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ACCREDITED
2014

本 学は平成 2 6 年度
（一財）短 期大学基
準協会による第三者
評価の結果、適格と
認定されました。

中九州短期大学
N A K A K Y U S H U J u n i o r C o l l e g e GUIDE BOOK 2022

“師弟の和熟による 人間形成”
本学の理念は、廣瀬淡窓先生の咸宜園塾創立の精神にならい、

「師弟の和熟による人間形成」としています。
教職員と学生が互いに信頼と愛情を持ち、

共に学び合う教育による人間形成を目指します。

理事長 学長

中川 靜也

本学は、球磨川、八代海、小高い山々など
の自然豊かな環境に恵まれたキャンパス
の中で、建学の精神である「師弟の和熟に
よる人間形成」の実現を目指し、日夜取り
組んでおります。
日々の学園生活の中で、心の通った温も
りのある教育が隅々にまで浸透するよう
励んでおり、学生の皆さんはこのような教
育の方針を十分に汲み取り、青春の貴重
な2年間である本学での学生生活を通し
て、自分の「夢」を実現してください。

廣瀬 淡窓（ひろせ たんそう）
江戸後期の儒学者。
初めの名は簡、後に建と改めた。天明2（1782）年、豊後日
田の生まれ。26歳の時、日田に塾舎桂林荘をつくり子弟
を教育、36歳の時、塾生の増加により堀田村に移り咸宜
園（かんぎえん）と言った。門人四千余人の中から多方面
に人材を輩出、幕府は育英の功を賞し士籍に列し、苗字
帯刀を許した。安政3（1856）年没。
『広辞苑』第七版には、
敬天の説を主として、諸学を総合したとある。

歴史と沿革
昭和49年 3月
昭和51年 4月
昭和52年 4月
昭和61年 3月
昭和62年 4月
平成 2 年11月
平成 3 年 9月
平成 6 年 4月
平成 7 年 4月
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平成 9 年 4月
熊本県八代市に開学

商経学科と幼児教育学科の二学科とする

平成10年 2月

商経学科「農業経営コース」
「秘書コース」

「経営経済コース」を開設

商経学科に「税理士コース」を開設
音楽棟落成（鉄筋二階建）

商経学科のコースを「情報処理コース」

「税務会計コース」
「秘書教養コース」に変更
保護者会沖縄支部発足

平成11年 4月
平成11年11月
平成12年 4月

海外研修制度導入

「国際理解コース」第一回海外企業研修実施

（シンガポール日系企業「味の素」
「肥後銀行」他へ
研修）

商経学科に「四年制大学編入コース」を開設し

商経学科の「情報処理コース」を「経営情報コー

平成15年 4月
平成16年 4月

受ける

商経学科コース改組し「税務・会計コース」

「四年制大学編入コース」
「マルチメディアビジネ

資格」に変更

ホームヘルパー養成研修事業1級課程の指定を受

ける

幼児教育学科に初級障がい者スポーツ指導員の

指定を受ける（日本障害者スポーツ協会）

幼児教育学科にピアヘルパー資格の指定を受け

る（NPO日本教育カウンセラー協会）

幼児教育学科にチャイルドマインダー資格の指

定を受ける（NPO日本チャイルドマインダー協会）
商経学科が「公務員コース」
「健康・福祉コース」

「税務・会計コース」
「環境マネジメントコース」

ホームヘルパー養成研修事業２級課程の指定を

商経学科の「秘書資格」を廃止し「ビジネス実務士
平成13年 4月

平成14年 3月

４コースとなる

スコース」
「健康福祉コース」とする

ス」に変更

新図書館完成

商経学科「税務・会計コース」
「国際理解コース」

「経営情報（経営情報・秘書情報）コース」に変更

平成17年 4月

平成18年10月
平成19年 3月
平成19年 4月

平成20年 4月

「ITコース」
「四年制大学編入クラス」となる

幼児教育学科を名称変更し
「幼児保育学科」
となる
幼児保育学科にコース制を導入「保育総合コー

ス」
「こども心理コース」

平成21年 3月
平成22年 8月
平成24年 3月

多目的グラウンド完成

書庫完成

グラウンド人工芝敷設

平成25年 2月
平成26年 2月

太陽光発電設備設置
Nakagawaふれ愛アリーナ完成

平成29年11月
平成30年 4月

経営福祉学科の「情報・ビジネスコース」を

平成26年11月

令和 3 年 3月
令和 3 年 4月

創立四十周年記念式典

校舎耐震改修完了

介護棟耐震改築完成

「国際・ビジネスコース」に変更
図書館空調設備全面改修完了

幼児保育学科入学定員数変更

学生用駐車場を整備

介護実習棟完成

商経学科を名称変更し「経営福祉学科」となる

経営福祉学科に「介護福祉士コース」を開設
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学科・コース インデックス
学科

保育総合コース

course INDEX
学びのキーワード
・音楽表現
・造形表現
・身体表現
・食育

・保育の環境

コース概要
保育総合コースは、保育についての

実践的な学びを深めるコースです。
子どもたちは、生活や遊びの中から
様々なことを学びます。保育者の専
門性は、適切な援助によって、子ど

もの生活や遊びを豊かにすること

取得可能・目指せる免許／資格
●保育士資格
●幼稚園教諭二種免許
●社会福祉主事任用資格
●初級障がい者スポーツ指導員

にあります。このコースでは、音楽

遊びや造形遊び、運動遊びなどを
実際に体験しながら、保育の方法や
技術についての理解を深め、保育者
としての専門性を磨くことができ
ます。

名︶

こども心理コース

幼児保育学科 ︵男女共学
50

コース

department

・子ども理解
・発達障害
・発達支援

・カウンセリング基礎

こども心理コースは、心理学に基づ
いて子ども理解を深めるコースで
す。保育現場には、様々な子どもた

ちがいます。子どもたちに適切な支
援を行なうためには、一人ひとりの

「こころ」を理解することが大切で

す。このコースでは、
「 臨床心理学」

●保育士資格
●幼稚園教諭二種免許
●社会福祉主事任用資格
●准学校心理士
●ピアヘルパー資格

や「子どもの家庭支援の心理学」な
どの授業を通して、子どもの「ここ

卒業後の主な進路〈2020年度卒業生実績〉
■保育園
［八代市］いずみ保育園、鏡しらぬい保育園、
からたち保育園、キューピー保育園、
つるまる保育園、二見中央保育園、
みずほ保育園、ゆかり乳児保育園、
わかみや保育園、海士江保育園、
八代つくし保育園
［水俣市］すずかけ保育園
［球磨郡］くめ保育園、山江保育園
［宇城市］海東保育園、松橋保育園
［宇土市］肥後っこ保育園
［熊本市］雁回まこと保育園、ことな保育園、
せきれい保育園、くすのき保育園
［上益城郡］若草保育園、みたけ保育園
［菊池郡］三里木保育園、大津いちご保育園
キャロット保育園
［山鹿市］稲光園
［宮崎県］中央保育園
［岡山県］若杉保育園
■幼稚園
［八代市］八代白百合学園幼稚園
■乳児院
［八代市］八代乳児院

■認定こども園
［球磨郡］慈光こども園
［下益城郡］砥用音楽幼稚園
■児童養護施設
［八代市］八代ナザレ園
［水俣市］湯出光明童園

p.6
p.11

■児童発達支援センター
［八代市］のぞみ
［水俣市］にこにこ
［熊本市］なでしこ園
■自立支援センター
［宇城市］パールうき
■放課後等デイサービス
［水俣市］ありんこルーム
［宇城市］ぶーやん松橋
■一般企業
［東京都］株式会社イハラ

p.6
p.11

■進学
［鹿児島県］鹿児島国際大学
■その他
［人吉市］曹洞宗 石水寺

ろ」についての理解を深め、現場で

役立つ心理学の知識を身につける
ことができます。

介護福祉士コース

少子高齢化社会の進展に伴い、人

・高齢者 ・障害者 ・障害児

が高まっています。このような社

・コミュニケーション

・こころとからだのしくみ

・社会の理解 ・医療的ケア
・介護ロボット ・福祉用具
・介護過程 ・介護の専門性
・根拠に基づく介護

・レクリエーション ・ICF
・地域福祉 ・福祉環境

・介護予防 ・ICTの活用

・共生社会 ・介護の倫理

名︶

国際・ビジネスコース

経営福祉学科 ︵男女共学
50

・介護福祉士 ・超高齢社会

の健康・福祉に関する社会的関心
会状況に適切に対応するために、
介護福祉士コースでは人と人との
関わり合いやコミュニケーション

能力、生活知識の習得をベースに、

・法律

・数的問題解決

・コミュニケーション能力

●福祉用具専門相談員

■特別養護老人ホーム
［八代市］向春苑 みやび園
［熊本市］さくらの苑 リデルライトホーム
■介護老人保健施設
［人吉市］御薬園
［熊本市］葵の森
■障害者支援施設
［芦北町］石蕗の里
［熊本市］城南学園
［大阪府］あいほうぷ吹田

請にマッチする経営感覚を持つプ

■グループホーム
［千葉県］ひまわり山手
■看護小規模多機能
［八代市］西王母
■保育園
［八代市］若葉保育園

p.12
p.17

■進学
［三重県］鈴鹿大学

ロの介護福祉士を養成します。

学び、物事の本質を見抜く洞察力

・経済

●介護職員初任者研修

ます。
「 温かい人間性」と時代の要

・会計

・国際交流

●普通救命講習

スキル、心理学などを幅広く学び

本コースでは、会計とコンピュー

・情報収集・処理

●社会福祉主事任用資格

介護関連の知識や技術、パソコン

・ビジネス

・コンピュータ

●介護福祉士受験資格

タの講義を中心に広範な知識を
を鍛えるカリキュラムを組んで
い ま す 。ま た 、急 速 に グ ロ ー バ ル
化が進む現代においては、外国人

とのコミュニケーションや異文
化交流は重要度を増してきてい
ま す 。様 々 な 人 た ち と コ ミ ュ ニ

ケーションをとることができる
ような、グローバルに活躍できる

●日商簿記１・２・３級
●税理士受験資格
●ITパスポート
●介護職員初任者研修
●福祉用具専門相談員

■一般企業
［八代市］横場工業株式会社
［熊本市］株式会社えがお SUN華風
有限会社TST
［大阪府］浪速通信工業

■進学
［熊本市］熊本デザイン専門学校
［福岡県］久留米大学
［大阪府］大阪観光大学
［兵庫県］大手前大学

p.18
p.20

●Microsoft Oﬃce Specialist
※ 卒 業 ま で に W o r d 、E x c e l 、
PowerPointの資格試験合格
を目指します。

人材を育てます。
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保育総合コース／こども心 理 コ ー ス

