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2019年7⽉名寄観光⼤使⼤塚裕⼟選⼿が名寄市⽴⼤学を訪問。
⼤塚選⼿は今年BリーグのオールスターMVPをとった選⼿。

本学のバスケットボールサークルの学⽣とインタビュー形式で、
対談を⾏いました。

普段体験できない経験のため学⽣たちは緊張の⾯持ちでしたが、イン

タビュー終了後の学⽣の⽬はキラキラと輝いていました。早速インタ
ビューをご覧ください︕︕︕
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︻司会︼⼤塚選⼿は名寄ご出⾝との

お⼦さんでしたか︖

ことですが︑⼦どものころはどんな

︻⼤塚選⼿︼﹁普通﹂に育ってきま

い遊びをたくさんしていました︒

した︵笑︶外で遊んだり︑⽥舎らし

⾼かったのですか︖

︻司会︼⾝⻑はお⼦さんのころから

学校六年⽣で１７２㎝くらいあった

︻⼤塚選⼿︼⼤きかったですよ︒⼩

寄にいたのですがそのときにはもう

と思いますよ︒中学校三年⽣まで名

も︑スポーツしていて︑ガタイがい

１８４㎝くらいまでありました︒で

︻⼩関︼⼤塚選⼿がバスケット

い同級⽣が多かったですね︒

すか︖

ボールを始めたのはいつごろからで

︻⼤塚選⼿︼⼩学校四年⽣です︒⼀
つ上にいとこがいて先に始めていま
した︒僕は︑⼩学校⼀年⽣⼆年⽣は
サッカーをやっていて︑その後野球

んなときに﹁ちょっとバスケットど

やったり︑冬はスキーをしたり︒そ

う︖﹂と⾔われて始めました︒

ションとかは変わっていないです

︻⼩関︼⼩学校のころから︑ポジ

か︖

試合とか⼤会とかほとんどなくて︑

︻⼤塚選⼿︼⼈数が少なかったので︑

⼀回だけ︑⼩学校五年⽣のときに試
合に出たくらいですから︑ポジショ
ンとかも決まってなかったです︒
︻川村︼プロのバスケットボール選

ろからですか︖

⼿を⽬指すようになったのはいつご

︻⼤塚選⼿︼⼤学三年終わりか⼤学

職活動するか︑バスケットボール選

四年になる頃だったと思います︒就

動といっても︑実業団で仕事をやり

⼿になるのか︑考えました︒就職活

ながらバスケットボール選⼿として

その当時は︑実業団を⽬指す選⼿が

活動するということなんですけど︒

ので︑どうしようかって︒

多くて︑今以上に﹁狭き⾨﹂だった

︻川村︼実業団とプロとで︑プロの
ほうを選んだ理由はありますか︖
︻⼤塚選⼿︼バスケットボールが強

ＡチームとＢチームがあったんです︒

い⼤学にいたので︑⼈数も多くて︑

⼤学四年⽣になったらＡチームに上

僕は⼤学三年⽣までＢチームにいて︑

活動をするとせっかくＡチームに上

がることが決まっていました︒就職

がったのにシーズンに出られなく

のか︑シーズンを通してバスケット

なってしまう︒就職活動を優先する

ボールを頑張って︑結果を出してプ

リスクもあると思ったし︑恩師にも

ロに進むのか︒⼤きな決断でした︒

相談しました︒

︻佐々⽊︼プロのバスケットボール
選⼿としてやっていくときに不安な
こととかはありましたか︖
︻⼤塚選⼿︼いや︑不安なことし
かなかったですね︵笑︶声がかから

し︑⽣活できない可能性があります︒

なかったらどこもいくところがない

能⼒を持っていても︑みんなが⾒て
いるところで発揮できなければ評価
はしてもらえない︒
︻佐々⽊︼不安の中で︑バスケット
をしたいからプロバスケットボール
選⼿になったのですか︖
︻⼤塚選⼿︼基本︑性格が負けず嫌
いだから︑不安なことはもちろんあ

ていうのがずっとあります︒

るけどそれに負けちゃいけないなっ

名寄から札幌の⾼校に進学したん
ですけど︑札幌の⼤きな⾼校で︑余
り成功した⼈もいなくて︑学校を辞
めちゃったりとかもあって︒いろん
なところから︑いろんな⼈が集まっ

