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News Letter
ニュースレター

2021（令和3）年度入学者選抜 概要Information
インフォメーション

試験区分 試験日 入学手続き締切日出願期間 試験会場

※締切日消印有効。詳細は2021（令和3）年度学生募集要項にてご確認ください。

― 3月19日(金)～
3月30日(火)

3月19日(金)独自試験なし2月22日(月)～
3月11日(木)

3月7日(日) 3月12日(金)～
3月26日(金)

合格発表日

3月12日(金)本学(玉名)2月22日(月)～
3月 2日(火) 

一般選抜［後期日程］

大学入学共通テスト
利用選抜［後期日程］

本学から見た
ビーバームーン

本学教職員からの
投稿写真

昨年好評だった中庭 (こころに
わ)のライトアップを今年も、同窓
会の支援により12月上旬から1月
下旬の期間で実施しました。

中庭（こころにわ）を

   ライトアップしました

10月5日(月)、スポーツサポートチームIrisがロアッソ熊本アカデ
ミーフィジカルコーチとしてご活躍の有田祐典さんをお招きし講演
会を開催しました。講演会では、略歴から現職に至るまでの経緯
や現在の業務内容についてこと細かくお話しいただきました。実際
にプロのトレーナーの目から見たスポーツ現場の厳しさや、やりがい
など大変興味深い内容のお話ばかりで受講した学生は大変有意
義な時間を過ごすことができました。新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、多くのスポーツイベントが中止となり、学習の機会を
奪われた学生にとってテキストや座学だけでは学ぶことのできない
お話を聞けたことは大変貴重な経験となりました。

ロアッソ熊本アカデミーフィジカルコーチ講演会

本学のRCYサークルを中心に、熊本県
赤十字血液センターのご協力のもと11月
9日(月)に学内献血を実施しました。毎年
5月と11月に学内献血を行っておりました
が、5月の緊急事態宣言により実施を見
送りました。そのため今回は、約１年ぶり
の実施となりました。新型コロナウイルス
感染予防対策を徹底した中で、受付人
数は87名、献血者は72名でした。献血
者の中からは、骨髄バンクへのご登録者
も19名と、多くの学生や教職員の方々に
ご参加いただきました。

RCYサークルによる
学内献血活動の実施

新型コロナウイルスの影響により本来6月の開催予定であった連
絡会が中止となり、その後は9月に開催を延期する予定で準備をし
ておりました。しかし昨今の感染状況から鑑みて、再度延期とし10
月25日(日)にオンラインでの開催にいたりました。口腔保健学科の
卒業生からは、就職に関するアドバイスや国家試験について実体
験を交えてお話をしていただきました。その他にも個別面談を行う
など、これまでにない形で保護者と教員での交流ができました。

「就職と学修に関する保護者との連絡会」を
オンライン形式で開催

〒865-0062 熊本県玉名市富尾888番地 TEL.0968-75-1850　FAX.0968-75-1853

https://www.kyushu-ns.ac.jp/ 2021年2月発行／発行元：九州看護福祉大学広報委員会

本誌タイトルは、「こころ豊かな看護と福祉」を目指す、本学の開学精神を表した
シンボルマークに由来します。このシンボルマークは九州の形をしたハートの中心
に本学が位置する熊本城北地域を卵型で描き、マーク全体で表す人の姿は、
本学に集う「こころ」を持った若者たちを象徴しています。「ビッグハート」はそうし
た若者たちが本学で学ぶリアルな姿を伝えるキャンパスマガジンです。

学報「ビッグハート」とは？
今
号
の
表
紙

平良 桃子 さん
看護学科�年
沖縄県出身 
大阪府 関西創価高等学校 卒業
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九 大 生看

阪神淡路大震災で大変な状況の中、妊婦さんを
守り、新生児をとりあげた助産師さんの話に感
銘を受けて助産師を目指すようになりました。
看護学科での4年間では、座学だけでなく、演習
や実習を重ねることで、実践に即した看護技術
と考え方が身につきました。また、九看大には
さまざまな学科があるので、他学科の友人の話
を聞いたり、相談し合ったりすることで、他職種
連携の土台を築くこともできます。いまは、学生

生活の集大成として国家試験に向け、猛勉強中です。そして今春には、いよいよ助産学専
攻科に進学。夢に向かって一歩ずつ近づいていると実感すると同時に、未来の自分を想
像していまからワクワクしています。

