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﹁怖れず 侮らず 気負わず︑

やるべきことに取り組みます︒

身に付け感謝と奉仕の心を

暖かみ厳しさ知性を

実践します︒﹂

をモットーに頑張ってください︒

留

国際英米コース
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体

験

記

カリフォルニア州
マーセドコミュニティカレッジ
（スポーツ留学プログラム）

はカリフォルニア州
にある大学へ１年間
留学をしてきました。
日本
と違って、
アメリカの学生
は毎日、小さなことでも目
標を立てて過ごし、勉強
の量も多く、
そのギャップ
にとても危機感を感じて
宮城 雄平 いました。その為、自分も
（宜野湾高校卒） 成長しなければという思
国際英米コース いから日々向上心を持つ
事が出来ました。勉強以外には、
よく旅行へ出掛
けました。
アメリカはとても広く、州によって法律や
文化が変わってくるので、
より自分の視野を広げ
ることができ、沢山の刺激を受けました。
最初は自分の英語が伝わらないことも多々あ
りますが、怖じ気づき黙り込んでしまってはもった
いないです。言語以外にも、
ジェスチャーなどの表
現は沢山あるので、留学に興味のある人、
これか
ら留学へ行く人は勇気を持って積極的に英語で
の会話を楽しんでください。

４年
課程
４年
課程

専門学校尚学院国際ビジネ
スアカデミー SIBA では、近
畿大学通信教育部法律学科
との併修により 4 年間で
SIBA を卒業と同時に学士（大
学卒業）高度専門士の資格
が取得可能になりました。
従来の進学スタイルを一新、SIBA 独自の公務員試験
対策カリキュラムにより、専門学校 SIBA から公務員
上級（大学卒業程度）試験にチャレンジ！！

記

事

新コース

オーストラリア留学

完全提携

単位互換可能、帰国後に
4年制大学への編入が可能！

僕

２年
課程
２年
課程

別

・大学３年次編入試験 指定校決定
・国際英米コース スポーツ留学プログラム！
・マーセドコミュニティカレッジ 1名 長期留学！
・ヴィクトリアユニバーシティ 2名 長期留学！
・スウィンバーンユニバーシティオブテクノロジー ２名 長期留学！
・ラングエッジズ アクロス ボーダーズ 4名 長期留学！
・ラングエッジズ アクロス ボーダーズ 1名 短期留学！
・男子バスケットボール部全国専門学校バスケットボール選手権大会 ベスト8！
・ＳＩＢＡ各行事のご案内、課外活動など

カリフォルニア

マーセド スポーツ留学

トロントの優良企業で働く有給インターンシップ留学

GO CANAD A

新設

海 外 長 期 留 学 2018
マーセドコミュニティカレッジ
ラングエッジズ アクロス ボーダーズ
スウィンバーン ユニバーシティ オブ テクノロジー
ヴィクトリアユニバーシティ
マーセド
コミュニティ
カレッジ

ラングエッジズ
アクロス ボーダーズ

出願資格
津波古 海都

石川 涼佳

宮下 麗奈

金城 力貴

與那覇 叶

（糸満高校卒） （北部農林高校卒）
（小禄高校卒） （小禄高校卒） （北谷高校卒）

3年次編入試験の指定校獲得！

特待の内容

今

年度も尚学院国際ビジネスアカデミー
（SIBA）は、沖縄国際大学・沖縄大学の
大学 3 年次編入試験の指定校になりました。
それに伴い、本校学院長名城政次郎先生の推
薦を得られた学生に対しては、沖縄国際大学
と沖縄大学 3 年次編入試験の際は、面接と書
類審査で合否が判定されます。是非チャレン
ジしてみてください。

募集学科および募集人員
■沖縄国際大学

公務員コースから 最終
！
快挙 国立病院機構 合格

4

■沖縄大学

法経学部法経学科＝2 名
人文学部国際コミュニケーション学科＝2 名

カレッジコース

近畿大学の卒業ゼミナールに参加

カ レッジコースでは、近畿大学
の併修校制度を採用すること

短期
留学

仲地 一紘

（読谷高校卒）

アメリカ

5週間

大城 彩世

ラングエッジズ
アクロス ボーダーズ

2週間の金額で

オーストラリア
メルボルン

をするなど、沖縄では体験できな
い体験をすることで大学の一端を
経験することが出来ました。今回
の経験から、今まで抱いていた大
学のイメージに具体性が増すこと
で、編入学への励みになったもの
と思います。

城間 亜美

（宜野湾高校卒）

学校説明会

毎週土曜日開催

ＡＭ11：00〜ＰＭ2：00

※詳しい内容は、直接 SIBA へ
お問い合わせください

オープン
キャンパス

土 土 土 土

9 月 1・8・15・29
10 月 13・27
11 月 10・24
12 月 8
1 月 19
2月
9
3 月 16

参加者には
うれしい
特典あり！

無料送迎有

タイム
スケジュール

●10：50 受付
●11：00〜12：00
各コース説明
（体験授業など）
●12：00〜13：00
昼食
●13：00〜14：00
全体説明
（学費・奨学金制度
特待生など）

