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慢性心不全看護分野 2 期生修了 おめでとう！
9 月 20 日は、空の日である。前日の仲秋の満月があまりにも美しく神秘的で、
かくもさわやかな秋の日に修了式は執り行われ、髙山直子さんからすばらし
い謝辞を頂き感激した。その夕刻謝恩会も開いていただいたが、案内状・プ
ログラム・席次表その他すべて 9 人挙げての手作りだった。沖縄からの西野
計史君が奏でる三線の音が響く中での温かい雰囲気の会だった。この 2 期生
のさらなる活躍を確信した。教師冥利につきた秋の良夜だった。

空よりも大きな月の上りけり

長谷川 櫂

10 月・11 月の主な行事予定
10 月 1 日（火） 認定看護師教育課程 脳卒中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護分野入学式
10 月 16 日
（水） 動物慰霊祭
10 月 18 日
（金） 杏祭前座祭、国際交流体験報告会
10 月 19 日
（土） 杏祭（学園祭）
10 月 21 日
（月） 化血研 経営戦略実践講座（阿蘇合宿）
～22 日（火）
10 月 24 日
（木） 国際交流体験報告会
10 月 25 日
（金） 平成 26 年度科研費公募学内締切
＊

10 月 26 日
（土） 大学行政管理学会「第 38 回九州・沖縄地区研究会」
、
西里駅清掃、図書館蔵書点検
10 月 28 日
（月） 入試面接研修会（教員対象）
～29 日（火）
10 月 30 日
（水） 医学検査学科臨地実習認定式
10 月 31 日
（木） 認定看護師教育課程慢性心不全看護 認定確認現地視察
11 月 2 日（土） 指定校推薦入試、一般推薦入試→11 月 13 日合格発表
11 月 9 日（土） 社会人入試(ﾘﾊ)、助産別科推薦入試→11 月 15 日合格発表
11 月 10 日（日） 井芹川大清掃
11 月 16 日（土） 大学院推薦選抜、大学院社会人選抜（Ⅰ期）→11 月 22
日合格発表
11 月 17 日（日） 「笑いと健康」講演会&ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会(MUSASHI 会)
11 月 20 日（水） 化血研評議員会、学校法人銀杏学園理事会（ﾎﾃﾙ日航）

11 月 26 日（火） 出久根達郎氏 公開講演会

杏祭
10 月 19 日（土）に第 37 回杏祭を開
催します。メインテーマは「Laugh

11 月 27 日（水） 定期健康診断

Maker」
。日頃勉学に励んでいる学生
に思う存分楽しんでもらいたいと思

＊

認定看護師教育課程
脳卒中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護入学式

います。今年は、本学の四綱領であ

10 月 1 日（火）に認定看護師教育課

書道コンテストを行う他、前日の 18

程脳卒中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護の入学式

日（金）には前座祭もあるなど、新たなイベントが目白

が行われ、

押しです。是非ご参加ください！

る「知識」
「技術」
「思慮」
「仁愛」の

10 名の研修

科研費

生が入学さ

言語聴覚学専攻の塩見将志准教授が、科研費「研究活動

れました。

スタート支援」で採択されました。
研究課題名：遅延聴覚フィードバックによる非吃音者の

＊

吃音様症状発生における個体差の要因
＊

期間：H25～H26
交付額（H25）
：直接経費 80 万円、間接経費 24 万円

第 41 回九州地区学生指導研究集会

ﾘﾊ合同就職説明会

9 月 5・6 日に第 41 回九州地区学生指導研究集会

9 月 19 日（木）に 3・4 年生向けのリハビリテーション学科合同就職説明会を本

がメルパルク熊本で開催されました。研修会での

学で開催しました。九州を中心に 55 施設の採用担当者様にお越しいただき、施設

事例報告において、河瀬前学務課長が「熊本保健

概要や採用計画等についてご説明いただきました。まず、50 周年記念館で学長挨

科学大学における『教・職・学』協働の取組～新

拶・概況説明を行った後、アリーナで施設ごとに分かれたブース説明会が行われ

入生オリエンテーションにおけるピア・サポータ

ました。学生にとって就職について考える良い機会となったようです。

ーの参画事例～」を発表しました。発表の中で、
新入生オリエンテーション時にスーパー・ピア・
サポーターを務めた生活機能療法学専攻 3 年上野
義幸くんも登壇し、当日の感想等を報告しました。
発表後の質疑応答や情報交換会での質問も多くみ

