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皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上

げます。平素は同窓会活動にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申
しあげます。

さて、このたび熊本・大分地震により被災された皆様ならびに

そのご家族には心よりお見舞い申し上げます。

同窓会は、早急に義援金をお送りし、被災されました皆様と被

災地の一日も早い復興にお役に立てるよう対応致しました。被災

地の皆様に安全と心安らぐ日々が早く訪れますこと心よりお祈
りしております。

今年は九州内に住む同窓生の結束を深めていくことを目標とし

ています。自然災害のような予期せぬ出来事に、同窓生の絆やネッ

月

日に開催致します初

トワークがかけがえのない存在となります。鹿児島支部に次いで、

福岡市にも支部を設立する予定です。

地震被災地の一日も早い復興を心よりお祈りしております。

皆様のご健勝とご活躍を祈念いたしますとともに、熊本・大分

九州保健福祉大学同窓会はいつも皆様と共にあります。

運んでほしいと願っています。

で学び青春を過ごした皆様には、これからも頻繁に延岡市に足を

らしく変わろうとしています。そのような町の九州保健福祉大学

経済・産業などの交流が盛んになりました。延岡はこれから素晴

島」の名を返上いたしました。多くの人・文化・地域・食・学術・

延岡は今年４月、東九州自動車道路の全線開通により「陸の孤

げて下さい。懐かしい顔に会いに来て下さい。お待ちしております。

同窓生の皆様がお近くの支部に集い友好を深め、同窓会を盛り上

めての「サテライト同窓会in福岡」に皆様こぞってご参加下さい。
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九州保健福祉大学の活動報告
熊本・大分地震の支援として、スポーツ健
康福祉学科の熊本県出身の学生が呼びかけて
支援物資の募集と義援金の募金活動を行いま
した。学食前において４月18日から22日に
かけて実施し、学生・職員から当初の予想を
はるかに超える多くの物資と募金が集まりま
した。また、ツイッターやフェイスブックを
通してこの活動を知った多くの市民の方にも
ご協力頂き、大学まで支援物資を届けて頂く
など支援活動の輪が広がっていきました。今
回の支援活動で集まった義援金は約30万円
で、日本赤十字社を通して寄付いたしました。
また、ペットボトルや食品、トイレットペー
パーなど多数の物資は、延岡市を通じて被災
地に届けられました。

義援金寄付について
熊本・大分地震の地震災害でお亡くなりになられた方々のご
冥福をお祈りするとともに、被災された皆様には心からお見舞
い申し上げます。
被災された方々の中には、本学卒業生およびそのご家族も
多くいらっしゃることから、去る５月20日に同窓会予算より
計1,000,000円の義援金を寄付させていただきました。
両県の皆様へ少しでも早く生かしていただければと、日本赤
十字社熊本県支部および大分県支部へ500,000円ずつに分け
て寄付いたしました。
同窓会員一同、被災された方々に心よりお見舞い申し上げる
と共に、被災地の一日も早い復旧と復興をお祈り申し上げます。
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順正学園創立50周年・50周年記念式典
順正学園は、創立50周年を迎え、４月30日に記念式典と祝賀会を開催しました。
土屋定之文部科学省事務次官と日本私立大学協会の小出常務理事が祝辞を述べ、日本
私立学校振興・共済事業団の小谷隆之理事・佐藤直也理事の両理事、私立大学退職金財
団の大沼 聡常務理事をはじめ、各方面から多数の来賓が出席し、総勢600名が参加
する盛大な式典と祝賀会が執り行われました。
記念式典で加計美也子理事長は、
「これまで多くの方々からご支援があり、また、幾多
の暖かいご鞭撻があって本日の50周年を迎えることができました。この50年を節目と
して、次の100周年を目指し、社会や地域の皆様の期待に沿えるよう、創立者加計勉が
掲げた『学生一人ひとりのもつ能力を最大限に引き出し引き伸ばし、社会に有為な人材
を養成する』という建学の理念を柱に教職員が一丸となり、学園の理想とする教育、研
究に力を尽くしていきたい」と新たな決意を述べました。
また、記念式典では日頃から支援いただいている岡山県高梁市、宮崎県延岡市、兵庫
県南あわじ市にそれぞれ感謝状が手渡され、また、親元を離れ一人暮らしを始める新入
生に地域の生活情報をまとめた「学生便利手帳」を作成・配布し、海外から来た留学生
に生活物品を無料で提供するなど、地域をあげて学生を応援している団体にも感謝状が
手渡されました。
学園は、岡山県の中西部にある当時約54,000人であった歴史ある高梁市を拠点と
して昭和42年に順正短期大学、順正高等看護専門学院からスタートし、平成２年に吉
備国際大学、平成11年に宮崎県延岡市に九州保健福祉大学を開設。平成17年に宮崎
県宮崎市に九州保健福祉大学総合医療専門学校を開設。また、吉備国際大学では平成
25年に兵庫県南あわじ市、平成26年には岡山県岡山市にそれぞれ学部を増設するな
ど、学園と市が協力する「公私協力方式」の下に、次々と高等教育の拠点校を設置して
きました。
『私大教「教育学術新聞 (2016/5/11 第2644号 )」掲載文』

