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入試区分 出願期間登録期間 面談日 試験日
自己推薦選抜（第１期）
自己推薦選抜（第２期）
学校推薦選抜
学園内入学選抜（秋期）
一般選抜（前期）
共通テスト利用選抜（A日程）
学園内入学選抜（第１期）
共通テスト利用選抜（B日程）
一般選抜（後期）
共通テスト利用選抜（C日程）
編入学選抜（秋期）
学園内入学選抜《編入学》（秋期）
編入学選抜（第1期）
学園内入学選抜《編入学》（第1期）
編入学選抜（第2期）
学園内入学選抜《編入学》（第2期）

10月1日（木）～10月15日（木）
12月17日（木）～1月7日（木）

１１月2日（月）～１１月12日（木）

１月１2日（火）～１月２８日（木）

２月１0日（水）～2月25日（木）

３月5日（金）～３月１2日（金）

１1月2日（月）～１1月12日（木）

１月１2日（火）～１月２８日（木）

３月5日（金）～３月１2日（金）

１１月１9日（木）

２月10日（水）

３月4日（木）

３月１7日（水）

11月１9日（木）

2月１0日（水）

３月１7日（水）

出願後の
独自試験はありません

❖ 入試スケジュール

❖ 令和2年度 学生会役員紹介

❖ 令和元年度卒業生の就職・進学状況

9月1日（火）～９月10日（木）
11月24日（火）～12月3日（木）
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9月19日（土）
12月12日（土）
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－

【お問合せ先】
鹿児島純心女子大学　入試広報課
TEL：0996-23-5311　FAX：0996-23-5030　
Email：exa@jundai.k-junshin.ac.jp

高い就職率！

会長
健康栄養学科3年

副会長
健康栄養学科3年
こども学科3年

書記
こども学科3年
教育・心理学科2年

会計
こども学科3年
健康栄養学科2年
健康栄養学科2年
看護学科2年

小坂 歩未さん

海陸 遥南さん
湯舟 文香さん

福永 満優さん
久保田 明莉さん

白濵 帆夏さん
植田 千尋さん
中村 文香さん
渡辺 舞優さん

体育部
部長
教育・心理学科2年
副部長
教育・心理学科2年

文化部
部長
ことばと文化学科3年

副部長
教育・心理学科2年

会計監査
看護学科2年
看護学科2年

橋口 果奈さん

小村 来実さん

久田 三冬さん

山下 優希さん

水谷 明音さん
大嵩 彩華さん

● ANA（客室乗務員）
● SCSKニアショアシステムズ
● アサヒサンクリーン株式会社
● ジェムキャッスルゆきざき
● 小学校教諭（英語専科）　他

国際人間学部 看護栄養学部

ことばと文化学科

● 小学校教諭
● 特別支援学校教諭
● 聖母幼稚園
● 福岡市社会福祉事業団
〈進学〉
● 鹿児島純心女子大学大学院　他

こども学科

● 鹿児島大学病院
● 鹿児島市立病院
● 東京医科大学病院
● 鹿児島県(保健師)
● 養護教諭　他

看護学科

● 鹿児島県栄養士
● 国立病院機構
● 濱田酒造
● 高校教諭(家庭科)
● 栄養教諭　他

健康栄養学科

就職率

90.0％

就職率

100％

就職率

100％

就職率

100％

※入試区分によって実施する学科は異なります。
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鹿児島純心女子大学・大学院　広報誌「天辰」

◆ 特集
　学長・副学長就任座談会

◆ 学科・大学院トピックス
　教育・心理学科
　ことばと文化学科
　こども学科
　看護学科
　健康栄養学科
　大学院

◆ 学内行事ピックアップ

◆ 純大トピックス
　サークル紹介
　選書ツアー
　感染症対策の取り組み
　

LINE Instagram純大HP



教育・心理
学科

　本学では、オーストラリアのアデレード大
学と提携して、人間教育学部及び国際人間
学部の学生を対象とした海外研修を実施し
ています。独自のプログラムで、レベル別の
英語クラスや教授法の授業、現地の学校訪
問など、オーストラリアの教育がどのように
実践されているのか学ぶことができます。
　海外研修に参加した教育・心理学科2年 
小村 来実さんにお話を伺いました。

