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拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃より本学の教育・研究・社会貢献活動についてご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、本学は地域活性化の中核的役割を果たす大学として日々様々な活動を行っております。その活動の

概要は、大学のウェブサイト上にトピックスとして掲載し、幅広く地域の皆様に見ていただけるようしてい

るところです。 

そのトピックスを月毎にまとめたものを報道機関の皆様にお配りし、大学の活動を知っていただくととも

に、記事として取り上げていただき、より地域の皆様の目に届けたいと思っております。 

つきましては、是非一読していただき、取材していただくようお願いいたします。取材にあたっての関係部署

との調整・取り次ぎ等は総務広報課広報係にお申し付けください。 

敬具 

 

 

 

 

 

報道発表 ～世界を視野に 地域から始めよう～ 

① 発信元 

宮崎大学企画総務部総務広報課 

TEL：0985-58-7114  FAX：0985-58-2886 



宮崎大学最近のトピックス（令和４年３月分） 

 

1. 地域デザイン講座活動報告会を開催 

2. 「とっても元気！宮大チャレンジ・プログラム」成果発表会を開催 

3. 目指せ食品ロス削減！ －DIYによる装置の開発で植物の成長モニタリングに貢献－ 

4. 「優乳甘酒（ゆうにゅうあまざけ）きんかん」の開発を学長に報告 

5. 金子政時教授（医学部看護学科）が Best Researcher Awardを受賞 

6. 2021年度タタセ主催シンポジウム 

「自分を知り、他者を理解する―ことばと文化が交わるとき―」を実施 

7. 農学部畜産草地科学科３年の佐々木唯さんが 

「全日本大学対抗ミートジャッジング競技会」個人総合部門優勝！ 

8. 世界の野球事情全 20講座が終了 

9. 女子高校生のためのサイエンス体験講座を実施 

10. 門川町との連携事業年次報告会をオンライン形式で開催 

11. トビタテ！留学 JAPAN日本代表に選ばれた宮大生 3名が学長を表敬訪問 

12. 令和 3年度宮崎大学女性研究者奨励賞表彰式を実施 

13. 抗凝固薬のリスクを検証し、有効性を再確認 

－治療方針を患者と医師が共同して決める際の根拠に－ 

14. オンライン記者会見を実施(3/23)：重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の感染源特定 

15. 令和 3年度宮崎大学卒業証書・学位記・修了証書授与式を挙行 

16. 日本初！ネコの B型肝炎近縁ウイルスを発見 

17. ようこそ聖心ウルスラ学園聡明中学校 3年生～現役大学生が青空キャンパスライブ～ 

18. 土砂災害による死者を減らすために有効な対策を 

19. ゾウ結核の新しい検査方法を提案 

20. 思春期ピアカウンセリング講座を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 地域デザイン講座活動報告会を開催 

令和 4 年 2 月 22 日（火）、宮崎大学

地域デザイン棟において、米良電機産

業株式会社からの寄附により産学・地

域連携センターに設置された寄附講座

「地域デザイン講座」（平成 29 年度～

令和 3 年度）の５年間の設置期間満了

に伴い、地域デザイン講座活動報告会

を開催した。 

報告会には、米良電機産業株式会社 米

良充典代表取締役社長、米良充由代表取締役副社長、及び株式会社共立電機製作所 米良充

朝代表取締役副社長に御臨席を賜るとともに、本学からは、鮫島学長をはじめ、池ノ上前学

長など１２名が出席した。 

産学・地域連携センターの淡野副学長からの挨拶後、地域デザイン講座の三上講座長及び中

野准教授から５年間の活動が動画で報告され、新地理事や水光前理事からのコメントのほ

か、地域デザイン講座の活動に深く関わった谷田貝地域資源創成学部教授や学生からもコ

メントが寄せられた。寄附者である米良社長からは、これからの時代におけるスピード感と

デジタル活用の重要性や、地域デザイン棟を活用した環境・エネルギー・金融等をテーマに

した未来塾の開催について要望があった。最後に、米良社長の本学における多大な貢献に対

し鮫島学長より感謝の意が述べられるとともに、感謝状及び記念品が贈呈された。 

 

 

 

