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世界を見つめ、地域と共に
̶ �ink Globally, Act Locally, Change Personally ̶

2021年度キリスト教活動年間テーマ



社会状況が大きく変革しつつあることを実感させられる昨
今です。コロナ禍により教育現場が変わり、職場での働き方が
変わり、余暇時間の過ごし方も変わりました。
大学では授業の多くがオンラインになり、実習や他大学との
交流の機会は制限され、海外留学はできません。友人や教師
と一緒に活動する機会も減りました。対面でのコミュニケーショ
ンや移動を制限されるようになって3年目に入ります。この変革
を促進しているのがデジタル革命です。DX（デジタル・トランス
フォーメーション）は、水面下で私たちの生活や意識を大きく変
えつつあります。いわば社会の地殻変動が進んでいるのです。
このような状況の中で、大学も変革を余儀なくされていま
す。出来ることから改革を進めていかなければ大きな社会変
革の波に押し流されてしまいます。教育は百年の計に立つとい
われます。このような時こそ、本学創設の原点に戻り、平和な
沖縄の発展に貢献する人材を育てるために何を為すべきか、
今、改革の時です。

学校法人 沖縄キリスト教学院

理事長 伊波 美智子

今、改革の時
何事にも時があり／天の下の出来事には
すべて定められた時がある。̶ ̶̶̶旧約聖書

今年度も「コロナ禍」と「大学改革」という二つの荒波のな
か、私たちは舵取りを迫られました。地球規模の感染拡大は、
日々のオンライン授業の効果的運用というミクロな課題から、
露わになった社会の矛盾や分断に、大学教育がどう向き合う
のかというマクロな課題までも突きつけてきました。また行政改
革の一環としての大学改革は、大学の企業化ともみえる変化
を促し、人を「商品」、教育を「投資」とするネオリベラルなグ
ローバリズムの負の側面をも教育現場にもたらしました。
山積する課題で地球社会や地域社会が危機を迎えるなか、
大学もまた変革の時を迎えています。今、大学教育に求められ
ていることは何なのか。キリスト教主義教育を謳う本学の責務
とは何なのか。暗闇を手探りで進むなか、「インマニュエル」と
いう言葉を改めて胸に刻む一年でした。

沖縄キリスト教学院大学

人文学部長 新垣　誠

私は災いを恐れない。
あなたが共にいてくださる。

昨年同様、県内感染者数の増減に一喜一憂した一年でし
た。皆が一丸となってコロナ対策に取り組む中、講義や演習で
はオンライン学習ツールをフル活用しました。
保育科の地域子育て支援実習「わいわいプラザinキリ短」

のイベントでは楽しい動画やインスタライブを配信するなど、工
夫された取り組みがありました。英語科のプログラム「Happy 
Friendship Day 2021」では、学生たちが英語を使ったアク
ティビティを通して教員や学生同士の仲を深めました。また、保
育科教員の研究がイギリスの科学情報誌『Impact』で紹介さ
れたり、英語科の教員が県内大学教員で初めて絵本専門士に
認定されたりするなど、教員の活躍もありました。
秋晴れの中、近隣の保育所から1歳児と3歳児の子ども達

が本学中庭をお散歩で訪れ、小さな子ども達のかわいい笑顔
と元気いっぱい遊ぶ姿に、学生も教職員も元気をもらえました。

沖縄キリスト教短期大学

短期大学部長 浜川　仁

コロナに負けない工夫と笑顔

いわゆる「進歩」に反比例するかのような矛盾と揺らぎを感
じた一年でした。世界の貧富格差が益々広がり、気候変動対
策が叫ばれて脱炭素に向かう中、化石燃料価格の世界的高
騰に伴うグリーンフレーションから、欧州ではその対処に環境
破壊リスクの高い原子力発電への動きが大規模に起こってい
ます。日本では国交省の統計不正問題、教育界では未解決の
「森友・加計」問題に加え、私立大学全体を揺るがした「ガバ
ナンス改革」の矛盾が指摘されて議論が仕切り直しとなりまし
た。「発展」「改革」の本質のみならず、その実行の困難性が
問われています。
本学院でも、コロナ禍の中で試行錯誤を繰り返させられた一
年でした。学生の健康を優先すると共に自由を重んじなければ
ならない二律背反状況もありました。そのような中、新たに建学
の精神に根ざした教育を目指して「第五次中長期計画」が作
成され、キャンパス整備も着手されました。2021年の歩みを振
り返り、これからの歩みに資したいものです。