海外研修～オーストラリアの教育を学ぶ～

　本学大学院の附属機関として併設されている心理臨床相談センターは、臨床心理士
専任教員や大学院生を中心に運営されています。全国でも有数の充実した機能を持つ
当センターは、プレイルーム4室、相談室4室他、合計22室を備え、対人関係、家族関
係、こどもの発達やトラウマに関する様々な心の問題について、来談される皆様と一緒
に考えていく場所となっています。

※相談は全て、予約制となっています。まず、電話にてお申し込みください。
また、新型コロナウィルス感染症（COVID-19）の拡大防止のため、臨時
閉室の場合がございます。開室状況は、ホームページでご確認ください。

心理臨床相談センター大学院
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Ｑ 先生方が考える「純心女子大学の教育の原点」とは
　 どのようなことですか。
　「いのちを大切にする」教育であると考えます。私たち一人
ひとりがかけがえのない存在であることを感じとれるような
教育をしたいと思っていますし、それが純心女子大学の使命
でもあると考えます。

　「純心」の名が示すように「マリア様のような心を持った
女性を育てたい」という創立者江角ヤス先生の熱い想いが、
本学の教育の原点にあると思います。

学

副

Ｑ 「純心女子大学」をどのような大学にしていきたいですか。

 純心女子大学は穏やかで自然環境にも恵まれ、学究的な雰
囲気があると思っています。先ずは目標や夢をもって入学され
た学生の皆さんの満足度100％を目指したいと思います。同
時に教職員の満足度も高めていきたいです。

　専門的な高度な知識を修得するだけでなく、他者への思い
やりや配慮を持った女性、最も弱く小さな立場にある人たちに
寄り添い、社会に貢献できる自立した女性を育成できる大学
にしていきたいと思います。

学

副

Ｑ 就任後、率直なお気持ちと大切にしていきたい
　 想いがありましたら、お聞かせください。

　率直な気持ちは、その器ではないが責任が果たせるだろう
かという思いでした。器にも様々あり、著名な作家の手による
ものや有名な窯元で造られたものもあります。しかし、名もな
い素朴な器であっても、そこに盛られるものを引き立たせるこ
とができるように、私も、学生、教職員の皆さんが引き立つよう
な役割を果たせる器でありたいと想っています。

　これまでは教育と研究が中心の毎日でしたが、これからは
大学の運営にも携わることになり、身の引き締まる思いです。これ
から豊かに育まれるであろう本学の伝統やカトリック精神に基づ
いた教育は、私が最も大切にしていきたい部分です。

学

副

Ｑ 「純心女子大学」の自慢！ どのようなことですか。
　新入生が純心の魅力としてよく語ってくれることですが、「内
外ともに美しく学生と教職員の関係性が非常によく安心でき
る」「専門性の高い学びができる」「チャペルがあり静かに祈る
場所がある」「先生方、先輩と距離が近く親切である」などを多
くの学生が感じていることが何よりの自慢です。

　四季折々の草花に包まれた美しいキャンパス、清らかで心
安らぐチャペル、あたたかいまなざしをもった学生たち。

学

副

Ｑ ご自身の学生時代で印象深い出来事はありますか。
　学生時代は研究（実験）三昧の日々でしたが、大学2年生の
夏に卒論テーマを持参し、研究室に入れてくれるようにお願い
に行ったところ、3・4年生の卒論生も抱えているのにと言いな
がら受け入れてくださった先生の寛大さが忘れられません。

　バスでひと月かけて北アメリカ大陸を横断したこと。出発地
はワシントン州スポケーン、最終目的地はカナダのケベック。今
でも忘れられないすばらしい旅でした。

学

副

Ｑ 先生方の密かな楽しみはどのようなことですか。
　知らない町、初めての場所はできるだけ歩いて巡ることで
す。小さな発見がたくさんあって楽しいです。

　シャッターチャンスを探すこと。車で通勤しているので、途中
で印象的な景色を見かけたら、車を停めて写真を撮っていま
す。後でゆっくりその写真を眺めるのが楽しみです。