「あなたでよかった」といってもらえる
助産師になって、

命のバトンをつなげていきたい。

Before

保健・医療・福祉の分野を志す多くの仲間が、九看大での４年間で、さまざまなことを経験し、感じ、
考えることで大きく成長してそれぞれの分野に巣立っていきます。そこで現在、九看大で学ぶ在学生
は、どんな目標を持って入学したのか、大学生活をとおして目標に変化はあったか、入学前の想いは
強くなったか、成長を実感できているかなど、入学前の想いと「いま」の自分について聞きました。

口腔保健学科は、みんな仲がよいのでなんでも
相談できますし、それぞれの意識も高く互いに
アドバイスをし合いながら切磋琢磨できる最高
の環境です。今年は、コロナの影響で前期がリ
モート授業となり、当初はついていけるか不安
でした。しかし、先生方が提出課題を基に理解
の浅いところを重点的に解説してくれたり、個
人チャットでフォローしてくれたりと、きめ細か
な対応をしてくださったおかげで乗りきること

ができました。これから、しっかりとした知識と技術を身につけ、歯磨き指導だけでなく、
さまざまなアプローチで口の中の健康を保ち、患者さまの幸せな日常を守ることのでき
る歯科衛生士になりたいと思います。

同じ目標を持った仲間とともに、
着実に夢へ近づけています。

Before

板倉 有彩さん  

口腔保健学科2年
熊本県 
ルーテル学院高等学校 出身

高校の部活で立て続けに怪我に見舞われ、精神
的にかなり落ち込んでしまった時期がありまし
た。そんな時に出会った理学療法士さんの存在
が、治療はもちろん、精神面でも大きな支えに
なったのです。自分もいつか、こんな風に人を支
えられる人間になりたい。それが理学療法士を
目指すきっかけでした。いまは、日々の生活の中
で、同じ目標を持った仲間たちと互いに切磋琢
磨しながら成長できています。将来は、患者さ

まだけでなく周りの医療スタッフからも信頼される理学療法士を目指しています。そのた
めにも、専門的な知識と技術、そして患者さまを精神的に支えることのできる人間性を
学生生活の中で身につけていきたいです。

Before

志望動機

高校時代の夢

オープンキャンパスに参加した際に、実際の患者さまを想定した
カルテを基に、最も効果的な治療法を実践的に学習することが
できる環境であることを知り、九看大で学びたいと思いました。

漠然とスポーツに関する仕事に就きたいと考えていた私ですが、
部活で怪我をした時に理学療法士という仕事に出会ったことで、
目指すべき道が見つかりました。

Before

社会福祉学科は、進路の選択肢も広く、自分の
興味や目標に合わせて受講できます。おかげ
で、学業とサークルを両立しやすいです。私は、
ボランティアサークルに所属しているのです
が、児童・障害者施設でのボランティアや、被災
地支援をとおして、物事を多角的に捉えること
や人の気持ちに寄り添うとはどういうことなの
かがわかるようになったと感じています。また、
ボランティアの現場で、社会福祉士の方と接す

る機会も多いので、実際の業務を目の当たりにできることは本当に勉強になります。これ
からも、さまざまなことにチャレンジして、将来は患者さまやそのご家族の気持ちに寄り
添える社会福祉士になりたいです。

Before

九看大のオープンキャンパスで、鍼灸体験をした
ことをきっかけに鍼灸の道に進むことを決めま
した。入学するまで、あまり接することのなかっ
た東洋医学の世界。専門用語も多く、初めて知る
ことばかりで苦心する場面もありますが、新しい
発見の連続で毎日がとても充実しています。東
洋医学は、とても魅力的で奥の深い学問ですが、
以前の私と同じように東洋医学や鍼灸について
知らない、接したことがない、という人はまだま

だ多いのではと思います。将来は、鍼灸で患者さまの痛みを緩和して、その人らしく生活で
きる手助けをしながら、より多くの人々に鍼灸の魅力を知ってもらえるような活動をした
いと考えています。

Before After

志望動機

高校時代の夢

九看大は九州ではり師・きゅう師の資格をとれる数少ない大学のひと
つであることを知り、受験することにしました。また、はり師・きゅう師以
外にもアスレティックトレーナーや保健体育の教員免許がとれること
も魅力でした。

昔から誰かの役に立ちたいという思いがありました。高校生の頃
は、子どもたちの健康を守りたいと考え、養護教諭を目指してい
ました。

志望動機

高校時代の夢

九州内で口腔保健を学べるうえ、国家試験の合格率も高く、設備
の整った九看大の存在を知り受験を決意しました。また、養護教
諭の免許もとれるので将来の選択肢が広がると感じました。

