


　　　  月になり、依然として収束の気配が見えない中、10月から始まる後期の授業をどのようにするかが大きな課題とな

　　　  りました。中高でできるのだから大学も全面対面で早期スタートすべきという論調がありました。しかし、大学は高校と

違い、１つひとつの科目で履修学生も教室も違うため、学生はキャンパス内を移動し、かつ大学生は行動範囲が広く無症状の者

も多く、感染リスクは高いともいわれます。また、本学学生へのアンケートを見ますと、オンライン授業に対して肯定的な意見も

多かったです。そこで、学生の安全を考え前期に引き続き、オンライン授業としました。ただ、後期のオンライン授業は、かなり工

夫改善したものとなっています。

　すなわち、ライブ、オンデマンドを組み合わせ、一部対面を取り入れた「ハイブリッド型オンライン」とし、キャンパスは常に開

放し学生は大学に登校できるようになっています。本学の場合、語学が多いので、他大学に比べライブの授業が特に多くなってい

ますし、ゼミなどは先生によって対面に移行するものもありますし、履修の少ない科目など、順次、対面に移行できればと思って

います。

　さらに、1年生の友達づくりのために「オンライン・キャンパス」という名称で、オンラインでの友達づくりを企画します。4年生

にはオンラインによる就職活動の相談をしていますし、県内全域の高校生などを対象に、オンラインでの中国語、韓国語講座も

開設しました。

　部やサークルも3密は避けるという条件で活動できるとし、野球部などは練習など通常どおりの活動をしています。実は、私

は、若者の投票率向上を目指す選挙啓発部「ライツ」の顧問をしていますが、毎週1回、Zoomで勉強会を開催しています。東京に

いる卒業生にも参加してもらったりして、オンラインのメリットも実感しました。ちなみに、「ライツ」懇親会を、先般、初めて、オン

ライン懇親会としました。

　　　　  多くの大学が新型コロナウイルスと、どう向き合うか迷っていますが、以上のように、本学は、迷いながらもコロナ禍

　　　　  で学生の安全を第一に教育をはじめ大学運営に取り組んでいます。本学は、情報教育にも力を入れていたので、他大

学に比べ、オンラインを軸に、様々な取り組みを展開できそうです。実社会でもテレワークが普通になりましたが、アフター・コロ

ナでは、リモート社会が一気にやってきて、人々は世界や日本のどこにいても力を発揮できる時代が来ることも予想されます。こ

のコロナ禍を学生が前向きに向き合えるよう、本学の教育のあり方も順次改善していきたいと思います。

　このように、コロナ禍の下、より良い教育を展開できるよう鋭意努力していく所存ですので、卒業生の皆様の御支援のほど、よ

ろしくお願いいたします。

未だ収束の兆しの見えない新型コロナウィルス。
宮崎公立大学においても、卒業式や入学式は中止となり、講義は対面ではなくオンラインで
実施されるなど、通常とは大きく異なる大学経営を余儀なくされている。
ウィズコロナの時代となった今、母校はこれからどのように学生と向き合っていくのだろうか。
本特集では、現学長の有馬晋作教授に、コロナ禍における大学教育・大学運営の方向性についてインタビュー。
加えて、本学の現状をゼミ、部活・サークル・就職活動の３つの軸から紹介していく。

　　　　存じのとおり本学を含め多くの大学は、コロナ禍での

　　　　大学運営に大変苦労しています。本学の場合も、今年1月

に入り中国武漢で新型コロナウイルスが発生し、急きょ、蘇州大学

への本学留学生に帰国指示を出してから、大学幹部による対策本

部を設置して、何回も会議を開いて前例のない決断が続きました。

２から４月にかけ、海外の本学留学生に帰国指示を促すとともに、

学生・教職員の感染防止のガイドラインを作成し、卒業式と入学式

の中止という苦渋の決定もしました。

　前期の授業については、だいぶ迷いましたが、学生の安全を考え

オンライン授業で行うことにし、学生の情報環境の整備や先生・

学生への研修も行って、他大学に比べ比較的スムーズにオンライ

ン授業に移行できました。これには、本学の情報の先生方の大き

な尽力がありました。安全第一と学修機会の確保という２つの両

立を実現できたと思います。このよう中、学生から感染者が1名出

ましたが、学外での感染で学内の施設利用もなく本人も症状も軽

いということでホッとしました。つくづく学生の安全・健康が第一と

感じた次第です。
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前期は静かな大学だったが、

後期は少しずつ学生たちの明るい声
がキャンパス内に響き渡るはずだ…
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インフォメーション 講義棟前 学食前の腰掛椅子

