
部局名：学生支援部留学支援課

（単位：千円）

項　　目
令和３年度
配 分 額

令和３年度
支出実績額

内容（簡潔に記入すること）

3,000千円

１．各種保険事業 1,076千円 民間宿舎に入居する留学生に対する留学生住宅総
合補償加入の補助及び留学生用宿舎の個人・借家
人賠償責任保険加入の補助

２．交流補助事業 0 大学主催の行事にかかる参加料・保険料等の補助

３．地域交流補助事業 0 地域交流団体への活動費の補助

４．広報活動補助事業 0 留学生関連の広報

５．予備費 190千円 コロナ陽性者等への緊急支援

合　　 　計 1,266千円

２．事業経費の使用結果に関する報告

【事業の成果，問題点，その他特筆すべき事項】

令和３年度 西遊基金事業実績報告書（留学生支援事業）

１．支出実績額内訳

１．各種保険加入事業では、民間宿舎に入居希望の延べ約170人への保険加入補助を行うことで、大
学が機関保証となり入居することができた。また、留学生用宿舎入居者の賠償責任及び火災保険加
入補助を行うことで、入居者約200人が安心して生活することができた。
２．交流補助事業　及び　３．地域交流補助事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため開
催を中止した。
４．広報活動補助事業の支出はなかった。
５．予備費は、コロナ陽性者等となった留学生の待機期間中の緊急対応として，食料品等の支援を
行った。



部局名：学生支援部留学支援課

（単位：千円）

項　　目
令和３年度
配 分 額

令和３年度
支出実績額

内容（簡潔に記入すること）

1,500千円 0千円

合　 　計 0

令和３年度 西遊基金事業実績報告書（田添グローバル交流推進基金奨学金）

１．支出実績額内訳

２．事業経費の使用結果に関する報告

【事業の成果，問題点，その他特筆すべき事項】

令和元年度末からの新型コロナ感染症拡大の影響により，令和3年度も支給実績がなかった。

(目的)
本学の国際交流を積極的に推進するため，
本学に在籍する日本人学生が海外に留学
する際に，留学に係る費用の一部を奨学金
として支援することにより，長崎大学ブラン
ドのグローバル人材の育成に資するもの。

(対象)
本学に在籍したまま本学が実施する単位
取得を伴う派遣プログラム等により派遣さ
れる日本人学生で，「長崎グローバル＋
コース」履修（修了）学生，又は学業成績が
優秀で人物等に優れている者で，かつ，所
定の成績水準を満たす者。

令和３年度より、西遊基金へ組み入れ。令和３年度末残額8,740,000円



部局名：学生支援部留学支援課

（単位：千円）

項　　目
令和３年度
配 分 額

令和３年度
支出実績額

内容（簡潔に記入すること）

8,400千円 7,200千円 12人×1人50千円×12月＝7,200千円

合　 　計 7,200千円

令和３年度 西遊基金事業実績報告書（「葉國璽」私費外国人留学生奨学金）

１．支出実績額内訳

２．事業経費の使用結果に関する報告

【事業の成果，問題点，その他特筆すべき事項】

12名の留学生（大学院11名，学部1名）に経済支援を行った。

(目的)
本学に在籍する私費外国人留学生への教
育研究助成

(対象)
1.本学大学院，医学部医学科，多文化社会
学部又は情報データ科学部に在籍する留
学生及び研究生。
かつ
2.次の資格をすべて満たす者。
〇学業，人物ともに優れ経済的理由により
修学又は研究が困難な者
〇所属研究科長等の推薦のある者
〇申請者に配偶者がいる場合は，当該配
偶者に一定以上の収入がない者
〇本学の基本目標に関連する領域につい
て，学習又は研究する者