幼 児 保 育 学科

幼児保育学科

2年次前期に選択

Department of Early Childhood Care & Education

保育総合コース

こども心理コース

保育総合コースは、保育についての実践的な学びを深める
コースです。子どもたちは、生活や遊びのなかから様々なこと
を学びます。保育者の専門性は、適切な援助によって、子ども
の生活や遊びを豊かにすることにあります。このコースでは、
音楽遊びや造形遊び、運動遊びなどを実際に体験しながら、保
育の方法や技術についての理解を深め、保育者としての専門
性を磨くことができます。

こども心理コースは、心理学に基づいて子ども理解を深める
コースです。保育現場には、様々な子どもたちがいます。子ど
もたちに適切な支援を行うためには、一人ひとりの「こころ」
を理解することが大切です。このコースでは、
「臨床心理学」や
「子どもの家庭支援の心理学」などの授業を通して、子どもの
「こころ」についての理解を深め、現場で役立つ心理学の知識
を身につけることができます。

齊藤 惠花 さん

古畑 優里 さん

●社会福祉法人郁芳会
キューピー保育園 勤務

●自立支援センター
パールうき 勤務

八代白百合学園高等学校卒業

秀岳館高等学校卒業

得意なピアノを活かして
音楽の楽しさを子どもたちに伝えたい！

子どもだけでなく、保護者の方にも
寄り添える保育士になりたい

私の母は保育士をしていました。小さい頃からその姿を間近に見て過ご
し、
自然と保育士の仕事に興味を持つようになりました。
また、
ピアノを得意
としていたので、
それを活かせる保育士になりたいと思い本学へ入学しまし
た。残念ながら、
２年次の実習は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で現
場実習の多くが中止となりました。
しかし、代替として実施された学内実習
は、模擬保育やピアノ弾き歌い、人形劇やダンス発表など充実したプログラ
ムで構成され、
おかげで実践に役立つ貴重な体験ができました。先生方には
心から感謝しています。卒業後は得意なピアノを活かし、子どもたちと一緒に
音楽の楽しさや美しさを共有できる保育士になりたいです。

小学校の時、クラスに障がいを持った同級生がいました。その子との関
わりのなかで、児童発達支援の仕事に就きたいと思ったのが保育士を目指
したきっかけです。併設校の秀岳館高等学校に通っていたので、馴染みの
ある本学に進学を決めました。先生方が親しみやすく、分からない所はい
つでも教えていただけるので、進学してよかったと思っています。専門分野
の勉強は難しいと思うこともありましたが、同じ目標を持つ友人たちと、支
え合いながら学ぶことができました。４月からは保育士として、念願だった
児童発達支援の仕事に就きます。子どもだけでなく、保護者の方にも寄り
添える保育士を目指して頑張りたいです。

取得可能な免許・資格

保育総合コース

●保育士資格

●社会福祉主事任用資格

●幼稚園教諭二種免許 ●初級障がい者スポーツ指導員

多彩な学びを通じて、
保育のスペシャリストを育成

進路
決定率

100%

その他

近年、子どもを取り巻く環境が複雑化し、
いじめや虐待などの課題が増加してい

7%

ます。
そのようななかで、保育の現場には、地域社会で子どもが安心して豊かな生
活を送るための支援体制が求められています。
そのためには、子どもの生活を援助

福祉施設

20%
7%

し、心をケアするだけでなく、保護者や地域の人たちと円滑なコミュニケーション
を図り、環境を整えるための専門的な力量が必要とされます。
幼児保育学科では、講義や実習を通じて、保育者としての知識や技術を学び、確
かな実践力を身につけることができます。

幼児保育学科

田邊 裕子

准教授・学科長

■担当科目：
「基礎音楽」
「こどもと表現」他
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幼稚園・
こども園

保育園

66%

こども心理コース
●保育士資格

●社会福祉主事任用資格
●准学校心理士

●幼稚園教諭二種免許 ●ピアヘルパー資格

卒業後の主な進路〈2020年度 卒業生実績〉
■保育園
［八代市］いずみ保育園、鏡しらぬい保育園、からたち保育園、キューピー保育園、つるまる保育園、二見中央保育園、
みずほ保育園、ゆかり乳児保育園、わかみや保育園、海士江保育園、八代つくし保育園
［水俣市］すずかけ保育園 ［球磨郡］くめ保育園、山江保育園 ［宇城市］海東保育園、松橋保育園
［宇土市］肥後っこ保育園 ［熊本市］雁回まこと保育園、ことな保育園、せきれい保育園、くすのき保育園
［上益城郡］若草保育園、みたけ保育園 ［菊池郡］三里木保育園、大津いちご保育園、キャロット保育園
［山鹿市］稲光園 ［宮崎県］中央保育園 ［岡山県］若杉保育園
■幼稚園
［八代市］八代白百合学園幼稚園
■認定こども園
［球磨郡］慈光こども園
［下益城郡］砥用音楽幼稚園
■乳児院
［八代市］八代乳児院

■児童養護施設
［八代市］八代ナザレ園
［水俣市］湯出光明童園

■放課後等デイサービス
［水俣市］ありんこルーム
［宇城市］ぶーやん松橋

■児童発達支援センター
［八代市］のぞみ
［水俣市］にこにこ
［熊本市］なでしこ園

■一般企業
［東京都］株式会社イハラ

■自立支援センター
［宇城市］パールうき

■その他
［人吉市］曹洞宗 石水寺

■進学
［鹿児島県］鹿児島国際大学
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幼児保育学科

保 育 総 合 コ ー ス ／ こ ど も 心理コース

幼児保育学科

教員紹介
教授

山本 八重子

担当科目／
「国語表現法」
「人間研究」他

万全のサポート体制の中、今、社会から最も求められる職業のひとつである
保育者（保育士・幼稚園教諭）は、今後ますます社会的役割が
多岐にわたる
広がると考えられます。
学生と教員のアットホームな関係の中、
科目・演習・実習を通して 本学科では、
国家資格である保育士と幼稚園教諭二種免許の取得を目指し、
学生の成長を支えていきます。
保育の基本を学ぶ

教授

宮﨑 由紀子

担当科目／
「社会福祉」
「こども家庭福祉」他

子ども・子育て家庭の
身近な保育者になろう
報道にて、
「児童虐待」
「子どもの貧困」
「若
者への支援」などの言葉を聞く機会も多い
と思います。保育者は、子ども・子育て家
庭に親和性のある職業のひとつですね。
授業では、社会の現状を知るとともに、保
育者として求められる社会福祉の知識と、
寄り添うためのスキルについて、共に考え
学んでいきましょう。

講師

田中 優也

担当科目／
「保育内容総論」
「保育内容（言葉）」他
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准教授・学科長

田邊 裕子

担当科目／
「基礎音楽」
「こどもと表現」他

保育者として
よい国語表現をするために

多彩な音楽表現を学び
情操を養う

保育の現場に立ち子どもの先生になること
を目指している皆さん、あなたが日常で使う
言葉は相手に伝わっていますか。実習日誌や
指導案を適切な文章で書いていますか。挨
拶や受け答えの仕方、社会人としての言葉遣
い、正しい文字の書き方、自分の考えを伝え
る文章の書き方等会話表現や文章表現の基
礎から応用まで共に学びましょう。

子ども達と楽しく音楽活動が展開できる保
育者を目指し、基礎的な音楽技術を身につけ
豊かな感性や表現力を養います。初心者か
ら経験者まで、一人ひとりのレベルに合わせ
て行われるピアノ個人レッスンでは「弾き歌
い」にチャレンジし、他にもヴォイスアンサ
ンブルやハンドベル合奏など、さまざまな体
験を通して音楽表現を追求し磨きます。

講師

講師

森本 直樹

担当科目／
「幼児造形」
「保育内容
（表現Ⅱ）
」他

豊かな感性と表現力を養う

惟任 泰裕

担当科目／
「保育原理」
「教育原理」他

「よい先生」になるために

子どもの発達段階に応じた活動や様々な
材料、用具などを用い、子どもが絵を描く
ために必要とされる基礎能力、感じたこと
や体験したことを通して、ものをつくる等
多様な表現技法を幅広く学びます。造形表
現を通しての表現力を育み、表現の楽しさ
を伝える力を養います。

私の担当科目の中心テーマは、「保育者と
しての自己形成」です。皆さんは今まで「よ
い先生」から「わるい先生」まで、色々な「先
生」に出会ってきたと思います。その「よい
先生」たちは、なぜ「よい先生」であったと
言えるのか、また「よい先生」になるために、
自分たちはどうすればいいのかということを
一緒に考えていきましょう。

講師

講師

中富 尚宏

担当科目／
「保育内容（人間関係）」
「こどもの発達障害」他

楽しんで学ぼう

こどもの心に残る先生になろう

私の科目では、保育者になるために必要な
知識やスキルの習得を目指します。保育の本
質は「遊び」です。子どもは遊びの中で様々
なことを学び、成長していきます。保育者も
子どもと一緒になり、遊びを楽しむことが大
切です。皆さんにも楽しみながら学ぶことの
大切さを感じてほしいと思います。一緒に楽
しい学校生活を目指しましょう。

あなたには、憧れた保育所や幼稚園の先
生はいましたか。今でもあなたの記憶の中
にいますか。その先生は、なぜあなたの心
に残っているのでしょうか。この答えを中
九州短期大学で学ぶ 2 年間で、一緒に探し
てみませんか。次は、あなたがこどもの心
に残る先生になる番です。

塩見 一成

担当科目／
「保育内容（健康）」
「こどもと健康」他

子どもたちが健康な日々を
送るために…
乳幼児期は心身の発達の最も著しい時期
です。健康に関する演習を通して、心身の
健康を保つにはどのような環境を構成する
必要があるのか、また、乳幼児にとっての
健康とは何かを追究していきます。健やか
な発育発達を促す保育の在り方について、
一緒に学んでいきましょう。
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保育総合コース／こども心 理コース

