

基礎となる学科・研究所

沖縄においては、基地問題に直接・間接起因する法的諸問題のほ

実務と研究との有機的結合
法学研究科では、実際の経験
（現場教育On the Job Training）
こそ

か、独特の文化、歴史、社会構造のなかで育まれてきた地域の慣習

最高の教育であるとの理念の下にインターンシップを開講しています。

が残存しています。地域社会のマクロからミクロに至るまでの様々な

インターンシップにおいて、院生は、受け入れ先職場の責任者の指

法的諸問題の研究推進のために、法学研究科は、学内研究所と協

揮・監督に従い、調査・インタビュー等により収集した事実を基礎に

力しながら、相互の調査、研究、資料の収集・利用の拡大を目指して

して、実際の事例をどのように法的に解決すべきかについて法的判

います。

断を下す経験を積むことができます。

既設の学部及び研究所との
内容上の関連図

地域社会の法的諸問題の研究の支援

学 科

法律学科

地域行政学科

大学院法学研究科

教育研究内容

憲法・民法・刑法
会社法・労働法
税法・商法 等

法律学専攻

政策・地域行政
地方財政・公共事業
自治体経営・国際政治 等

公法・基礎法領域
民・刑事法領域

沖縄法政研究所

教育課程の構成
教育課程は大別して公法・基礎法領域、
民・刑事法領域の2領域から構成されています。

沖縄国際大学大学院

法律学専攻 3つのポリシー
●ディプロマ・ポリシー
（学位授与方針）
法学研究科は、建学の精神を踏まえて、法学に関する高度で専門的な知識を有する人材を養成することをその教育目的としています。
こ
の目的のために、学位授与の方針は以下のようになっています。
1．法学に関する高度な知識を有し、社会のさまざまな問題に対して法的思考をもって解決する能力を備えていること。
2．法学に関する研究を自立して遂行することができ、
その内容を修士論文として作成することができる研究能力を有していること。
3．法学に関する高度の専門性が要求される職業に必要な能力を有していること。

公法・基礎法領域
公法・基礎法領域は、憲法、行政法、国際法等の実定法およ
び法哲学の基礎法から構成されています。本領域では、国家と
国民の関係を規律する公法のあり方について、
またこれら実定
法の基礎となる法の思想的、歴史的、社会的前提について研
究します。

民・刑事法領域
民・刑事法領域は、
民法、商法、刑法等の実体法および民事
訴訟法、刑事訴訟法の手続法から構成されています。本領域で
は、現行法を具体的な事例に適用して司法的解決を図るため
に、法令の解釈についてわが国内外の判例・学説と比較しつ
つ、体系的に研究します。

●カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成方針）
法学研究科は、
その教育目的を達成するために、
カリキュラムに関しては以下のような特色を持っています。
1．公法・基礎法領域および民・刑事法領域の2つの領域の中から、
自らの関心や将来の進路に応じて多様な法分野に関する特殊
研究を選択することを可能とし、
きめ細やかな研究指導体制を構築しています。
2．集中講義を開講し、県外から講師を招聘して、最新の法律問題や理論に触れる機会を設けています。
3．社会人学生への配慮として、講義科目は主として夜間に開講しています。

●アドミッション・ポリシー
（入学者受入方針）
法学研究科では、
その教育目的を達成するために、入学者には、大学卒業程度の基礎的学力を持っていることを前提として、特に以
下の点について十分な適性をもっていることを望みます。
1．法学に関して深い関心をもち、
自ら学び研究する意欲を持っている人物
2．法学の諸分野において、
自らの問題意識から課題を設定して、修士論文を作成する強い意思を持っている人物
3．法学に関する高度な専門的知識を持つ職業人として、地域社会および国際社会の一員として活動することを希望する人物
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大学院 法学研究科

