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　西九州大学同窓会会員の皆様、お変わりなくお過ごしのことと存じます。会員の皆様には常日
頃から本学の教育研究、大学運営等について一方ならぬご支援ご協力を賜り心より御礼を申し上
げます。昨年４月に本学の集大成となる看護学部看護学科が小城キャンパスでスタートしました。
５月末に行われた開設記念式典には同窓会から多額のご支援を頂戴いたしました。心よりお礼を
申し上げます。新入生94名のうち県内出身者は66%で、多くのご支援をいただいた佐賀県、小城
市を始め地域の皆様の期待に応えることができ安堵いたしました。 看護学部が完成年度を迎える
３年後には、2,000名を超える学生数となり 、保健・医療・福祉・教育等の分野の総合大学とし
て佐賀県内で一目置かれる存在になったのではないかと思います。昨年11月には本学創立50周年
の記念式典を開設地の神埼キャンパスにて執り行いました。 開催に当たり、ご支援ご協力、また、
多数のご出席をいただき誠にありがとうございました。
　今後は、各学部学科がそれぞれの資源を活かしながら協働して地域の課題に取組み、実際に一
歩一歩解決していくことが西九州大学の強み、存在価値になると考えます。18歳人口急減期に入
り私立大学にとっては困難な時代になりますが、在学生が元気に躍動し、卒業生の皆様とも絆を
深め、この難局を明るく前向きに突き進んで行くことを目標にしますので、これからも 一層のご
指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いいたします。
　終わりに、同窓会会員の皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

西九州大学同窓会
会長

竹下　純子

　西九州大学同窓会会員の皆様におかれましては、お仕事又は子育て等に忙しい日々をお過ごし
の事と思います。
　月日が経つのは早いもので今年度西九州大学は創立50年を迎えております。昨年11月には西九州大
学学内で大勢の方々のご出席をいただき、お祝いの行事が催されホテル創世で懇親会も開かれました。
　第１回生である私の入学時は、佐賀家政大学の名称でありましたが、当時の校舎やお世話になっ
た先生方の事がなつかしく思い出されました。
　今は社会人として微力ではありますが社会にも貢献できる存在に成長させていただき、その出
発点となった母校を振り返ると感慨深いものがあります。
　今年で50年を迎えた西九州大学は約１万名の卒業生を輩出し社会に貢献できる人材を育て地域
に密着したすばらしい総合大学になっております。これも福元裕二理事長のご尽力のたまもので
あり、同窓会と致しまして感謝申し上げます。
　今年度は新しく医療系の看護学部（４年制）も開設し今後さらに卒業生も増え、大所帯になり
ます。卒業生が増えていくことは、同窓会にとってはとても大きな力をいただくことになり、現
在同窓会役員も９名おりますが、全員それぞれ仕事が終り試行錯誤しながら活動の話し合いを進
めておりますが、なかなか活動が深まらずにいる現状であります。
　卒業したらなかなか同窓生とも連絡がとりにくく、皆がその後どうしているか、また大学が年々
どの様に発展していっているかを知っていただくためにも、同窓会総会の開催や会報誌を作成し
ております。西九州大学が大きくなり発展し、知名度も上がることは同窓生にとっても嬉しい限
りです。西九州大学卒業生の皆様、一致団結し西九州大学の発展に寄与していきましょう。
　最後になりますが、西九州大学の発展と同窓生の皆様方の益々のご活躍を願い同窓会への更な
るご支援、ご協力を心からお願い申し上げます。

西九州大学
学長・理事長
福元　裕二
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西九州大学創立50周年記念式典・祝賀会

　　　　西九州大学看護学部看護学科開設１年にあたり

　平成30年10月28日（日）、神埼キャンパス3号館311教室にて西九州大学創立50周年記念式典が挙行されまし
た。この式典に合わせてシンポジウムが開催され、滝口教授（社会福祉学部卒業生）の進行で創立50周年を振
り返り、福元学長（理事長兼務）、長野教授（永年勤続教員）及び原口様（家政学部3回生）、藤佐様（社会福祉学
部1回生）による大学のあゆみや学生時代の思い出話などが、和やかな雰囲気の中で進行し、200名を超える
参加者も熱心に聞き入っていました。
　さらに同日夕刻よりホテルマリターレ創世佐賀において祝賀会が催され、学長挨拶に続きスポーツで顕著
な成績を収めた、個人・団体の表彰や在学生による余興（「和太鼓サークル 堂打」、「ダンスサークル」）も披
露され盛会のうちに終了致しました。今回の式典を通して、今後の西九州大学の更なる飛躍を期待するとと
もに、同窓会としてもこの50周年を節目として歩んでいきたいと思います。