保 育 実 習 の現場
実習

〜 保育の現場で学ぶ。
可愛い子ども達とのふれあいの記録 〜

八代市立金剛みどり保育園
初

めての実習では、おもちゃの取り

合 い などで ケンカが 起 きた 際、

いのか戸惑いました。その際には、先

とても大きな学びになりました。学校で

ると話しており、自分も子どもたちと触れ合いながら、その成長に関わ

勉強したことと、実習での経験を結びつ

けながら、保育についての知識・理解
が深まってきたように思います。実習後

には、保育園の先生から「園児の人気
者だったね」と褒めていただきました。

私が保育士になろうと思ったきっかけ

は、所属しているバレーボール部のボラ

ンティアで、保育園に行く機会があった

社会人を経て入学したので、年下の同級生と一緒に勉強するのが少し

に体を動かして遊ぶなかで、この仕事に

不安でしたが、先生方や友人たちの支援もあって、楽しい毎日を送るこ

就きたいという思いを抱きました。

とができています。将来は、施設で暮らす子どもたちの心のケアをしな

部活動では、九州１部リーグでの上

位を目指し、みんなで力を合わせて日々

2020年度卒業

で頑張っていきたいと思います。

秀岳館高等学校卒業

坂本 ゆう さん

練習に励んでいます。今後も文武両道

がら、彼らの夢や可能性を一緒に広げていけるような保育士になりたい
です。

松舟 祐也 さん

実

こども心理コース ２年
熊本県立水俣工業高等学校卒業

習初日は 0 歳児のクラスで乳児に

ついて学び、その後はそれぞれのク

ラスを三日間ずつ担当しました。それぞれ
のクラスを担当したことで、子どもの年齢

育実習をとおして、少しずつ子ど

による発達の違いに気づくことができまし

ものことが理解できるようになっ

などを年齢ごとに意識することも心がけま

した。しかし、うまく伝わらないことも多く、

なります。子ども達との接し方や年齢ご

ます。中でも、0 歳児とどのようにコミュ

した。先生方にアドバイスをいただきな

保育士になりたいと思ったきっかけは、

児保育士が主人公のドラマを見たことで

した。その時から今も変わらない夢を実

現できるように、これからも頑張ります。

実習中は睡眠時間が少なくなることもあり

ていた幼稚園の先生がいつも笑顔で優しく、
「自分もこんな先生になり

アドバイスをたくさんいただくことができ、

本学への進学を決めました。

実習を楽しんで取り組むことができます。

2020年度卒業

永江 秀一郎 さん
秀岳館高等学校卒業

昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響で学園祭が思うように実施で

すが、実習先では男性保育士の方も働い

きませんでしたが、代替となるイベントを開催し、多くの人と交流する

ておられ、安心して実習を行なうことがで

ことができました。幼稚園の頃に出会った憧れの先生を今でも目標とし

きました。私は中学生の時に保育園で職

て、保護者や子どもたちから頼られる明るい保育教諭になれるよう、

場体験を行ない、子どもたちと接する楽し

日々努力をしています。

さに気づき保育士になろうと決めました。

保育総合コース ２年

こうと思います。

で

令和２年度 八代市立植柳幼稚園70周年記念の壁画制作

社会貢献

園児の皆さんと、本学の幼児保育学科２
年生を中心としたメンバーとのコラボ
レーションによる絵画制作活動を実践
しました。制作は、園児がクレヨンで描
いた絵を、学生が水性塗料で模写をして
描く方法により完成させました。

を
公立幼稚園の“壁画制作”
！
した
実践しま

本学では学友会執行部に所属し、充実した学生生活を送っています。

保育現場では男性保育士は少ないので

今は夢の実現に向けて一歩一歩進んでい

熊本県立八代清流高等学校卒業

地域活動

たい」という憧れを抱いたからです。高校の先生方からの勧めもあって、

ますが、子どもたちの笑顔や先生方からの

ニケーションをとれば良いのか戸惑いま

中学生の時に『37.5℃の涙』という病

小さい頃から、保育者という仕事に就きたいと思っていました。通っ

今後の実習を通して上達していきたいです。

との発達の違いに苦戦することもあり

がら、探り探りで学んでいます。

憧れの先生のような、
頼られる明るい保育者を目指す

た。実習後半では子ども達への言葉かけ

不安なことはありますが、毎日が勉強に

出 せ！
飛び
パス
キャン

りたいと思うようになりました。

ことでした。子どもたちと関わり、一緒

てきました。子ども達との関わり方など、

江原 七七海 さん

VOICE 〜

けです。友人は、一人ひとりの子どもたちが成長していく姿に励まされ

八代ひかり保育園
保

2020年度卒業

〜 在学生

児童養護施設の職員を目指して、本学に入学しました。児童養護施設

で働く友人から、施設職員のやりがいについて話を聞いたことがきっか

生方から丁寧なアドバイスをいただき、

実習

私たち の キャンパ スライフ
児童養護施設で働く夢を叶えた後は
子ども達の夢を叶えたい

泣いてしまう子への対応をどうすればよ

社会福祉法人
ひかり福祉会

保育士を目指す

幼児保育学科

田山 日葵 さん

秀岳館高等学校卒業

子どもに寄り添い
保護者から信頼される保育士になりたい
保育士を目指して、本学へと進学しました。保育園での職場体験学習

を通して、保育士という仕事に憧れを持っていたからです。卒業生の知

人から、先生方との距離が近く、面倒見のよい大学だということを聞き、
本学への進学を決めました。

本学では、勉強だけでなく、学友会執行部でイベントを企画するなど

楽しい毎日です。先生方は、色々な相談に乗ってくださるので、安心感を

令和元年度 八代市立代陽幼稚園130周年記念の壁画制作
130周年記念事業として、30日
間に渡って園舎の壁画を描きま
した！園の子ども達や保護者・
先生方も 大 喜 び ♪

もって大学生活を送ることができています。また、放課後には社会経験

を積むために、児童養護施設でアルバイトをしています。卒業後は、子ど
もや保護者の気持ちに寄り添い、信頼される保育士になりたいです。

立川 美樹 さん
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保育総合コース ２年
熊本県立芦北高等学校卒業
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経営福祉学科

介護福祉 士 コ ー ス

経営福祉学科

Department of management & welfare

介護福祉士コース

当コースでは、“即戦力”として福祉の現場で活躍できる人材を育成します。

介護福祉士コース
超高齢社会・長寿社会を迎え、人の健康・福祉に関する問題が
大きな社会的課題になっています。このような社会状況に適
切に対応するために、介護福祉士コースでは人と人との関わ
り合いやコミュニケーション能力、生活知識の習得をベース
に、介護関連の知識や技術、パソコンスキル、心理学などを幅
広く学びます。
「温かい人間性」と時代に適合する経営感覚を
持つプロの介護福祉士を養成します。

【介護福祉士：３つの魅力】

❶利用者さまからの「ありがとう」の言葉で、感動と感謝
に出会えるやりがい溢れる仕事

❷介護の専門技術・介護テクニックを習得することで、
『即現場』の利用者の生活を支援

❸改善著しい介護職の待遇。介護福祉士資格を習得する
ことで、介護職員の待遇がさらにアップ

2020年度卒業

相川 優芽 さん

2020年度卒業

香ヶ丘リベルテ高等学校卒業
（大阪府出身）

上田 彩香 さん

熊本県立南稜高等学校卒業

●医療法人育和会
介護老人保健施設
ひまわり 勤務

●医療法人社団健成会
リバーサイド御薬園 勤務

国家資格「介護福祉士」を取得！
いつまでも初心を忘れずに

あっという間の2年間。親しみやすい先生方の
お陰で、
充実した毎日を過ごしました

本学へ入学を決めたのは、オープンキャンパスで先生方や先輩方がとても

私は保育より介護が好きで介護福祉士コースを選びました。実際に入学す

優しく、学校の雰囲気がとても良かったからです。地元には高齢者が多く、普

ると、周りのクラスメイトは高校時代に介護を学んでいた学生が多く、私はつ

コースを選びました。入学後は学友会の副会長を担い、多くの経験ができ、と

に来て最初は不安でしたが、先生方が親しみやすく、2年間の学校生活で多く

段から介護を身近に感じており、福祉系の仕事に就きたいと思い、介護福祉士

いていくのに必死でした。そして、大阪府から全く知らない熊本県という場所

ても充実した2年間を過ごしました。

の方々と関わることができ、充実した学校生活を送ることができました。また、

就職も決まり、介護福祉現場で日々奮闘していますが、初心を忘れず、挨拶

勉強と同時に大好きなサッカーも続けることができてとても良かったです。

や言葉遣いも丁寧に対応できるよう、常に自分のことのように利用者さまへ

私はもともと人と関わる仕事に就きたくて介護を学んだので、その知識を

の個別ケアができる介護福祉士を目指していきたいと思います。

活かしたくて介護老人保健施設に就職を決めることができました。就職先で
うまくやっていけるか不安ですが、利用者さまの気持ちを考えて寄り添って
いくように心がけながら頑張りたいと思います。

取得可能な免許・資格
●介護福祉士受験資格
●介護職員初任者研修

超高齢社会を支える、
“温かい人間性”と“経営感覚”を
持つ介護福祉士を目指す

進路
決定率

100%

看護小規模
多機能
グループ
ホーム

要とされている方たちのニーズは多様化、複雑化しており、その支援には高度な技術
が必要とされています。そのような中で、介護福祉士には、支援を必要とされている
て介護職の中で中核的な役割を果たしていくことが期待されています。
本学では、建学の精神である「師弟の和熟による人間形成」に基づき、多様なニー
ズに対応できる人間性の豊かな介護福祉士を養成しています。
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●福祉用具専門相談員

進学

特別養護
老人ホーム

6%

47%

障害者
支援施設

17%

経営福祉学科

久保 英樹

6%

6%

教授・学科長

■担当科目：
「社会福祉概論」
「地域福祉論」他

介護老人
保健施設

12%

●普通救命講習

卒業後の主な進路〈2020年度 卒業生実績〉

保育園

わが国では「超高齢社会」の到来と社会環境の目まぐるしい変化に伴い、支援を必

方たちの多様なニーズに対応し質の高いケアを提供するために、介護の専門職とし

●社会福祉主事任用資格

6%

■特別養護老人ホーム
［八代市］向春苑 みやび園
［熊本市］さくらの苑 リデルライトホーム
■介護老人保健施設
［人吉市］御薬園
［熊本市］葵の森
■障害者支援施設
［芦北町］石蕗の里
［熊本市］城南学園
［大阪府］あいほうぷ吹田

■グループホーム
［千葉県］ひまわり山手
■看護小規模多機能
［八代市］西王母
■保育園
［八代市］若葉保育園
■進学
［三重県］鈴鹿大学
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経営福祉学科

介護福祉士コース

現場経験のある先生方による
“実践に即した学び ”と “豊かな人間性”を育む

教授・学科長

経営福祉学科

介護福祉士コース

教員紹介

社会において「ありがたい存在」と感謝されることの多い介護福祉士。
介護福祉士の活躍は、社会的に意義あるものとして、
これからますます必要とされる存在といえます。

担当科目／
「社会福祉概論」
「地域福祉論」他

福祉ってなんだ？

本学コースでは、総合的かつ多角的な視点で介護をとらえ、

私たちが暮らしている社会は日々めまぐるしく変化していま
す。そのような中、社会福祉は私たちの生活を守る安全装置と
しての役割を強めています。
私たちの身近な暮らしの中から、身近に感じている福祉につ
いて考えることを通して、介護福祉士が担う社会的な役割につ
いて考えていきたいと思います。「福祉ってなんだ？」

プロのスキルと人間力を備えた魅力的な介護福祉士を目指します。

講師・コース主任

松本 末信

担当科目／
「介護の基本」
「介護過程」
「生活支援技術」他

世界に先駆ける日本の介護福祉
我が国は世界に類を見ない超高齢社会を迎えました。このよ
うな中、介護福祉士に対する社会の期待は一層増しており、日
本における介護福祉の動向について世界が注目しています。
今後、介護福祉士の活躍の場は益々広がり、国内に留まらず、
世界中で多くの介護福祉人材が、国際色豊かな環境下で活躍す
る。そのような時代がそこまで来ているのではないでしょうか。