学

副

Ｑ 学生にどのようなことを学び、体験してほしいですか。
　生涯学びの時だといわれますが、まとまった時間が取れるの
は学生時代の特権だと思います。専門性を深めることはもちろん
ですが、私は若い方々には時間を見つけて旅をしてほしいと思い
ます。自然や人々との出会いは貴重な宝、心の栄養になっていく
だろうと思います。

　国や文化を超えて多くの人々と出会い、交流するという体験を
してほしいと思います。そして、その体験を通して、国際的な視野
を身につけ、人を思いやる心を持つこと・他者の苦しみや痛みに
寄り添うということの大切さを実感してほしいと願っています。

学

副

令和２年４月に
新学長・新副学長が
就任しました！

学長
山口 明美

副学長
岡村  和信

　今まで英語は苦手でしたが、教師になるという夢を
叶えるために英語は必要だと考え、ホームステイと、
現地の大学で集中的に英語を学べる環境の中で
英語力を磨きたいと思い、参加しました。

海外研修に参加したいと思った動機は？Q

　休日や食事の文化、現地の人々のフレンドリーさ
と優しさに触れ、新鮮な毎日を過ごした一方で、自分
の英語の力不足を改めて感じました。そして、今回の
研修目的の１つである教育観や体制について学び、
日本と異なる部分に面白さを感じ、自分の理想と
する教師像へ近づけるように邁進していきたいと
感じました。

海外研修を経験して、
どのようなことを感じ、学びましたか？Q

　自分の言葉で会話できるように、今まで以上に
英語力を上げたいと思いました。また、もっと他の国
を訪れたいという気持ちが強くなり、その国の文化に
触れたいと感じました。

海外研修に参加後、人生観や夢など
変化したことがありましたか？Q

プレイルーム

0996-23-5385(直通)

〈平日〉月～金曜日
　　　12時半～17時

電　話

受　付

学長・副学長
就任座談会



　サポートを必要とする人やその関係者
へ適切に向き合う方法を学びます。自分
自身の価値観を振り返り、職業的倫理観
と科学的視点を持ち、状況に応じたバラ
ンスの良い関わり方について考えます。

大好きな日本に留学して
～人生で一番忘れられない時間にしたい～

子どもに寄り添える
特別支援学校教諭を目指して

ことばと文化
学科

こども学科

03 04

　「特別支援学校教諭になりたい」という思いが強くなったのは、大学入学後に障害児教育の
講義を学び、保育園や小学校、特別支援学校で、実践的に子どもたちと接する機会が増えてか
らでした。十人十色の個性を伸ばして、その人らしくいられるようにする支援の在り方がとても
魅力的に感じました。その中でも、特別支援学校の知的障害児クラスに配属された時、クラス
の児童がお互いに障害を理解し、支え合う姿や自分の持つ最大限の力でコミュニケーション
をとろうとする姿、またクラス全員の気持ちを温かく包み込み、児童の成長を促し、生き生きと
振る舞う教師の姿を見て、私も特別支援学校で働きたいと心から思いました。
　私が思う特別支援学校教諭の魅力は、一人ひとりの障害や成長に合わせた目標を立て、そ
の目標に向かって児童の成長を促していくことです。一人ひとりのニーズを把握し、児童の小さ
な成長に気づき、その成長を児童と共に喜び合う教師になりたいと思っています。

　「病気になっても、栄養分はなるべく口から取るようにする。」これはヒトの基本
的な姿です。管理栄養士は病院や施設で、様々な工夫をして食事を提供すること
が求められています。岩田ゼミでは、嚥下障害を起こす疾患の一つであるパーキ
ンソン病のモデル動物を作成して、嚥下障害の研究をしています。そのモデル動物
は餌の咀嚼はできますが、嚥下ができず、口の端から餌がこぼれ落ちてしまいま
す。しかし、チューブ食は嚥下することができました。マノメーターで測定した食道
内圧は異常ありませんでした。このことから、このモデル動物の嚥下障害は咽頭
期で生じていると推定されました。嚥下障害モデルでドパミン神経がどれくらい破
壊されているかを、ドパミン神経のマーカー酵素であるチロシン水酸化酵素を
western blottingで定量し、さらにドパミン含量については高速液体クロマトグ
ラフィーを用いて測定しています。学生にはこれらの研究を通して科学的な思考を
身につけ、質の高い管理栄養士になってもらいたいと思っています。