高校入学時は、人の役に立てる医療従事者になりたいと漠然と
思っていました。最終的に口腔保健学科を選んだのは、歯科衛生
士である母の影響が大きいです。

志望動機

高校時代の夢

まず、看護師の資格をとるため熊本県内の看護学科のある大学
を調べました。九看大には助産学専攻科もあったので、私の夢で
ある助産師になるには最適の環境だと感じました。

両親が看護師をしているので、看護師になりたいとずっと思って
いましたが、中学生になってからは、具体的に助産師を目指す
ようになりました。

志望動機

高校時代の夢

国家試験の合格率が高く、多くの先輩が医療・福祉の現場で活躍し
ている九看大でなら、夢をかなえることができるのではと思い進学
を決めました。また、実家から通いやすい点も決め手となりました。

看護師である母の影響で幼い頃から看護師に憧れていました。
高校入学時には、将来は何らかの形で医療の現場に携わりたい
と考えていました。

澤田 優太郎さん  
リハビリテーション学科 2年
熊本県 鹿本高等学校 出身

お気に入りの学内スポット

本館６Fラウンジ

波田 莉子さん  
鍼灸スポーツ学科 3年
福岡県 敬愛高等学校 出身

好きなアーティスト

少女時代、DISH//

アルバイト

歯科助手

田中 結稀さん  
看護学科 ４年
熊本県 松橋高等学校 出身

ゼミでの研究テーマ

子育て環境に関する文献検討

西岡 優希さん  
社会福祉学科 3年
熊本県 宇土高等学校 出身

所属サークル

ボランティアサークル

高い技術と知識を備え、「こころ」のケアも
できる理学療法士を目指して。

さまざまな経験と出会いをとおして、 
広い視野を持った

社会福祉士になりたい。

学べば学ぶほど魅了されていく「東洋医学」。
鍼灸の力で多くの人を笑顔にしたい。

0201



withコロナの社会を想定し「新しい生活様式」が提唱されている昨今。
九看大生は、新しい生活様式をどのように考え実践しているのか取材しました。

周りの人たちを笑顔にできる人間になりたい。

そんな思いから社会福祉士を志して九看大に

進学しました。地元を離れてひとり暮らしを始

めたばかりの頃は、正直、不安もありました。し

かし、クラスやサークルの仲間ともすぐに打ち

解け、キャンパスライフは充実。大学以外でも、

アルバイト先の児童施設やみかん農家の人た

ちと接したり、飛羽隊（よさこいサークル）の活

動で多くの方々と触れ合ったりすることでコ

ミュニケーション力も身につき、人としての幅

も広がったように思います。また、改めて自分は

人の笑顔を見ることが好きなのだと再確認す

ることもできました。今年は、コロナの影響で

授業もリモートになり、密を避けるため外出も

控えたので、人と接する機会は少なくなってし

まいました。その分、ひとりの時間が増えたの

で、いまの状況や、将来に関して、改めて自分と

向き合い考えることができたのはよかったで

す。就職活動前のこの時期に、学生生活を振り

返る時間を持てたことは、これから先の自分に

とってプラスだったと感じています。卒業後は、

社会福祉士として地域を元気づけられるよう

地方行政の仕事に携わりたいと考えています。

最新の機器を使った実践的な実習ができる。

歯科衛生士と養護教諭の資格が取得できるの

で進路の幅が広がる。先生と学生の距離も近

く、学科や学年を問わずみんな仲がいい。しか

も、自宅から通える。九看大は私にとって、まさ

に理想的な環境です。専門性の高い授業では