講堂前 自転車置き場 学食



　今回のコロナ禍があらわにしたのは、我々の社会的活動が、自由と危機管理のいかにもろいバランスシートの上に成り立って
いたかということだ。経済が典型だが、現代社会のシステムは、人々が個々の欲するものの実現を求め、日々動かなければ全く機
能しない。他方社会学者のU.ベックが指摘したように、人間の社会的営為の拡大は、本質的にリスクの拡大を伴うものである。
　21世紀に入る少し前から、自由と危機管理のバランスは所謂「自己責任論」をベースに考えられるようになった。しかし実際に
は、個人あるいは個々の組織が100%自己の責任の及ぶ範囲においてのみ事をなすことなどあり得ない。我々は常に他者と関わ
りあい、調整しあいながら、限定的「自由」を行使してきたのである。コロナ以前、いかにも「責任ある自由」を行使できたように見
えたのは、社会がある種の「ゆるさ」あるいは「余白」を持つことで自由と管理のバランス、あるいは責任の分散がある程度うまく
できていたからである。しかし今回のコロナ禍では、「人と人の接触」という社会活動の根本が揺るがされ、そのような社会的余
白が機能しなくなった。今回の危機の根底にあるこの事態に対して、実感している者も多いことだろう。
　9月28日から後期授業が始まった。今期、本学では最初の2週間を前期同様全てZoomによる授業、3週目から一部の科目に
ついては対面授業も可能としたが、これはコロナ感染状況の変化を見ながら、あくまで状況対応的に行うものだ。それは、コロナ
以前の社会が持っていた寛容さが、いまだ回復していないとの認識に立ってのことだろう。
　今のところ学生の反応もおおむね冷静、かつ好意的なようだ。これも学生と大学側の信頼の表れである。その信頼の根底に、
社会的寛容をめぐる危機意識の共有があると、僕は考えている。

　僕個人の実感を言えば、授業のノリや授業外での学生との関係づくりの上で、これまで苦も無くやれたことが、リモートに切り
替わることで困難になったことが最も大きな困難であったように思う。特に双方向の授業では、学生と教員、あるいは学生同士
が至近距離から激論を戦わせることで、独特の一体感が生まれる。それはゼミ等の少人数授業において顕著であり、授業の魅力
の重要な部分を担っているといえる。しかし区切られた画面と音声だけを頼りに、対面同様の一体感を作り出すことは極めて難
しい。加えて本学だけでなく、日本中の大学において、学生のプライバシーの保護やハラスメント防止の観点から、受講生側のビ
デオ画面をOFFにすることを認めている。それは正しい判断なのだが、授業を進める教員側からすれば、学生の反応を確認する
こともできず、名前だけのならんだ画面に向かって話し続けることは、なかなか辛い作業ではあった。
　これら技術的、あるいは技術を超えた課題は、間違いなく宮崎公立大学にとって初の経験だっただろう。それでもシステム上
の大きなトラブルもなく、予定通り後期に突入した。授業の進め方について教員と学生が話し合い、問題点改善を図った例があ
るという話も聞く。
　公立大が何とかここまで来れた要因として、大学、教員、学生の間での危機意識の共有がうまくできていることが大きいので
はないかと、僕は考える。