法律学専攻

Graduate School of Law

院生からのメッセージ

専攻内容
研究科

専 攻

領 域

授業科目
■憲法特論Ⅰ
・
Ⅱ

■税法特論Ⅰ
・
Ⅱ

■行政法特論Ⅰ
・
Ⅱ

■国際法特論Ⅰ
・
Ⅱ

■基礎法特殊研究Ⅰ
・
Ⅱ

■国際法特殊研究Ⅰ
・
Ⅱ

■法哲学特論Ⅰ
・
Ⅱ

■刑事法特殊研究Ⅰ
・
Ⅱ

■刑事政策特論Ⅰ
・
Ⅱ

■労働法特殊研究Ⅰ
・
Ⅱ

■刑法特論Ⅰ
・
Ⅱ

■民法特論Ⅰ
・
Ⅱ

■労働法特論Ⅰ
・
Ⅱ

■民事法特殊研究Ⅰ
・
Ⅱ

■家族法特論Ⅰ
・
Ⅱ

■商法特論Ⅰ
・
Ⅱ

■国際私法特殊研究Ⅰ
・
Ⅱ

■民事訴訟法特論Ⅰ
・
Ⅱ

■国際私法特論Ⅰ
・
Ⅱ

■法律学特論Ⅰ
（国際法）

各領域共通

■法律学特論Ⅱ
（商法）

（総合法律学） ■法律学特論Ⅳ
（インターンシップ）
■法律学特論Ⅲ
■法律学特論Ⅴ
（税法Ⅰ）

■法律学特論Ⅵ
（税法Ⅱ）

■法律学特論Ⅶ
（税法Ⅲ）

■法律学特論Ⅷ
（税法Ⅳ）

■法律学特論Ⅸ
（現代法律学）

修了後の進路
修 士 課 程 修 了（ 学 位 取 得 ）

社会人選抜

法学研究科 法律学専攻

推薦選抜

法律学専攻
公法・基礎法領域

新垣 修志

比嘉 寛樹

あらかき しゅうじ

ひが ひろき

私は学部生の時から税理士試験の合格を目標に勉強をして

私は現在、税理士事務所に勤務しながら、税理士の資格取得

います。学部卒業後はすぐに税理士事務所に勤務するのではな

を目指しています。仕事をしていて感じることは、会計の知識は当

く、
より専門的な税法の知識や物事への理解力を深めることを身

然ですが、
それよりも法律の知識が必要だということです。
そこで、

に着けてから働きたいと思い、大学院への進学を決めました。大

税法はもちろんのこと、
その他の法律も学びながらより深い専門性

学院での講義は学部のころとは違い、最初は講義についていく

を修得したいと考え、大学院への進学を決めました。

ことも大変でしたが、先生方には親身なご指導をしていただき、
よ
り知識を深めることができ、無事単位をとることができました。
沖縄国際大学大学院の法学研究科は、1年次の授業は基本

※カリキュラムは次年度改正予定です。

一般選抜
外国人
留学生含む

法律学専攻
公法・基礎法領域

修 了（ 学 位 取 得 ）

法律学専攻

法学研究科

民・刑事法
領域

■税法特殊研究Ⅰ
・
Ⅱ

修士論文又は特定課題の研究成果の提出

公法・基礎法
領域

■公法特殊研究Ⅰ
・
Ⅱ

教育現場の
管理職

上級免許
取得

行政の企画・
立案調整・
評価

有職者の
再教育

民間企業の
法務

交流・文化
事業企画

他大学博士
課程進学

私は法学部出身ではないのですが、少人数制の講義であること
から、先生方のフォローも十分にあり、基礎から法律の知識が身に
つくよう丁寧に指導して頂いています。
また、図書館には、院生が

