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（公立小学校教員・地方公務員一次試験25名合格）

公立小学校教員
11名合格

地方公務員（公立保育所）
2名合格

人間発達学部

子ども教育学科ニュースレター

公立小学校教員・地方公務員採用選考最終試験 13名合格（既卒者1名含む）

平成28年度新入生 出身校一覧

新入生（第7期生）紹介

宮崎県……延岡商業高校／宮崎学園高校／宮崎東高校／宮崎南高校／宮崎日本大学高校／宮崎北高校／高城高校
高千穂高校／高鍋高校／佐土原高校／妻高校／小林高校／小林秀峰高校／聖心ウルスラ学園高校
都城工業高校／都城商業高校／都城聖ドミニコ学園高校／都城西高校／都城泉ケ丘高校／都城東高校
都城農業高校／日向高校／日向学院高校／日章学園高校／日南高校／日南振徳高校／福島高校
本庄高校／門川高校

小　学　校…宮崎市立住吉小学校／宮崎市立宮崎南小学校／宮崎市立江南小学校
宮崎市立大久保小学校／西都市立臼原小学校／高鍋町立高鍋小学校
えびの市立飯野小学校／えびの市立加久藤小学校／高千穂町立高千穂小学校
串間市立本城小学校／天草市立久玉小学校／京都市立第三錦林小学校
千葉県木更津市立真舟小学校／千葉県鎌ヶ谷市立鎌ヶ谷小学校
野田市立山崎小学校／島根県出雲市立神戸川小学校／大阪府教員
千葉県教員／神奈川県川崎市教員／福岡県教員

進　　　学…岡山県立大学大学院／九州産業大学／宮崎保健福祉専門学校／海外留学

熊本県……芦北高校／宇土高校
沖縄県……浦添商業高校／宮古高校／那覇西高校／北部農林高校
佐賀県……佐賀清和高校 長崎県……大村高校 茨城県……鹿島学園高校

大分県……日出総合高校
鹿児島県…国分高校／鹿屋高校／出水中央高校／松陽高校

平成27年度 進路状況

私立幼稚園・認定こども園…いなり認定こども園／天竜幼稚園／乙房こども園
谷頭こども園／いずみ幼稚園／成華幼稚園

私立保育所・園等…アソカ保育園／天竜保育園／早鈴保育園／上長飯エンゼル児童館
下水流保育園／那珂保育園／めぐみ保育園／第二ドリーム保育園
たでいけ保育園／中央こども保育園／ひがし保育園／あやめ保育園
㈻福田学園

公立保育所…高城保育所／諸塚村役場 公務・団体…宮崎県社会福祉事業団
福祉関係…さくら学園／都北学園／宮崎県立みなみのかぜ支援学校／にこにこはうす／NPO法人抱撲館
一般企業…㈱太陽銀行／㈱フェニックスリゾート／日本放送協会／㈱ダンロップスポーツエンタープライズ

㈱ドラッグコスモス／㈱アエラス／鹿児島中部農業共済組合

進学・その他
10％

小学校
30％

保育園
19％

一般企業・自営
10%

公務団体
4％

福祉関係
7%

幼稚園・こども園
20％

 　 宮崎県　
3名合格‼
難関
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毎年
就職率100％
維持
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小学校に勤務し始めて1カ月が
経ちました。4年生の担任をして
います。卒業してすぐに宮崎を離
れ、新学期の準備や学級の準備など忙しい毎日を送っていました。
最近は研修も入ってきて、授業の準備はもちろんのこと準備以外
のことにも追われています。憧れていた職に就くことができた今、
子どもたちと過ごす毎日は本当に楽しくて1日が早く過ぎていきま
す。私が大切にしたいことが 3 つあります。いろんな問題を自分
で解決しようとせず周りの先輩を頼ること、すぐに聞くこと、そし
て素直になること。大学生の皆さんにとっても大切な3カ条だと思
います。大学生の時にしかできない経験をして下さい。自分の時間
があるうちにいろんな場所に足を運び充実した毎日を過ごしてくだ
さい。

小さい頃からの夢であった保育士として働
き始めて、早くも1カ月が経ちました。私は、
2歳児を受け持つことになり、毎日可愛い子
どもたちの笑顔に癒されています。慣れない
環境で戸惑うことや大変なことは沢山ありま