准教授

黒木 真吾
担当科目／
「介護の基本」
「生活支援技術」他
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久保 英樹

准教授

篠原 淑子

担当科目／
「認知症の理解」
「障害の理解」
「医療的ケア」他

私たちは、どのようなこころや
からだをしているのだろう？
初めに正確な人体の構造や機能、心のはたらきを学びます。加
齢や疾患、障害などの影響で、自分の思うように日常生活を送れ
なくなった方々の不自由さを理解するためには、大切なことです。
理解した上で、一人ひとりの個別性に合わせて、その人らしい人
生を支えていくお手伝いをしていきましょう。

講師

橋本 晃
担当科目／
「介護の基本」
「生活支援技術」他

介護でみんなを「笑顔」にしよう！

一生、自分らしく生きていくために

人間が生活する上でベースとなる「その人らしさ」、もちろん
利用者様にもあります。授業では実践にいきる内容を取り入れな
がら教育します。他にもレクリエーションという創造的で楽しい
内容もあります。介護の先に待っているのは「笑顔」です。介護
を通してみんなで笑顔の輪を広げましょう。

私たちは普段の生活をあたりまえの出来事として捉えがちで
すが、すべての人が自分らしい生活を送っているのでしょうか。
日本の福祉は時代とともに発展し、介護に対する考え方も変化
してきました。老いや障害にわれわれ専門職がどのように向き
合えば幸せを提供できるのか、将来を担う学生と一緒に考えて
いきたいと思います。
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介護福祉 士 コ ー ス

介 護 実 習 の現場
実習

社会福祉法人 権現福祉会

介

〜介護の現場で学ぶ。
利用者様とのふれあいの記録〜

向春苑

介護福祉士を目指す

私たち の キャンパ スライフ

VOICE 〜

利用者様の立場に立って、
サポートできる介護福祉士を目指す

護実習では座学とはまた違う

勉強ができ、初日に比べて食事、

私はもともと人と話すことが好きで、中学校の時に福祉関係の仕事をしたいと思

入浴、オムツ交換といった介助も徐々
にできるようになってきました。自分

い、秀岳館高等学校の保健福祉コースに進学しました。福祉について学ぶ中で看護に

大変さも実感しているところです。現

本学の介護福祉士コースを選びました。

めに経験することが大事」と仰ってい

生たちとも協力し合って行事を進め、楽しいキャンパスライフを過ごしています。ま

を通して自分なりに上達していきたい

習では、実際に地域の介護事業所の方が本学に来学され現場の話をしてくださった

も興味を持ちましたが、高校２年生の時に祖父が認知症になったことをきっかけに

自身の体の疲れも感じ、介護福祉士の

本学は先生方がとても優しく、クラス内も皆仲が良く、学友会では他のコースの学

場スタッフの方から「まずは慣れるた

ただいたため介護実習での色々な経験

た、介護に関する勉強だけでなく、看護など他の関連領域の勉強もできます。学内実

と思っています。

り、実技方法を直接ご指導くださり、とても勉強になりました。卒業後は、まずは利用
者さまの立場に立ってサポートできる介護福祉士を目指したいです。

専門的な知識と技術をできるだけ多

く学び、また次の学年での実習にも活

介護福祉士コース ２年

かして頑張って成長していきたいです。

2020年度卒業

〜 在学生

経
幼営
児福
保祉
育学科

吉村 咲紀 さん

森枝 夏紀 さん

秀岳館高等学校卒業

秀岳館高等学校卒業

介

護実習は、利用者さまにどういう
接し方をしたらいいのか、力加減

はどれくらいなのか、など分からないこ

利用者さんの言われたことを真摯に受け止め、
行動に表せる介護福祉士になりたい

とが多いですが、実際に体験させてもら

えることが何より勉強になっています。
思った以上に大変なことが多いのです

が、
「 ありがとう」と言ってくださる と 、

私は中学生の時に祖母が怪我で立てなくなり、自分が上手く世話をすることが

そんな気持ちも吹き飛びます！この経

できなかったことをきっかけに、介護について学ぼうと芦北高校の福祉科に入り

験を活かして介護福祉士取得を目指し

ました。高校時代の実習で「ありがとう」と言われることにやりがいを感じ、介護福

ていきたいと思います。

祉士についてもっと深く学びたいと思うようになりました。本学へはさらなるス

介

2020年度卒業

原田 修人 さん

秀岳館高等学校卒業

テップアップのために進学しました。

護実習では、最初は、慣れずに職

先生方は、もともと介護福祉や社会福祉、医療などといった現場をご経験されて

員の方に教えてもらいながら取

り組みましたが、自分から進んで動ける

いるため授業内容も分かりやすいです。また、分からないことがあってもいつでも

私は今回、主に食事介助、排泄介助、入

元で就職し、利用者さまの言われたことを真摯に受け止め、行動に表せる介護福祉

ようになりました。

質問ができる環境にあるため、そこも介護福祉士コースの魅力です。卒業後は、地

浴介助など色々なことを経験しました。

士を目指します。

者さまの介助が思うようにできません

介護福祉士コース ２年

ことから、スタッフの方へも積極的に質

熊本県立芦北高等学校卒業

入浴介助において、実習初めごろは利用

下村 真広 さん

でしたが、徐々に仕事内容に慣れてきた
問ができるようになり、毎日が新しい発
見で、すごく勉強になりました。

2020年度卒業

森田 倫加 さん
出 せ！
飛び
パス
キャン

秀岳館高等学校卒業

地域活動で社 会 貢 献

2016年に日本語学習センターの研究生として留学し、介護福祉士コースに進学しま

活動で、地域の方々との
ーションが広がる！

ハウを学び、カンボジアに日本の介護の技術を広め、介護を目指す人たちの目標になる
ことが私の夢です。初めは言葉が分からず、不安もありましたが、講義では先生方が私

コミュニケ
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母国に日本の介護技術を広め、
皆の目標になる介護福祉士になりたい
した。母国・カンボジアも日本と同様、高齢化が進んでいるので、日本の介護福祉のノウ

精力的なボランティア

2019年7月18日
（木）、日本介護福祉
士会会長兼熊本県介
護福祉士会会長の石
本淳也氏から大変貴
重なお話を聞くこと
ができました。

グローバルな学びも！
！世界に羽ばたく人材

たちにとって理解しやすい簡単な言葉を使って説明してくれて、間違った言葉を使って
もやさしく指導していただいたおかげで、楽しい2年間を過ごすことができました。寮生
活では、仲間と一緒に母国の料理を作ったことが楽しい思い出です。
イオン八代ショッピングセンターでの
介護の日イベントを企画！多くの方に
介護器具などを体験してもらい、ふれ
あいの場を経験しました。
写真提供：イオン八代店様 協力企業：栄幸株式会社様

これからは、施設に入所されている利用者さまを理解し、個別に対応できる介護福

祉士を目指したいと思います。

ドゥオンスムリット・ニモール さん

2019年度卒業生 カンボジア王国出身

●社会福祉法人松高福祉会 特別養護老人ホーム みやび園 勤務
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国際・ビジネ ス コ ー ス

経営福祉学科

Department of management & welfare

国際・ビジネスコース

経営福祉学科

【国際・ビジネスコースの魅力】

国 際・ビ ジ ネ ス コ ー ス

将来を見据えたキャリア支援カリキュラム

本コースでは、会計とコンピュータの講義を中心に広範な知
識を学び、物事の本質を見抜く洞察力を鍛えるカリキュラム

本コースのカリキュラムでは、学生がどのようなキャリア

を組んでいます。学生の意向に応じて、会計やコンピュータの

に適正があるのかを、専門教員との面談や試験、講義などを

資格取得対策講座などを行ない、資格取得のサポートを行

通じて探っていきます。少人数のゼミ形式で行なわれるの

なっていきます。企業で即戦力として活躍できる人材を育成

で、
「 自分に合った仕事をみつけたい」という学生に対し、

します。

こまやかな指導をしていきます。

夢はキャビンアテンダント。
憧れのエアラインスタジオへ
国際・ビジネスコース
2020年度卒業生

ロ・シイン さん

私の夢はキャビンアテンダントなど航空関係の仕事に就くことだったので、
その夢をかなえる

ために本学卒業後は大阪観光大学観光学部エアラインスタジオに編入することが決まりました。
当初は熊本か福岡で4年制大学に編入するつもりでしたが、大阪を旅行した際に大阪に憧れを
持ちました。大阪観光大学は関西空港と連携してインターンシップやアルバイトができることを

（中国人留学生）

●大阪観光大学観光学部
エアラインスタジオへ
3年次編入

知り、進学したいと思いました。本学での大学生活は講義だけでなく、
ダンスサークル、軽音楽部、
米山記念奨学会の活動にも励み、
とても充実した生活を送れました。今後は大学院への進学、
ま

たは他の観光産業についても勉強していきたいと思っています。

国際・ビジネスコース２年

国際・ビジネスコース２年

聖和女子学院高等学校卒業（長崎県出身）

東福岡高等学校卒業（福岡県出身）

南原 真白 さん

平田 尚輝 さん

将来に役立つ資格を
取得し、
スポーツを活かした
仕事に就きたい

部活にも心置きなく
取り組み、
将来役に立つことを
学べています
高校でバレーボール部に所属していました。
しかし３年間レギュラーに入

いたサッカーのクラブチームの指導者の方から本学のスポーツ特待生として

きる本学に入学しました。本学は先生と距離が近く、一人ひとりのサポートを

を向上させたいと考えて本学への進学を決めました。現在はサッカーの社会

指示がありますが、
自分でメニューを考えることもあり、
自主性を身につける

ています。今はMicrosoft Oﬃce Specialistの取得を目指して勉強中です

で２回あり、
良い成績を残せました。好きなバレーボールに心置きなく取り組

ても助かっています。卒業後は、
九州産業大学に編入し、将来的にはスポーツ

祖父の会社の力になりたいという思いから、
バレーボールと事務の勉強がで

しっかりしてくれる大学です。部活は高校の時と違い、必要なことは監督から
ことができました。去年は大会がありませんでしたが、
その代替試合が本学

ビジネスの基本と
異文化コミュニケーションから
はぐくまれる「自分の視点」

みながらも将来役に立つ勉強もできているので、毎日楽しく過ごしています。

取得を目指す免許・資格
●日商簿記１・２・３級
●税理士受験資格

会計は会社・事業所において必要不可欠な業務であり、コンピュータの知識は現

●ITパスポート

代の高度情報化、通信社会においてますます重要視されています。本コースでは会
計とコンピュータの講義を中心に広範な知識を学び、物事の本質を見抜く洞察力を
鍛えるカリキュラムを組んでいます。
また、急速にグローバル化が進む現代においては、外国人とのコミュニケーショ
ンや異文化交流は重要度を増してきています。様々な人たちとコミュニケーション
をとることができるような、グローバルに活躍できる人材を育てます。
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●介護職員初任者研修
国際・ビジネスコース

