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九看大の『今』を伝えるスクールライフマガジン
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学報「ビッグハート」とは？
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。

News Letter

入試情報   2022（令和4）年度入学者選抜 概要
試験区分 出願期間 試験日 合格発表日 試験会場

一般選抜 後期日程 2022年2月17日(木)～3月 1 日(火) 2022年3月6日(日) 2022年3月11日(金) 本学 ( 玉名 )

大学入学共通テスト利用選抜 後期日程 2022年2月17日(木)～3月11日(金) 独自試験なし 2022年3月18日(金) 独自試験なし

※締切日消印有効。詳細は2022（令和4）年度学生募集要項にてご確認ください。

デザイン/株式会社アイガー

集団接種センター会場終了
玉名市が設置した、本学を会場とした新型コロナウイルスのワクチ

ン集団接種センターでの接種は9月15日をもって無事終了するこ

とができました。玉名郡市医師会とくまもと県北病院及び本学の協

力のもと、延べ5,750回の接種を実施することができました。本学

の基本理念の一つでもある「地域とともに成長する大学」として、

今後も地域社会を支える一翼を担えるよう取り組んでいきます。

フードドライブによる学生支援
[九看大生等支援 × SDGs]

10月8日、玉名市主催のもとフードドライブにより提供頂いた食品、

日用品の無償配布が本学体育館で開催されました。コロナ禍に伴い

生活が困窮した学生の支援を目的に、56社・35個人からご提供いた

だきましたお米2,288キロ、飲料水約2,500本、マスク700箱など

10トン近い物資を、参加した571名の学生が受け取らせていただき

ました。ご協力、ご支援いただきました皆様に感謝申し上げます。

大牟田市の中学校で
社会福祉学科の学生による講話

社会福祉学科の４年生１３名が、総合的な学習

の時間におけるキャリア学習として、大牟田市

内の中学校３校で講話を行いました。中学生が

福祉へ関心を抱いてもらえるよう、福祉関係の

仕事を目指す大学生の学修内容や学生生活に

ついて、様々な工夫で披露しました。

キャンパス見学会を開催

6月～10月に開催した「キャンパス見学会」は

計9回の全日程を終了しました。事前予約制で

367組の生徒や保護者の方にご参加いただき、

誠にありがとうございました。大学概要や入試

説明、教員による学科説明など、大学の雰囲気

を体感していただきました。

「スウェーデンのパパたち」写真展を開催

12月上旬に図書館で「スウェーデンのパパた

ち」写真展が開催されました。世界でも最も寛

大な両親保険制度を持つ国で、半年以上の育児

休暇を取得して子育てに励む父親の肖像写真

に基づいており、子育てや家族について考える

きっかけをくれる写真展となりました。

中庭にイルミネーション点灯

同窓会の支援により、イルミネーションが中庭

（こころにわ）に点灯されました。今年度もコ

ロナ禍により、様々なイベントが中止となる中

で、少しでも学生の皆さんに楽しんで頂きたい

という想いから設置されました。皆さんとって

「希望の光」となるよう願っています。

今号のカバー

岩村 遥香 さん

リハビリテーション学科１年
熊本県 
ルーテル学院高等学校 出身

〒865-0062熊本県玉名市富尾888番地TEL.0968-75-1850  FAX.0968-75-1811
https://www.kyushu-ns.ac.jp/   【2022年2月発行／発行元：九州看護福祉大学広報委員会】