学から社会⼈になるときも何とか成

てくるところでやってきたので︑⼤

功したいという気持ちでいました
︻⽵内︼健康管理とか⾝体の管理と
か︑すごく⼤事だと思うのですが︑

︻⼤塚選⼿︼まず調べます︒どう

気を使っていることはありますか︖

したら⾃分のパフォーマンスがあが
るのか︒それだけでは不⼗分なので
トップアスリートの⼈からどういう

きました︒情報は仕⼊れるように⼼

⾷⽣活をしているのかとか︑話を聞

がけています︒
︻⽵内︼具体的にされていること
を教えていただけますか︖

余計な脂質をとらないとかですね︒

︻⼤塚選⼿︼簡単なことで⾔えば︑

あと︑今は結婚しているので︑奥さ
んにアスリートフードに関する資格
をとってもらいました︒⼀⼈暮らし
のときから徹底できていたら︑⾝体
ももっと⼤きくなっただろうし︑そ
ういうところは⼤事だと思います︒
︻⽵内︼私たちは⼤学で保健医療福
祉専⾨職を⽬指しているのですが︑
⼤塚選⼿がプロとしてスキルを⾼め
ていくために努⼒されていること︑
継続されていることはありますか︖
︻⼤塚選⼿︼まずはどのレベルにい
きたいのかみておいたほうがいい︒
モデルにしている⼈はいますか︖
︻⽵内︼ぼんやりと ︵笑︶⾃分が
…
⼊院していたとき︑話しやすい看護
師さんとそうでない看護師さんがい
て︒安⼼できる笑顔で接してくれる
と話しやすかったり︑質問しやす
かったりしました︒⼀番はそこを⽬
指してい ま す ︒
︻⼤塚選⼿︼そういう﹁⾃分がこう
なりたい﹂と思う⼈を⾒つけて︑そ
の⼈が何を考えているのか聞いたり
することも結構⼤事だと思いま
す︒ 聞いてみないとわからない︒