苦労することもありますが、友達と一緒に勉強

することで、楽しみながら理解を深められてい

ます。レポートや課題は、昼休みや空きコマに

こなし、通学時間を使って予習復習。サークル活

動やアルバイトもしているので、できるだけ効

率的に時間を使えるよう心がけています。地元

の友人と過ごすことで、リフレッシュできます

し、家族のサポートのおかげでいろいろなこと

にチャレンジできていると思います。また、緊急

事態宣言時には、ひとりだとどんなに不安だっ

たかを想像し、家族と一緒にいられることに改

めて感謝することもできました。いまはまだ、歯

科衛生士になるか養護教諭になるのか悩んで

いますが、どちらを選ぶにしろ患者さまや生徒

の気持ちを一番に考え、寄り添って不安を取り

除いてあげられるような存在に

なりたいと思っています。

築地 ひかりさん  
口腔保健学科 2年　熊本県 九州学院高等学校 出身

渡邊 大貴さん  

社会福祉学科 3年　宮崎県 高鍋高等学校 出身

ひとり暮ら
し

One Day Schedule
0

12

618

渡邊さんのある1日

睡眠

朝食・通学
授業

昼食

授業

自由時間
OR

アルバイト

0

12

618

One Day Schedule

築地さんのある1日

睡眠

朝食・
通学

授業
昼食

授業

サークル

帰宅

夕食・お風呂
など

自由時間

九看大生の新しい生活様式
自宅で集中して

できるのでZoomでの
講義も個人的には
好きでしたね

1週間の
時間割

月

1限目

2限目

3限目

4限目

5限目

火 水 木 金

口腔保健指導論

養護概説

地域口腔保健学 地域口腔保健学

教育行政論

口腔生理学

環境衛生学

生徒指導論

基礎看護技術

後 期

口腔疾患
予防学実習Ⅱ
(う蝕予防)

学校教育の
心理学

教育相談
(カウンセリングを含む)

口腔介護
マネジメント論

歯科診療
補助実習Ⅱ
(臨床)

口腔疾患
予防学実習I
(基礎技術)

月

1限目

2限目

3限目

4限目

5限目

火 水 木 金

看護学各論

教育原理

口腔疾患予防学

精神保健I

学校保健

教育方法論

救急処置法

口腔微生物学

口腔病理学

公衆衛生学

口腔外科学

口腔保健統計学

歯科医療安全学

感染症学

障害児心理学

薬理学

前 期
※■■マーカーはオンライン授業

オンライン授業は、「課題提出型」「Zoomライブ授業型」「Zoom録画授業型」で行いました。

歯科臨床
医学V(矯正)

感覚・知覚の
行動心理

歯科診療補助
実習I(基礎) 歯科臨床医学IV

(小児・障がい児者)

新しい生活様式での
必需品を聞きました

withコロナの 
必須アイテム

家族のサポートに感
謝して

有意義な学生生活を送りたい。

九看大で得た経験
を生かして

人々が笑顔で暮らせる社会をつく
りたい。

新しい生活様式での
必需品を聞きました

withコロナの 
必須アイテム

家賃...........35,000円
光熱費.......10,000円
食費...........25,000円

交通費......... 5,000円
ケータイ代.. 5,000円
その他 .......10,000円

1ヶ月の生活費：約90,000円

市電............... 20,000円
JR .................. 26,720円
バス ............... 15,560円