教授・グローバル教育センター長

川井 健次

■担当科目：
「経営学」
「法学」他

元々は４年制大学への進学を目指していましたが、
中学校の時に所属して

れずに悔いが残っており、
「やれる所までやりたい」
という思いと、東北にある

●福祉用具専門相談員
●Microsoft Oﬃce
Specialist

※卒業までにWord、Excel、
PowerPointの資格試験合
格を目指します。

の受験を勧められました。奨学金制度を利用できることと、
パソコンのスキル

人チームに所属しており、朝練、講義、
アルバイトにと充実した日々を過ごし

が、先生方は皆さん親身になって教えてくださり、相談しやすい環境なのでと

を活かした仕事に就きたいと考えています。

進路
決定率

進学

14%
一般企業

86%

100%

卒業後の主な進路〈2020年度 卒業生実績〉
■一般企業
［八代市］横場工業株式会社 ［熊本市］株式会社えがお SUN華風
［大阪府］浪速通信工業
有限会社TST
■進学
［熊本市］熊本デザイン専門学校 ［福岡県］久留米大学
［大阪府］大阪観光大学 ［兵庫県］大手前大学
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経営福祉学科

国 際・ビ ジ ネ ス コ ー ス

時代の潮流をいち早く捉え、
優れた経営感覚・コミュニケーション
能力を身につける
変動の激しい時代に生きるグローバル人材を育てるために、

海外からの留学生・研究生のための
インターナショナルクラス

グローバル教育センター
グローバル教育センターは、主に留学生の事前教育を行なう教育施設。留

JAPAN

学生は、12年以上の教育課程を修了し、JLPT*N3以上の資格を有する学生
か、またそれに値する学生が入学を許可されます。しかし、入学後の教育現

THAILAND

場における日本語は、自国で学習した日本語だけでは不十分な点が多く、あ

実務レベルで役立つ即戦力としての「技術」を学ぶだけでなく

らゆる点において配慮が必要となります。発音・リスニング・表記はもちろん、

財務戦略や会計学などのビジネス視点を含め、総合的視野を身につけます。

日本語のコンピューターでの操作能力、106／109キーボードの使い方（タ

教員と学生の壁を取り払い、実績を重ねた教員の生き方や視点に触れ、

イピングも含む）、辞書検索機能を使っての漢字入力方法、日本語の基本ア

力強く生き抜くための人生の指針作りの支援をします。

プリ、Web上で操作できる学習アプリの操作方法なども学習し、自身で学習

CAMBODIA

をサポートできる自立型学習を構築できることを目指します。
※JLPT…日本語能力試験。N1〜N５のレベルがある。

経 営 福 祉 学 科 国 際・ビ ジ ネ ス コ ー ス

教員紹介

教授・副学長

坂本 哲朗
担当科目／
「社会学」
「倫理学」他

教授・グローバル教育センター長

川井 健次
担当科目／
「経営学」
「法学」他

どこから来たのか、どこへ行きたいのか

鋭い経営感覚を身につけ、問題解決を探る

奇跡的に生まれ、今を生きている私たちの命。社会学では「関
係としての人間学」を、倫理学では「個々の合理的判断」につ
いて追究します。
先人の学びと仲間との学び合いから、「次の一歩」を決定する
力を育みます。さあ、未来に向かって、力強く「一歩」を踏み
出そう。

今日、企業を取り巻く環境は厳しさを増しています。貿易摩擦、
リストラ、環境問題など企業の個別的対応だけでは解決できない
課題が山積しています。グローバルな視点からの解決が求められ
ます。そこで『経営学Ⅰ・Ⅱ』の講義を通じてこれらの諸問題解
決の糸口を見つけ、それぞれの問題の核心を探す力を身につけて
いきます。

グローバル教育センターで学ぶ
教授

宇野木 広樹
担当科目／
「経済学」
「国際経済論」他

講師・コース主任

村上 幸生

担当科目／
「情報機器演習」
「プログラミング演習」
「e -ビジネス論」他

みんな経済でつながっている

あなたの人生に ”ＩＴサプリ” を

『経済学』を通じて、お金・モノ・サービスがどのように国内
で取引されているのかを解説します。私たちが一生懸命働けば日
本の生産力は上がりますし、たくさんのモノを購入すれば企業の
業績は上がって景気は良くなります。私たちは常に経済とつな
がっているのです。また、『国際経済論』では、世界的に拡大し
てきている所得・資産格差などの国際的に起こっている様々な問
題を解説します。

今からおよそ300万年前に人類初の道具が発明され、人間は道
具を使うことによって生活を豊かにし、人間の能力を拡大してき
た背景があります。皆さんの日常生活においてもたくさんの道具
が存在し、特に意識することなく使っていることと思います。今
から皆さんが学ぶＩＴも道具として捉えることにより様々な場
面で“ＩＴという道具”の必要性を感じると思います。あなたが気
軽に飲むサプリと同じ感覚で、ＩＴサプリを使ってみませんか。
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海外 からの 留学生・研究生 たち

〜 留学生

VOICE 〜

★在籍学生の出身国
タイ、カンボジア

「大学の授業も
日本語で受けています」
「日本人の友人もたくさん
できて、みんな親切◎」
「将来の夢は、貿易関係・日本語教師・
大使館勤務・ツアーガイド…など様々です」

「大学で学んだことを活かして、
母国と日本との懸け橋になりたいです！」
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地域で輝く 卒業生たち

〜 それぞれの社会で
イキイキと活 躍 中！〜

短大で学んだことを活かし、
信頼される保育士を目指す

本学を卒業した学生たちは、それぞれに夢を叶え、今では職場でもなくてはならない存在として日々、奮闘中です。
在学中に様々な資格を取得し、その道のプロとしてやりがいを感じて働いている彼らは、本学の誇り。
卒業生たちの“今”の様子をご紹介します。

子ども達との触れ合いの中で
学ぶことの大切さを実感

私は小学校の頃からサッカーをはじめ、中学、高校と全国大会を目標に取

中学生の頃から子どもと一緒に遊ぶことが好きで保育士になりたいと思い

り組んできました。保育士を選んだ理由は、地元の子ども達にスポーツの素

ました。保育全般を学ぶために保育総合コースを選択し、手遊びや音楽遊び、

私は保育総合コースを選択し、スポーツゼミを選び、子ども達に体を動か

になる子ども達についての勉強をしたいと思い、ADHD について学びました。

晴らしさを伝えたいと思ったことです。

運動遊び、造形遊びを中心に学修することができました。ゼミでは発達が気

して楽しめるような遊びを中心に学修を進めることができました。また、私

現在は、念願の保育士になり、一人ひとりの子どもに寄り添うことができ

はピアノの経験も少なく不安でしたが、色々な音楽経験を積むことでピアノ

るよう、関わり方や声掛け、設定保育の実践方法を学んでいます。絵本など

を弾けるようになり、音楽遊びなどを保育実習で行なうことができました。

のお話を聞かせる時には、世界に入り込めるような接し方や気を引く方法な

現在は、短大で学んだことを活かし、子ども達と一緒に楽しみ、それぞれ

どを、毎日子ども達と触れ合いながら多くのことを学んでいます。

の子ども達の心の掴み方を実践し、子ども達に好かれるのはもちろん、保護

将来、子ども達に「先生に会いたい！」と思ってもらえるように、今後も

者の方にも信頼される保育士になりたいと思っています。

多くの子ども達と触れ合うことを目標としています。

保育総合コース 2017年度卒業生

田中 夏音歌さん

保育総合コース 2018年度卒業生

麦田 萌絵さん

秀岳館高等学校卒業

●社会福祉法人 八代ひかり福祉会 保育所型認定こども園 八代ひかり保育園 勤務

熊本県立八代工業高等学校卒業

●八代市立金剛みどり保育園

“やりがい”を求めて社会人入学を果たし、
介護福祉士として充実の日々

勤務

介護福祉士コースで学んだ全てを活かし、
いつまでも“優しい”介護福祉士でありたい

元々は社会人として製造業で働いていましたが、義母の介護をきっかけに介護福

現在、介護福祉士として毎日忙しくやりがいのある日々を送っています。働い

祉士への進路転換を考え、資格取得のために入学しました。介護に関わることのや

ている施設には入学する前から働いていて、当時は介護に関する資格を保有して

りがいは、利用者さまやそのご家族から「ありがとう」という感謝の言葉を頂いたり、

おらず、介護福祉士の資格を取ろうと思い、中九州短期大学に入学しました。介

「土村さん、今日もよろしくね」とお声掛けを頂いたりすることです。これらの経験

護福祉士コースで学んだこと全てが現在の仕事に活かされています。

から、この仕事に就いて良かったと心から思います。中九州短期大学で学んだことが、

元々、接客など人と関わることが好きだったこともあり、介護の仕事はとても

今の仕事のベースとなっています。

楽しく、自分に向いていると思いました。人のお世話をすることも好きで、入所

ション方法や介護の基本的な知識や技術を 2 年間でしっかりと学べます。さらに

ます。大変なことももちろんありますが、私にとってはそれも含めて利用者さま

中九州短期大学では高齢者・障がい者などといった利用者さまとのコミュニケー

者さまが私の仕事ぶりを見て「凄いね」と言ってくれることがとても励みになり

現場で応用をプラスしていき、さま々な事象に対応ができるようになりました。

と関わることが楽しいので、苦になることはありません。今後は、仕事に慣れて

今後はさらに、利用者さまとそのご家族の皆さんにとって、“担当してもらって良

しまわずに、いつまでもずっと、“優しい” 介護福祉士でいたいと思います。

かった” と思って頂ける介護福祉士を目指していきたいと思います。

介護福祉士コース 2016年度卒業生

本村 さくらさん

介護福祉士コース 2016年度卒業生

土村 訓範さん

自分の得意とする“接客業”を通して
お客さまを笑顔にしたい

●社会福祉法人 権現福祉会 介護老人保健施設 向春苑

勤務

元々、接客・旅行が大好きで、ゼミの先生からの勧めで、地元の東横インに就

国際・ビジネスコースに入学して、日本語能力試験で合格を目指し、日本語の勉強に

励みました。外国人が日本で就職する場合、日本語能力試験で合格していることが就

をスムーズに行えています。

きました。

ンスキルを活かして、お客さまのお名前の検索などのパソコンを使った業務
社内も大変良い環境で、他の店舗で人員が不足している場合にはヘルプと

職にも大変有利になります。おかげで、ワールド事業に通訳として就職することがで

ワールド事業は、日本企業が外国人を雇用する際に、その企業のニーズに合わせて

して出張し、色んな地域のお客さまと触れ合うことができました。以前、お客

人材の紹介をしています。雇用後も間違いなく賃金が支払われているかなどのチェッ

強みはお客さまとのコミュニケーション能力だと自信が持てました。

かし、ベトナム語、中国語の通訳として、外国人労働者と日本企業への橋渡しを行なっ

さまにクレーム対応について大変褒められたことがありました。自分自身の
今後の目標は、もっと県外に出て仕事をしてみたいと思っています。また、

ジャンルの違う仕事にもチャレンジしたいです。裏方の仕事にも興味がある
ので、これからも積極的に楽しく頑張っていきたいと思います。
※情報・ビジネスコース

秀岳館高等学校卒業

2017年度卒業生

●東横イン新八代駅前店

勤務

日本語能力試験に合格し、通訳の仕事を通して
日本とベトナムの架け橋に

職することができました。職場での業務では、中九州短期大学で学んだパソコ

嶽本 里奈さん

秀岳館高等学校卒業

●社会福祉法人 権現福祉会 介護老人保健施設 向春苑

勤務

ク、管理をしており、外国人の労働環境を守る会社です。私は大学で学んだ日本語を活
ています。初めて日本に来た外国人に、細かい日本の習慣やマナーを研修で教え、困る

ことのないように努めています。人に教えることが好きなので、大変なこともありま
すが、楽しくやりがいを感じて頑張っています。

ベトナム留学生／※情報・ビジネスコース 2017年度卒業生

チャン・フェ・クェンさん

●ワールド事業協同組合

外国人通訳として勤務

※2018年度入学生より「情報・ビジネスコース」から「国際・ビジネスコース」へと名称変更。
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充実したサポート体制が
本学最大の魅力！