平日の夜間となっているので昼間は税理士試験の勉強に使うこ

利用できる研究個室があり、課題や研究に没頭することができま

とができます。社会人の方は仕事を終えてからとなるので、仕事へ

す。
さらに、多くの専門書や法律関係のデータベースも充実してい

の支障が出ないようにとても配慮されていると思います。
また、同

るなど、研究を行うための環境が整えられています。他にも、本専攻

級生や先輩方には税理士事務所勤務の方が多く、実務に関す

は平日の講義がすべて夜間に設定されているので、私のような社

るさまざまな話を聞くことができます。特によかったことは、税理士

会人でも仕事と学業の両立が可能です。私と同期の院生は、年

志望という同じ目標を持つ周囲の人から良い刺激を受け続ける

齢層の幅は広いのですが、大半の方が税理士志望ということで、

ことです。これは税理士試験も勉強を続けるモチベーションにも

共通の目標へ向かう同志のような感覚で付き合えるのも良いとこ

つながりました。

ろだと感じています。

将来、税理士になったら、大学院での学んだ知識や経験を活
かしてより探求し、
自身をより高め社会に貢献できればと考えてお

大学院修了後は、様々な視点で考察することのできる法律に強
い税理士となり、社会に貢献していきたいと考えています。

ります。

生涯学習

●法人税法132条の2を巡る諸問題

2019（ 令和元）年度

修了生修士論文
テーマ一覧

－ヤフー事件を題材に－

●生命共済契約に関するみなし相続・みなし贈与課税について
●源泉徴収制度の問題点について

―非居住者との取引に係る源泉徴収義務を中心に―

●役員給与の損金不算入制度に関する一考察
●法人税法２２条４項の「公正処理基準」
に関する一考察
●相続税と所得税の二重課税について
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法律学専攻 専任教員紹介
井端 正幸（いばた まさゆき）教授

※共著者・編著者名・編集（監修）団体名・収録ページは編集の都合上省略しております。

上江洲 純子（うえず じゅんこ）教授

伊達 竜太郎

（だて りゅうたろう） 准教授

比屋定 泰治（ひやじょう やすはる）教授

専門分野 憲法学（比較憲法・フランス憲法史）

専門分野 民事訴訟法・倒産法

専門分野 会社法、国際取引法、沖縄の経済政策と法（沖縄経済特区など）

専門分野 国際法

担当科目 憲法特論Ⅰ・Ⅱ、憲法特殊研究Ⅰ・Ⅱ

担当科目 民事訴訟法特論Ⅰ・Ⅱ

担当科目 商法特論Ⅰ・Ⅱ

担当科目 国際法特論Ⅰ・Ⅱ、国際法特殊研究Ⅰ・Ⅱ

・米軍用地接収の法理・再考
（論文）単著/信山社/2017年

憲法の思想と発展

（論文）単著/日本評論社/2014年

・スタンダード商法シリーズ第２巻・会社法

・沖縄の基地問題と平和的生存権 法と民主主義 第468号
（論文）単著/日本民主法律家協会/2012年

民事再生法の実証的研究 共著/商事法務/2014年

・再建型倒産手続と整理解雇法理(1)(2)

慶應法学 第26号・第28号
（論文）共著/慶應義塾大学法科大学院/2013・2014年

・再建型倒産手続における労働者の処遇－
「倒産労働法」確立
への足掛かりとして
倒産法改正展望（論文）単著/商事法務/2012年

・所有権留保と民事再生 平成22年度重要判例解説

井村 真己（いむら まさき）教授

担当科目 労働法特殊研究Ⅰ・Ⅱ、労働法特論Ⅰ・Ⅱ

沖縄法学47号 （論文）単著/沖縄国際大学法学会/2019年

熊谷 久世（くまがい ひさひろ）教授
専門分野 国際私法、国際民事訴訟法
担当科目 国際私法特論Ⅰ・Ⅱ、家族法特論Ⅰ・Ⅱ、国際私法特殊研究Ⅰ・Ⅱ

共著/有斐閣/2016年
ジュリスト増刊労働判例百選（第9版）（論文）

・NHK受信料金等受託者の労働者性について－
NHK神戸放送局
（地域スタッフ）事件・神戸地裁
平成26年6月5日判決

・沖縄振興特別措置法に基づく経済特区の活用
～企業誘致と起業の促進という観点から～

沖縄法政研究 18号 （論文）単著/沖縄法政研究所/2016年

沖縄法学41巻 （論文）共著/沖縄国際大学/2012年

・外国における代理出産とわが国の公序 沖縄法学38巻

田中 稔（たなか みのる）教授

（論文）共著/沖縄国際大学/2009年

・嫡出の決定（福岡家裁平成元年5月15日審判)

・債務の目的物の価格が履行不能後値上りを続けてきた場合に
おける損害賠償額の算定時期
[最高裁第一小法廷昭和47.4.20判決]
単著/ネットスクール/2011年