交通費内訳（３ヶ月）：約62,280円

友達とお喋りする時も、
ソーシャルディスタンスを

守っています。

月

1限目

2限目

3限目

4限目

5限目

火 水 木 金

発達と老化の
理解

福祉サービスの
組織と経営

学校教育の
心理学

社会福祉
特別演習II

ソーシャル
ワーク論VI

相談援助演習IV

情報リテラシーⅡ

物理学

後 期
月

1限目

2限目

3限目

4限目

5限目

火 水 木 金

障害者福祉論I

感覚・知覚の
行動心理

ソーシャル
ワーク論V

相談援助
実習指導I

社会福祉
特別演習I

福祉行財政と
福祉計画

就労支援
サービス論

児童福祉論I

公的扶助論

相談援助演習Ⅲ

医療福祉論

数学

文学 医学一般

高齢者福祉論I

前 期

1週間の
時間割

オンライン授業は、「課題提出型」「Zoomライブ授業型」「Zoom録画授業型」で行いました。

※■■マーカーはオンライン授業

常にカバンに入れて持ち歩
いています。コロナ以外の感
染症対策としても有効なの
で、この習慣は続けようと
思っています。

携帯用消毒スプレー
外出先で使うテーブル
などはできるだけ除菌
シートで拭いてから使う
ようにしています。

除菌シート
抗菌効果があって、い
い匂いもするので気に
入っています。

マスク用スプレー

外出時は、もちろんマスクを着用。
実習やもしもの時のために、予備の
マスクも常備しています。

マスク

手洗いと消毒で手が荒れる
のでハンドクリームは必需
品です。

ハンドクリーム

自宅通学
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玉名
温泉

玉名
バイパ

ス

九州看護福祉大学

蛇ヶ谷公園

●ダイレックス

●ゆめマート

●玉名消防署

くまもと県北病院
（2021年3月開院）

●

コンビニ●

●玉名市役所

●玉名市
　歴史博物館

至 福岡
至 熊本

菊
池
川

●
TSUTAYA

4
1

5

2

347

165

玉名駅

新
玉
名
駅

3

玉名高校●

公立玉名中央病院●

●ドラッグイレブン

●郵便局
●ボーリング場

北稜高校●

6

208

安くておいしい

焼肉屋さん。

お弁当やスイーツも

おすすめ！

4

在学生が紹介
する玉名マップ玉名マップ

玉名ラーメン
玉名は熊本ラーメン発祥の
地。たくさんのお店があるので
食べ比べして、好みのラーメン
を見つけてみては。

玉名温泉・
立願寺公園の足湯
1300年もの間湧き続ける、歴史あ
る温泉。立願寺公園の「しらさぎの
足湯」は癒しのスポットです。

カフェ シャルトン
雰囲気のいい店内でカフェメニューの
ほかにランチやスイーツが楽しめます！

橘屋本舗
玉名で人気のお好み焼き店。リーズ
ナブルなのに味は最高。

馬肉ダイニング生成
アメリカンダイナー風の店内がスタイ
リッシュな焼肉店。大学のすぐ隣で学
生から大人気！

九看大生に人気の

癒しスポット。

リラックスしたい時は、

ぜひ！

毎年「玉名ラーメン

スタンプラリー」も

開催されています。

私は、3年生の実習が終わった頃からいろいろと情報を集め、4年生の夏に

は本腰を入れて就職活動をはじめました。しかし、その頃にはコロナの感染

も拡大していたため、セミナーや説明会がオンラインになってしまったり、

採用を見合わせる病院があったりと、なかなか思うようにならない状況で

した。そんな中にあっても、就職支援スタッフの方々や学科の先生には、

親身できめ細かなサポートをしていただきました。面接も病院によっては、

リモートだったり、対面だったりとまちまちだったのですが、それぞれの

状況に応じた面接指導をしていただきました。また、希望する病院に多くの

先輩方が勤務されていたことも大きな支えでした。先輩から、履歴書作成

や面接のポイントなど、実体験を交えたアドバイスをもらえたことは、いま

でも本当に感謝しています。おかげで、希望していた地元鹿児島の病院か

ら内定をいただくことができました。

春からは、理学療法士として、一人ひと

りの患者さまと向き合いながら向上心

を持って日々を過ごしたいと思いま

す。そして、いずれは患者さまの望む生

活に近づけられる理学療法のプロ

フェッショナルになりたいです。

プロフェッショナルとしての自覚と
向上心を持った理学療法士になりたい。

森永 玲実さん  

リハビリテーション学科 ４年
鹿児島県 出水高等学校 出身

就 活Report

就職活動支援について

本学では、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら就職活動支援を行っ

ています。病院・施設による説明会や採用試験では、オンラインを使用した採

用活動に移行していることを受け、対面の支援だけではなくオンラインを活

用した就職支援も展開しています。オンラインでの各種ガイダンスやZoom

を使用した面接練習なども実施しています。

なお、例年どおり採用試験で対面での面接を実施している病院・施設もある

ため、それぞれの試験方式に応じた支援を行っていきます。

国 家 試 験 対 策 サ ポ ー ト

新型コロナウイルスの感染拡大によって社会は大きく変容

し、就職活動も例年とは違った対応を求められています。そ

のような状況下で、就職活動に臨んだ在学生の体験談と九看

大の就職活動支援を紹介します。

3

1

2

6

5

社会医療法人 緑泉会
米盛病院（鹿児島）

内定

各学科では国家試験受験予定の４年生に対して、定期的に過去問題試験や模擬試
験を実施しています。他にも講義や外部講師を招いた特別講義、オンライン授業の
実施、授業後の補習、卒業生からのアドバイス指導、学生の主体性を生かしたグ
ループ学習へのサポート、国家試験まで毎日○×ドリルをメールで配信するなど、
さまざまなサポートが行われています。各学科の特性を理解した教員が、学生への
国家試験対策を提案し、学生の勉強に対するモチベーションの維持にも努めてい
ます。

九看大の周辺には、
学生に人気のお店がいっぱい。
観光案内には載っていない、
玉名のおすすめスポットを
九看大生が紹介します。

見た目もおしゃれな

スイーツやドリンクは

味ももちろん最高です！

TVの全国放送でも

話題になった「バター焼き」は

絶品です!!

むらたの
「チーズまんじゅう」

生地はサクサク、

チーズはとろとろ。

玉名の銘菓です！

⻆ 海渡さん  
社会福祉学科 ３年
福岡県 久留米筑水高等学校 出身

野上 真優さん  
鍼灸スポーツ学科 1年
福岡県 八女高等学校 出身

梅木 玲緒さん  
リハビリテーション学科 ２年
大分県 玖珠美山高等学校 出身

麺家 いっぽう

加世田 遥夏さん  
看護学科 1年
熊本県  
天草高等学校 出身
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