教員と学生の距離が近い、本学ならではの
きめ細やかなサポート体制と、それぞれの個性に合った
道を拓くための支援で、学生の目標を応援します。
アットホームな大学だからこそできる支援策で、
学生生活をより充実したものに導きます。

サポ
魅力的な

ート体制

❷

学生生活の悩みを解決。
いつでも開かれている
「学習支援センター」
「友達とのコミュニケーションがうまくいかない」、
「勉強についていけない」、
「身体的な悩み」、
「気分が乗らない」…など、誰もが抱える悩み事。

ゼミの指導教員は、日頃から学
生と深く接しているため、一人
ひとりの長所や個性に合わせ
た最適な就職活動の在り方を
アドバイスできます！

そんなとき、本学の３階にある【学習支援センター】
のドアをノックしてみませんか？
あなたの居場所を一緒に見つけますよ。
学習支援センターではこんな相談を受けています

【学生相談について】

●学校生活を送る中で、どんな人にも悩みは出てきます。自分ひとりで

悩まないで、担当スタッフに悩みを打ち明けてみませんか？ カウン
セリングのテクニックを備えた専門の先生がお待ちしています。

●相談の希望は直接担当スタッフまで申し出てください。秘密は厳守し

【４年制大学編入プログラムについて】

●編入は、短大卒業後、４年制大学の 3 年生になることができる制度です。

●専門性を高めることや、資格をステップアップさせることも可能です。
●担当スタッフによる編入のための個別指導で、あなたの可能性を高め

ます。

ます。

【学習支援について】

●大学で学習の仕方が分からない学生に対して、基礎学力の向上を目指
した個別指導を行ないます。

●講義についていけない、試験勉強の仕方がわからない…など、勉強に
関することはどんなことでも相談できます。

サポ
魅力的な

ート体制

❸

きめ細やかな就職指導で、あなたの将来を
バックアップする「就職支援センター」
就職支援センターでは、身につけた知識・技術・資格を最大限に活かすための様々な
プログラムを用意し、学生の主体性を育てるとともに、きめ細やかな就職指導を行
なっています。支援は、入学直後のキャリア形成に始まり、全学生の進路決定まで、
指導教員と協力しながらバックアップ体制を整えています。
1年間の就職支援コンテンツ

4月

サ
魅力的な

ポート体

制

❶

1年次

少人数制ゼミの実施・指導教員制の導入
本学では、少人数の指導教員制ゼミを取り入れています。
専門的な学びだけではなく、学生の将来の夢や卒業後の進路について
教員も一緒に考えていきます。学生のキャリア設計を意識しながら、

2年次

5月

6月〜10月

11月〜12月

1月〜3月

・進路支援
ガイダンス

・進路希望調査

・キャリアプラン教育
・保護者面談（9月）
・進路講演会

・社会人マナー講座
・働くことの意義を
学ぶ講座

・業界研究セミナー
・面談及びエントリーシート
・履歴書の書き方講座

・進路支援
ガイダンス

・進路講演会
・就職体験報告会

・保護者面談（9月）
・業種別講演会
・面談指導
・就職試験対策指導

・総合的な就職支援
（個別指導）

・総合的な就職支援
（個別指導）

目標の実現に向けた支援を行なっています。
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社会人を経て「大学再入学」
を果たした学生たち

NAKATAN Q & A

一度社会人として現場に出た後、さらなるステップアップを望み、
資格取得を目指し本学へ入学する学生たち。社会人を経験したからこそ、
“自分に必要なことは何か”をより深く理解できます。本学では「再学習」の
道を選択することで、新しい夢を掴もうとする方々を支援しています。

科
保 育 学
児
幼
●

が
〜 在校生
た！〜
答えまし

Q.
幼児保育学科

経営福祉学科

藤井 恵理奈さん

村上 雅子さん

保育総合コース ２年

スポーツの道から保育の道へ
資格を取得し、保育教諭を目指す
スポーツの専門学校を卒業後、認定こども園で保育補助の仕事をし

ていました。しかし在職中は、資格を持っていなかったために不便な
ことが多く、いつかは資格を取得して、保育者としてのキャリアアッ

介護福祉士コース ２年

介護のイメージを変えて、
女性が活躍できる職場作りを目指したい
福祉士を目指した理由は、世の中の高齢者に対する偏見を目の当たりに

にも参加して、本学への進学を決めました。学生に戻ることに不安は

方の熱いご説明に心打たれました。介護福祉士コースでは経験豊富な先

だいております。本学で保育士資格と幼稚園教諭二種免許を取得し、
認定こども園で保育教諭として就職することが目標です。

さらなる高みを目指し、
短大卒業後「 四年制大学」へ

保育士を目指す高校生に、一言
アドバイスをお願いします。

Q.

社会人学生として、
幼児保育学科で学んだことは？

A.

「子どもが好き」ということが大事だ
と思います。実習等で大変なときもあ
りますが、子どもと過ごすことが楽し
いという気持ちが強いと乗り越えら
れます。保育士は、子どもと触れ合う
ことができる、とてもやりがいのある
仕事だと思います！

A.

学校に来ないと知ることができない
学びがあります。子どもの心理や発達
障害などを具体的に知ることができ
ます。学びたくて入学しましたが、よ
り視野や可能性が広がっていくのを
感じます。専門的な学びを深めていき
たいです。

Q.

短期大学へ進学したいのですが、
経済的理由から進学を諦め、
就職を考えています。

Q.

介護福祉の仕事は他の職種に比べ、
待遇や賃金が低いと聞きますが
実際はどうなのでしょうか。

A.

現在、日本学生支援機構の奨学金制度
をはじめ、県の社会福祉協議会が行
なっている給付型の奨学金や、介護施
設等の独自の奨学金制度など様々な
奨学金があります。進学を希望されて
いる方や迷われている方は、条件等詳
しくご説明いたしますので、まずは本
学窓口にお問い合わせください。詳し
い説明をさせていただきます。時間の
都合がつかない方は、メールでの問い
合わせも可能です。

A.

確かに、一昔前まではそのようなこと
も言われていましたが、現在では、他
業種と比べてみても遜色ないように
なりました。2025年、団塊の世代の
方たちが75歳以上の後期高齢者の仲
間入りをします。将来およそ国民の4
人に1人が後期高齢者になると予想
されています。国をあげての取り組み
が急がれている中、専門職である介護
福祉士への期待はますます高まって
います。安定した給与と賞与により、
将来設計が立てやすいのも介護福祉
業界の魅力のひとつです。

子育てが一段落したということもあり、女性の多角的な視点を活かした

し、
もっと高齢者に優しく人に寄り添って社会貢献できる仕事をしたいと

ありましたが、同級生とも仲良くなり、先生方にも丁寧にご指導いた

Q.

保育について実践的に学べます。例えば、
「絵を描くこと」
「 歌うこと」
「 物を作るこ
と」を通して、子どもの目線に立って活動
するのが楽しいですよ。私は作ることが
好きなので、それを生かして保育に取り
組んでいこうと思っています。

仕事でキャリアを築き、定職に就きたいと思い本学へ進学しました。介護

プをしたいと考えていました。そのようななか、勤めていた園の先生
方から、地元の短期大学で学ぶことを勧められ、オープンキャンパス

A.

幼児保育学科に入って
良かったと思うことは何ですか？

本学で学ぶ2年間で、履修内容や学生生活、進路や就職に
関すること…など様々な疑問・質問について、
各学科・コース別にお答えします。

思ったからです。
ハローワークの学校説明会や本学の施設見学では先生

生方が揃っており、短期大学士の学位が取得できること、就職率が100％

であることも魅力的でした。卒業後は、利用者の方が気持ちよく過ごせる

よう、質の高い介護を心掛け、将来はケアマネジャーの資格を取り、若手

祉士コ
● 介護福

ース

Q.

卒業後、国家試験に合格できなくて
も介護福祉士として働くことができ
るというのは、本当でしょうか？

A.

本当です。介護福祉士養成施設で国家試
験受験資格を満たした者が卒業時に国家
試験の合格点数を満たすことができな
かったとしても、卒業後５年間は介護福
祉士の名称を用いて仕事に従事すること
ができます。また、次年度以降、介護福祉
士国家試験に合格するか、卒業後５年間
継続して介護福祉施設で業務に従事すれ
ば、介護福祉士を名乗ることができます。

の育成や女性の社会進出に貢献したいと思います。

2年間の学習の中で、
「より深い学び、より深い専門性を得たい」と考える
学生には、四年制大学への編入という進路も視野に入れた指導を行ないます。

Q.

勉強と部活を両立させ、
さらなる免許取得を目指して四年制大学へ

AIが高度化するとなくなる職業があると
聞いたことがあるのですが、
介護福祉の仕事はなくならないのでしょうか。

A.

介護福祉の仕事は残るであろうと研究者は予測しています。
その理由として、対象が人間であり、臨機応変な判断や柔軟な
対応が求められるからです。

中学生の頃から職場体験学習などを通して子どものことが好きになり、幼稚園教

諭二種免許と保育士資格取得を目指して入学しました。

短大では楽しい講義がたくさんあり、様々な科目を学習するうちにもっと専門的

に学びたいと思うようになり、さらに幼稚園教諭一種免許や小学校教諭二種免許も
幼児保育学科

2019年度卒業

西九州大学 こども学部 進学

菊谷 奈穂美さん

取得したいと考え、四年制大学への編入を希望しました。大学編入試験の学習の際
には、担当の先生が小論文などの指導を丁寧に行なってくださいました。そのおか

げで無事に合格することができました。私は小学生の頃からサッカーを続けており、
短大でも女子サッカー部に所属し、全日本大学女子サッカー選手権大会に出場しま
した。大学ではフットサルを続けていきたいと思っています。

短大生活は、自分の夢に近づくための学びを得ながら大好きなサッカーも続ける

ことができ、とても充実した2年間を過ごすことができました。
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コース

ビジネス
● 国際・

Q.