2. 「とっても元気！宮大チャレンジ・プログラム」成果発表会を開催 

令和 4 年 2 月 28 日、330 記念交流会

館コンベンションホールで、2021 年度

『とっても元気！宮大チャレンジ・プロ

グラム』成果発表会が行われた。このプ

ログラムは、将来、社会でリーダーとし

て活躍するために必要となる企画力、運

営力そして実行する力を高めることを

目的としたもので、学生らが趣味・関心

を掘り下げたプログラムを企画し、7ヶ

月間（7月～1月）の活動期間で具体的に実施する。 

成果発表会では、鮫島学長や新地理事（教育・学生担当）、迫田理事（総務担当）も審査員

として参加し、発表者の説明に熱心に耳を傾けていた。審査結果は、学長含め 12名の審査



員による審査により決定され、学長賞に

は、門川の海をテーマにした絵本プロジ

ェクト、『きかせて、門川の海ストーリー 

～考える、作る、つながる。～』が選ば

れた。 

また、優秀賞には、グランメール宮崎～

科学で宮崎の鯵を発信～（農学部応用生

物科学科)と、トイレの蓋を閉めるだけ

で感染対策！？～自動便座除菌ロボット"ぐるピカ君"の開発～（工学研究科工学専攻 機

械・情報系コース）が選ばれた。 

3 月 14 日（月）に行われた表彰式では、鮫島学長から３企画それぞれの活動内容について

の講評と労いの言葉が贈られた。 

 

 

 

3. 目指せ食品ロス削減！ －DIYによる装置の開発で植物の成長モニタリングに貢献－ 

宮崎大学（IR推進センター 田中秀

典准教授、農学部畜産草地科学科 橋

口拓勇研究員）、かずさ DNA研究所、

スアナサイエンスによる共同研究グ

ループは、植物の成長を定量的に計

測するためのシステムとして、DIYに

よる装置を開発した。 

この装置は、農学部附属フィールド

科学教育研究センター木花フィールドの一画にある硬質ビニールハウス内に設置している。 

今回開発された装置は、市販の装置を DIYにより開発したもので、従来のものより格段に低

コストで導入が可能で、メンテナンス性も良く、汎用性の高いものとなっている。 

本装置の導入により、より精密なデータが簡単に取得できるようになることで、植物の生育

をコントロールすることが可能になり、農作物の生産現場で発生する「食品ロス」を削減す

る効果が期待される。また、持続的かつ安定的な食料生産を支える技術となることが期待さ

れる研究成果である。 

本成果は国際学術雑誌 Breeding Scienceにおいて、2月 17日（木）にオンライン公開され

た。 

 

 

 

https://srhumdb.miyazaki-u.ac.jp/html/100000742_ja.html
https://srhumdb.miyazaki-u.ac.jp/html/100000742_ja.html


4. 「優乳甘酒（ゆうにゅうあまざけ）きんかん」の開発を学長に報告 

令和 4年 3月 1日（火）、地域資源創

成学部食品科学研究室の山﨑有美准教

授と 4年生の河野愛未さん、（株）Milk 

Lab.の山中章英代表取締役らが鮫島学

長を訪問し、食品科学研究室と（株）

Milk Lab.の共同研究の成果として「優

乳甘酒（ゆうにゅうあまざけ）きんか

ん」を開発したことを報告した。 

きんかんは、宮崎県が生産量日本一の

地域資源であり、中でも完熟きんかん「たまたま」は宮崎ブランド認証品目であり、2019年

度 1月には栄養機能食品（ビタミンＣ・ビタミンＥ）として販売されるなど、宮崎を代表す

る品目となっている。きんかんには、骨粗鬆症予防効果が期待されることから機能性表示食

品（温州みかん）の機能性関与成分として注目されているβ-クリプトキサンチンが含まれ

ており、その健康機能にも注目が集まっている。 

「飲む点滴」と言われ、古くから美容や健康に良いとされている甘酒ときんかんの機能性成

分を合わせ持つ本製品は、特に骨粗鬆症リスクの高い中高年女性や女性アスリートの骨の

健康維持・増進に貢献することが期待される。 

 

 

 