　西九州大学は、平成30年4月、看護学部看護学科を、佐賀県小城市小城町に本学三つ目
のキャンパスとして開設しました。本学科の開設にあたり、小城市をはじめ佐賀県・国
からの多額な財政支援、また「小城市への大学等誘致促進期成会」、「佐賀県看護協会」ほ
か多くの方々から支援活動等を受けております。永原学園の創設者永原マツヨ先生の「看

護で結実を」という夢が、同創設者が掲げた建学の
精神に基づく教育理念「あすなろう」をモット－に、
地域社会に貢献する健康福祉、教育の、そして看護
の人材育成の大学として、「西九州大学創立50周年」という節目に実現
することができました。将来において、本看護学部卒業後は、地域医
療はもとより、高度医療においてたくましく活躍できる貴重な人材に
なれるよう、１期生94名は一生懸命力を合わせて、学業、地域ボランティ
ア活動に大学生活をエンジョイしています。本看護学部は小城キャン

パスにあり、共通教育、教職課程の講義、サークル活動、大学祭は神埼・佐賀の両キャンパスで、他学部の
学生たちと交流していますので、健康・福祉・医療の私立総合大学として限りな
い発展を続けています。これからは、高等学校の卒業生が激減する時代を迎えま
す。脈々と発展してきました西九州大学も同窓生の皆様のお力添えを戴きながら、
未来永劫にいのちのバトンタッチができますよう、見守ってください。
　最後に、昨年５月の落成式の折には、同窓会からお祝いと記念品を戴きありが
とうございました。紙面をお借りしてお礼を申し添えます。

西九州大学
看護学部長
岡﨑美智子
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平成29年度　西九州大学同窓会
収支計算書

同窓会定時総会

ひのくま祭ホームカミングデー　

日　　時　2019年６月１日（土）
　　　　　総会・懇親会　午後６時30分〜
場　　所　ホテルマリターレ創世
　　　　　TEL 0952ー33ー5511
会　　費　3,000円

日　　時　2019年10月26日（土）・10月27日（日）
　　　　　10：00〜15：00
場　　所　西九州大学神埼キャンパス
　　　　　（ひのくま祭・同窓会模擬店内）

　西九州大学創立50周年を記念して、今年度スポーツにおいて輝かしい成績を収めた選手に贈られる「西九州大学
創立50周年記念スポーツ奨励賞」の表彰が行われました。表彰式は、10月28日（日）西九州大学創立50周年記念祝賀
会及び、11月1日（木）西九州大学神埼キャンパスで執り行われました。

主な成績
・ 第73回国民体育大会（福井県） ボルダリング優勝、リー

ド5位
・ スポーツクライミング ジャパンカップ2019予選大会
（東京都）優勝

・ 国民体育大会 九州ブロック大会（鹿児島県） 優勝
・ 世界大学スポーツクライミング選手権大会（スロバキ

ア） 準優勝
・ 日本学生クライミング対校選手権大会（福井県） 優勝

主な成績
・ 2018アジアパラ競技大会（インドネシア） 銅メダル
・ 2018 UNIQLO WHEELCHAIR TENNIS TOUR（台湾）

シングルス準優勝、ダブルス3位
・ 2018 Midwest Wheelchair Championships（アメ

リカ）シングルス優勝
・ Swiss Open（スイス） ダブルス優勝
・ Wroctaw Cup 2018（ポーランド） ダブルス優勝

　12月２日（日）に神戸市で開催されたリズムダンス選手権大会で入賞しました。山川さんは、
高校時代からヒップホップ系ダンスをしており、全国優勝の経験もあります。皆さんこれから
も応援よろしくお願いします。