沖縄キリスト教学院大学
沖縄キリスト教短期大学

学長 金　永秀

試行錯誤からのチャレンジ

2021年度を振り返って





̶2021年 4月̶ ̶6月̶ ̶7月̶̶5月̶

̶8月̶ ̶9月̶ ̶10月̶ ̶11月̶

̶12月̶ ̶2022年 1月̶ ̶2月̶

̶3月̶

12/4：Friendship 12/17：クリスマス礼拝 12/18：弁論大会 12/20：クリスマスって、なぁに？

1/6：絵本読み聞かせ 1/11：幼児体育 I・II

2/24：理科教育支援

11/12：弁論大会 11/25：ビブリオバトル10/23：わいわいプラザ 10/25：奨励金取得者10/9：Friendship 10/18：助成金9/27：秋季卒業式8/18：授賞式8/1：生理の貧困

4/3：JAL AIRPORT SCHOOL 4/8：留学セミナー 5/1：ミニOPEN CAMPUS 5/15：WLO 6/26：OPEN CAMPUS 6/30：絵本専門士

6/5：特別公開講座

10/21：
後期キリスト教講演会

10/22：
HOPEスペシャルコンサート

7/9：学生によるSDGs 7/17：OPEN CAMPUS

2 0 2 1

英コミ JAL AIRPORT SCHOOL受講4 / 3

前期授業を対面で実施4 / 5
前期始業礼拝4 / 5
2021年度後期派遣留学セミナー開催4 / 8

WLOサークル119回活動4/17
4/19 前期キリスト教週間（4/19～4/23）

◆ 4/19 学生企画礼拝
◆ 4/22 前期キリスト教講演会
◆ 4/23 HOPEコンサート

4 /1 入学式 （ライブ配信） 5 /1 ミニOPEN CAMPUS
（2週連続開催）5/1、5/8

8 /1 生理の貧困クラウドファンディング始動！
（8/1～9/30）

10/1 後期授業を対面で実施 11/6 OPEN CAMPUS ④
11/10 2021年度 後期公開講座「同時通訳（中級）」開講
11/12 第41回

学内英語弁論大会

11/15 保育科【幼児の言葉】
特別講義「沖縄のわらべ歌や昔話の魅力を知ろう！」

11/26 英コミ
うちなーぐちのスキットに挑戦！

【うちなーぐち講座】

11/25 図書館主催
第7回 ビブリオバトル開催

11/27 WLOサークル122回活動

10/4 後期始業礼拝
10/7 2022年度前期派遣留学セミナー開催
10/8 「学生によるSDGｓ及び社会課題解決」の取り組みが

テレビに取り上げられました（10/7放送）
10/9 Friendship Day 2021保育科

10/18 国際ソロプチミスト沖縄様より
ボランティアサークルに助成金

9/27 2021年度 秋季卒業式

8 / 5 同時通訳集中講座（8/5～8/10）
8/11 英文ライティング夏期セミナー（8/11～8/13）

8/18 2021年度ティーチング・アワード授賞式

8/28 OPEN CAMPUS ③

5/15 WLOサークル120回活動

5/20 一部遠隔授業の開始 〔Lv.2.5〕5/20-6/2

5/31 全面遠隔授業へ移行 〔Lv.3〕5/31-6/19

6 /4 「本当に強い大学2021」総合ランキングにランクイン！

6 / 5 《特別公開講座》現役国連職員による「キリ学と世界を結ぶ」特別講座
7/ 5 遠隔授業期間再延長 〔Lv.3〕7/5-7/10

7/12 一部対面授業へ切替 〔Lv.2.5〕7/12-7/24

7/26 全面遠隔授業の再開
〔Lv.3〕7/26-8/5

7/26 前期終業礼拝

7/28 2021年度
免許状更新講習中止の決定

7/28 学長通信
キム学長から学生のみなさんへ

7/ 9 「学生によるSDGs及び社会課題解決」の取り組み

7/17 OPEN CAMPUS ②

6/26 OPEN CAMPUS ① （2日連続開催）6/26、6/27

6/30 県内大学教員初
「絵本専門士」誕生！

6/10 リモートでの学生相談開始
6/21 遠隔授業期間延長 〔Lv.3〕6/21-7/3