5. 金子政時教授（医学部看護学科）が Best Researcher Award を受賞 

医学部看護学科の金子政時教授（子育

て世代・子ども健康看護科学講座、母性看

護学領域）が、International Research 

Awards on Pediatrics, Perinatology 

and Child Health（小児周産期医学と子ど

もの健康に関する国際研究賞）において

Best Researcher Awardを受賞した。 

本賞は世界中の研究者の中から選出され

るもので、小児周産期医療分野における

卓越した研究業績ならびに当該分野の発展に重要な貢献を果たした研究者を奨励し、栄誉

を称えることを目的としている。 

受賞者の選考は過去の業績や研究の卓越性などに基づいて行われ、金子教授がこれまでに

取り組んできた先天性サイトメガロウイルス感染症に関する研究や実績が高く評価された

ことが受賞につながった。 



6. 2021年度タタセ主催シンポジウム 

「自分を知り、他者を理解する―ことばと文化が交わるとき―」を実施 

令和 4年 3月 2日（水）、2021 年度多言

語多文化教育研究センター（通称：タタセ）

主催シンポジウム「自分を知り、他者を理

解する―ことばと文化が交わるとき―」を

ZOOMによるオンライン開催で実施した。 

当日は、地域デザイン棟を拠点に配信が行

われ、センターの教員４名がそれぞれの専

門領域で取り組んでいる「自分を知り、他

者を理解する」ことに関わる講演を行っ

た。 

150 名を超える方々から事前申込みがあり、 シンポジウムは盛況のうちに終了した。 

4 つの個別発表とパネルディスカッションの様子は、宮崎大学公式 Youtube チャンネルに

て 4月 10日までの期間限定で動画配信されている。 

今後は、国内外から言語・文化に携わる方々をゲストにお招きしながら、シンポジウムのシ

リーズ化を予定している。 

 

 

 

7. 農学部畜産草地科学科 3年の佐々木唯さんが 

「全日本大学対抗ミートジャッジング競技会」個人総合部門優勝！ 

令和 3 年 3 月 1 日から 3 月 3 日にかけ

て、第 14回全日本大学対抗ミートジャッ

ジング競技会が開催され、農学部畜産草

地科学科 3 年の佐々木唯さんが個人総合

部門優勝に輝いた。 

この競技会は、大学等で畜産学などを専

攻する学生を対象として、食肉格付に関

する体験的な学習を通じて、畜産業や食

肉産業の社会的役割や魅力に対する学生

の理解増進を図るとともに、食肉産業界、大学および学生間の交流を促進し、日本の畜産・

食肉産業界の将来を担う人材の養成を目的としたものである。 

今年はコロナ禍の影響で、昨年同様全面オンラインでの実施となり、本学からは農学部畜産

草地科学科から７名が出場。大学対抗別では入賞を逃したものの（優勝は北海道大学）、個

人総合部門で佐々木唯さんが快挙を成し遂げた。 



8. 世界の野球事情全 20講座が終了 

宮崎大学では、令和 3 年 4 月 28 日

（水）から、Zoom を利用したオンラ

イン形式で、日本とは全く異なる世界

各地の野球事情を国内外に発信する

ユニークな講座を実施した。 

本講座は、宮崎大学が JICA 国際協力

機構などをはじめとする海外におけ

るスポーツの普及活動を進める機関

と連携しながら、世界各国で野球の指導経験がある日本人を講師に招き、第 1回目のスリラ

ンカ編（4/28開催）を皮切りに、2月末までに 20カ国の野球事情について紹介。毎回の講

座冒頭では、特別ゲストがオンライン上で登壇し、主審を務める形で当該国の野球などに関

わるエピソードを紹介後、プレイボールの発声がなされて開始しており、前期はアジア野球

連盟審判長の小山克仁氏、日本プロ野球機構選手会事務局長の森忠仁氏などが登壇した。 

また、講座では各講師がその国ならではの苦労話しを交えながらおもしろおかしく野球事

情を紹介し、北は北海道から南は沖縄まで、毎回 50名から 100名程度が視聴した。 

宮崎県は、毎年多数のプロ野球チームが秋季または春季キャンプに訪れるキャンプのメッ

カであることから、このような講座を通じて世界各国で野球の普及に尽力している日本人

の活動を発信し、末永くキャンプのメッカとしてあり続けることができるよう様々な切口

から情報を発信していくこととしている。 

 

 

 