大学での勉強とサークル活動やアル
バイトとの両立はできそうですか？

A.

大丈夫です。本コースでは学業だけでな
く、課外活動にも積極的に取り組んでも
らえるように配慮しています。学業とア
ルバイトの両立も可能です。

Q.

卒業後の進路が心配です。

A.

大丈夫です。就職・編入希望者には、履
歴書の書き方、筆記試験対策、面接対
策などを指導教員が個別指導してい
きます。

Q.

色々な資格に興味があります。
大学の勉強をしながら
資格の取得は可能ですか？

A.

本コースのカリキュラムでは資格取
得をサポートできるような内容に
なっています。また、希望する資格取
得への対策も指導教員が個別指導し
ます。
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もうひとつのキャンパスライフ

部 活 動・サ ー ク ル 活 動 紹 介

自主活動機関

学友会
学生生活をもっと充実させたい人！
楽しみながら社会に通用する力を身につけよう！

自分の可能性を拡げるもうひとつの場、部活動＆サークル活動。プロを目指して真剣に取り組む強化指定部や、
共通の趣味を持った仲間が集うサークルは、講義とはまた違った楽しみがあります。

学友会とは、入学式やスポーツ大会、学園祭などの学校行事の企画や運営などを

学年・学科を超えて知り合った仲間は、あなたの一生の宝になること間違いなし！

行なう学生の自主活動機関です。学園祭では、各イベントの企画、司会、プログラム
や看板作成、舞台設営などの裏方の仕事、さらにクラス企画や外部販売ブースの設
置、地域企業に出店依頼の交渉を行なうなど、社会に出た時の交渉スキルも磨かれ

ます。初めて体験することが多く大変ですが、やりがいや達成感にあふれ、楽しい

部 活 動

経験となり先輩後輩の距離もぐんと近くなります。

学外でも、熊本県内の大学生で結成されている「大学コンソーシアム熊本」に参

加し、合同学園祭を開催、各大学や県内の高校生たちへのPR活動などを行なって
います。あなたも学友会で交友関係を広げてみませんか？
キャプテン
林田 夏美さん

女子
バレーボール部
九州大学1部リーグ上位へ
最後のチャレンジ！

サークル活動
へらぶな釣り研究会

写真サークル

ダンスサークル

創部7年目、強化指定部
創部4年目の平成29年度秋季リーグ2部で全勝優勝し、1

部リーグ昇格を決めました。

「Nakagawaふれ愛アリーナ」
の完成に合わせて、平成26年

4月に発足した女子バレーボール部は、九州大学リーグ6部

からスタートし、4年をかけて１部リーグ昇格を実現しました。
大学の方針で強化指定部として活動するのは、今年度までで

す。有終の美を飾れるよう部員一丸となってチャレンジします。
部員は、併設校の秀岳館高校をはじめ、県内外の強豪校から

スポーツ特待生として入部しています。現在の部員数は、9名

です。

練習は、授業がある日は、16時30分から20時まで、授業が

ない日は、半日
（練習試合は全日）行なっています。
月曜日はオ

フです。併設校の秀岳館高校と一緒に
「Nakagawaふれ愛ア

リーナ」
で練習しています。

部のモットーは
「人を助け、人に生かされ、人を信じ、人に育

てられ」
です。
バレーボールは、
プレーする楽しさはもちろんで
すが、次の人のために、
身を挺してボールをつなぐという自己

犠牲の心を必要とする競技です。
「 人を助けようとする心」
を
仲間との切磋琢磨を通して身につけることは、将来、福祉や保

育の現場で必ず役に立ちます。
これまで多くの方々に応援して

いただきました。心より感謝申し上げます。今年は最後のチャ

令和元年に発足した比較的新しいサークルです。
主に、

学内行事の様子を撮影だけでなく学外に撮影に行っ

八代を中心とした野池や、
川、
ダム等でのへらぶな釣りを

ています。現在7名で活動中です。写真を撮るのが大好

や、
へらぶな釣り大会に出場するために、
楽しみながら活

初心者の方には、使い方から丁寧に教えます。

しています。
釣りを通して地元の愛好家の方々との交流
動をしています。
未経験の方でも釣りを楽しむことがで

きな方、撮るのが上手くなりたい方を歓迎しています。

ダンスが好きな人が集まり、オープンキャンパスや学

園祭に参加し、ダンスを披露しています。経験者だけで
なく、初心者も大歓迎です。ダンスを楽しみましょう！

きますので、
興味がある方は迷わずご相談ください。
大自
然の中で一緒に釣りを楽しみましょう。

造形サークル

ボランティアサークル
〜smile 〜

野球サークル

レンジです。悔いを残さないよう全力で戦います。

サッカー部

女子：八代フューチャーズレディース
男子：八代フューチャーズ

「夢は必ず実現する」をモットーに、

2018年4月に『八代ミライプロジェ

クト』が発足しました。併設校の秀岳

館高等学校出身の学生を中心に、県

内外の強豪校から入部しています。女

子は、九州女子サッカーリーグ2部、

製作物を通して地域貢献ができるよう日々研究して

ボランティアサークル〜smile

〜では、餅つきの

本学野球サークルは、
毎週火曜日と金曜日の放課後に日

男子は、熊本県サッカーリーグ1部を

います。今年は幼稚園の園庭に壁画を描き、子ども達や

スタッフとしてのお手伝いや、学校に届いた地域の

本製紙八代グラウンドにて行って おります。
週末には社会

リーグチームを」
という大きな目標に

ベントにも参加して、多くの子ども達と製作を通して

しています。今年度に新しくできたサークルで、サーク

今年度は 人数確保が課題ですが、
人数が集まれば九州学生

主戦場とし活動しています。
「八代にJ

向けて、
日々トレーニングに励んでい

ます。
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保護者、先生方にも喜んでもらいました。また地域のイ

ふれ合うことができました。今後もボランティア活動
を続けて、地域に貢献できればと思います。優しくて楽
しい仲間も待っています。

方々からご依頼があったボランティアに積極的に参加
ル名にもあるように、笑顔で楽しく活動を行なってい
ます！ぜひ一度、見学に来てみてください

人チームや大学生チームとの練習試合を行っております。
軟式野球連盟への加盟という選択肢もあ り、“短大で全国

大会出場！”という夢を追うこともできるのではないかと
期待しています。
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あなたはどのタイプ？

タイプ別

自由に伸び伸びと
一人暮らしを
エンジョイ！

●家計簿（1ヶ月の収支内訳）
【収入】

◎アルバイト…………40,000円
◎仕送り………………50,000円
◎奨学金………………50,000円

収入合計 140,000円

私は、鹿児島県の出身です。バドミン

トンで秀岳館高等学校に進学し、高校

時代は寮で生活をしていました。保育

士を目指して本学へと進学し、現在は

一人暮らしをしています。一人暮らしの

よいところは、自分の時間がゆっくり
幼児保育学科
保育総合コース2年生

知覧 侑佳さん

秀岳館高等学校卒業
（鹿児島県出身）

ますが、週に三日ほどアルバイトをして
生活費を賄っています。学校へは、運

寮生活は楽しい！
違う学科の人との関わり
を持てるのが魅力♪

入りました。バレーを続けたくて、本

学ならバレーを続けながら介護の資
格を取れるので入学しました。寮生活

はみんなで助け合いながら、先輩後輩、

福岡女学院高等学校卒業
（福岡県出身）
バレー部所属

【収入】

◎アルバイト…………15,000円
◎仕送り………………30,000円

収入合計 45,000円
【支出】

◎食費…………………15,000円

◎交際費・雑費………15,000円
◎貯金…………………15,000円

支出合計 45,000円

緒に食べたりしています。

電車通学でも送迎バスが
迎えに来てくれるので
とても助かっています◎

た。菊陽町に住んでいるので、通学の
際は原水駅から電車に乗り、熊本駅で

乗り換えて八代駅で降ります。少し遠
いですが、八代駅まで無料の送迎バス

が迎えに来てくれるのでとても助かっ
ています。個別のピアノ室や、充実した

図書館があることも本学の魅力です。

【収入】

◎アルバイト…………40,000円
収入合計 40,000円

【支出】

◎交通費………………14,000円
◎交際費………………26,000円

支出合計 40,000円

アパートを出発！

朝は大体8時に起床し、朝ごは
15分かけて学校に到着します。

8：40

一人ひとりがそれぞれの生活を送っています。ここでは、三つのタイプ別で学生の1日をご紹介します！
色んな支援体制が整っているので、あなたに合ったキャンパスライフを楽しんでくださいね♪

9：10

12：10

15：30

講義

昼食

自習・自由時間

保育士を目指し幼児保育

楽しいランチタイム。学食

図書館で調べもの。図書館

という間の2年間なので

のお店でお弁当を買って

心地の良い場所なので、自

学科へ進学しました。あっ

しっかり講義で学びます。

9：10

も利用しますが、大体近所
きて学内で食べています。

12：10

はガラス張りで明るくて居
習にぴったりの場所。

15：30

16：30

17：30

放課後

帰宅

アルバイトがない日は、ピ

家に帰ったら、自分の好き

したり、友達数名とお喋り

す！ゆっくりお風呂に

アノ室でピアノの練習を
して情報交換をしたりし
て過ごします。

なことに時間を使いま
入ってまた明日も頑張り
ます♪

17：00

20：45

通学

講義

昼食

自習・自由時間

部活

帰寮

朝は自転車に乗って通学しま

介護福祉士コースでは、現

楽しい昼食は学食で。日替

講義が終わった後は、部活

今年は代替大会で優勝し

部活が終わり、寮に戻りま

いつも余裕をもった準備で出

ます。リハビリについても

など種類も豊富です。低価

イ ム 。メ ー ル や ラ イ ン の

ては、1部リーグのAパー

で、今から食事したらゆっ

す。自転車で約5分で着くので、
発できます。

※寮費・通信費は実家払い

●家計簿（1ヶ月の収支内訳）

8：40

んを食べて学校へ。自転車で約

料理のナポリタンを作って友達と一

たことが進路選択の決め手となりまし
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●家計簿（1ヶ月の収支内訳）