　　初めて海外旅行をした国が日本で、日本に対して特別な感情を持っていたため、大学では日
本語を専攻しました。自分が学んだ言語を生かして、日本で生活したいという気持ちが強くなった
こと、先輩方から強く勧められたことから、鹿児島純心女子大学に留学することを決めました。昨年
の９月から留学して半年が過ぎましたが、留学生活に慣れ、毎日充実した時間を過ごしています。
先生方は優しく丁寧に指導してくださり、授業の内容も興味深く、留学して良かったと思っています。
特に心理学の授業では、概論の内容もエピソードを踏まえて説明してくださるので、とても分かり
やすく、毎回の講義が楽しみです。日本語の授業でも、様々な話題で幅広く学んでいます。学業だけ
でなく、日本人の友人と一緒に鹿児島の観光名所を巡ったり、日本の伝統的な文化を体験した
りして、日本の文化や歴史、教養に触れられて、毎日が充実しています。留学生活も残り２か月
ほどですが、私の人生で一番忘れられない時間となるように、充実した時間を過ごしたいです。

　高齢になっても、病気や障害があっても「住み慣れた地域で最期まで安心して暮
らしたい」という思いを実現するため、「地域包括ケアシステム」構築の取組が推進
され、地域ではその担い手として保健師への期待が高まっています。
　本学においては、1994年4月、看護学科開設当初から保健師を養成しており、
今年で26年目を迎え、多くの卒業生が県内外で保健師として活躍しています。保健師
資格取得を希望する学生は、選択基準を満たせば3年次から看護師に加え、保健師
国家試験受験資格を得るための講義や演習、実習等のカリキュラムを履修します。
　本学は地元薩摩川内市と協定を結んでおり、薩摩川内市内の高齢者サロンに
出向き、健康チェックや血圧測定等を通して高齢者の方々と交流し、地域の強みや

今後の課題などを一緒に考える貴重な機会をいただいて
います。また、演習や実習を充実させて、地域で活躍されて
いる方を特別講師としてお招きするなど、魅力ある保健
師教育を目指しています。

例えば、映画のストーリーを様々な角度
から検証して、登場人物の葛藤や行動
の意味を理解するという課題に取り組
むこともあります。

心理学的支援法
PICK UP! 授業

こども学科4年　廣 あかり

教育・心理学科　准教授　渡邉 尚孝

地域看護の専門家
～人々の生活を支える保健師の養成～

岩田ゼミ 実験を通して学ぶ
～管理栄養士の役割～

看護学科

健康栄養
学科

台湾文藻外語大学交換留学生　林 郁萱

看護学科　学科長　八田 冷子

健康栄養学科　教授　岩田 真一

えん げ
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　去る令和2年2月18日(火)に、前副学長 影浦 

攻教授の最終講義が行われました。「こんな生き方

をしてきました」という題目で、①こんな仕事をして

きました、②人の姿にヒントを得ました、③こんなこ

とに気を遣っています、④英語教育のこと、の4本柱

でお話していただきました。

　小学校への英語導入のために「ALT教育」の強

化を訴えて各学校を巡ったことや、小学校での英語

教育の導入にご尽力された功績について、時には

ユーモアを交えながら最終講義をしていただきまし

た。60分があっという間に感じるほど、笑いの絶え

ない最終講義となりました。

　図書館では、年に２回、鹿児島県内
の書店を巡る「選書ツアー」を実施して
います。選書ツアーとは、学生が図書館
に置いてほしい本を選ぶツアーです。
昨年度は、「紀伊國屋書店」と「ブック
スミスミオプシア」で選書ツアーを実施
しました。学生は読みたい本を実際に
手に取り、タイトルや内容を吟味しなが
ら、選書しました。