Welcome to ocu・ocjc 大学PV。学生が制作しました。 オックスフォード大学研修。
研修に参加した学生が制作しました。

11/6：OPEN CAMPUS

佐久本邦華准教授（保育科）の研究活動が
英国雑誌「Impact」に紹介されました 

4/12

2/26 OPEN CAMPUS ⑤

3 /4 学生ユニオン改修・中庭整備工事
完了引き渡し

3/15 卒業式

10/18 後期キリスト教週間（10/18～10/22）
◆10/18 学生企画礼拝
◆10/21 後期キリスト教講演会 （オンライン配信）
◆10/22 HOPEスペシャルコンサート （オンライン配信）

10/23
わいわいプラザ in キリ短

【地域子育て支援実習】保育科

10/25 ウィズコロナ時代における
2021年度インターンシップ成果報告会

10/25 2021年度英語資格取得奨励金取得者学長表彰

10/17 WLOサークル121回活動

12/2 保育科
特別講義「保育所の役割と社会的責任、保育士の職務について」

【保育実習指導II（保育所）】

12/3 英コミ【英語科教育法演習】American Sign Languageを学びました

12/4 英語科 Happy Friendship Day 2021

12/7 保育科
特別講義「保育者の資質・能力について」

【保育・教職実践演習】

12/14 英コミ【教職課程】教育実習報告会

1/6 全面遠隔授業開始へ移行 〔Lv.3〕1/6～2/3

1/6 図書館主催　保育実習指導II（保育所）履修者対象
『2021年度 絵本読み聞かせ講座』 （オンライン開催）

1/12 2022年度入学者対象
「入学前支援教育（ブリッジ・プログラム）」中止

2/24 地域連携
理科教育支援事業

1/11
よくできました～皆、花まる！

【幼児体育 I・II】保育科

1/20 特別講義「キリスト教保育について」【キリスト教保育】保育科
1/24 後期終業礼拝
1/29

（日本YWCA主催の日韓ユースカンファレンス参加報告会）
【3年次ゼミ】『レインボーフェスタ2022』（オンライン開催）英コミ

12/17 クリスマス礼拝

12/1 学生ユニオン改修・中庭整備工事

12/18 【うちなーぐち講座】しまくとぅば検定 in キリ学英コミ
12/18 第33回 高校生英語弁論大会

12/20 【キリスト教保育】
クリスマスって、なぁに？
保育科

12/22 第3回 OCU KIRIDAI-ALOGUES開催

12/11 WLOサークル123回活動
同窓会・後援会

学 院 の 一 年

（オンライン開催）

※【 】内は講義名
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総合型選抜
（A日程） 9/30（金）、10/1（土） 学校推薦型

選抜 11/26（土）

一般選抜
（前期）

一般選抜
（後期） 3/7（火）

一般選抜
（10月入学）

総合型選抜
（B日程） 12/10（土）

入
試
の
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策
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キリ学・キリ短の
OPEN CAMPUSへ行こう！
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2022年度実施 入試

＊新型コロナウイルス感染症の状況により、
変更・中止となる場合があります。

WEB facebook LINE Instagram

詳しくは本学 HP、instagram を Check!!
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4/23SAT.
2023

3/25SAT.

5/7SAT. 6/25SAT. 7/16SAT.

8/27SAT. 11/12 SAT. 12/17SAT.
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