られ、本学の学生支援の取組が広く知られる絶好
の機会となりました。
（文責：学務課）
【学長挨拶・概況説明】

【ブース説明会】

熊本県競泳選手団帯同トレーナー
去る 9 月 13 日～15 日、第 68 回国民体育大会（ス
ポーツ祭 2013）が東京にて開催され熊本県競泳選手
団帯同トレーナーとして同行しました。9 月 8 日早
朝 2020 年オリンピック開催地が「Tokyo」に決定し
その興奮さめやらぬまま東京国体は開催されまし

本学初の留学生！

た。アスリートはそれぞれに 7 年後の「東京五輪」
を夢見ながら熱い戦いを演じ、東京都民、スタッフは精一杯の「お

今年度より、本学で初めて留学生を受入れました

もてなし」と感動の大会でした。私自身このような経験を通して

のでご紹介します。
こんにちは。はじめまして。 私は臨

今後の学内教育において、汗と涙と感動を共有できる学生、将来

床検査領域 大学院生 朴珍河(パク
ジンハ)と申します。韓国 大邱

(Daegu)保健大学を卒業して、今年
熊本に来ました。4 年前、熊本保健
科学大学で 4 カ月ぐらい学生達と一緒に勉強した
経験があって、ここでもう一度勉強したいと思い
大学院に進学を決めました。今は基底膜を構成す

夢に向かって大きく羽ばたいていく学生を育てなければと強く
感じました。
（文責：リハビリテーション学科 陣上修一）

卒論発表会

学生企画セミナー

9 月 20 日（金）に医学検査学科

10 月 18 日（金）に中井政義氏（東日本大震

4 年生の卒業研究発表会を行い

災を風化させない活動推進ｾﾝﾀｰ所長）による

ました。

「報道では語られない東日本大震災の真実」
というﾃｰﾏでの講演を実施いたします。この

るⅣ型コラーゲンについて研究しています。 色々

ｾﾐﾅｰは、学生企画による初めての試みです。

な人達に恵まれて、毎日感謝の気持ちで生活して

ご都合のつかれる教職員の皆様は是非ご参

います。良い論文が出来上がるまで研究を頑張り

加ください。場所は 50 周年記念館です。

ます。皆さんと友達になりたいです。これから宜
しくお願いします。
知っておきたい文献の表記法と
注意を要する論文の分類 （最終回）
記載法の指定がなければ、やはり、基本を尊重
したいものである。また、大半の文献記載に誤
りが認められる博士論文も論文の質が問われか
ねない。人事書類で自分の論文をすべて著書扱
いにしている者がいる。新聞に記載したものを
『著書』として申請している。論文には記載法
により、原著論文、著書、症例報告、総説、刊

マスコットキャラクター
「ゆりーと」

太郎良さん ミス日本九州大会優勝！

遊びﾘﾃｰｼｮﾝのﾌﾟﾛになる
―高次脳機能障害編

8 月 30 日（金）
・31 日（土）

言語聴覚学専攻の大塚裕一准

地区大会で本学看護学科 4 年

教授と宮本恵美講師が『遊び

の太郎良綾さんが見事優勝し

ﾘﾃｰｼｮﾝのﾌﾟﾛになる―高次脳

ました！来年 1 月に開催され

機能障害編』という本を執筆

るﾐｽ日本ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ決定ｺﾝﾃｽﾄ

されました。
「遊びﾘﾃｰｼｮﾝ」は、

（日本全国 3 千名応募中、13

「遊び」と「ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ」を

名が出場）に地区代表として

組み合わせた造語で、本の中

出場されます。2013 ﾐｽﾕﾆﾊﾞｰ

に行われたﾐｽ日本ｺﾝﾃｽﾄ九州

行物などに分類される。著書としているものが

には、
遊びを

ｽ熊本大会のﾌｧｲﾅﾘｽﾄにも選ば

刊行物であったり、極端な場合であるが、単ペ

取り入れて

れ、1 年間ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等の活動も

ージの学会抄録を著書として人事書類に記載す

楽しくﾘﾊﾋﾞﾘ

る人がおり、注意したいものである。一度、自

ができる内

しているそうです。国試の勉
強を頑張りながら、料理や自分磨きなど色々

分の業績を分類してみる機会を設けたいもので

容が盛りだ

なことにも挑戦する学生です。12 月頃に

ある。
（文責：山口康雄研究科長）

くさんです。

2014 ﾐｽ日本ｺﾝﾃｽﾄのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上で投票も行
われるそうです。皆で応援しましょう！