（論文）単著/沖縄国際大学/2002年

小西 由浩（こにし よしひろ）教授

単著/損害保険事業総合研究所/2009年

沖縄法学32号 単著/沖縄国際大学法学会/2003年

フランス現代思想
専門分野 法哲学、
担当科目 法哲学特論Ⅰ・Ⅱ

・ジャック・ヴェルジェスの司法戦略とミシェル・フーコーの哲学について

沖縄法学 第33号（論文）単著/沖縄国際大学法学会/2004年

担当科目 税法特論Ⅰ・Ⅱ、税法特殊研究Ⅰ・Ⅱ

・演習ノート租税法（第3版）分担執筆/法学書院/2013年
主 な 著 書・論 文

・課税処分の違法を理由とする国家賠償請求の可否

主 な 著 書・論 文

専門分野 税法

法を使う/紛争文化 （論文）単著/国際書院/2019年

・19世紀イギリスの反予防接種運動における自由と権利について
法律論叢 （論文）単著/明治大学法律研究所/2019年

・エドウィン・チャドウィックの思想における予防の起源について
法律論叢 （論文）単著/明治大学法律研究所/2018年

・不能犯論・覚書

理論刑法学の探求⑩
（論文）単著/成文堂/2017年

・オルトランの未遂犯論

刑法雑誌55巻2号
（論文）単著/有斐閣/2016年

・少年の責任とは何か？ NCCD 125号

（論文）単著/全国犯罪非行協議会/2015年

・未遂犯論の基礎 単著/成文堂/2014年

前津 榮健（まえつ えいけん）教授
専門分野 行政法、地方自治法
担当科目 行政法特殊研究Ⅰ・Ⅱ、行政法特論Ⅰ・Ⅱ、地方行政関係法特論Ⅰ・Ⅱ

・ベーシック行政法（第2版） 共著/法律文化社/2015年

西迫 大祐（にしさこ だいすけ）准教授

・犯罪のリスク／犯罪の危険

末崎 衛（すえざき まもる）教授

（論文）単著/現代人文社/2019年

主 な 著 書・論 文

主 な 著 書・論 文

担当科目 刑事政策特殊研究Ⅰ・Ⅱ、刑事政策特論Ⅰ・Ⅱ

・不能犯論 新倉修先生古希祝賀論文集

単著/沖縄法政研究所/2009年

・損害賠償債務の一部の提供・供託の効果について

専門分野 刑事政策

担当科目 刑法特論Ⅰ・Ⅱ、刑法特殊研究Ⅰ・Ⅱ

・わが国における損害賠償額の算定時期 沖縄法政研究12号
・自賠法73条1項にいう
「損害のてん補に相当する給付を受け
るべき場合」
について 損害保険研究71巻2号