事前に録画した講義動画は、専用のサーバから閲覧することができる。
教授によっては、今なおこのシステムに戸惑いを見せているという…

zoomを使ってのゼミのひとコマ。デバイスやインターネット環境によって、
見え方や映像の解像度が違うのが悩みとのこと。

　新型コロナウィルスの感染拡大で世界中が苦しめられる中、宮崎公立大学の今年度はスタートした。本学は、宮崎地区でも早
い段階でリモートによる遠隔授業に切り替えたことで、大学としてでき得る最大限の危険回避を実現することができた。遠隔授
業については感染が比較的落ち着いてきたとされる現在では、批判の声も多い。そして、本学が導入を決断した本年3月ごろに
あっても、世間一般からの戸惑いの声も少なくはなかった。しかしコロナウィルスのもたらす被害の輪郭がもう一つ見えないこ
と、大学生の行動範囲の大きさ、行動内容の質が、中高生とは一線を画す「大人」としてのものであることなどを考えた場合、こ
の時点でのリスク管理としては、これがベストであった。
　僕は、今春速やかに遠隔授業への切り替えを判断した大学側と、献身的に尽力し、短い準備期間で確かなシステムを構築して
くれた情報系の教職員の方々には、感謝してもしきれないものを感じている。

隔授業に悪戦苦闘した教員と学生

　無論これはあくまで学生と教職員をいかに健康被害の危険から守るのか、という観点から言える話である。実際リモートによ
る授業は、受講する学生側、発信する教員側にとっても大変ではあった。
　学生からすれば、一人きりで部屋にこもり一日中パソコン画面と向き合う状況は、身体的にも精神的にも多大なストレスを感
じるのであったし、このような状況がいつまで続くのか、ゴールの見えない不安には、想像を絶するものがあったであろう。教員
側としても、慣れないソフトを使いながら動画を編集したり、画面共有や分室機能を駆使してのライブ中継を行うといった作業
は、全くの専門外であり、慣れるだけでも一苦労であった。

速かつ適切にコロナ対策を取った宮崎公立大学迅

遠

新型コロナウイルスは、これまでの大学教育のあり方を根本的に変えさせた。
教授との距離感が近く、ゼミ活動も充実していることが特徴の宮崎公立大学では、教育環境の大幅な見直しを余儀なく
されたはずだ。学問の場として学生に対して重大な責任と役割を持つ大学は、このコロナ禍でどのようなアクションをと
り、学生と向き合ってきたのだろうか。
社会学/メディアコミュニケーションを専門とする梅津准教授に寄稿いただいた。

コロナ禍の宮崎公立大学で考えたこと
～いち現職教員の視点から～
宮崎公立大学准教授　梅津顕一郎

ロナ禍が暴いた現代社会の盲点コ
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第28回凌雲祭実行委員長からのコメント

令和2年10月24日（土）、25日（日）に予定されていた第28回（令和
２年度）凌雲祭が、新型コロナウイルス感染症拡大防止と、来場さ
れる方と学生の安全を第一に配慮し、開催中止となりました。夏休み
前から企画・運営に当たっていた実行委員メンバーの気持ちは計り
知れないものがあることと思います。ぜひこの難局を学生ならではの
視点・アイデアで乗り越えていただき、次年度は今年度回含め、盛大
に盛り上がっていただきたいものです。

音部の「練習場所」軽
　新型コロナウイルスの影響は、部活動の「練習場所」にも影響を与えて
いる。軽音楽部の部員は、通常文化系クラブハウスで練習をしているが、
今回のコロナ禍において、ソーシャルディスタンスを保つことができな
いことから、部室での練習がNG。「交流センター」にて、会議や講義等
がない時間を狙っての練習を余儀なくされている。
　部員は「以前のようにフラッと部室に寄ってギター鳴らして、ドラム叩
いてというのが全くできなくなった。また防音設備もないので、思いっき
り音を鳴らすことも躊躇してしまう…」と悩みを吐露する。
学園祭やライブ活動も軒並み中止になり、演奏・曲を披露する機会がな
いのも、モチベーションを保つのを難しくさせているようだ。