　本学には着物を装い、礼儀作法を学ぶサークルが
あります。「きもの装いのコンテスト」出場を目指して、鏡
を見ないで舞台に立ち、一人で美しく装う技術を磨く
ことや、川内はんや祭りの学生の浴衣の着付けなどを
活動内容としています。
　着装礼法部の部長である、こども学科4年川野 佑さん
にお話を伺いしました。

　今年は新型コロナウイルス感染症が流行し、本学でも前

期の授業開始日の変更や学習内容を補完するための

moodleを利用した課題学習、オンライン授業の実施など

の対応を行っています。入学式では、参列者は新入生及び

教職員のみとし、会場入り口にはアルコール消毒液を設

置、検温を行ってから入場といたしました。前期開講後は、

定期的な換気や保健室担当職員による手指のアルコール

消毒の指導、講義室のアルコール消毒の徹底など、コロナ

ウイルス感染拡大防止のための対策に取り組んでいます。

　毎年、大学祭でガールズコレクションを開催しています。
このイベントは、業者からウエディングドレスなど衣装を
お借りして、パフォーマンスしながら、衣装の魅せ方や
パフォーマンス力などを競うファッションショーです。　
昨年度、見事グランプリを獲得した健康栄養学科
３年 小坂 歩未さんにお話を聞きました！

　4月4日(土)、学生時代がスタートする入学式の
日に「純大生memory」と銘打って、新しい一歩を
踏み出した新入生にこれからの学生生活をどのよ
うに過ごしたいのか、今の気持ちを聞きました！
　「純大生memory」は学生時代の成長の証とし
て、毎年春の気持ちをキロクしていきます！

着装礼法部
Pick up!

Campus Events TopicsTopics
Enjoy! 純大ライフ

こんな生き方をしてきました

学生時代のキロク～今の気持ち～

グランプリまでの道のり

感染症対策の取り組み

入学式では参列者の検温を行いました

 ディズニーをテーマにすることは決めていたので
すが、他のチームとテーマが重ならないパフォーマ
ンスができそうだったからです。

今回は、「アラジンと魔法のランプ」をテーマに
パフォーマンスされていましたが、
テーマを選んだ理由は？

Q

 私は２年生になってから入部したのですが、学生生
活に慣れてきて気持ちに余裕ができたことと、世界
大会に出場してみたいという興味があり、同じ考え
の友人と入部しました。

着装礼法部に入部したきっかけは？Q

 スピードや見た目ももちろんですが、お辞儀や立つ、
座るなどの動作を丁寧に行うこと、姿勢や目線、表
情、一緒に着装している部員と一つ一つのタイミン
グを揃えることを大切にしています。

着物を装う上で、大切にしていることは何ですか？Q

 浴衣や振袖を自分で着られるようになったことや、
大会に出場して結果を残したことで自分に自信がつ
いたことが良かったです。また、着物を通して季節や
行事を身近に感じ、それに合わせた日本の礼儀作
法や習慣を学ぶことができました。

着装礼法部に入部して良かったこと、
活動を通して学んだことは何ですか？Q

 アラジン・ジーニー・ジャスミンの個々の魅力を引き
出す振りつけを考え、各キャラクターの登場の仕方や
パフォーマンスなど、ストーリー性のあるものになるよ
う工夫しました。実際にアラジンの映画の曲を全て聴
いて選曲し、どのようなパフォーマンスにするか友人と
意見を出し合いながら、納得する構成を考えました。

友人と一緒に作り上げるまでに工夫したことは？Q

　リハーサルの時からずっと緊張していましたが、
アラジンやジーニー役の子が「自信を持って！
大丈夫だよ！」と励ましてくれました。ジャスミンの
堂々とした振る舞いを演じるのはとても難しかった
ですが、これまで一緒に取り組んできた友人と
ステージに立てて、達成感を得られました。

ガールズコレクションに参加して、
どのようなことを感じ、学びましたか。Q

着物を装い、礼儀作法を学ぶ

オンライン授業の実施に向けてテストする様子

大学祭企画「ガールズコレクション」影浦前副学長  最終講義

純大生memo r y