・日本企業の解雇の場面における
「能力」評価の合理性について

日本労働研究雑誌650号 （論文）単著/労働政策研究・研修機構/2014年

沖縄法学43号 単著/沖縄国際大学法学会/2014年

ジュリスト国際私法判例百選
（新法対応補正版）
（論文）
単著/有斐閣/2007年

・外国離婚に伴う扶養料判決の執行と公序 沖縄法学31号

沖縄法学40号 （論文）単著/沖縄国際大学法学会/2015年

中野 正剛（なかの せいごう）教授
専門分野 刑事法学

担当科目 民法特論Ⅰ・Ⅱ、民法特殊研究Ⅰ・Ⅱ

・不動産登記法の解説

現代国際法の思想と構造Ⅰ（論文）単著/東信堂/2012年

・米国の世界戦略と日本の安全保障政策

（論文）単著/日本評論社/2010年

専門分野 民法学、損害賠償法

主 な 著 書・論 文

・労働時間規制の適用除外－神代学園ミューズ音楽院事件
（東京高判平成17年3月30日判決）

・ハーグ子の奪取条約のわが国の批准と沖縄の抱える課題

共著/法律文化社/2014年

・国際機構の裁判権免除―機能的必要性と免除の範囲

・日米地位協定のゆくえ 法律時報臨時増刊・安保改定50年

国際商事法務 44巻4号 （論文）単著/国際商事法研究所/2017年

新・判例解説Watch（論文）単著/日本評論社/2012年

主 な 著 書・論 文

主 な 著 書・論 文

沖縄法学45号 （論文）単著/沖縄国際大学法学会/2017年

・武力行使禁止と自衛権 国際法入門 逆から学ぶ

法政論集 245号（論文）単著/名古屋大学大学院/2012年

・擬似外国会社の法理論

・母への親権者変更を認めないイラン・イスラム法と国際私法上の公序

・アメリカの労働安全衛生におけるリスクアセスメントに関する考察̶
自発的防護プログラム
（VPP）
に関する制度概要を中心として

国際取引法学会年報 3号 （論文）単著/国際取引法学会/2018年

単著/沖縄国際大学法学会/2017年

主 な 著 書・論 文

・Encino Motorcars, LLC v. Navarro ̶
アメリカ公正労働基準法（FLSA）における適用除外規定の解釈について

・合併契約と設立準拠法

単著/有斐閣/2011年

専門分野 労働法

共著/法律文化社/2019年

・国連軍備登録制度のゆくえ 沖縄法学45号
主 な 著 書・論 文

・米軍基地問題と法 法律時報増刊『改憲を問う』

・再生手続の機関・費用－実証データからみえる手続機関の役割

日本私法学会私法 81号 （論文）単著/有斐閣/2019年

主 な 著 書・論 文

（論文）単著/部落問題研究所/2016年

主 な 著 書・論 文

主 な 著 書・論 文

・
「戦争立法」
と沖縄 人権と部落問題 第882号

・会社従属法の設立準拠法主義とその展開－
適用範囲をめぐる議論を中心に

単著/沖縄国際大学法学会/2015年

・沖縄と憲法－70年目の検証 法と民主主義 第513号
（論文）単著/日本民主法律家協会/2016年

・再生債務者が投資信託の解約金支払債務を受働債権として
する相殺の可否 沖縄法学 第44号

・議会改革の現状と課題―アンケート調査結果を中心にー
自治体改革の今

共著/編集工房東洋企画/2014年

・地方自治の法と行財政 共著/八千代出版/2012年
・個人情報保護法制定の意義と課題 うまんちゅ法律講座
共著/編集工房東洋企画/2010年

・基地と情報公開

基地をめぐる法と政治 共著/編集工房東洋企画/2006年

・感染症と法の社会史̶病がつくる社会
単著/新曜社/2018年

・HIV感染の刑罰化における主体と責任について
市民的自由のための市民的熟議と刑事法

（論文）単著/勁草書房/2018年

沖縄法学39号
（論文）単著/沖縄国際大学法学会/2010年

・遺産分割の錯誤無効と更正の請求 税法学561号
（論文）単著/日本税法学会/2009年

・
「租税回避目的」
と契約解釈－
「私法上の法律構成による否認」
論の批判的検討 税法学560号
（論文）単著/日本税法学会/2008年
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大学院の入学から修了まで
下旬