　コロナウイルス感染症の影響により、今年度、就職活動中の学生は非常に苦戦を強いられています。説明会や面接がオンライ
ン化され、慣れないオンライン面接に苦労したり、採用活動の長期化で、９月時点で就職活動を続けている学生が昨年度より多
い状況です。
　就職支援係では、今年の5月から、対面と並行してオンラインでの就職個別相談の対応を開始し、求人紹介や面接練習、エン
トリーシートの添削を実施しています。併せて、大学への就活状況報告をオンライン化し、苦戦中の学生には電話でのヒアリン
グを元に企業を紹介するなど、きめ細かなサポートに努めています。
　また、今年の10月から「教えて！○○センパイ！＠オンライン」と題して、オンラインOB・OG訪問の企画を開始しました。初回
は、宮崎市役所で働くOB・OGの方8名にご協力いただき、毎週火曜の19時から、学生が仕事や就活について疑問に思っている
ことを気軽に尋ねることができる時間としています。今後も様々な業界・企業で働く先輩方と在学生とをつなぐ企画に出来れば
と考えています。同窓生の皆さまで、本企画にご協力いただける方は、ぜひ就職支援係までご一報ください。

周りを気にしながら練習しなければならないので
スピーカーの音もどこかしら遠慮がち…

学食の運営会社であったコンパスが、今年度春に宮崎公
立大学の学食運営から退かれました。
スタッフの皆さん、ほとんど変わることなく運営に携わっ
ていましたし、我々同窓生にとっても在学中は、いつも学
食にいる優しいおばちゃんだっただけに、今回の撤退の
ニュースにはとても驚きました。
初めて学食にいったとき声をかけてくれた・お金がなかっ
たときお味噌汁をサービスしてくれた・学園祭におばちゃ
ん達が遊びにきてくれた・久しぶりに母校に行ったとき、
顔を覚えていてくれた。など、同窓生それぞれにコンパス
を通した沢山の思い出があるはずです。忘れないように
しましょう。

宮崎公立大学の東門近くに、唐揚げ屋さん【宮崎からあ
げ/とさか】ができました。宮崎県産鶏を特製醤油・うま塩
で漬け込んで揚げるテイクアウト専門のお店です。唐揚
げはもちろん、チキン南蛮、せせり、手羽など種類も豊
富。お弁当メニューもあり、ガッツリ食べたい学生には
持ってこいかもしれませんね。取材でお邪魔した日も、ア
ルバイト帰りの学生、サラリーマン、主婦が次 入々店と大
変賑わっている様子。予約も承っているようなので、気に
なる方はぜひチェックしてください♪

☎080-3221-0967
[営業時間] 11：00～20：00　[定休日] 無し

今年度の凌雲会実行委員長の平口凛です。
私たち凌雲祭実行委員会は、「Creative～宮崎街おこしプロジェクト」というテー
マを決め、早い段階から何度も協議を重ね、準備を進めてきましたが、新型コロナ
ウイルスの影響により、止むを得ず中止という判断になってしまいました。今年度
の「凌雲祭」を開催することが出来ず、大変申し訳ない気持ちと悔しい気持ちで
胸がいっぱいです。
このような状況下ですので、今後どのようになるのかは誰にも予想がつきません。
来年度は無事に凌雲祭が開催されることを心から祈っています。

0985-31-3757就職支援係連絡先

宮崎公立大学 就職支援係より



※乾杯グッズは予定では先着30名様にプレゼントいたします。
※当選者は、発送をもってかえさせていただきますので、予めご了承ください。

R
E

L
AY MESSAGE　

  R
E

L
AY MESSAGE

宮崎公立大学同窓会凌雲なな会ホームカミングデイ2020

同窓会ホームページ(nanakai .jp)に参加申し込
みページを設けてありますので、そちらに必要事
項ご記入の上、お申込みください。

※ホームカミングデイ１週間前の目処に事務局よりZoom参
加のURLをお送りいたします。なおZoomのダウンロードや
設定方法に関しては、各自でしていただきますよう、よろしく
お願いします。

参加方法

ジェンダーに対しての捉え方・考え方はこの２
０年で大きく変わったと分析する四方先生。
LGBTについても活発に論議され始めた今日。
四方先生の論じる今回の分析は必見！