令和３年度より、西遊基金へ組み入れ。令和３年度末残額13,297,488円



部局名：学生支援部学生支援課生活支援班

（単位：千円）

項　　目
令和３年度
配 分 額

令和３年度
支出実績額

内容（簡潔に記入すること）

ながさき海援隊に 1,000千円 834千円 ①旅行手配一式：708千円

よる対馬海岸清掃 ②航空機欠航による延泊関連費用：126千円

参加者：１８名　　旅程：10/30～11/1

①の内訳（10/30～31）

旅費：390,500円

宿泊費：193,500円

　9名×1泊（7,500円）＋9名×2泊（14,000円）

レンタカー３台（10/30）：78,980円

レンタカー２台（10/31）：44,760円

②の内訳（11/1）

延泊分経費(ﾚﾝﾀｶｰ代) 　：17,600円

延泊分経費(ﾎﾃﾙ代)　　　：93,000円

延泊分経費（ｶﾞｿﾘﾝ代)　  ：1,592円

延泊分経費(高速ﾊﾞｽ代)　：13,000円

延泊分経費（駐車場代)　     ：900円

合 計 1,000千円 834千円

２．事業経費の使用結果に関する報告

【事業の成果，問題点，その他特筆すべき事項】

令和３年度 西遊基金事業実績報告書（プラネタリーヘルスに繋がる取組実現のための支援）

１．支出実績額内訳

　海浜清掃活動を行っている学生団体、「ながさき海援隊」に対して、「日本一漂着ゴミが多い」と言われる

対馬沿岸の清掃活動の実施に係る経費の補助を行った。

　通常行っていない、対馬での海浜清掃や現地団体との協働を通じ、これまでにない新たな見識を得た。

　また、この活動を通じた学びを、小学校等への出前講義や、出島メッセオープニングイベント等において

社会へ還元している。



ながさき海援隊 

対馬海岸清掃開催 

に関する一連の取り組み 

活動報告書 

2022 年 1 月 14 日(金) 

ながさき海援隊 

7 代目代表 山里 舞



1 ながさき海援隊対馬海岸清掃開催について 

 本企画は 2021 年度前期に企画されたプラネタリーヘルス活動の一環として計画、実施さ

れたものである。コロナウイルスの感染状況の影響を受け数回の日程変更を繰り返し、9 月

に交通手段・宿泊先の確保をはじめ、10 月 29(金)~11 月 1 日(月)のスケジュールで実施し

た。以下に当日の具体的なスケジュールを示す。また、復路で飛行機が欠航となったため当

初の予定よりも 1 日延泊した。予定変更した部分については赤文字で記す。 

 清掃活動の具体的な内容は別添の 4 つの活動報告書に記してある。参加者は 1.2.3 年生の

部員 18 名であり、末尾に名簿を掲載する。 

図 1 活動場所 

[10/29 移動日] 

・15:00 ORC057 7 名出発

・小茂田浜、豊玉発電所前、グランドホテル前海岸の下見

・18:40 ORC061 2 名出発

[10/30] 

・9:00～12:00 小茂田浜清掃



・9:35 ORC051 9 名出発

・11:00～12:30 上槻海岸清掃(小茂田浜海岸の清掃が予定よりも早く終わったため、途中

から 8 名別行動をした。清掃活動は行わず、ICC 調査1のみを実施した。) 

・14:30~16:30 シーカヤック

・自由行動

[10/31] 

・8:15～10:30 豊玉発電所前清掃(ICC 調査実施)

・12:30～14:50 グランドホテル前清掃(ICC 調査実施)

・15:55 ORC058 バードストライクにより欠航、延泊

[11/1 移動日] 

・11:05 ORC52 13 名出発

・ORC54 5 名 機体整備により 3 時間 45 分遅延

・14:50 5 名出発

2 ながさき海援隊の対馬に関わる計画 

 以下黒字で書かれたものは、事前の計画書で想定した内容である。それぞれの項目ごとに

実施した内容を追記する。 

1 International Coastal Cleanup と呼ばれる 10×10 の区画内のゴミの種類と量を調べる調査方法のこと。海援隊の 3 つのテーマのうち

“調べる”ではこの方法を取り入れている。 

図 2 シーカヤック 図 3 シーカヤック 



事前の勉強会 

 海援隊顧問の水産・環境科学総合研究科朝倉准教授とマイクロプラスチックの分析

方法について相談をしている。部員全員で ICC 調査だけでなくマイクロプラスチック

調査についても知識をつける。また、事前に対馬 CAPPA2の方と話し合いを行い現場の

状況や注意点を確認する。現地の専門家に対馬のゴミ分布の特徴(東西南北)を聞き、場

所ごとに拾い方を変える。これら二回の勉強会を通して部員全員が対馬で何をするべ

きか明確化する。 

 効率よく清掃ができるようにおおよその漂着ゴミの種類、量、ゴミ捨て場の位置など

を把握しておき、回収・搬出の計画を立てる際に役立てる。通常の清掃活動では漂着ゴ

ミを市の廃棄物対策課が回収しているが、離島では処理施設があっても海岸漂着物の

質や量の問題から対応できない場合があるため、対馬でのゴミ処理の状況や分別方法

について調べておく。 

事前の勉強会 

 朝倉先生とは遠征前に打ち合わせを行い、マイクロプラスチックの調査方法につい

て学んだ。また、9/26 に行った第 79 回海浜清掃では実際にマイクロプラスチックの調

査を行い、事前に操作を確認することができた。10/20 に対馬清掃参加者に事前説明を

行い、スケジュールの確認と今後実現したい活動について話し合った。 

 ゴミの収集作業は対馬 CAPPA が担当したので、海援隊は現地での分別作業を行っ

た。 

 当日の清掃 

当日の行動計画については資料 1 に明記している。現地で精力的に活動を行ってい

2 対馬で海岸および海洋環境の保全活動を行う一般社団法人である。海ゴミについての環境スタディ業務、行政と民間をつなぐ中間支

援組織業務を行っている。https://www.tsushima-cappa.com/ 

勉
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る対馬 CAPPA と共同活動をすることで、海援隊は新たな知識を得ることができ、現地