サテライト同窓会 i n 福岡 のご案内
前回の「九州保健福祉大学

同窓会広報誌」にて

ご案内いたしましたが、新たな事業計画として「サ
テライト同窓会 i n 福岡」を開催いたします。これ
までの同窓会は例年延岡市にて開催しておりました
が、県外在住の同窓生にとりましては遠方のため参
加を見合わせていた方もいらっしゃいました。そこ
で、九州保健福祉大学同窓会の更なる発展と同窓生
の親睦向上を目指し福岡にて同窓会を開催いたしま
す。また同窓会後は福岡県を中心とした九州北部の
同窓会支部設立を期待しております。

日 時：平成28年10月15日 ( 土 )18時～20時30分
場 所：博多魚がし 海の路
会

福岡県福岡市中央区天神１‒12‒３天神町木村家ビル B１F
（地下鉄天神駅11番、12番出口より徒歩10秒）

費：2,000円

参加に関するお問い合わせ：0982-23-5696（視機能療法学科

申込締切：８月８日（月）

同窓会総会 案 内
例年、九保祭初日の土曜日に開催しております同
窓会総会・懇親会を本年も11月5日（土）に開催致
します。昨年は卒業生と教職員をあわせ、41名の
方々に参加いただきました。九保祭が開催される期
間ですので、懐かしい想い出の母校を訪問し、旧交

日

時：平成28年11月5日（土）
総会18時～ 懇親会18時30分～

場

所：ホテルメリージュ延岡

会

費：無料

を温める良い機会ではないでしょうか。本年度も懇
親会の参加費は無料ですので、同級生の皆様、サー
クルのお仲間をお誘い合わせの上、奮ってご参加く
ださい。

天津菜館 曼陀琳

〒882-0047 宮崎県延岡市紺屋町１丁目４−28
電話：0982-32-6060

参加方法：同封のハガキにてご返信下さい。

申込締切：10月７日（金）
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田村）

初めてのサテライト同窓会開催です。是非お誘い合わせの上、ご出席
ください！ 共に福岡の地で九保の仲間と楽しい時を過ごしましょう～♪
遠方からのご参加も期待しております！
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九州保健福祉大学卒業式・入学式
平成27年度 学位記授与式・修了証書授与式を
挙行しました

平成28年度

入学宣誓式を挙行しました

発行日：平成28年７月
発 行：〒882-8508 宮崎県延岡市吉野町1714-1

平成28年３月19日（土）
、本学体育館において、平成27
平成28年４月６日（水）
、入学宣誓式を挙行しました。
年度学位記授与式・修了証明書授与式を挙行しました。
学部、大学院、別科生を含む522名が、希望を胸に新たな一歩を踏み出しました。
医療薬学研究科医療薬学専攻博士課程では、はじめて
入学宣誓式では、入学生代表の生命医科学部 生命医科学科 緒方綾音さんが
の卒業生となる（第１期生）２名を含む、学部生、大学院生、 「時代の変革に対応できる広い視野と、豊かな想像力、そして専門的な知識と能力
別科生の総計462名が九州保健福祉大学を卒業しました。 を身につけるとともに、九州保健福祉大学の学生としての誇りと自覚を持って、福祉・
保健並びに医療社会の期待に応えるよう努力することを誓います」と宣誓しました。

