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隣人と共に祈り行動する
̶ Pray for each other, Act for each other ̶

2022年度キリスト教活動年間テーマ



2022年の世相を表す漢字として選ばれたのは「戦」でし
た。昨年2月のロシアによる侵攻に始まり現在も続くウクライ
ナ戦争、そして4年目に入ったコロナウィルスとの戦い・・・いず
れも終わりが見えません。振り返れば、人間の歴史はさまざま
な戦いの連続でした。
さて、体操やフィギュアスケートなどで優勝した選手は

「フィニッシュの形」をしっかり意識して練習するといいます。
ゴルフではフィニッシュを決めることが大事だそうです。フィ
ニッシュポーズ、つまり終わりの形が美しいことが競技の結果
を左右するからです。スポーツに限らず、仕事でも勉強でも、
あるいは個人でも組織でもフィニッシュの形をイメージするこ
とが成果につながります。
冒頭に掲げたのは、聖書66巻の最後にある恵みの御言葉

（フィニッシュの形）です。神様の御心は、すべての人が神に
立ち帰って祝福を受けることにあるのです。

3年を超えるコロナ禍の中、2023年度の歩みが始まります。
2022年度は私達の大学が設立されて65年、キャンパス整
備や老朽化した校舎の大規模な修繕を行いました。また、本
学院短大第３代学長金城重明先生が天に召されたことで、
深い悲しみと感慨を持った年でもありました。今も「集団強制
死」体験証言から生と死と戦争・平和、政治、信仰の意味が
問われ続けています。加えて、沖縄にとっては「本土復帰」か
ら50年、様々なイベントや記念特集が組まれましたが、その
歴史的根源ともいうべき「琉球処分」が始まって150年の年
でもあったことは、ほとんど注目されませんでした。これら一
連の出来事の根本を問うことがなければ、本学の教育は意
味を失うでしょう。 
ロシアのウクライナ侵攻や台湾問題等の軍事的危機状況
は、日本社会の平和的姿勢を劇的に変えつつあります。今こ
そ、「建学の精神」による教育が問われるべき時であると思
います。 

学校法人 沖縄キリスト教学院

理事長 伊波 美智子

フィニッシュの形
「主イエスの恵みが、すべての者と共にあるように。」
ヨハネの黙示録 22章 21節

2022年は本学が、沖縄県立西原高等学校と包括連携
協定を結んだ記念すべき年となりました。高校の新課程で
は、「探究」と名のついた授業が、一気に増えて7つにもなり
ました。本学では「総合的な探究の時間」という授業の学
びをサポートすることになりました。この授業は、生徒自身が
対話を通して、主体的に学ぶ授業ですが、高校でも大学で
も最近では特に、この自ら探究する力の育成が教育に求め
られています。2022年11月には第7回世界のウチナーン
チュ大会」が開催されました。西原高校の辺土名章子先生
の授業では、沖縄海外移民をテーマに生徒たちが探究に取
り組みました。包括連携の一環として、本学の教員や学生も
高校生と一緒になってワークショップを開催しました。世代
を超えたこの学びは、本学にとっても大きな刺激となりまし
た。今後の展開がとても楽しみです。

沖縄キリスト教学院大学

人文学部長 新垣　誠

高校生との世代を
超えた学び

今年度もコロナ禍の中、様々な活動制限があったものの、
授業は対面形式を継続することができました。このことは、
前年度のアンケートから対面を望んでいた学生が多いこと
を考えるとホッとします。学生の皆さんも大学生活を精一杯
楽しんだと思います。そして私自身、対面授業の大切さを再
認識することができました。 
コロナ禍の中でも、短期大学では、様々な取り組みをしまし
た。英語科では『English Camp & Friendship Day』にて
Kiritan Trailや保育科では『フレンドシップデー』にてコラー
ジュ製作などのアクティビティを実施し、教員も一緒になって
みなさんと協力する活動を楽しみました。他にも取り組みは
ありますが…、詳しくは大学ホームページをご覧ください。 
今後は、ウィズコロナやアフターコロナとなるでしょう。学
生の皆さん！ 次のステップに向けて前へ進みましょう。決して
立ち止まらず‼ そして、これからを楽しんでください。 