・第2回リズムダンス選手権全国大会………３位　　　・第8回アジアエアロビクス選手権大会………２位

第 50 回 ひ の く ま 祭

在学生の活躍
2018年11月２日
西九州大学創立50周年記念スポーツ奨励賞の表彰が行われました

福井しあわせ元気国体で初優勝 ジャカルタで開かれたアジアパラ大会2018で銅メダルを獲得
大河内　芹香さん（子ども学科２年） 大谷　桃子さん（スポーツ健康福祉学科3年）スポーツ

クライミング
車いす
テニス

2018年12月４日
山川藍さん（スポーツ健康福祉学科2年）がリズムダンス選手権大会で入賞しました！

自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日

収入の部 （単位：円）
科　　目 予算額

7,360,000
160,000

20,000
7,540,000
2,905,665
10,445,665合　　計

決算額

7,360,000
130,000

46
65,900

7,555,946
2,905,665
10,461,611

増　減

0
-30,000

46
45,900
15,946

0
15,946

支出の部 （単位：円）
科　　目

合　　計

【受取会費】
　会費
　総会会費
【雑収益】
　受取利息
　雑収益
　当期収入合計
　前年度繰越

【事業費】
　会報誌費
　総会開催費
　ひのくま奨学金
　大学祭
　寄贈図書費
　同窓会積立
【管理費】
　人件費
　会議費
　事務費
　通信費
　消耗品費
　収支計算書等作成料
　ホームページ運営費
　予備費（慶弔費等含）
当期支出合計
当期収支差額
次年度繰越

予算額

2,100,000
1,000,000
1,500,000
300,000
200,000
500,000
100,000
650,000
50,000
100,000
100,000
400,000
200,000
300,000
7,500,000
40,000

2,945,665
10,445,665

決算額

1,988,130
779,391
1,500,000
218,829
200,000
500,000
10,000
385,000
1,998
77,439

0
400,000
36,936
85,600

6,183,323
1,372,623
4,278,288
10,461,611

増　減

-111,870
-220,609

0
-81,171

0
0

-90,000
-265,000
-48,002
-22,561
-100,000

0
-163,064
-214,400
-1,316,677
1,332,623
1,332,623
15,946
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西九州大学同窓会ひのくま会報誌（2018.４ vol26）の掲載内容に関するお詫びとご報告
　このたび、西九州大学同窓会会報において、同窓会事務局の不手際により２名の会員様の個人情報が開示される事態が発生
致しました。誤って開示をしてしまいました会員様には、大変なご心配とご迷惑をおかけ致しました。
　心より深くお詫び申し上げます。
　西九州大学同窓会事務局と致しましては、今回の件を重く受け止めており、今後二度とこのような事態が起こらぬように全
力で再発防止に努めてまいる所存でございます。
 西九州大学同窓会　会長　竹下　純子
 役 員 一 同

　　                               　健康レストラン「ラ・サンテ249」
　昨年1月4日、旧県立病院跡地に建てられた佐賀メディカルセンタービル１階に美味しさと
健康を考えたレストラン「ラ・サンテ249」がオープンしました。わが大学初のレストランです。
　ラ・サンテとは、健康という意味でメニューも野菜をメインにした構成で、西九州大
学のコンセプトにあった栄養と満足感を与えられるメニューとなっています。
　料理長もベジタブル&フルーツアドバイザーの資格を持っておられ、季節に応じた旬の
食材を取り入れ、お客様に安心・安全な料理をリーズナブルな価格で提供、また製菓専門
学校で作ったお菓子やデザートも曜日によっては、数量限定で販売されています。とても美味しいですよ！
　営業時間は、月曜日から金曜日の11時〜18時になっています。近くにお越しの際はぜひ、ご利用ください。
　〒849－0054 佐賀市水ヶ江１丁目12－10 佐賀メディカルセンタービル1F　 TEL 0952－3７－1249