テレワークを活用しての仕事が一般化した
2020年。これまでとは違ったストレス・対人関
係の悩みが出た方も多いのではないだろうか？
社会心理学の観点から、こういった悩みとどう
向き合うべきか教えてもらいましょう！

　ジャーナリズム論ゼミ（野中ゼミ）卒業生
の小西麻衣子です。大学卒業後、テレビ宮崎
のアナウンサーとなり、報道からバラエティ、
キー局での女子アナスペシャルなどに携わっ
てきました。
　現在は宮崎でフリーアナウンサーとして番
組出演する他、企業のイメージキャラクター
としてCMに出演したり、タレントとして
YouTubeのゴルフ番組に出演したりしてい
ます。
　大学時代は、ゼミ室で個性豊かなゼミ仲
間と優しい野中先生と皆で笑い転げていた

のが一番の思い出です。
　また、アナウンサーになるために所属した
ブロードキャスティング部、「広報宣伝局」と
して参加した凌雲祭、中国への短期研修、東
京キー局のアナウンススクールへの参加な
ど、興味を持ったことには全て挑戦していた
経験も、今に生かされていると感じていま
す。
　それぞれの経験で出会った大学時代の仲
間は、社会人として10年以上たった今でも定
期的に会う一生の宝物となっています。

　私のMMUでの大学生活はあっという間に
過ぎましたが、学んだことや得た経験は非常
に多く、実り豊かな毎日でした。大学時代は
アカペラ部に所属し、学内や学外のイベント
で歌を披露する機会を沢山頂きました。歌う
ことは卒業した今でも大好きで、習い事でボ
イストレーニングに通ったり、地元で開催さ
れたカラオケ大会に挑戦させて頂いたりして
います。
　ゼミは日本文学ゼミに所属していました。
卒論制作では1つの作品を深く読み込みまし
た。作品に吹き込まれた作者の意思を読み解

いていく過程は作者との対話に他ならぬ行為
に思え、非常に興味深く面白い経験となりま
した。
　ゼミを通して得た物事の見方や部活動を
通して得たチームで動く難しさと楽しさは、
今の私の仕事に大いに生かされていると感
じます。現在私は宮崎市内のコールセンター
で働いています。お客様の立場に立ってお話
を傾聴し、常に迅速丁寧な応対ができるオペ
レーターを目指して日々精進していきます。

大学時代の仲間は

今でも大切な宝物です。

ゼミと部活での

経験が社会で役立っている。

SCHEDULE

令和２年11月28日(土曜)
14 : 4 5
15 : 0 0
15 :15
16 :15
17 : 1 5
19 : 0 0
20 :0 0
21: 0 0

Zoomチェックイン
会長挨拶
特別講演①(四方先生)
特別講演②(川瀬先生)
総会
懇親会
参加型企画
終了

凌雲なな会

今回のホームカミングデイはオンラインでの
実施。その時間を共通のアイテムで少しでも楽
しんでいただくため、先着30名と限定にはなり
ますが、同窓会から「なな会特製乾杯グッズ」
をプレゼントします！宮崎の旨いお酒とおつま
みと一緒に、保冷性の高い可愛いタンブラーを
セットにしてプレゼント！当日はこのタンブ
ラーを使って一緒に「乾杯！」しましょう！

QRコードから入るか、検索窓から
「凌雲なな会」で検索してください。

四方 由美 川瀬 隆千

イ

今年のホームカミングデイは、今回の新型コロナですっかりお馴染みに
なったウェブ会議ツール「Zoom」を使って実施します。メイン会場か
らは、懐かしい教授陣の特別講演、総会、Zoom 上で乾杯といったコン
テンツを発信していきます。

また先着順になりますが、申し込みいただいた同窓生には乾杯グッズ
(2020年記念グラス・ビール・おつまみ )をプレゼント！
毎年参加いただいている方、これまでなかなかホームカミングデイに参
加できなかった方も奮ってご参加ください！当日 Zoom 画面上でお会
いできるのを役員一同楽しみにしていま～す！