の特徴を学びながら長崎市との比較を行うことができる。現地では対馬の西側、東側の

清掃を行いゴミの分布について比較する。清掃ごとにワークショップを行い、メンバー

内で感想や情報を共有する。活動後に活動報告書を作成する。 

 また、ECAN3にあるドローンを用いて上空から清掃風景を撮影する。これを編集す

ることで広報活動となり、地域の方々により分かりやすく現状を伝えることができる。 

当日の清掃 

 具体的な活動内容や活動の様子について、別添の資料で説明している。各海岸の清掃

後にワークショップを行い、感想の共有や長崎市との比較を行った。 

 持参したドローンを使って小茂田浜海岸、豊玉発電所横、グランドホテル前の 3 海

岸で撮影した。安定した動画を撮ること、動画編集など今後の課題も見つかった。 

部内の共有会 

 過去の ICC 調査の結果と比較してゴミの割合の増減を分析し、対馬の海ゴミの傾向

について認識を深める。 

 活動報告書をもとに発表資料を作成し、月に 2 回行われる定期ミーティングで活動

報告会を行う。現地に行かなかったメンバーにも情報を共有し、活動を通して得たもの、

今後の活動に取り入れることなどを話し合う。共有会でよりいいものを活動に取り入

れていく姿勢をつくり、今後の清掃の質をさらに高める。 

部内の共有会 

対馬清掃の直後の 11/8 のミーティングで活動報告書を作成し、データの振り返りを

行った。また、清掃に参加していないメンバーにも活動写真と ICC データを共有した。 

 地域還元 

従来の広報活動の場で、対馬遠征の報告を行う。 

・10 月 23.24 日に行われるエコライフフェスタの展示パネル内に現地の写真やデータ

を掲載する。 

・出張講座で「日本で一番漂着ゴミが多い場所」として清掃の様子を共有する。

・第 69 回海洋教育フォーラムで対馬の漂着ゴミについて全国の人々に資料を提供する。 

・SNS に掲載し、世界中の人に情報発信する。

・11 月出島メッセで行われる SDGｓ関連イベントに参加し、地域の方々に海問題を身

近にとらえてもらう。 

3 NPO 環境カウンセリング協会長崎のことである。http://npo-ecan.org/ 



また、最も身近な存在である学生を対象に以下の内容を企画する。 

・大学図書館内ギャラリーでのパネル展示を行う。

・一般学生を対象に海岸清掃を実施する。

地域還元 

 遠征日程が 10/29～となったため、直前のエコライフフェスタで紹介することはでき

なかった。出張講座は、第 3 回高城台出張講座、川原小出張講座で対馬の海岸の写真を

見せたり、意見を交換するワークショップを開催した。海洋教育フォーラムは、昨年の

プレゼンテーションとは異なりディスカッションのみの参加だったため、対馬の話を

することはできなかった。SNS は各海岸の清掃の様子を Instagram・Facebook で報告

した。また、11/13 に行われた Dejicon で対馬の活動を終えた感想や今後の思いについ

てプレゼンテーションとディスカッションを行った。 

 学生を対象とした活動として 12/12~12/21 の期間図書館 1 階ブースで活動紹介およ

び対馬清掃の報告を行った。さらに、11/27 に開催した第 84 回海浜清掃 in 神代海岸で

は長崎大学・純心大学・活水女子大学・長崎総合科学大学の学生 20 名と合同で清掃活

動を行った。参加学生にパンフレットを配り、海援隊の活動紹介の中で対馬遠征の様子

を紹介した。 

今後の予定 

 今年度予定されている諏訪小学校出張講座、平戸市の中学校出張講座、メットライフ

生命でのランチセッションで対馬清掃の紹介や ICC 調査データ考察を行う予定である。

また、2 月に行う後期総会で部員ともう一度対馬清掃の振り返りを行う。 

また、年度末に一般社団法人 JEAN4に ICC データを提出する。 

3 最後に 

 最後に、Dejicon という発表の機会も提供してくれた赤石先生、企画書に何度も目を通し

改訂いただいた井上先生、いつも私たちの活動を支えてくださる朝倉先生、本企画の計画段

階から関わり実現にご尽力いただいたやってみゅーでスクの塩塚様・学生支援課の田中様

をはじめ、関わってくださったすべての皆様に感謝申し上げます。 