すが、周りの優しい先輩方に教わりながら日々頑張っています。
現場では大学の授業や実習で学んだことが全て活かされるととも
に、毎日新しく学ぶことが本当に沢山あります。大学を卒業して
も、日々学ぶ姿勢を忘れず、支えてくれる周りの人たちに感謝を
しながら、子どもたちと一緒に成長していきたいと思います。

学生の地域貢献

　2016年都城観光レディ
を務めさせていただくこ
とになりました。慣れな
いことばかりで不安ですが、都城市の歴史や文化など様々な知識を
身につけていきたいと思います。生まれ育った地域でこのような貴
重な経験をさせていただけることに感謝し、都城市の良さを多くの
皆様にPRできるよう、一年間精一杯頑張ります。

（写真右端：佐々木さん）

2 年
佐々木風香さん
（都城泉ヶ丘高校出身）

　この度、都城市スポーツ推進委員をさせていた
だくことになり、少しでも都城市のスポーツの発
展に力添えできれば良いと思っています。このス
ポーツ推進委員は、都城市のスポーツの発展の
ために幼児からお年寄りの方まで簡単にできる
ニュースポーツを紹介したり、毎週水曜日には、親子で楽しんで体を動かすこ
との出来るスポーツ教室を開くなど、様々な活動を行っています。

3 年
岩崎　愛さん（都城泉ヶ丘高校出身）
早田将基さん（都城西高校出身）

（写真右端：佐々木さん）

新入生紹介（平成28年4月入学）

れ、新学期の準備や学級の準備など忙しい毎日を送っていました。れ、新学期の準備や学級の準備など忙しい毎日を送っていました。れ、新学期の準備や学級の準備など忙しい毎日を送っていました。れ、新学期の準備や学級の準備など忙しい毎日を送っていました。れ、新学期の準備や学級の準備など忙しい毎日を送っていました。れ、新学期の準備や学級の準備など忙しい毎日を送っていました。れ、新学期の準備や学級の準備など忙しい毎日を送っていました。

小学校の先生になり、2カ月
が過ぎようとしています。私
は今4年生担任として、日々
子どもたちと共に学び、遊び、

充実した毎日を送っています。まだまだ分からないことも多く、
先生方、保護者の方には迷惑をかけることもありますが、何より
夢をつかむことが出来た喜びを感じながら仕事に励んでいます。
今でも南九州大学で学んだかけがえのない時間や共に学んだ友人
は一生の宝物です。1つ1つ目標を持ってくじけず、努力し続け
れば夢はかなうと思います。学生の皆さんも大変なこと、くじけ
そうになる事もあると思います。そういう時こそ、原点に戻り、
支えて下さる方がいらっしゃることを忘れないでください。私も、
もっともっと精進していきたいと思います。

東　貴秋さん　
（高鍋高校出身）
宮崎市立住吉小学校教諭

井料田彩香さん　
（都城泉ヶ丘高校出身）

都城市立高城保育所

畝原　和也さん　
（日向高校出身）

福岡県早良警察署
私は、小学生からの夢であった
警察官となりました。警察学校で
の半年の教養訓練を経て、現在は
警察署の交番で住民の安全安心の
確保という職務を果たすべく勤務
しています。住民からの「ありが
とう」の一言は、やる気を奮い立たせる糧となっています。今後も私
は、笑顔を絶やさず、住民のための警察活動に努めていきます。

平成28年卒業

平成28年卒業

私は小学校教諭になるために南九州大学に入学しま
した。南九州大学は最大3つの免許が取得でき、さら
に子どもと関わるボランティア活動が充実しているの
で、教員を目指す人にとって最適です。免許取得を目
指し努力しながら楽しい大学生活を送りたいです。

僕は教師になるために南九州大学に来ました。南九
州大学は先生や先輩との距離が近いので、良い所をた
くさん吸収し、同級生とは切磋琢磨できる良い関係を
築きたいです。大学生活は長い様で短いとよく耳にす
るので、様々なことに挑戦し、教師になったときに活
かせる経験を積みたいです。

南九州大学に入学して、1カ月が経過しました。学
校生活にも慣れてきてEnjoyしています。僕は小学校
の先生になることが夢なので、夢を叶えるため勉学に
励み、サークルにも積極的に参加し、より充実した4
年間になるように頑張ります。