そうなるために実際は違うことして

⾃分でこうなりたいって思っても︑

いるかもしれないから︒

た⼈はいましたか︖

︻⽵内︼⼤塚選⼿はモデルにしてい

︻⼤塚選⼿︼⼩さい頃から︑テレビ
とか雑誌とか⾒て︑こういう選⼿に

マネしたり︑シュートフォームを勉

なりたいとか思って︑いっぱいモノ

でも︑それはバスケットボールを

強したりもしていました︒

楽しむ⼀環でやっていたことで︑実
際プロとなるとそれを⾃分のものに
しなければならない︒これだったら

ないと選べるようになると効率もあ

⾃分もできる︑これは⾃分にはでき

がります︒

フォームがきれいと⾔われています

︻⽵内︼⼤塚選⼿は︑シュート

すか︖︖

が︑モデルにしている⼈はいるんで

︻⼤塚選⼿︼モデルはいません︒試
⾏錯誤を重ねた結果です︒今も︑も
う少し⾃分に合った体の動かし⽅が

の選⼿のシュートをよく⾒たりとか

あるかなと思っていて︑いろんな他

しています︒
︻⽵内︼⼤塚選⼿はまだ選⼿として
完成形ではないということですか︖

だできるようになると思っています︒

︻⼤塚選⼿︼そうですね︑⾃分はま

もちろん年齢的に落ちていく⼒もあ
るかもしれないけれど︑考え⽅とか
反応の速さとかはどんどん成⻑でき

⾃分がリーグのトップレベルで評

ると思います︒

価されるようになったのは︑ここ数
年の話です︒他の選⼿からすれば遅
い⽅だと思います︒でも︑現在のバ

くれる⼈がいるってことは︑これま

スケットボールのリーグで評価して

されるべきことをしてこれたのでは

でやってきたことが⾝になり︑評価

ないかと最近思います︒
︻⽵内︼移籍された新しいチームで

チームの中でどのような選⼿になり

どのような役割を取りたいとか︑

たいとかありますか︖

⼈選⼿のなかで年齢が⼀番上なんで

︻⼤塚選⼿︼次に⾏くチームの⽇本

チームに求められることをベテラン

す︒今までそういうことがなくて︒

としてどういった形で表現していく

プレーで⾔えば︑今まで通り求め

のか︑新しいチャレンジです︒

られることはシュートだったり︑流
れを変えることだったりは同じだと

の⾯では︑年上としてチームを落ち

思いますが︑バスケットボール以外

着かせることなどもクラブ側から求
められていることなので︑どういっ

す︒でも︑⾃分が今まで出会ってき

た形で表現していくのか考えていま

た先輩⽅から学んできた⾃分の財産

元できると思います︒

があるので︑それを次のチームに還

私も⾃分のモデルとなるような⼈をみつけてそれ

⼤塚選⼿が⾃分の引き出しをみつけてみてと⾔っ
にめがけてこれから頑張りたいと思います。

ていたように、私も引き出しをつくれるように今
⽵内

の勉強をもっと頑張ろうと思いました。
愛莉

星那

プロのアスリートの⽅とお話しする機会ってなか

「プロ」を⽬指すということは，スポーツも福祉
なかないと思うので、⼤塚選⼿とお話しできてい

も同じだなと思いました。僕も福祉のプロを⽬指
い刺激になりました。

します。
佐々⽊

川村
翔

千那代
⼩関

◎川崎ブレイブサンダース所属
北海道名寄市出⾝の⽇本のプロバスケッ

トボール選⼿である。ポジションはフォ

やってもらいたいなと思います︒

れない︒そういうことをぜひ考えて

ときに⾃分の引き出しになるかもし

とを考えているだけで︑何かあった

ませんが︑学⽣の頃からそういうこ

とはわからないことも多いかもしれ

社会に出てからでないと細かいこ

みつかるかもしれません︒

いるものよりも⾃分に合ったものが

加えてもらえれば︒もし今⽬指して

今ある⽣活のラインに何か少しでも

気に全部は無理だと思いますけど︑

学⽣のときには戻れないので︑⼀

なかったなと︒

て﹂とか考えていたことがもったい

います︒﹁楽して卒業単位を取っ

を聞いたりしておけばよかったと思

分野に触れて勉強したり︑先⽣の話

⻑さんとかと話をすると︑いろんな

です︒今の年齢になって︑企業の社

たかといわれるとそうではなかった

を⾼める授業を積極的に取りにいっ

きに教員免許をとりましたが︑⾃分

ろは違うと思います︒僕も⼤学のと

︻⼤塚選⼿︼⼈によって⽬指すとこ

います︒

⽣にメッセージをいただきたいと思

︻司会︼最後に︑名寄市⽴⼤学の学

いと思います︒

違う刺激を⼦ども達に与えてあげた

して何か新しい︑楽しい︑普段とは

とができないけど︑バスケットを通

も︑名寄には年に⼀回位しか帰るこ

たのはとてもうれしいことです︒僕

いでチャレンジしていく環境ができ

⼦ども達が︑⾃分の限界を決めな

よかったと思います︵笑︶

幸せ︑僕のときにあったら︑もっと

ている︒今のここにいる⼦ども達は

雅司さんが中⼼となってやってくれ

あり︑僕の⾼校の先輩でもある阿部

それをオリンピック⾦メダリストで

場ができたことは僕もうれしいです︒

んなスポーツに関わることができる

︻⼤塚選⼿︼地域の⼦ども達がいろ

ように感じられていますか︒

に⾮常に⼒をいれていますが︑どの

ション⽴ち上げなど︑スポーツ振興

︻司会︼名寄では︑スポーツコミッ

ワード。

裕⼟
⼤塚

『図書館の⼀⾓にあるNEWS
PAPERこんなお洒落だと毎⽇
⽴ち寄りたくなります。』

５号館

2階カウンターの前にあるNEWS
PAPERコーナー。ここには全国紙、
地⽅紙、専⾨職向けの新聞などさま
ざまな新聞が揃っています。
インターネットやSNSから多くの
情報を得られるようになり、新聞に
触れる機会が少なくなっていますが、
お洒落なコーナーで新聞を読んでみ
ませんか︖

その周辺

あのときこのとき
使っておけばよかった。
こんな場所あったの︕
なんて後悔しないように
徹底追及します︕

『このソファに座ってみると
居⼼地の良さに感動すること
間違いなし︕』

2階のブラウジングスペースに
あるソファ。このスペースから
キャンパスを⼀望することができ、
名寄の四季を感じることができま
す。読書をしながら、ゆったりと
優雅なひとときを過ごしてみては
いかがでしょうか︖