LET'S CHALLENGE!
引き続きコロナの影響を受けた昨年。

公私において意識が変わったこともある

でしょう。新たに迎えた2022年はどんな

年にしたい？それぞれの “想い ” を聞き

ました！

　やります宣言
今年は　　　　      に
チャレンジします！

基礎・専門知識の定着 に挑戦！

My Challenge

学友自治会執行部では、将来働く上で必要な力が身に付けられますよ！

入学予定者へMESSAGE

入学予定者へMESSAGE

入学予定者へMESSAGE

昨年は、早めに勉強や課題をして全体的な学力の向上に取り組みました。将来は

児童福祉司になるのが目標なので、今年は基礎と専門知識の定着を図り、定期

試験だけでなく国家試験、さらにその先を見据えて勉強に取り組もうと思い

ます。座学だけでなく、ボランティア活動なども通して必要な知識を身に付け

たいです。

［学友自治会執行部］

松本 健成さん 社会福祉学科２年

熊本県 八代工業高等学校 出身

勉強とアルバイトの両立 に挑戦！

My Challenge

受験生のみなさん、４月に自分の希望進路へ行けるように頑張って！

養護教諭の免許取得のために、毎日の勉強とアルバイトを通じて必要な力を

身に付けていきたいです。また子どもの精神問題などに関する教材を借りて

知識を身に付けています。ピア・カウンセリングサークルは、養護教諭を目指

している学生が多いので、養護教諭に関するボランティアをしたり、情報交

換をしたりしています。

［ピア・カウンセリングサークル］

宮原 きららさん 社会福祉学科３年

熊本県 東稜高等学校 出身

手話検定３級取得 に挑戦！

My Challenge

新しい趣味や習慣を見つけて、有意義な時間を楽しんで♪

全国手話検定試験の３級合格にチャレンジしたいです。３級は、日常の生活体験

などを会話できるレベル。1 , 200～1 ,400くらいの単語を身に付けておくこと

が必要なので、もっと単語の習得を頑張りたいです。福祉科教諭になる目標の

ため将来の強みとして社会福祉士の国家試験合格も目指しています。

［手話サークル］

田中 肖恵さん 社会福祉学科２年

鹿児島県 尚志館高等学校 出身

体調管理の徹底 に挑戦！

My Challenge

バレーボールサークルは、学科関係なく交友関係が広がるよ！

昨年はコロナの影響で健康に対する意識が変わり、早めの就寝や週３回のラン

ニングで体調管理に取り組みました。規則正しい生活のおかげか体調を崩す

こともなく、いい生活習慣の流れができました。健康面を継続しつつ、勉強面

では「国家試験まであと２年」に迫ってきたので、対策を考えて頑張っていき

たいです。

［バレーボールサークル］

髙三潴 海世さん 鍼 スポーツ学科２年

鹿児島県 鹿児島城西高等学校 出身

体づくり に挑戦！

My Challenge

硬式テニスサークルは男女仲良く活動中！楽しんで活動できますよ♪

今までずっと“するする詐欺 ”だったダイエットに挑戦したいです。医療

従事者を目指す者として、健康への気配りは必要だと思います。目指すの

は、患者さまに楽しんでもらえるリハビリテーションを提供する理学療法

士。年明けからは、２ヶ月の長期実習も始まるので、体調を整えて臨床現

場でたくさんの経験を積みたいです。

［硬式テニスサークル］

松本 優希さん リハビリテーション学科３年

熊本県 東稜高等学校 出身

自炊 に挑戦！

My Challenge

受験勉強を乗り切ったみなさんと笑顔で会える日を楽しみにしています！

一人暮らしを始めて約２年。最初は自炊していたけど、最近は勉強で忙しい日や

めんどくさいと思った日は食べないこともありました。それが体調を左右してい

たと気づいたので、今年はできるだけ自炊をしてレパートリーを増やしたいで

す。２年生から始めた徒歩通学により、早起き習慣が身に付いたので続けてい

きたいです。

［弓道部］

𠮷行 由佳さん 口腔保健学科２年

宮崎県 都城西高等学校 出身

入学予定者へMESSAGE

入学予定者へMESSAGE

入学予定者へMESSAGE
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Q.進路を考える際に相談した相手は？

学校の友だち

13%

その他

3%
部活の先輩

3%

父親

13%
母親

26%

きょうだい

2%

高校の先生

32%

塾や予備校の先生

8%
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Q.入学してよかったことは？

教員や友人など
いい出会いがあった1位

学科がたくさんあるところ2位

学費が安いところ3位
資格がたくさん取れる4位

Q.どんなアルバイトしてる？

医療関係　1％

飲食関係　41％

教育関係　9％
販売関係　22％

その他　5％

Q.通学バッグは主に何派？

リュック派　72％1位
トートバッグ派　25％2位

ショルダーバッグ派　3％3位

Q.通学時間はどのくらい？

30分以内
42%

１時間以上

37%

Q.通学方法は？

Q.本学への受験を考えた時期はいつですか？

電車ORバス
34%

自転車

16%

徒歩

15%
宇宙船
0%

その他にも…

コピー機が期間限定で無料！　就職や国家試験の対策が充実！

学食のクレープがおいしい！　自然に囲まれリラックスができる！

玉名市の暮らしやすさ！

Q.ランチでよく利用するのは？

持参のお弁当　61％1位
近くのコンビニ14％2位

売店13％3位
学食11％4位

その他の中には子守りやスポーツ関係、清掃員などのアルバイ
トがありました！

アルバイトはしていない　22％

30分～１時間

21%

OR

高校１年 6%
高校２年 20%

高校３年 67%
高校卒業後 7%

外食は1％！

車

30%

その他（バイクや新幹線）

5%

2022年は創立25周年。今も保健・医療・福祉分野のスペシャリストを志し、約1 , 300名の学生が学んでいます。

そんな学生たちの身近な“リアル”に迫ってみました！

私たち学生広報スタッフです！　広報募集人数…∞
カメラやSNSが好きな方、広報活動にチャレンジしてみませんか？
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韓国式のり巻き
栄養と彩りを考えながら好きな材料で韓国式

のり巻きを作ります。それに、野菜サラダと

自家製のプレーンヨーグルトにブルーベリーを

添えたデザートがお気に入りです。

李
イ

玄
ヒョン

玉
オク

先生　

社会福祉学科 准教授

社会福祉
学科

ここがPOINT!

