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Ono’s Desk
11 月 4 日～6 日、タイ王国東北部のコンケーン（Kohn Kaen）市にある Kohn Kaen University（KKU）の Faculty of Nursing
と本学看護学科との提携に関する調印式に出席しました。 既に本学
理学療法学専攻と医学検査学科が盛んに交流している大学です。
KKU は 17 の学部がある大きな国立大学で、看護学領域ではタイで
初めて 4 年制大学に学部を設置したそうです。看護学で一つの学部
をなしているのです。
今回は船津理事長にも参加していただき、
渡辺教授、
石原事務局長、
徳永講師および小野の 5 名同行で、本学の意気込みが先方に伝わり
ました。看護学科の交流が盛んになることを期待します。

11 月・12 月の主な行事予定
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（雨天中止）
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（熊本市民会館崇城大学ﾎｰﾙ）
11 月 27 日（水） 定期健康診断
12 月 1 日（日） 看護学科臨地実習合同研修会
12 月 7 日（土） 助産別科一般入試→12 月 13 日合格発表

指定校推薦入試・一般推薦入試

12 月 8 日（日） チャレンジ熊保大！一般入試特別講座

11 月 2 日（土）に指定校推薦入試及び一般推薦入

12 月 19 日
（木） 学校法人銀杏学園杏友会親睦会・忘年会（ﾎﾃﾙ日航）

試を行いました。一般推薦入試の志願者数は 305

12 月 26 日
（木） 仕事納め式

名（昨年 310 名）で、志願倍率は 2.7 倍でした。

12 月 27 日
（金） 振替休日（11 月 2 日 一般推薦入試）

同日実施は初の試みでしたが、教職員皆様のご協

12 月 28 日
（土） 年末・年始休暇（～1 月 5 日（日）
）

力により無事に終了しました。入試はまだまだ続
きますので、引き続き宜しくお願い致します！

第 37 回杏祭
10 月 19 日（土）に第 37 回杏祭が
開催されました。今年は初めての取
り組みとして、前日午後から学生企
画セミナーと前座祭が企画され、学
生企画セミナーはテーマや講師の
選定等全ての段取りを学生が行い、
学生にとって良い経験になったよ
うです。前座祭では、ミスターコン
テストやミスコンテスト等の新企
画が行われ、多くの学生が参加し大
変盛り上がりました。杏祭の今年の
テーマは『Laugh Maker』
。この杏
祭を通して、多くの人たちに笑顔を
届けたいという実行委員の思いが、
来場者の皆さんに届いた杏祭だっ
たのではないかと思います。
（文責：学務課）

地域連携

動物慰霊祭

医学検査学科臨地実習認定式

10 月から 11 月にかけて、地域連携活動が例年活発に行わ

10 月 16 日（水）に動物慰霊祭を

10 月 30 日（水）に 1300L 講義室

れており、地域連携委員会が中心になって対応していま

行いました。学長、学生代表によ

において医学検査学科 3 年生 99 名

す。最近行われた活動についてご紹介します。

る慰霊の辞の後、献花を行い、動

の臨地実習認定式を執り行いまし

物たちの冥福を祈りました。

た。

こうし市秋祭り
10 月 6 日（日）に「こうし市秋祭り」が県農業公園ｶﾝ
ﾄﾘｰﾊﾟｰｸで開催され、合志市と本学が提携を結んでいる
ことから地域貢献の一環として、参加（健康ﾁｪｯｸ）致
しました。当日は見事な秋晴れで、合志市内外から多
数の来場者があり、大変盛況でした。本学のﾌﾞｰｽには
常に希望者の列ができている状態で、途切れることは
ありませんでした。テント内は湿度が高く、蒸し暑か
ったですが、ほとんど休み
時間もとらずに測定に協力
してくれた学生に感謝して
おります。
（文責：地域連携委員会）
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ふれあいフェスタ in ほくぶ
10 月 26 日（土）
・27 日（日）にふれあいフェスタ in
ほくぶに参加し、健康チェック（骨密度、血圧、血管
年齢測定の他、ストラックアウトというスポーツ等）
をし、お子様からお年寄りまで幅広く、2 日間で、約
230 名の方々にご参加いただきました。

【骨密度】

【ストラックアウト】

フードパルフェスタ

公開講演会

救急処置法

11 月 26 日(火)に作家出久根達郎氏

10 月 24 日（木）に医学検査学科

の初戯曲を熊本市民会館崇城大学

1 年の「救急処置法」の授業で、

ﾎｰﾙにて行います。出久根氏と小野

熊本市北区消防署の方が、AED

学長による「本の楽しさ」につい
ての対談の

の使用方法や心臓マッサージの

11 月 3 日（日）
・4 日（月：祝）にフードパル熊本で、

後、戯曲「庭

フードパルフェスタが開催されました。本学も健康チ

に一本なつ

ェック（骨密度、血圧、血管年齢測定等）で協力し、

めの金ちゃ

約 400 名の方にご参加いただき大盛況でした。

ん」がありま

やり方を指導して下さいました。

す。多数の参
加をお待ち
しています。
女子バレーボール部
【体成成分分析】

【血圧測定】

9 月 30 日に開催された第 68 回熊本県バレーボールリーグ秋季大会におい
て、女子バレーボール部が 2 部リーグで優勝し、1 部昇格を果たしました。

国際交流体験報告会

本学女子バレー部は、初参加の 3 部準優勝から着実に順位を上げ、今回初

10 月 18 日（金）の杏祭前座祭

めての 1 部昇格となりました。学生たちは勉強に忙しく、また体育館の確

時と 10 月 24 日（木）のお昼

保も難しいため十分な練習時間が取れませんが、指示を待つのではなく何

休みに大邱保健大学とコンケ

が必要かを自分で考え、動くということをモットーにし、少ない練習時間

ン大学で国際交流をした学生

をカバーしています。課外活動に励むことは大学時代の思い出を作るだけ

12 名による体験報告会を行い

でなく、バレーを通して学んだこと

ました。文化、宗教、医療の

は卒業後にも必ず生きてくると信

違い等、多くのことを直に感じ、それぞれに刺激を受け

じて指導しています。 (女子バレー

て来たようです。来年度は、大邱保健大学とコンケン大
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学の交換研修へ全学科の学生が応募可能になり、益々国
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際交流が活発になります。
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