図 書 館 の コ コ が 好 き 。

『最初は、これなんだろう︖
と思っていました。可愛いソ
ファ達。』
開架スペースにある丸く可愛い
ソファ達。本をちょっと⽴ち読み
したいときに腰掛けてみると、⼼
地よい座り⼼地です。いろんな形
のソファがあり、みているだけで
もワクワクしてきます。皆さんも
ぜひ体験してみてはいかがでしょ
うか︖

並⽊道。
⼤学構内にある素敵な場所
です。初夏の新緑、秋の紅葉
など季節ごとに美しい景⾊が
みられます。
⾳楽室。
主に社会保育学科の学⽣が
講義や演習で利⽤しています。
素敵な空間で⾳楽について
学んでいます。この他にもピ
アノレッスン室があります。

⼩児・⺟性看護学実習室。

普段は看護学科の学⽣が講
義や演習で利⽤しています。
地域の⽅を対象としたタッ
チケアサロンの会場にもなっ
ています。

学⻑）学内のパソコン設備やWIFI環境の整備を進めていますが、本学の学習環
境についてはどうですか。
東）図書館には、個⼈やグループで学習するスペースが多く配置されていて、
⽇々の学習はもちろん、特に試験期間は閉館まで図書館で学習しています。現
在、⽇曜や祝祭⽇は休館となっていますが、開館することはできませんか。
学⻑）新図書館ができて学習環境は格段に良くなったと思っています。開館
⽇・時間含めた新図書館の運⽤⾯についても、皆さんの要望を聞きながら徐々
に改善してきました。⽇曜・祝祭⽇の開館のためには財政⾯での課題もあり、
すぐに解決することは難しいかもしれませんが、学習環境の整備は⼤学として
⼤変重要な課題と考えています。

＼佐古学⻑と学⽣⾃治会執⾏部との懇談会が開催されました／

東）WEB上で学習上必要な調べ物をすることも増えていますが、検索 ⽇頃の学⽣⽣活を通して、学⽣から⾃治会に寄せられた要望など、直接学⻑と
したページが閲覧禁⽌になっていることが多いです。また、パソコン
話し合う機会となりました
室が9時でないと開錠されないのはとても不便です。
学⻑）本学では、近年セキュリティ対策を強化しました。そのため閲
覧禁⽌のページが増えています。また、パソコン室は担当職員がサイ
バー攻撃等を監視できる時間帯に開室しています。セキュリティを維
持しながら、皆さんが学習に必要な情報⼊⼿や資料印刷が可能になる
ように対応を検討します。

佐古学⻑-学⽣⾃治会執⾏部

学⻑）皆さんの⽇々の学習への取り組みはどうですか。講義以外の学
習時間はどのくらいですか。
東）経済的理由からアルバイトをしている学⽣も多く、毎⽇学習する
というよりは試験前などに集中して学習することが多いと思います。
学⻑）⾼等教育無償化に加えて、本学独⾃の奨学⾦制度も設けました。
皆さんの学習できる環境づくりに向けて、本学としても努⼒していき
ますので、皆さんにも頑張ってもらいたいと思います。

学⻑）本学の⽣活環境についてはどうですか。５号館が整備され
て、学⾷や学内２つめのコンビニエンスストアもオープンしまし
た。
東）コンビニエンスストアの平⽇の営業時間をもう少し⻑くでき
ませんか。できれば休⽇も利⽤したいです。
学⻑）⽴地から本学の学⽣・教職員による売り上げがほぼ全ての
ため、現状では採算⾯で難しいでしょう。収益向上に向けて、皆
さんからもいろいろなアイデアを出してもらえたらと思います。
中⽥）更⾐室やシャワールーム、空き時間に過ごせるようなカ
フェがほしいです。
学⻑）施設設備の改修を伴うものは予算的にすぐに対応するのは
難しいのですが、引き続き検討し、可能なものから実現していき
たいと思います。