2月

教員免許状の種類

人間福祉専攻 臨床心理学領域

大学院修了式・学位取得
修士論文最終発表
（地文）

1月

名

英米言語文化専攻

中旬
上旬

12月

攻

地域文化研究科

修士論文最終試験
（口述試験）

11月

専

南島文化専攻

中旬

10月～1月 修士論文の作成

10月

研究科名

修士論文概要提出・指導教員の承認

9月

修士論文提出

8月

中旬

7月

修士論文
テーマ提出

6月

（法学）
修士論文中間発表

5月

10月～12月
研 究 課 題 の 意 義 、研 究 方
法、先行研究業績について
概要を整理

下旬

（地文・地産）
修士論文中間発表

4月

8月～9月
デ ータ収 集
と分析・整理

（後期）
第４セメスター 二年

上旬

第３セメスター 二年
（前期）

4月～6月
先行研究業績の精査、文献
研究と予備調査
（事前分析）
の実施

中旬

8月上旬～
9月下旬
夏期集中
講義

第２セメスター 一年
（後期）

（地文）
上旬 指導教員の確定

主専攻の特殊研究の選択、
研究領域の確定
（地産）

上旬 専門領域の確定
（法学 ）

上旬

上旬 入学／専門領域・指導教員の確定
（地産）

第１セメスター 一年
（前期）

5月～7月
先行研究業績の整理、概観
研究方法・研究態度・論文の
書き方を学習

本大学院で取得できる資格

3月

地域産業研究科

地域産業専攻

法学研究科

法律学専攻

免許教科

中学校教諭専修免許状

国

語

中学校教諭専修免許状

社

会

高等学校教諭専修免許状

国

語

高等学校教諭専修免許状

地 理 歴 史

高等学校教諭専修免許状

公

民

中学校教諭専修免許状

英

語

高等学校教諭専修免許状

英

語

高等学校教諭専修免許状

公

民

中学校教諭専修免許状

社

会

高等学校教諭専修免許状

公

民

高等学校教諭専修免許状

商

業

高等学校教諭専修免許状

情

報

中学校教諭専修免許状

社

会

高等学校教諭専修免許状

公

民

※当該教科の第1種免許状を取得していること。
※大学院当該専攻の所定単位を24単位以上取得すること。
※修士の学位を取得すること
（一年以上在学し、三十単位以上取得した場合を含む）
。

専門社会調査士
専門社会調査士とは、一般社団法人 社会調査協会が認定する資格であり、社会調査の問題点や妥当性等の指摘はもちろんの
こと、多様な調査手法を用いた調査企画能力、実際の調査を運営管理する能力、高度な分析手法による報告書執筆などの実践能力
を有する者に与えられます。専門社会調査士資格を取得するためには、社会調査士資格を取得した上で、一般社団法人 社会調査協
会が設定した標準カリキュラムであるH～J科目に対応する3科目の単位を取得する必要があります。本研究科では、
この3科目に対応

教育・研究を支援する様々な制度

する科目を、下記のように開設しています。

昼夜開講制

補完的な教育

社会人や有職者が受講しやすいように、夜間を中心に午前9時
から午後9時40分までの時間帯に講義を開講しています。集中講
義も主に夜間の時間帯に開講が予定されています。

セメスター制

学部の科目等履修制度を活用し、修士課程の履修に必要な学修
を補完する教育の提供を行っています。詳しくは、沖縄国際大学学務

これにより、社会人や有職者へのより柔軟な学習機会の提供を可
能にしています。

大学院研究生

多変量解析に関する
演習
（実習）
科目

I

原則として本大学院修士課程を修了した者で、特定のテーマに

審査を受けなければなりません。なお、学位および単位の修得はで
きません。

職業を有している等の事情により、標準修業年限を超える一定

単位互換制度

の期間内に計画的に履修し、修了を目指すことができる制度です。
申請が認められた場合、標準修業年限経過後の授業料等が減額
され、経済的負担が軽減されます。

再入学制度
過去に本大学院を退学又は除籍した者が、前学籍と同一の研
究科・専攻・領域に入学し、修了を目指すための制度です。

科目等履修生
本大学院において開設される授業科目のうち、希望科目のみを
履修する制度です。履修した授業科目について試験を受け、合格し
た場合は所定の単位を修得することができますが、履修できる単位
数は年間12単位以内です。
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本大学院開講科目

社会調査を実践的に企画・設計し、実
施し、分析・集計をおこなうための実
践的な知識と能力を習得する科目。

単位

南島地理学特論Ⅰ

２

社会学研究法特論

２

社会統計学特論

２

比較社会文化特論Ⅱ

２

沖縄県4大学（沖縄大学、沖縄国際大学、名桜大学、琉球大

多変量解析に共通する計量モデルを
用いた分析法を基本的に理解し、
コン
ピュータを用いて実際に使用すること
のできる能力を習得する科目。

ついて研究指導を受けることを目的に本学に籍をおく者です。在籍

質的データの分析法を習得するととも

期間は1年で、研究期間が終了する2ヶ月前に研究成果を提出し、

長期履修生制度

39

調査企画・設計に関する
演習
（実習）
科目

H

科目概要

までお問合せ下さい。
課学務二担当（TEL 098-893-8950）

本大学院はセメスター制を導入しているため、休学や復学が学
期ごとに可能で、修了までの学習計画が立てやすくなっています。

社会調査士資格認定機構指定科目

－学士課程の授業科目の履修促進－

質的調査法に関する
演習
（実習）
科目

J

に、質的調査法に関する基本的理解を
踏まえながら、そのものについての実
践的な能力を習得する科目。

※社会調査士資格を有すること。 ※標準カリキュラムH～Jに対応した科目単位を取得すること。
※社会調査結果を用いた修士論文を執筆すること。 ※修士課程
（南島文化専攻）
を修了すること。