土

スポーツ特待生募集 サッカー始動！
（男子）/ 野球
最大学費半額免除 バスケ
バレー（男女）/サッカー
定員に達し次第、締め切ります。ご応募はお早めに！

石川 輝美

（普天間高校卒） （具志川高校卒）

土

で、卒業時には専門士と短期大学
士の学歴を得ることが可能なコー
スとなっています。去った 9 月 1
日からの 3 間日は、その併修校で
ある近畿大学の卒業ゼミナールに
参加しており、そこで大学教授と
の対面での講義や、様々な年齢層
の外部生と同じ課題について議論

宮城 ゆり

（前原高校卒）

ヴィクトリア
ユニバーシティ

土

年 間 は 長 い よ う で 実 際 は、
あっという間でした！入学時
は専門学校ですが卒業時は、大卒
の資格と高度専門士が授与されま
す。他大学の友人は、公務員試験
対策として塾通いしていましたが、
藤村 あずさ SIBA は独自の公務員試験対策が授
（沖縄尚学高校卒） 業に組み込まれています。数多く
法律・行政コース の合格者を輩出している先生方か
（4 年課程）
ら熱心なサポートを受けることに
より自信と実力を養うことが出来たと思います。特に
面接対策等、独学での合格・採用を実現することは難
しいと実感しました。また、SIBA 公務員コースは女
子学生も多いのでクラスの雰囲気も良く、男子のみな
らず公務員を目指す女子が学ぶ環境も整っています。
近々オープンキャンパスの企画で公務員女子会を開催
予定です！是非、参加してみてね☆

法学部法律学科＝1 名
法学部地域行政学科＝1 名
産業情報学部産業情報学科＝1 名
総合文化学部日本文化学科＝2 名
総合文化学部英米言語文化学科＝2 名
総合文化学部人間福祉学科（社会福祉専攻）
＝1 名

スウィンバーン
ユニバーシティオブ
テクノロジー

※詳しい内容は、直接 SIBA へ
お問い合わせください

男子バスケットボール

優勝

サッカー

第 23 回
全国専門学校
バスケットボール
選手権大会

ベスト8

小

野

球

今 年の沖専各体育大会を振り返っ
て、自分達が思っていたよりも

昨 年も優勝している大会で、無事２連
覇を達成することができて良かった

です。
キャプテンとして挑みましたが、本当
にチームの皆に支えてもらい、個々の実
力はもちろんですが「チーム全体で優勝
する事ができた！」と感じています。し
津波古 海都 かし、全国を見据えての大会だったので
すが、プレーの内容としてはあまり満足
（糸満高校卒）
いくものではなかったので、しっかりと
全国でも優勝できるように対策しなければという課題も発
見できた試合でもありました。
全国大会終了後、僕はアメリ
カ留学を控えています。自分の
目標に向かって頑張りますの
で、バスケ部の先輩は後輩に教
えながら、後輩は先輩から技を
盗み、来年は全国３連覇という
大きな目標に向かって頑張って
ほしいです。

國吉 萩

（具志川商業高校卒）

勝てたという印象が残りました。１
回戦敗退もあり得るかも知れないと
いう状況の中、お互いに声を出し合
い、勝ちたいという思いが３位とい
う結果につながったのではないかと
思います。
古謝 奎斗
SIBA の野球部には、高校時代も
（嘉手納高校卒） 活躍していた先輩達が多く所属して
いるので、試合中にはそのバッティングの凄さを改めて実
感する事ができたし、自分自身のプレーにも繋げていけた
らと感じました。
大会が終わって間もないですが、学業はもちろん、練習
時間も増やして来年こそは優勝できるように、日々努力を
していこうと思います。

サバイバル イングリッシュ
★Presented by 国際英米コース★

女子バレー

川畑 梨々

（具志川高校卒）
回２年生６名、
１年生３名の新チームで、
毎週水曜日の１９：００〜２１：
００までという限られた練習時間の中で一生懸命練習に取り組んでき
ました。練習では、各ポジションを徹底的にこなし、チームで話し合いなが
ら課題や改善点を見つけ、大会を最高の状態で迎えられるように頑張りまし
た。結果は惜しくも準優勝という結果でしたが、最高のチームで楽しみなが
らバレーボールができて良かったです。
来年も良い結果が残せるよう頑張りたいです。