9. 女子高校生のためのサイエンス体験講座を実施 

令和 4年 3月 9日（水）、宮崎

県内の高等学校に在学している

１・２年生の女子生徒を対象と

した「女子高校生のためのサイ

エンス体験講座」を実施し、約

100名が参加した。 

本講座は、日本の女性研究者比

率が OECD中最下位で、かつ、理

系に進学する女子の割合も極め

て低い現状を踏まえ、宮崎大学清花アテナ男女共同参画推進室が次世代の理系女子育成を

目的に実施するもので、2009年の開始以来、延べ約 1,400名が参加している。 

今年も、新型コロナウィルス感染症の影響により、Zoom を利用したオンライン形式で開催



となったが、それぞれが工夫を凝らしながら、高校生にわかりやすく解説がなされた。 

獣医学科の吉田彩子教授と入江隆夫准教授が講師を務めた「鮮魚にはツキモノです！！ア

ニサキスをみてみよう！」には 19名の女子高校生が参加し、オンライン実習として、実際

に新鮮な生サバを解剖し、内臓表面に付着する寄生虫「アニサキス」を取り出す様子を中継

した。 

宮崎大学では、県内高等学校が実施する探究活動に対して毎年 10名の大学教員をアドバイ

ザー教員として配置しているほか、高校教育における各種会合への委員の派遣など、高校教

育関係者と緊密な連携を取りながら、県内全体の高校教育が更に充実したものとなるよう

に全学的に支援している。 

 

 

 

10. 門川町との連携事業年次報告会をオンライン形式で開催 

令和 4年 3月 9日（水）、「令和 3年度門川

町・宮崎大学連携事業年次報告会」をオンラ

インで実施した。 

本報告会は、本学と同町が同町の自然生態系

調査などに連携して取り組むとともに、地域

の魅力発信などを通して地域活性化に寄与

することを主な目的として、平成 29 年６月

５日に包括的連携協定を締結したことをき

っかけに開始した連携事業の進捗状況や成

果を報告するものである。 

村瀬 敦宣農学部准教授 からは、「知って遊んで楽しめる門川の水辺情報発信プロジェクト」

と題して、平成 28年度から開始した門川湾の豊かな生態系と特異性に関する調査の成果と

して、令和２年度に完成した門川湾近海で確認された 815種が掲載された「新・門川の魚図

鑑」に続き、新たに制作しているガイドブックについての報告などがあった。 

宮崎大学では、今後も門川町と緊密に連携を取りながら事業を継続する予定で、農学分野の

みならず、観光・教育・防災・人材育成面などにおいても連携を深化させ、地域の魅力を若

い世代に伝え、地域のリーダーの育成にも貢献していくこととしている。 

 

 

 

 

 

 



11. トビタテ！留学 JAPAN日本代表に選ばれた宮大生 3名が学長を表敬訪問 

官民協働海外留学支援制度～ト

ビタテ！留学 JAPAN日本代表プログ

ラム（全国版）～を利用して、今春、

宮崎大学から３名の学生が研究留

学をすることになっている。 

これを受け、令和 4 年 3 月 10 日

(水)、留学予定の学生 3名が國武久

登農学部・農学研究科長、村上啓介

副学長（国際連携担当）、及び河野久

助教とともに鮫島浩学長、片岡寛章

理事（研究・企画担当）へ報告を行った。 

報告にあたり、3名はそれぞれ自身の研究内容に関するプレゼンテーションを行い、今回の

留学の機会を自身のキャリアに活かしていくだけでなく、宮崎ひいては日本に貢献できる

ような研究がしたいとの強い思いを語った。 

これに対して、鮫島学長からは「成果を出すことも大切であるが、それ以上に現地での生活

を楽しみ、豊かな人脈を築いてほしい」と今後の活躍に期待を込めてエールが送られた。 

 

 

 

12. 鸙野さんとスピサラーさん令和 3年度宮崎大学女性研究者奨励賞表彰式を実施 

令和 4年 3月 16日（水）、「令和 3

年度宮崎大学女性研究者奨励賞」の

表彰式を実施し、教育学研究科専門

職学位課程２年の 鸙野彩花（ひばり

のあやか）さんと農学研究科修士課

程１年の Supisara Pipithkul（スピ

サラー ピピックン）さんの 2 名が

受賞した。 

本賞は、女性研究者の研究の質及び

研究への意欲の向上を目的に、独自

の研究能力を有する女性研究者を表彰するもので、「研究業績」「教育活動」「地域・国際貢

献」の 3 部門を設置している。これまでに約 20 名の教員、大学院生が表彰を受けていて、

今回の鸙野さんと Supisaraさんはいずれも研究業績部門での表彰となった。 

表彰式は、鮫島学長、明石理事（人事・基金・SDGｓ担当）、伊達理事補佐（男女共同参画推

進担当）、藤井教育学研究科長、國武農学研究科長など関係者出席のもと行われ、鮫島学長



からは「本学で培った素晴らしい業績を生かし、今後のさらなる活躍を期待しています」と

今後の活躍に期待を込めてエールが送られた。 

 