沖縄キリスト教短期大学

短期大学部長 照屋 建太

精一杯の楽しみ

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

創立 65年を振り返り
教育の意味を問う年に

2022年度を振り返って



̶2022年 4月̶ ̶6月̶ ̶7月̶̶5月̶

̶8月̶ ̶9月̶ ̶10月̶ ̶11月̶

̶12月̶ ̶2023年 1月̶ ̶2月̶

̶3月̶

学 院 の 一 年

12/16 クリスマス礼拝

12/17 【ワイワイプラザ in キリ短】 
 親子で楽しもう！クリスマスフェスティバル

12/17 第34回 高校生英語弁論大会

12/17 OPEN CAMPUS⑦

12/19 国際ソロプチミスト沖縄さまよりボランティアサークルに助成金

12/24 WLOサークル 第126回活動

7/16 OPEN CAMPUS④

7/19 
 産官学連携による商品開発

7/19 西原高校との高大連携事業
 による共同ワークショップ開催

7/29 沖縄県知事賞受賞
 （献血運動推進功労者表彰式）

7/25 前期終業礼拝

6/1 沖縄こどもの国を視察調査した学生による報告会

6/2 
 特別講義～保育士への第一歩～

6/10 　　　　「生理の貧困」をテーマにしたイベント開催

6/25 OPEN CAMPUS③

6/29 　　　　「生理の貧困」 Ladybird 活動報告

8/6 2022年度（通算29回）同時通訳集中講座　開催報告

8/13 Zoom個別相談会　開催！！

8/15 2022年度ティーチング・アワード授賞式

8/15 WLOサークル 第125回活動報告

8/27 OPEN CAMPUS⑤

12/2 台湾観光研修：福州園見学

12/2 　　　　【うちなーぐち講座】
 学生がうちなーぐちスキット（寸劇）にチャレンジ！

12/8 図書館主催　ビブリオバトル開催

12/9 しまくとぅば検定7級 in キリ短・キリ学

12/15 　　　　特別講義：
 「保育士の卵たちへ～子ども達の安全を守るために～」

12/15 第4回 OCU KIRIDAI-ALOGUE開催

1/5 図書館主催『第7回 絵本読み聞かせ講座』

1/17 追加開催！！Zoom個別入試相談会

1/23 2023 年度入学者対象『入学前教育（ブリッジ・プログラム）』

1/23 　　　　学校ボランティア実習報告会

1/30 後期終業礼拝

3/15 卒業式
3/18 丘の上のマルシェ開催
3/25 OPENCAMPUS⑧

2/4 地域連携「西原町教育実践賞」受賞
   （理科教育支援事業）

9/3 第2弾 Zoom個別入試相談会
 開催！！

9/9 HOPE‒沖縄・平和研修

9/26 2022年度 秋季卒業式

10/3 秋季入学式

10/4 後期始業礼拝

10/13 2023年度前期派遣 秋の留学セミナー

10/15 【ワイワイプラザ in キリ短】
 輝け、響かせ、親子のパワー！
 ハートキャッチ絆

10/20 　　　　保育実習指導Ⅱ（保育所）
 特別講義「地域子育て支援センターの
 意義・役割について　子育て支援とは？」

10/24 後期キリスト教週間（10/24～10/28）
 　◆10/24　学生企画礼拝
 　◆10/26　学生企画プログラム
 　◆10/27　キリスト教講演会