学）
の人文社会科学系大学院間の単位互換に関する協定に基づ

入学金および諸学費

き、他大学院で科目履修および単位の修得ができる制度です。指
導教員と相談のうえ履修科目を決定し、当該科目を提供する協定
大学院の定める登録手続きを行うことにより受講することができま
す。
授業料

施設設備資金

種別

金額
（円）

入学金

120,000

後援会費

年額

12,000

前期

185,000

校友会費

終身会費

20,000

後期

185,000

前期

50,000

学生保険料

在学期間
（2年分）

後期

50,000

※入学金は本学卒業生は半額。

種別

合

金額
（円）

計
（初年度納入金）

2,430
624,430

※校友会費は本学卒業生は免除。
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奨学金制度
大学院研究奨励奨学金
大学院に在学する学生に対し、奨学金を給付することによって
大学院に期待される高度な学習活動および研究活動を奨励し、
標準修業年限に充実した研究成果をあげさせることを目的として
給付します。
支給対象者は学業・人物ともに優れ、標準修業年限内に修了
見込みの者で、支給額は授業料の半額相当額を給付します。

長濱眞徳博士記念大学院奨学金
大学院に在学する学生に対して、標準修業年限内で大学院に
期待される高度な学習活動および研究活動を奨励し、充実した研
究成果をあげさせることを目的として、年額100,000円を給付しま
す。

波平勇夫大学院博士課程奨学金

沖縄国際大学後援会奨学金
学業・人物ともに良好で、家計支持者の事情で修学が困難な
学生に対し授業料の半額相当額を給付します。

沖縄国際大学校友会留学生奨学金
学業・人物ともに優秀で、
経済的理由により修学困難な私費
外国人留学生に対し、
年額50,000円を給付します。

公益財団法人ロータリー米山記念奨学金
日本国外の国籍を有し、学業・人物ともに優秀で、米山奨学生
選考員会で実施する書類および面接選考に合格したものに対し、
月額140,000円を給付します。