 

 

13. 抗凝固薬のリスクを検証し、有効性を再確認 

－治療方針を患者と医師が共同して決める際の根拠に－ 

不整脈の一種である心房細動の治療方法の

一つである抗凝固薬療法関する研究成果が発

表された。 

心房細動の患者数は、100 万人を越すと言わ

れており、抗凝固薬には、いわゆる血液を"さ

らさら"にする作用があり、血栓の形成を防ぐ

目的で使用されていますが、一方で、副作用

として出血を生じることがある。 

本研究では、これまでの臨床研究では実施できなかったリスクを伴う観察も主治医の判断

の元で行われ、その結果、抗凝固薬の服用中に出血が生じても、重篤な出血である場合を除

き、引き続き抗凝固薬の服用を継続することが望ましいと考えられるとの結論を得た。 

近年、患者さんと医師が一緒になって方針を決める shared decision making（共同意思決

定）の重要性が言われているが、その過程においても、本研究の結果は科学的な知見として、

重要な役割を果たすことが期待される。 

本研究論文はオンラインジャーナルである「BMC Medicine」に、2022年 2月 25日に掲載さ

れた。 

 

 

 

14. オンライン記者会見を実施(3/23)：重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の感染源特定 

令和 4 年 2 月 24日付けで、宮崎県福

祉保健部健康増進課感染症対策室から、

宮崎市内の 80 代女性が重症熱性血小板

減少症候群（SFTS）ウイルスに感染した

ことが公表された。 

本件については、地域ネコを介して感染

した可能性が高いと考えられていまし

たが、その猫が SFTS ウイルスに感染し

ていたのかどうかは確認されていなかったことから、宮崎大学の医学部附属病院と産業動



物防疫リサーチセンターとの連携による追跡調査を実施したところ、この猫が SFTSウイル

スに感染していたことを確認した。 

これを受けて、令和 4年 3月 23日（水）に、オンライン形式でメディア関係者向けに記者

会見を行い、メディア関係者のみならず、全国各地の感染症関連研究機関に在籍する研究者

なども含めて約 30名が参加した。 

 

 

 

15. 令和 3年度宮崎大学卒業証書・学位記・修了証書授与式を挙行 

令和 4 年 3 月 24 日（木）、宮崎市のフ

ェニックス・シーガイア・リゾートシーガ

イアコンベンションセンター4Ｆサミッ

トホールにおいて、令和 3 年度宮崎大学

卒業証書・学位記・修了証書授与式を挙行

し、学部学生や大学院生ら計 1,249名（う

ち外国人留学生 30名）が新たな旅立ちの

春を迎えた。3年ぶりに全ての卒業生・修

了生が出席する対面形式で実施となっ

た。 

新型コロナウィルス感染症対策として、保護者の出席は叶わなかったが、インターネットを

用いたライブ配信により、多くの方に視聴した。 

式では、卒業生を代表して、教育学部の黒崎愛さんから、「新型コロナウイルス感染症流行

以降は不安を抱えながらの学生生活となったが、それを乗り越え、かけがえのない４年間を

過ごすことができた。支えてくれた全ての人たちに感謝します」と、謝意が述べられ、鮫島

浩学長からは、新型コロナウィルス感染症の影響を受けてサークル活動やアルバイト活動

の制限など、多くの困難を乗り越えて本日を迎えたことに敬意を表した上で、「ポジティブ

に、ハッピーに、未来に希望を持って生きて欲しい」と、新たな旅立ちを迎える学生諸君に

激励の言葉が贈られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. 日本初！ネコの B型肝炎近縁ウイルスを発見 

ヒトの B型肝炎ウイルスに近縁で、猫の慢性肝

炎との関連が疑われる猫ヘパドナウイルスを日

本で初めて同定した。 

これは獣医微生物学研究室に所属する獣医学科 5

年 髙橋和暉さん、農学部附属動物病院の金子泰

之准教授(動物病院研究室)、獣医学科の齊藤暁准

教授（獣医微生物学研究室）らと、複数の獣医師

の共同研究チームによる研究成果である。 

B型肝炎ウイルスに近縁で、猫の慢性肝炎との関連が疑われる猫ヘパドナウイルスが海外の

複数の国で報告されているが、日本国内では未だ同定の報告はなく、その感染状況は不明で

あった。 

今回、日本で初めて同定された猫ヘパドナウイルスは、日本独自の株であることが示唆され

た。 

猫ヘパドナウイルスの進化過程や、猫の健康状態に与える影響については今後のさらなる

解析が必要であり、今後も猫ヘパドナウイルス感染状況と慢性肝疾患との関係について検

討を重ねていくことで、猫の健康維持ならびに生活の質向上に貢献していく。 

 