寮では自炊もできます。たまに、得意

と先輩たちの仲がよく、温かさを感じ

慶誠高等学校卒業
（菊陽町在住）

支出合計 140,000円

つことができるのが魅力です。また、

保育士を目指して本学に進学しまし

丸林 萌果さん

◎貯金…………………30,000円

違う学科の仲間たちとの関わりを持

た。オープンキャンパスの際に、先生方

幼児保育学科
保育総合コース2年生

◎光熱費………………10,000円

１日のタイムスケジュール

実家暮らし

◎交際費・携帯代……40,000円

通学をしています。

属し、高校時代は県大会でベスト８に

首藤 はづきさん

◎食費…………………20,000円

動不足解消のため、15分かけて自転車

小学４年生の頃からバレー部に所

経営福祉学科
介護福祉士コース2年生

◎家賃…………………40,000円

１日のタイムスケジュール

寮生活

取れるところです。少しお金がかかり

【支出】

１日のタイムスケジュール

一人暮らし

学生の１日追っかけリポート！

本学には様々な地域から通学している学生がいます。一人暮らし、寮生、自宅からの通学など、

8：30
通学

八代駅から無料の送迎バスに
乗って学校へ到着！菊陽町か
らは1時間40分ほどかけて毎
日通学しています。

場さながらの実習ができ
今後学びたいな！

9：10

わり定食やカレー、うどん
格なので安心です。

12：30

前に一度寮に戻り、休憩タ
チェックをしています。

14：30

ました！次の試合に向け
ト目指して頑張るぞ！

15：30

す。ハードな練習だったの
くり休みます！

16：35

昼食

自習

放課後

帰宅

講義が受けられます。先生

楽しい昼食。憩いの場は開

午後から授業がない時は、

講義で調べなくてはなら

送迎バスで八代駅へ。今か

資格を取りたい人におす

緒に楽しくお喋りしなが

室で練習ができるので助か

くて静かで、とても居心地

ます。今日はアルバイトな

講義

幼児保育学科では、様々な
との距離が近く、保育士の

放的なスペース。友人と一

すめです！

ら頂きます！

苦手なピアノも個別の練習
ります。

ないことは図書館で。明る
の良い図書館です。

ら電車で菊陽町まで帰り
ので頑張ります！
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学生食堂

木漏れ日がさす緑の中庭

ションスペースとして利

講義の合間にリラックス

したひと時を過ごせます。
庭の木々たちも四季折々

ツ・卵）、日替わり定食（特

に水曜日の「チキン南蛮」
は大入り満員）など。

長い歴史のなかで育まれた豊かな文化があり、毎年10月に行わ

れる『やつしろ全国花火競技大会』は西日本唯一の全国花火競技大
会です。また、八代市民が誇りとする『八代妙見祭』は、ユネスコの

利用者への思いやりなど、

無形文化遺産と国の重要無形民俗文化財として登録されています。

2年間で色々な学びを経

そのほか、日奈久温泉は俳人・種田山頭火が愛した古くからの温泉

てこの場所から羽ばたい

街であり、生活面でも大変住みやすいまちとして定評があります。

ていきます。

の空間です。

ミックス丼（唐揚げ・豚・カ

でもあります。

めに必要な知識や技術、

の表情があり、くつろぎ

ニ う ど ん 、カ ツ カ レ ー 、

クセスに優れ、海外からのクルーズ船入港が可能な重要港湾都市

介護福祉士を取得するた

天気の良い日はみん
なでおしゃべりした
り、待ち合わせ場所
にもぴったり◎

にはウッドテラスがあり、

ニューも豊富で、人気はミ

然に囲まれたまちです。九州自動車道や九州新幹線による交通ア

介護実習室

昼食以外にも、みんなが落

用されています。ランチメ

八代ってどんなまち？
本学のある八代市は、八代海・九州山地・球磨川などの豊かな自

中庭

ち着けるコミュニケー

レッツ
ゴー♪

施設紹介

本学2020年度卒業生の
植田琴音さんが
各施設を紹介します♪

抜 群 の 環境で、
充 実 し たキャンパスライフをエンジョイ！

文化の香り高い環境のなかで、自分自身の夢に向かって学んで

みませんか？

私は日替わり定食が大好き！
友達とお茶を飲みながらお喋
りする場としても大活躍です。

介護福祉士コースの学生は
ここで様々なことを学びます。

グラウンド

体育館
バレーボールコートが4

丁寧に整備された人工芝

整った広々としたアリー

技、サークル活動を安全

憩いの場

（渡り廊下）

のグラウンド。講義や実

面とれる本格的な設備が

本館から介護棟へ続く、

に楽しめます。

ナ。サークル活動をバック
アップしています。

やつしろ全国花火競技大会

解放感溢れる渡り廊下

に は 、木 製 の テ ー ブ ル・
椅子が並び、気軽にくつ
ろげる場所。待ち合わせ

人工芝のグリーンが
とってもきれい！

部活や講義、試合な
どにも使われてい
ます。

やミーティングなどに

開催日：10月第３土曜日

利用されています。

友達と集まって計画
をたてたり、休憩に
も便利なスペース！

音楽棟

プロを目指す学生の研究

ン。気の合った仲間同士で

るライブラリー。検索や

活動を書籍や資料で支え

れるピアノの個人レッス

閲覧もシステム管理され

コンサートを楽しめるの

ているので、利用しやす

が、この音楽棟です。また、

さが魅力です。

ピアノ個人練習室は20室
完備。
（冷暖房付き）

音楽棟では私もピアノ
レッスン頑張りました！

お洒落な図書館は本学の
自慢！外観もカッコいい♪

中短周辺MAP
●

久

3
肥薩

おれ

動車

3
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道

秀岳館高校
ふれ愛アリーナ

カムイ

● 日産プリンス

●

●

N

● 八代看護学校

3

んじ

鉄道

高田

駅

MEGA
ドン・キホーテ

ジョイフル

●
●

セブンイレブン

肥後

開催日：御夜11月22日、本祭11月23日（祝）

中短 は
ココ！

熊本高専

日奈

州自

妙見祭

図書館

初心者でも気軽に受けら

南九

場所：球磨川河川敷緑地公園内

● ヒライ

●

●

ゆめマート

●

Hotto Motto
●

ナウイでしょ

● 英食堂
●

八代工業高校

ねぼけ堂

コスモス

神戸屋

●

●

●

GS

●

スーパーキッド

●

コインランドリー

セブンイレブン
●

八代駅→

学生寮

★
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キ ャ ン パ スカレンダー

《 １ 年 間 の 学内 外 行 事 》

DAR
CAMPUS CALEN

就職先・進路先一覧
幼児保育 学 科【 保 育 総 合コース／こども心 理コース】

4

月

April

■入学式・入寮式
■新入生オリエンテーション
■奨学金説明会

10

月

■学園祭【ざぼん祭】

October

進路
決定率

100%

卒業後の主な進路〈2020年度 卒業生実績〉
■保育園
［八代市］いずみ保育園、鏡しらぬい保育園、からたち保育園、キューピー保育園、つるまる保育園、二見中央保育園、
みずほ保育園、ゆかり乳児保育園、わかみや保育園、海士江保育園、八代つくし保育園
［水俣市］すずかけ保育園 ［球磨郡］くめ保育園、山江保育園 ［宇城市］海東保育園、松橋保育園
［宇土市］肥後っこ保育園 ［熊本市］雁回まこと保育園、ことな保育園、せきれい保育園、くすのき保育園
［上益城郡］若草保育園、みたけ保育園 ［菊池郡］三里木保育園、大津いちご保育園、キャロット保育園
［山鹿市］稲光園 ［宮崎県］中央保育園 ［岡山県］若杉保育園

その他

7%

■幼稚園
［八代市］八代白百合学園幼稚園

福祉施設

5月

■学外研修
■学長杯スポーツ大会

May

6

月

June

7月

11 月

■教育実習［幼稚園］
（幼児保育学科2年）

November

■介護実習
（経営福祉学科／介護福祉士コース2年）
■教育実習［幼稚園］
（幼児保育学科2年）

■前期講義終了
■前期定期試験

July

12

月

December

1月

January

20%
7%

保育園

66%

■乳児院
［八代市］八代乳児院

幼稚園・
こども園

■冬季休業
■海外研修

CHEC

K!

キャンパスを越えて学ぶ
海外研修制度
inオーストラリア
中九州短期大学には、
「 海外研修
に興味がある！」
「 語学力をアッ
プさせたい！」という学生のため
のプログラムがあります。オース
トラリア体験（２週間の研修期
間）の中で、現地の学校・福祉・企
業等を訪問。異文化に触れる中で、
英語力とコミュニケーション力
に磨きをかけることができます。

■後期講義終了
■後期試験

100%

進路
決定率

8

August

■税理事務実習
（経営福祉学科2年）
■介護実習
（経営福祉学科／介護福祉士コース1年）

2

月

February

■保育実習
（幼児保育学科2年）

看護小規模
多機能
グループ
ホーム

6%

September

■教育進路面談
■オリエンテーション
■介護実習
（経営福祉学科／介護福祉士コース2年）
■後期講義開始
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March

■一般企業
［東京都］
株式会社イハラ

■自立支援センター
［宇城市］パールうき

■その他
［人吉市］曹洞宗 石水寺

■進学
［鹿児島県］鹿児島国際大学

■特別養護老人ホーム
［八代市］向春苑 みやび園
［熊本市］さくらの苑 リデルライトホーム
■介護老人保健施設
［人吉市］御薬園
［熊本市］葵の森
■障害者支援施設
［芦北町］石蕗の里
［熊本市］城南学園
［大阪府］あいほうぷ吹田

47%

障害者
支援施設

12%

■グループホーム
［千葉県］ひまわり山手
■看護小規模多機能
［八代市］西王母
■保育園
［八代市］若葉保育園
■進学
［三重県］鈴鹿大学

■保育実習（幼児保育学科1年）
■施設実習（幼児保育学科1年）
■介護実習
（経営福祉学科／介護福祉士コース1年）

経営福祉 学 科【 国 際ビジネスコース】
進路
決定率

進学

3月

6%

特別養護
老人ホーム

6%

14%

9月

進学

6%

■成績発表

■施設実習
（幼児保育学科2年）

■観察実習
（幼児保育学科1年）

■児童発達支援センター
［八代市］のぞみ
［水俣市］にこにこ
［熊本市］なでしこ園

卒業後の主な進路〈2020年度 卒業生実績〉

保育園

介護老人
保健施設

■前期成績発表 ■夏季休業

■放課後等デイサービス
［水俣市］ありんこルーム
［宇城市］ぶーやん松橋

経営福祉 学 科【 介 護 福 祉 士コース】

17%

月

■認定こども園
［球磨郡］慈光こども園
［下益城郡］砥用音楽幼稚園

■児童養護施設
［八代市］八代ナザレ園
［水俣市］湯出光明童園

■保育実習（幼児保育学科1年）
■施設実習（幼児保育学科1年）
■普通救命講習
（経営福祉学科／介護福祉士コース）
■学位記授与式
■春季休業

100%

卒業後の主な進路〈2020年度 卒業生実績〉
一般企業

86%

■一般企業
［八代市］横場工業株式会社 ［熊本市］株式会社えがお SUN華風
［大阪府］浪速通信工業
有限会社TST
■進学
［熊本市］熊本デザイン専門学校 ［福岡県］久留米大学
［大阪府］大阪観光大学 ［兵庫県］大手前大学
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