 また、事前の打ち合わせや当日の清掃活動全てサポートしていただいた対馬 CAPPA の

皆様にも重ねてお礼申し上げます。 

4 国際基準である ICC 調査を日本で取りまとめている一般社団法人。http://www.jean.jp/ 



4 参考資料 

 本事業で清掃活動を行った 4 か所の海岸での活動報告書、並びに 3 か所の海岸の ICC 調

査結果を併せて報告書とする。 

・対馬清掃１ 小茂田浜

・対馬清掃２ 上槻海岸

・対馬清掃３ 豊玉発電所横

・対馬清掃４ グランドホテル前



部局名：学生支援部学生支援課生活支援班

（単位：千円）

項　　目
令和３年度
配 分 額

令和３年度
支出実績額

内容（簡潔に記入すること）

福徳グループ奨学金 1,920千円 1,920千円 （一般奨学金）

奨学生2名×12ヶ月×30千円＝720千円

（チャレンジ奨学金）

奨学生2名×600千円＝1,200千円

＜制度比較＞

合 計 1,920千円 1,920千円

おいては、経済的な支援を必要とする者、チャレンジ奨学金においては、何事にも失敗を恐れず、果敢に挑

戦する強い意志を持つ者を対象として支給するものである。募集の結果、一般奨学生7名、チャレンジ奨学金

14名から応募があり、選考の結果それぞれ2名ずつが採用となった。なお、一般奨学生については、令和6年

度まで継続して支給となるため、毎年度720千円の配分が必要となる。

令和３年度 西遊基金事業実績報告書（福徳グループ奨学金）

１．支出実績額内訳

２．事業経費の使用結果に関する報告

【事業の成果，問題点，その他特筆すべき事項】

　株式会社福徳不動産代表取締役会長/社会福祉法人実寿穂会前理事長・福島誠氏からの「長崎大学西遊

基金」への寄附をもとに設立された本奨学金は一般奨学金、チャレンジ奨学金の2種類あり、一般奨学金に

一般奨学金 チャレンジ奨学金：

支援対象
経済的な支援を必要とする
者

留学、研究、企業、経験知を
積むために挑戦したいことを
明確に持っている者

給付額 月3万円（年額36万円） 60万円（1回限り）

募集人員 2名 2名

対象期間 2021年4月～2025年3月 -

義務
成績証明書、修学状況等報
告書の提出

成績証明書、活動報告書等
の提出
基金サポーターとの面談や
運営会社での見学研修への
参加（月1回程度）



部局名：学生支援部学生支援課生活支援班

（単位：千円）

項　　目
令和３年度
配 分 額

令和３年度
支出実績額

内容（簡潔に記入すること）

生協クーポン 9,556千円 9,556千円 学生232名×500円（1日あたり）×91日（3か月）

（JASSOからの助成金） 1,000千円 1,000千円

（合計額） 10,556千円 10,556千円

合 計 9,556千円 9,556千円

令和３年度 西遊基金事業実績報告書（生協クーポンの新設）

１．支出実績額内訳

２．事業経費の使用結果に関する報告

【事業の成果，問題点，その他特筆すべき事項】

コロナ禍による影響で　困窮している本学の学生（非課税の日本人学生及び留学生）に対し、食費や教材

費に充てる費用の支援を行うため、生協で使用できる電子マネーのチャージを行った。

　なお、実施にあたり、生協から支援額の2割にあたる2,111.2千円の寄付、日本学生支援機構から「新型

コロナウイルス感染症対策助成事業（「食」・「住」に対する支援）」として1,000千円の助成金交付があった。

学部
多⽂化社会学部 15
教育学部 17
経済学部 33
経済学部(夜) 17
医学部(医） 9
医学部(保） 6
⻭学部 8
薬学部 12
⼯学部 38
情報データ科学部 2
環境科学部 8
⽔産学部 13
 計 178

研究科 前期
多⽂化社会学研究科 4
経済学研究科 4
医⻭薬（薬） 2
熱帯医学・グローバルヘルス研究科 1
⼯学研究科 15
⽔・環研究科（環境系） 2
⽔・環研究科（⽔産系） 1
 計 29

研究科 後期
多⽂化社会学研究科 1
医⻭薬（医） 2
医⻭薬（⻭） 3
医⻭薬（薬） 3
熱帯医学・グローバルヘルス研究科 1
⼯学研究科 13
⽔産・環境科学総合研究科 2
 計 25

総計 232
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