西九州大学
神埼キャンパス 〒842-8585 佐賀県神埼市神埼町尾崎4490-9

（代表）TEL 0952-52-4191
佐賀キャンパス 〒840-0806 佐賀県佐賀市神園3-18-15

（代表）TEL 0952-31-3001
小城キャンパス 〒845-0001 佐賀県小城市小城町176-27

（代表）TEL 0952-37-0249

平成30年 

10/27（土）・10/28（日）
10：00～15：00

西九州大学神埼キャンパス
（ひのくま祭・同窓会模擬店内）

日 時

場 所

http://www.nisikyu-u.ac.jp

西九州大学健康栄養学部
https://www.facebook.com/nisikyu/
西九州大学リハビリテーション学科
https://www.facebook.com/nishikyureha/

西九州大学ホームページ
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第 49 回 ひ の く ま 祭
ホームカミングデー

遊びに
来てね！

※ホームカミングデーに参加の卒業生には、
ひのくま祭で使用出来る商品券1,000円
分をプレゼント!！（先着100名様まで）

無料でバルーンの

搭乗体験を実施します！

平成29年のひのくま祭は悪天候にてバルーン搭乗体験が中止となりました。
今年もひのくま祭にて無料でバルーンの搭乗体験を予定しておりますので、ぜ
ひご家族やお友達をお誘いの上お越しください。

学生募集（未）学 生 募 集

求人情報（学生支援課）

平 成 ３ 年 卒 業 生 の 同 窓 会 　 〜 2 0 2 1 年 開 催 決 定 〜
　2021年が、卒業して30年を迎える事となります。大学の同窓会の協力の下、テーブルを設けて開催が決定しました。皆さん色々あ
るとは思いますが万障お繰り合わせの上、出席頂けますようよろしくお願いいたします。会費も同窓会が少し安くしてくれるそうです。
　つきましては会報誌返信用ハガキ通信欄メッセージに平成３年卒業生、チーム小川と一言記載して頂ければ同窓会の役員を通
じて幹事まで連絡します。皆様のご協力ご出席をお願いいたします。

就職率は全国トップレベルの6年連続95％以上！　大学・短期大学部共に毎年高い就職率を誇っています。１年次より就職ガイ
ダンスを実施しており面接対策講座やマナー講座、個人面談などの充実したサポート体制をとっています。

西九州大学、西九州大学短期大学部　設置学部・学科紹介
健康栄養学部
 ◦健康栄養学科（定員：１２０名）

健康福祉学部
 ◦社会福祉学科（定員：8０名）
 ◦スポーツ健康福祉学科（定員：5０名）

リハビリテーション学部
 ◦リハビリテーション学科（定員：8０名）
 　（理学療法学専攻4０名、作業療法学専攻4０名）

子ども学部
 ◦子ども学科（定員：8０名）
 ◦心理カウンセリング学科（定員：4０名）

看護学部
 ◦看護学科（定員：9０名）
短期大学部
 ◦地域生活支援学科（定員：１００名）
 　　食生活支援コース
 　　福祉生活支援コース
 　　多文化生活支援コース
 ◦幼児保育学科（定員：9０名）

奨学金制度　返済義務のない本学独自の奨学金制度（永原学園奨学金、兄弟姉妹在籍奨学金、同窓生特別奨学金など）を展開
しています。そのほかに日本学生支援機構などの各地方自治体や事業団等が貸与する奨学金制度も利用できます。詳しくはウェ
ブサイト、またはお問い合わせください。
西九州大学／西九州大学短期大学部　入試広報課直通　神埼キャンパス TEL 0952-3７-920７　佐賀キャンパス TEL 0952-3７-9616

◆　学生支援課では、就職活動をサポートする体制を整えています。
（１）　各企業や事業所等からの求人票の受付
（２）　就職先や進路先の相談、面接対策
（３）　履歴書作成や添削などの支援
（４）　卒業生への求人情報紹介、就職相談
（５）　施設事業所や企業等の業界情報の収集

　などの支援

◆　皆様からの多くの求人よろしくお願いします。
また、卒業生の方で求人情報を知りたい方も気軽にお越し
ください。
◆　学生支援課連絡先
　〒842-8585　佐賀県神埼市神埼町尾崎4490-9
　TEL：0952-3７-9208　FAX：0952-52-4194
　e-mail：nky_gakusei@nisikyu-u.ac.jp
　URL：http://www.nisikyu-u.ac.jp
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