一般選抜試験
推薦選抜試験

9月試験

2021年

2月7日
（日）

出願期間

2020年

8月17日
（月）
～21日
（金）

出願期間

2020年

12月14日
（月）
～18日
（金）

合格発表

2020年

10月8日
（木） 午前11時

合格発表

2021年

2月18日
（木） 午前11時

2020（令和2）年度

日本学生支援機構奨学金

南島文化
専攻

沖縄国際大学外国人留学生奨学金

合

地域産業研究科

地域産業
専攻

法学研究科

法律学
専攻
合

図書館

総

合

大学院入学試験 志願者数・合格者数
志願者数

合格者数

出願資格 出願資格
出願資格 出願資格
推薦 一般 社会人 外国人 渡日前
推薦 一般 社会人 外国人 渡日前
合計
審査 審査合格者 合計
審査 審査合格者

言語文化

2

1

2

―

―

0

0

5

2

1

2

―

―

0

0

5

民俗文化

0

0

0

―

―

0

0

0

0

0

0

―

―

0

0

0

先史・歴史文化

0

0

0

―

―

0

0

0

0

0

0

―

―

0

0

0

社会文化

0

0

0

―

―

0

0

0

0

0

0

―

―

0

0

0

小

計

2

1

2

―

―

0

0

5

2

1

2

―

―

0

0

5

英米文学

0

0

0

―

0

0

0

0

0

0

0

―

0

0

0

0

言語教育学

0

0

2

―

0

0

0

2

0

0

2

―

0

0

0

2

小

計

0

0

2

―

0

0

0

2

0

0

2

―

0

0

0

2

社会福祉学

0

0

2

―

―

―

―

2

0

0

2

―

―

―

―

2

臨床心理学

0

14

0

―

―

―

―

14

0

4

0

―

―

―

―

4

小

0

14

2

―

―

―

―

16

0

4

2

―

―

―

―

6

2

15

6

―

0

0

0

23

2

5

6

―

0

0

0

13

済

1

0

0

0

0

―

―

1

1

0

0

0

0

―

―

1

沖縄・環境経済

1

2

0

0

0

―

―

3

1

1

0

0

0

―

―

2

経

営

0

0

0

0

0

―

―

0

0

0

0

0

0

―

―

0

産業情報

0

0

0

0

0

―

―

0

0

0

0

0

0

―

―

0

小

2

2

0

0

0

―

―

4

2

1

0

0

0

―

―

3

2

2

0

0

0

―

―

4

2

1

0

0

0

―

―

3

公法・基礎法

2

2

6

―

―

1

0

11

1

1

2

―

―

0

0

4

民・刑 事 法

0

0

0

―

―

0

0

0

0

0

0

―

―

0

0

0

小

2

2

6

―

―

1

0

11

1

1

2

―

―

0

0

4

2

2

6

―

―

1

0

11

1

1

2

―

―

0

0

4

6

19

12

0

0

1

0

38

5

7

8

0

0

0

0

20

計

計
経

合

13号館は大学院の機能を有する施設です。講義室のほかに資料室、自習室、
共同研究室（パソコン・コピー機設置）等を備えています。
大学院生の研究活動を支援する目的として、2階及び地下2階に大学院生が利
用可能な研究個室（パソコン常置）
を21室設置しています。
また、貸出中図書の予
約はWeb経由で可能です。
さらに、本学図書館で所蔵していない必要な資料を他
機関から
「文献複写」や「相互貸借」
で取り寄せることができるILL（図書館間相互
利用）
サービスもWeb経由で申込みが可能です。利用方法等はレファレンスカウン
ターにてお問い合わせください。
また毎年、
データベース等を利用した資料収集方法
を案内するステップアップガイダンスを実施し、
より的確で効率的な研究活動を支
援しています。

英米言語
文化専攻

人間福祉
専攻

13号館

社会人選抜試験
外国人特別選抜試験

試 験 日

研究科･専攻・領域

研究環境

一般選抜試験
推薦選抜試験

9月27日
（日）

日本の大学に在籍する私費留学生で、学業・人物ともに優秀で
あり、経 済 的 援 助を必 要とする者 に 対して、選 考 の 上、
月額
100,000円を1年間給付します。

本学正規課程に在籍し、
「留学」
の在留資格を有する私費外国
人留学生で人物、
学業ともに優秀かつ国内外の教育、研究、文化、
国際交流等の促進に寄与する者に対し、授業料の半額相当分
(185,000円）
を給付します。

2月試験

2020年

公益財団法人平和中島財団外国人留学生奨学金

学業・人物ともに優れ、経済的理由により修学が困難な者
に対して募集・選考し、
奨学金貸与を行います。
日本学生支援機構奨学金には第一種（無利子）と第二種
（有
利子）
があり貸与月額は、
第一種50,000円または88,000円、
第二種は50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、
150,000円の中から選択。

社会人選抜試験
外国人特別選抜試験

試 験 日

地域文化研究科

大学院修士課程修了見込者及び大学院研究生で、大学院博
士後期課程に進学が決定している学生に対し給付します。奨学金
の給付額は、
１人年額100,000円です。

入学者選抜試験日程

計

計

計
計

計

13号館

研究所
本学には、南島文化研究所、産業総合研究所、沖縄法政研究所、沖縄経済環
境研究所が設置されています。
これらの研究所は、独自の地域研究を行うとともに、
研究成果を地域に還元しています。研究会やセミナー等は、大学院生にも広く活用
されています。
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図書館研究個室
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至名護市

普天間
三叉路

宜野湾小学校

伊佐
交差点
58

大謝名
交差点

長田バス停
長田交差点

沖縄国際大学

沖国大バス停

嘉数
中学校
真栄原
交差点

至那覇市

中部商業高校

我如古
交差点

330

至那覇市

選抜試験に関するお問い合わせ先

沖縄国際大学入試センター
〒901‑2701 沖縄県宜野湾市宜野湾二丁目6番1号

TEL.098‑893‑8945 FAX.098‑893‑3271
https://www.okiu.ac.jp/graduate/admission
e-mail : entchr@okiu.ac.jp

至沖縄市

普天満宮