学⻑）授業評価アンケートを学⽣の皆さんにお願いしていますが、授業評価アン
ケートについてはどう思いますか。
中⽥）あった⽅がよいと思いますが、WEB上で答えるようになってから、ログイ
ンして⼊⼒するのが⼤変で、むしろ不便になったと感じます。
横⼭）アンケートに回答しても授業が改善されないのであれば、やっても意味が
ないように思います。
東）アンケート結果をスマートホンや学外のパソコンから⾒ることができないの
で不便です。
学⻑）皆さんの意⾒を反映していきたいと思います。残念ながらアンケート回答
率が⾼くありません。皆さんのご協⼒をお願いします。

こども⾷堂サークル

サークル
紹介

名寄市⽴⼤学では、名寄市、名寄市社会福祉協議会、
市⺠ボランティアの協⼒により実施されている「なよろ
⼦ども⽀援プロジェクト」に参画しています。名寄市内
の⼩中学⽣を対象に⼦ども⾷堂「だだちゃ」（⼿作りの
⾷事提供）、学習⽀援「もっちもち」（⼤学⽣による学
習⽀援）、⼦どもの居場所「すぴか」（⾃由に過ごせる
居場所の提供）を⾏っています。年4〜5回週末に市内公
共施設で開催しており、市内全域から20〜30名の⼦ど
も達が参加します。
プロジェクトに参加した本学学⽣が、「より主体的に
プロジェクトに参画していきたい︕」という思いから
2019年4⽉「こども⾷堂サークル」（サークル⻑︓社
会保育学科3年秋⼭さくら）を⽴ち上げました。⽴ち上
げ前には学⽣企画の学習会を開催し、旭川市での先駆的
活動から⼦ども⽀援への理解を深めました。サークルで
は、年度当初の関係機関との打ち合わせ、メニュー決め
や学習⽀援の準備など活動前の打ち合わせに参加します。
活動後には振り返りを⾏って、⼦どもの様⼦や配慮すべ
き点などを共有し、次の活動につなげています。
プロジェクトでは、リピーターの⼦ども達も増えて、
⼦ども達と⼤学⽣とが関わる貴重な居場所となっていま
す。こども⾷堂サークルも活動の回数や場所を増やして、
より多くの⼦ども達と⼤学⽣とが関われるようにしたい
と考えています。

援農ボランティア研究事業

昨年に引き続き、今年度もコミュニティケア教育研究センター課
題研究として、援農ボランティア研究事業が実施されました。名寄
の特産品であるアスパラとスイートコーンはスーパーなど⼩売店側
から需要が⼤きく、名寄の気候・⾵⼟も適していますが、収穫の際
の⼿数が⾜りず、⽣産は縮⼩傾向にあります。
⼀⽅、⼤学⽣はせっかく農業がさかんな名寄市に来ても、あまり
農業・農村と関わる機会はなく、距離が遠くなっていました。
そこで、名寄市⽴⼤学・名寄市・JA道北なよろが協⼒して農
家・学⽣向け説明会の開催や作業条件の統⼀、作業服の貸与などサ
ポート体制を組み、アスパラとスイートコーンの収穫・調整等の作
業を⼤学⽣に⼿伝ってもらう援農ボランティア事業を実施していま
す。両者からの評価は概ね好評で、のべ94名の学⽣がのべ27⼾の
農家さんの元で援農ボランティア活動に従事しました。

研究紹介

編集後記

名寄はすっかり冬景⾊となりました。名寄市⽴⼤学WEB広報誌
2019Winter号をお届けします。
本号では、「名寄市⽴⼤学の今」をイメージできるようなビジュア
ルな広報誌を⽬指しました。メイン記事では、Bリーグで活躍を続け
る⼤塚裕⼟選⼿（名寄市出⾝）をお迎えし、学⽣との対談を⾏いまし
た。「名寄から夢をかなえよう」そんなメッセージをお伝えできたで
しょうか。
最後にこの場をお借りして、ご協⼒頂いた⼤塚裕⼟選⼿、池⽥俊⼀
様、本学学⽣ならびに教職員の皆さま、編集作業にご尽⼒頂きました
広報web委員会の皆さま、伊藤敏勝主査、尾崎彩⾹様に⼼より感謝申
し上げます。ありがとうございました。
名寄市⽴⼤学広報web委員⻑ 結城 佳⼦

＜広報web委員＞
結城
⼩野寺
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⼭本

達朗

今野

聖⼠

中⻄

さやか

室⽮

剛志

2019年12⽉発刊