 

17. ようこそ聖心ウルスラ学園聡明中学校 3年生～現役大学生が青空キャンパスライブ～ 

令和 4 年 3 月 25 日（金）、聖心ウルス

ラ学園聡明中学校 3年生 25名が宮崎大学

を訪問し、地域資源創成学部 3 年でラジ

オパーソナリティやシンガーソングライ

ターとしても活躍している いちたに な

な さんとの意見交換を行った。 

生徒からの「高校時代にやっていた方が

いいことは？」、「夢があれば教えて欲し

い」などの数々の質問に対して、いちたにさんが丁寧に回答。その後、「中学生活を終える

皆さんへ」と題してミニライブを実施。中学生に人気のある「ドライフラワー」や「手紙」

のほか、自らが作詞作曲をした 2曲を熱唱した。 

生徒達からは、「鳥肌がたちました」、「私たちのためにこのような歌を歌ってくれて忘れら

れない思い出になりました」と、大学生活の自由な雰囲気に魅了されるとともに、記憶に残

る視察先となったようだった。 

本学では、コロナ下においても感染対策を徹底した上で、積極的に大学訪問を受け入れ、中

高生に対して大学の魅力を発信していく。 



18. 土砂災害による死者を減らすために有効な対策を 

宮崎大学農学部森林緑地環境科学科の篠原慶規准教授と九州大学大学院農学研究院（宮

崎演習林）の久米朋宣准教授の研究グループによる土砂災害の対策に関する研究成果が発

表された。 

土砂災害は主要な災害の 1 つであり、日本をはじめ多くの先進国では土砂災害の死者数は

減少していることが報告されているが、その要因を明示した研究はこれまでなかった。 

過去に死者数減少をもたらした要因を解明することは、今後の土砂災害対策の方向性を考

える上で有意義であると考えられ、開発途上国の中には土砂災害の死者数増加が報告され

ている国もあり、それらの国々に死者数を減らすために有効的な手段を提示できる可能性

がある。 

 

 

 

19. ゾウ結核の新しい検査方法を提案 

新潟大学大学院医歯学総合研究科細菌学分

野の石川智史（大学院生）、尾関百合子医学部

講師、井内絵梨奈（大学院生）、松本壮吉教授、

同研究科バイオインフォマティクス分野の瀧

原速仁特任助教、奥田修二郎教授、宮崎大学

産業動物防疫リサーチセンターの三澤尚明教

授らの研究グループは、特にアジア圏で問題

となっているゾウの結核について、発病や治

療に伴うゾウ体内の IgG 抗体の動向を明らか

にし、発病の早期検知や治療効果の判定に役立つ新しい検査方法を提案した。 

本研究成果は、2022 年 3 月 12 日、Springer Nature 社の発行する科学雑誌 Scientific 

Reports に掲載された。 

 

 

 

20. 思春期ピアカウンセリング講座を実施 

令和 4 年 3 月、宮崎大学医学部看護学科は県内 6 校の中学生を対象に、思春期ピアカウ

ンセリング講座を実施した。 

本学看護学科では、平成 13 年より看護学生が、"ピアカウンセリング活動"を行っている。 

思春期ピアカウンセリング講座では、中学生と年代の近い大学生が中高生の悩みに寄り添

いながら、思春期の"性と生"の問題に触れるプログラムを展開している。このプログラムで

は、自分と友達の双方を大切にすることや、互いの価値観を尊重しつつ人間関係を構築して

http://www.miyazaki-u.ac.jp/green/
https://srhumdb.miyazaki-u.ac.jp/html/100001695_ja.html
https://srhumdb.miyazaki-u.ac.jp/html/235_ja.html


いくことの大切さを伝えている。 

受講した中学生からは、「相手の価値観は

自分には分からないので、まずは相手の

ことをよく知ろうと思った」、「大学生が

休み時間に話しかけてくれて嬉しかっ

た」などの声が聞かれた。  

また、活動に参加した看護学生からは、

「人前で話すのは緊張するけど、自分た

ちも楽しみながら実施できた」などの声が聞かれ、看護学生にとっても有意義な機会となっ

た。 

 