会計報告
資料整い次第、掲載します。

戸髙　淳考［1期生］
玉木ゼミ 広告計画論演習

山口　充修［2期生］
田中ゼミ 国際関係論演習

小林　元気［6期生］
中別府ゼミ 宗教学演習

染矢　信仁［5期生］
四方ゼミ

マスコミとジェンダー演習

田中　博［2期生］
奥野ゼミ 考古学演習

須賀　貴宏［6期生］
川瀬ゼミ 社会心理学演習

牧　竜［7期生］
玉木ゼミ 広告計画論演習

小松　飛香里［10期生］
川瀬ゼミ 社会心理学演習

木前　謙司［10期生］
 川瀬ゼミ 社会心理学演習

熊本　幸訓［11期生］
新井ゼミ メディア論演習

黒木　裕太郎［12期生］
新井ゼミ メディア論演習

倉本　恵理子［12期生］
山口ゼミ 政治学演習

後藤　慎市郎［13期生］
梅津ゼミ メディア論演習

田中　常丸［13期生］
東ゼミ 文化人類学演習

山本　晃子［13期生］
森津ゼミ 広告計画論

平井　美幸［14期生］
広瀬ゼミ 国際法演習

深水　純一郎［15期生］
山口ゼミ 政治学演習

新村　拓也［15期生］
堀口ゼミ

国際協力・地域経済演習

堀田　啓太［16期生］
四方ゼミ

メディアとジェンダー演習

山本　麻育子［19期生］
倉ゼミ 社会心理学演習

大野　秀起［20期生］
住岡ゼミ 教育学演習

 野邊　樹［22期生］
山口ゼミ 政治学演習

小林　茉央［22期生］
田村ゼミ 国際法演習

小山　夕貴子［4期生］
奥野ゼミ 考古学演習

東京
支部

こんにちは。この度新役員になりました、23期生の川端琳と申します。
私は一年間就職浪人をし、現在は三重県の小さな町役場の税務課職員とし
て勤務しております。働き始め当初は慣れないことに戸惑うことも多々あり
ましたが、現在はだいぶ慣れて、ある程度一人でも動けるようになってきまし
た。
宮崎公立大学在学時は、硬式テニス部・吹奏楽部に所属し、また、凌雲祭実
行委員会の幹部としても活動してきました。その際、公立大の先生方、先輩・
同期・後輩、職員の皆様に様々なところでお世話になりました。大学卒業後
も何かの形でつながりを継続していきたいと常々思っていました。そのため、
大学を卒業して宮崎を離れた後で今度は同窓会役員として宮崎公立大学と
関わることができてとてもうれしく思います。
このご時世でなかなかイベントを行うことは困難であるとは思いますが、私
も一役員として同窓会を盛り上げていくべくサポートをさせて頂きたいと思
います。これからお願い致します。

新型コロナウイルスの影響で、今年度は同窓会としても活動内容の大幅見直しを余儀なくされましたが、
Zoomなどの新しい技術を駆使し、役員同士のコミュニケーションを継続。今日こうして会報を無事発刊
できることとなりました。発刊にいたるまでにご協力いただいた関係者さまに心より感謝申し上げます。
(人間の能力というものは本当よくできているもので、初めはZoomで役員会？会報作成？と戸惑う部分
もありましたが、数をこなすごとにいつの間にかそのやり方が「当たり前」になりました。)
次年度、世界、日本、宮崎、そして宮崎公立大学がどうなっているか誰にも分かりませんが、どんな状況で
あれ、母校で学んだ【知識・教養】を駆使し、仲間とともに瞬間瞬間を楽しく生きていきたいものです。そし
て同窓会として、少しでもそんなお手伝いができるよう、引き続き役員の皆さんと活動を推進していこう
と思っています。

ステイホーム中は宅飲みを豪勢にしてやりました (笑 )

会 長 副会長 副会長 副会長 東京
支部長

東京
支部

東京
支部

監 事

監 事

050-5849-0296同窓会事務局の連絡先が変わりました♪ dousoukai@miyazaki-mu.ac.jp