子弟入学制度

順正学園では、設置校に入学する学生（但し通信制を除く）
に対し、
「子弟入学制度」を設けています。この制度は、下記のいずれかに該当する
方で、入学時までに所定の申込書で申請された方に対し
「入学金半額免除」の特典が適用されます。
〈適用される該当者〉
①父親または母親が、本学園設置校を卒業している方 ②兄弟、姉妹が本学園設置校を卒業または在学中の方③兄弟、姉妹が同一学年に入学する場合のどちらか1名

九州保健福祉大学内

〈学園設置校〉九州保健福祉大学、吉備国際大学、吉備国際大学短期大学部（順正短期大学）、順正高等看護福祉専門学校（順正高等看護専門学
校）、九州保健福祉大学総合医療専門学校

平成27年度 国家試験結果

九州保健福祉大学同窓会事務局

第101回 薬剤師国家試験
新卒合格率 全国国公私立73校中 第４位
第51回
作業療法士国家試験 新卒合格率 91.7％
第18回
言語聴覚士国家試験 新卒合格率 84％
第46回
視能訓練士国家試験
新卒・既卒合格率 100％（５年連続）

98.6％

第29回
第28回
第28回
第18回

臨床工学技士国家試験 新卒合格率 100％
社会福祉士国家試験
新卒合格率 45.5％（臨床福祉学科生は61.9％）
社会福祉士国家試験 通信教育部生
新卒合格率 37.5％
精神保健福祉士国家試験 新卒合格率 66.7％

キャリアサポートセンターからのお知らせ

T E L：0982-23-5623
E - m a i l：d o u s o u @ p h o e n i x . a c . j p

卒業生の皆さん、在学中、就職活動中はキャリアサポートセンター
に足しげく通っていたことと思います。
「キャリアなんて一度も行っ
たことはない」という方も、もし大学に来る機会があれば、ぜひキャ
リサポに立ち寄って顔を見せてください。皆さんが現在、どんなこ
とをしているのか、就職した時のこと、あるいは仕事をやめたこと、
転職したこと、職場の求人情報、結婚したこと、子どもができたこと、
なんでもいいです。元気な姿を見られたらとてもうれしいです。仕
事の愚痴をこぼしに来てもいいです。ぜひ私たちに会いに来てくだ
さい！キャリサポでは、卒業生に対する支援もしています。卒業後

何年たっていても大丈夫です。就職をせずに卒業した人や、退職し
求職中の方に対して相談や求人情報の提供などを行っています。自
治体からの復職支援の情報などもあります。例えば、宮崎県では保
育士の人材確保に力を入れており、資格を持っている人への復職支
援や、未就学児のお子さんを持つ保育士さんに対する子育て支援を
行っています。また、キャリサポでは卒業生対象の Facebook もやっ
ていて、大学の近況や求人情報を出しています。見つけたらともだ
ち申請お願いします。

キャリアサポートセンター▶電話0982-23-5525

事務局だより
会費納入のお願い

印刷所：小野高速印刷株式会社

本同窓会は会員相互の親睦を図り、母校の隆盛に寄与することを目的として、平成15
年3月24日に設立し、皆さまからの会費により運営しております。つきましては本同窓
会の趣旨・活動をご理解いただき、ぜひ、ご入会いただきますようお願い申し上げます。
（会費納入には同封の専用振込用紙をご使用ください）
尚、入会案内は入学時・卒業時にご案内しておりますので、すでに会費をお納めいた
だいている方は二重にお支払いをされませんようご注意ください。
お支払いの有無の確認、その他同窓会に関するお問合せは下記までお願いいたします。

九州保健福祉大学同窓会事務局 ℡：0982-23-5623
E -mail: dous ou@pho eni x .ac.jp

編集後記
この度の熊本・大分を中心とする震災に
より被災された方々に心よりお見舞い申し
上げます。また、被災地等におきまして、救
援や復興支援などの活動に尽力されている
方々に深く敬意を表しますとともに、皆さま
の安全と一日も早い復興を心よりお祈り申
し上げます。
第3号以降でもゆるぎない信念は持ちつ
つ、伝えるべきものをタイムリーにお伝えい
たします。
（文責：吉田）
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