今

チャイルドイングリッシュコース

オ ペ ア テ ィ ー パ ー テ ィ

S
月４日（土）にオペア留学に興味のある高校生を招
8 いてティーパーティを行いました。チャイルドイン
「サ バイバルイングリッシュ」と題し国際英米コースに
よるオープンキャンパスを開催しました！
前日までの風雨はどこへ？というほど、当日は天候にも
恵まれ SIBA 国際英米コースの学生とネイティブの先生が
高校生の皆さんと楽しい時間を過ごしました♪
全て英語で BBQ の準備から片付けまでを参加者全員で
行い、自ら作り上げていくプロセスも楽しみながら異文化
を体験する絶好の機会となり、参加者同士の交流も深めら
れたと思います (^^)/
高校生の皆さんは
「楽しかった！また参
加 し た い で す♪」と
充分満足した様子で
した (^̲-)-☆

こども未来本科

学生の頃からサッカーをして
いて、高校時代にはフットサ
ルで成績を残した事もあり、専門学
校進学後もサッカー部へ入部しまし
た。
今回の体育大会では、各コース多
忙であった為、思うように練習がで
きず残念な結果となってしまい、と
ても悔しい思いをしましたが、暑い
日差しの中、皆で協力をしてプレー
できたことはとても良い経験となり
ました。今年の悔しさをバネにして、
来年の目標である「２勝」を目指し
て頑張っていきたいと思います！
応援に来てくれた皆さん！ありが
とうございました！

グリッシュコースの学生のほかに、オペア留学から帰っ
てきた先輩達の経験を聞いたり、現在留学中の先輩とは
スカイプで話したりと、盛りだくさんの内容でした。
現地での生活はどんなことをしているのか？子ども達
とコミュニケーションはすぐに取れたのかなど、聞きた
い事沢山の様子でした。また、卒業生や在校生を交えて
テーブルを囲み座談会形式でランチを取りながら、出発
までの準備や現地での生活、楽しかったことなどを質問
している様子が見られました。この交流を通して今年も
オペアの輪が広がり繋がっていく事でしょう (^̲-)-☆

宿泊研修＠渡嘉敷島

IBAでは毎年、入学式を終えた後に合同宿泊研修
や日帰り研修を行っています。今年は渡嘉敷島に
ある、国立沖縄青少年交流の家にて合同宿泊研修を実
施しました♪
ビーチでのアクティビティは活気に溢れ、どの競技
も最初から最後まで大盛り上がりでした！研修は、新
入生が入学後に参加する最初の行事であり、SIBA で
出逢った新しいクラスメイトと共に、この研修を通し
てお互いの絆を深め、卒業までの誓いを立てます。

ワーキングスタディコース

暑い夏に熱い授業！

こ ども未来本科では７月から８月にかけて、実技が盛り込まれた
スクーリングがたくさんありました。１年生の「スポーツ実技」

では教室を飛び出して広い体育館でバレーやバスケットボールなど
を行い身体を思いきり動かしました。
蒸し暑い体育館が学生の熱気で更に暑くなりましたが、汗だくに
なりながらも皆の珍プレーに笑いが絶えませんでした。
他にも淋浴や調乳などの実技や教員採用試験に向けての講義など
盛り沢山で充実した夏になりました。

有給企業実習見学会
ルバイトの時間が単位になってお給料ももらえ

ア る SIBA ワーキングスタディコース！有給企業実

習見学会はワーキングスタディコースの学生が実際に
企業で働く様子を見学しながら、エスコートの先輩に
色々と質問できます！今回はうるま市栄野比 タイヨ
ウステーキハウス（TAIYO STEAK HOUSE）にて開
催しました！タイヨウステーキハウスは、お客様の９
割が外国人の料理店！多くの参加者が集う中、充実し
た時間を過ごすことができました！

チャイルドイングリッシュコースから
！
30 点
英検準1級・保育英検 1級 TOEIC 8

年度）は、
ミュージッ
前 年度（2017
クコンテスト部門優勝 コザ高校・
美来工科高校・那覇西高校の合同チー
ム、スピーチ・ストーリーテリング
部門優勝 首里東高校という結果にな
りました！今年も多くの高校生の挑
戦をお待ちしております☆

２０１8 開催日

ミュージック部門：１２月 22 日（土）
スピーチ・ストーリーテリング部門：
１２月 23 日（日）

SIBA
英 語が出来る保育士、幼稚園教諭を目指して
独自のカリキュラムを学びたいと思い入学しまし
た。入学後、半年で TOEIC 800 点という結果には、驚

砂川 ゆきの きと喜びを感じています。しかし今は、まだまだ通過
（球陽高校卒）

チャイルドイングリッシュ 点です。次回は英検１級、TOEIC スコアも900 点を
コース 2 年 取得できるよう希望をもって挑みたいと思います！

参加者にはうれしい特典あり

公務員・教養本科 4年課程・2年課程 こども未来本科 4年課程・2年課程

法律・行政コース
警察・消防・海上保安コース

公務員・教養専修科

1年課程

保育カウンセリングコース
チャイルドイングリッシュコース
小学校教員養成コース

国際ビジネス本科 3年課程・2年課程
国際ビジネス専修科 1年課程

カレッジコース
ワーキングスタディコース英語ビジネス専攻
国際英米コース