11/3 　　　　第7回世界のウチナーンチュ大会
 学生広報アンバサダー

11/5 3年ぶりの開催！ キリ学祭

11/11 2023年度「認定絵本士養成講座」
 開設認定

11/11 第42回 学内英語弁論大会

11/12 OPEN CAMPUS⑥

11/18 　　　　台湾観光研修：
 台湾人学生との交流会

11/19 第3弾 Zoom個別入試相談会
 開催！！

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

同窓会・後援会

4/1 入学式

4/4 前期始業礼拝
4/14 2022年度後期派遣留学セミナー
4/22 前期キリスト教週間（4/18～4/21）
 　◆4/18　学生企画礼拝
 　◆4/19　新入生歓迎ミーティング
 　◆4/21　キリスト教講演会

4/23 OPEN CAMPUS①

5/6 「キリガクキリタン通信 Vol.1」発行！

5/7 OPEN CAMPUS②

5/9 「English Chat Table in 保育科」
 スタート！

5/18 　　　　English Camp &
 Friendship Day

5/19 　　　　新入生オリエンテーション
 （5/19、5/20）

5/20 　　　　Friendship Day 2022

4/14：後期派遣留学セミナー 5/6：キリガクキリタン通信 5/9：English Chat Table in 保育科

8/6：同時通訳

12/2：台湾観光研修 12/2：スキット（寸劇）

12/16：クリスマス礼拝

12/17：弁論大会 1/23：学校ボランティア

9/26：秋季卒業式 10/13：秋の留学セミナー 10/20：特別講義

11/3：学生広報

11/5：キリ学祭

11/18：台湾観光研修

11/11：弁論大会

6/2：特別講義 6/10：Ladybird 

7/19：産官学連携

7/19：共同ワークショップ

※【 】内は講義名
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英語科

保育科

『
学
科
を
越
え
て
繋
が
る
学
生
会
』

渡慶次 みみ
英語コミュニケーション学科
2022年度学生会長

学生会は、キリ学・キリ短
の２年次で構成されており、
オープンキャンパスやキリ学
祭の企画・運営の他、4月の
新入生オリエンテーション
や12月のクリスマス礼拝の
お手伝い等様々な活動をし
ます。
新入生オリエンテーショ

ンでは、学生会での初のイベ
ントとして新入生と親睦を深
めるアクティビティを企画し
ました。年度内に定期的に開
催されるオープンキャンパス
では、高校生にキリ学・キリ
短の良さをアピールしながら
会話することで楽しく充実し
た時間を過ごすことができま
した。また、年間の活動の中
で一番大きい活動となるキ
リ学祭では、コロナ禍の中で
イベントの企画を考える際に
は苦労する部分がたくさん
ありました。また、前例のな
いイベントを多く開催したこ
ともあり、大変でしたが先輩
方にアドバイスをもらい行う
ことができました。
最後に、学生会に入ったこ

とで新しい経験ができたり、
英コミだけでなく英語科や
保育科の3学科で活動する
ことで、今まで話す機会がな
かった人と交流することがで
きました。1年間の活動を振
り返ると、色々な仲間が学生
会を支えてくれていたのだと
気づき、本当に学生会に入っ
てよかったと思います！

英コミ

台湾観光研修：

福州園見学 

フレンドシップデー

新入生オリエンテーション

学生会

活動
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【編集・発行】

＊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
場合がございます。

OPEN CAMPUS 2023

WEB facebook LINE Instagram

オープンキャンパス2023

★詳しくは本学HP、Instagramでご確認ください
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総合型選抜（A日程）
9/29（金）、9/30（土）

一般選抜（前期）
2/3（土）

一般選抜（後期）
3/5（火）

総合型選抜（B日程）
12/9（土）

一般選抜（10月入学）
8/5（土）

学校推薦型選抜
11/25（土）

2024年度　入試日程

キリ学・キリ短の紹介や、キャンパスツアー、個別相談
や先生による体験授業など、OPEN CAMPUSよりも
さらに詳しく、少人数でじっくりキリ学・キリ短を体験
できるプログラムです。個人、友達同士、学校単位や部
活動単位でも受け付けています。

大
学
見
学