私も４月から養護教諭として働く予定です。

大学での経験が仕事にどう活きているか

教えてください。

教育実習での模擬授業は苦労したのですが、

事前にクラスを見学に行ったり、担任の先

生の指導方法などをメモしたりしました。

構成を練り直して授業すると、担当の養護

教諭に「子どもたちとの関わり方がよかっ

た」と言っていただきました。その経験は、

今の現場でも役立っています。

塚本：

澤田：

子どもたちとの関わりは重要ですもんね。

私も子どもたちの変化や発達の遅れなどに

早く気づけるよう、専門的に勉強していま

す。心身の健康も支えたいと思って、心理カ

ウンセリングについても勉強を始めまし

た。澤田さんは授業以外でも、何かに取り組

まれていましたか？

接客や学童保育などでアルバイトをして

目上の方への話し方や気配りの大切さを

学ぶことができましたね。病院実習や教

塚本：

澤田：

育実習にも活かせましたよ。

なるほど、意識次第で得るものは多そうで

すね。最後に、「養護教諭になってよかった」

と思ったことがあれば教えてください。

以前、子どもたちから「澤田先生のような養

護教諭になりたい！」と言ってもらえた時

はとても嬉しかったです。頑張ってきてよ

かったなと思えた瞬間でした。

塚本：

澤田：

養護教諭になるために学生生活で意識したことについて伺いました！

＃ 先 輩 に 聞く

先輩

澤田 桃子さん

口腔保健学科 2016年度卒業
玉名市立玉名町小学校 勤務

在学生

塚本 光怜さん

口腔保健学科4年
福岡県 九州産業大学付属九州高等学校 出身

中学時代、部活動で悩んでいた時に

立ち寄った保健室の先生が優しく迎え

入れてくれました。たわいもない話を

するだけで元気が出て、その日の出来

事は今でも鮮明に覚えています。それが

きっかけで養護教諭を目指しました。

私もそんな風に寄り添えるよう、子

どもたちと保健室以外で接する機会

も増やしたいと思っています。

CROSS
TALK

Graduates and Current students

MY FAVORITE
お気に入りの［ ランチ ］  発表します！

授業や実習、サークル活動にアルバイト…。

忙しい大学生活で欠かせないのが、そう「ランチ」です！

みんなは何を食べてる？ それぞれの “ 食 ” 事情もこっそりリサーチ♪

教えてあげる！
ワタシの “食 ”事情
12時～14時の間のランチが多いです。休日は、

お気に入りの和食屋「水とり」で刺身や握り寿司を

食べたり、家では栄養補給のために参鶏湯やチャプ

チェを作ります。昼休みは音楽鑑賞の時間。普段は

食べながら、音楽を聴いたり好きな詩人の朗読を

聴いたりして過ごします。

教えてあげる！
ワタシの “食 ”事情
大学では12時 10分～13時 20分ごろに昼食

をとります。実習中でも仲良しのみんなと食

べています。お気に入りのランチスポットは、

「喫茶 crema 」、中華料理の「嶺敦」。一人

暮らしで自炊もします。得意料理は麻婆豆

腐です！

教えてあげる！
ワタシの “食 ”事情
休みの日はよくラーメンを食べます。中でも

豚骨ラーメンが好き。いろいろなお店を食べ

比べしていて、熊本市西区にある「二刀流」が

お気に入り。持参の手作り弁当を食べるのは、

だいたい研究室で。YouTubeを見ながら食

べることが多いです。

煮卵
毎日お弁当を持参しています。煮卵が特に大好

きで、いつも作り置きをします。曲げわっぱの

弁当箱もお気に入り。白米は冷めてもおいしく

食べることができますよ。

入江 春奈先生　

鍼 スポーツ学科 助手

鍼
スポーツ
学科

卵焼き
毎朝お弁当を作っています。小学生の頃、

母から最初に教えてもらった料理が卵焼き

でした。砂糖控えめで、マヨネーズを少し加

えてふわふわに仕上げています。

藤髙 育穂さん　
看護学科３年
（宮崎県 宮崎学園高等学校 出身）

看護
学科

ここがPOINT! ここがPOINT!

子どもと接する時間を増やしたい！

My Challenge

早寝早起きに挑戦！

My Challenge

休みの日は、いつもより長く寝てしまっ

てリズムが崩れます。就寝時間も遅く

なり、月曜の朝に影響が出てしまって

いました。寝不足だと注意も散漫で、

日常生活に支障をきたすので、休日も

規則正しく起きることを目標にします。

社会人になれば体調管理は必須なの

で、学生のうちから早寝早起きを習慣

づけていきたいです。
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