私は小学校教諭と特別支援教諭の免許を取りたいと
思い、この南九州大学に入学しました。大学では、地
域活動ボランティアなどを通し、子どもたちと触れ合
う機会も多く設けられています。部活やサークルにも
所属し、大学生活を楽しみながらも夢を叶えるため、
勉学に励んでいきたいと思います。

私は特別支援学校教諭になるために南九州大学に来
ました。勉強、家事、サークルなどを両立することは
大変ですが、先輩方や同級生に支えてもらいながら充
実した日々を送っています。この大学の特徴は、ボラ
ンティアや子育て支援の機会が多く設けられていると
ころです。私はこのような実践を大切にし、大学生活
を楽しむと共に、子どもに「生きる力」を与えられる
ような教師を目指して勉学に励んでいきたいです。

私は小学校の頃からの夢の小学校教諭になるために
南九州大学に入学しました。地域活動や子育て支援な
どが多く設けられており、とても充実した日々を送っ
ています。これから4年間、長いようで短い大学生活
を大切に、夢である小学校教諭に向かって一生懸命頑
張ります。

宇佐　季笑（都城西高校出身） 二宮　周平（宮崎南高校出身）

松山　拓磨（鹿屋高校出身） 今村　瑠菜（高千穂高校出身）

下山　由佳（熊本県立宇土高校出身） 髙橋　京之介（出水中央高校出身）

嶋名　彩加さん　
（宮崎南高校出身）
出雲市立神戸川小学校教諭

平成28年卒業

平成27年卒業

夢をかなえた先輩たち
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GPA制度は学業成績評価の一種で、外国留学の時にも通用する評価制度です。大学の成績は、S（秀：100 ～ 90）、A（優：89 ～
80）、B（良：79～ 70）、C（可：69～ 60）、D（不可：59～ 0）、R（放棄）となっており、それらを4、3、2、1（ポイント）と
評価します。ただし、DとRは0ポイントです。これらのポイントに単位数（１科目につき１単位または2単位）を乗じて、その学期
の受講科目の総単位数で割った数が、その学期のGPAポイントになります。3.5ポイント以上を表彰の目安としています。

４
年
生

3
年
生

2
年
生

平成28年度 GPA成績優秀者の表彰

今年 4月に琉球大学から子ども教育学科に移ってきまし
た。私の専門は発達臨床心理学で、発達障害領域の心理臨床
を中心に研究しています。現在、保育や教育の場では発達障
害のある子どもの支援は重要な課題になっています。地域に
貢献する人材養成を目指すこの大学で、学生と一緒に地域に
出かけ、発達障害のある子どもの支援を実践的な活動のなか
で考えたいと思っています。どうぞよろしく、是非一緒にや
りましょう。財部　盛久

幼児・児童のことばや文字について研究しています。大学
生の皆さんにも「書くこと」の楽しさを伝えたいと思ってい
ます。昨年度まで北海道の保育者養成専門学校に勤務してい
ました。自然も人もあたたかく豊かな都城の地で、学生の皆
さんと共に学び、その学びを支えていけるよう日々努めます。
どうぞよろしくお願いいたします。

藤本　朋美

つまずきのある子の支援について研究をしています。長ら
く肢体に不自由のある子どもたちの支援を進めてきたことか
ら、脳のはたらきと身体の動きについて学んできた経験を活
かし、運動動作のつまずきや身体の心的な緊張への支援の在
り方について、より研究を進めていければと考えています。

野村　宗嗣

本年度から、講師として勤めさせていただきます。九州大
学大学院で博士号を取得後、博士研究員を経て着任致しまし
たので、今年が大学教員として一年目になります。専門は「教
育心理学」で、教師の学習過程の研究や授業分析方法の開発
に取り組んでおります。子どもや同僚と共に学び合う「学び
の専門家」としての教師像を胸に、学生の皆さんと一緒に日々
成長していきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致し
ます。五十嵐　亮

こんにちは、専門は教育社会学、生涯学習・社会教育で
す。関心あるテーマは教育の成果の点検・評価です。具体的
には、「保育園・幼児園、学校にて学んだことが社会生活で
どのように役に立っているのか？」について調査研究を行っ
ています。この研究手法を応用して、小中高のキャリア教育、
保幼小連携に向けたカリキュラム研究、保幼小の機関評価、
PTA等の社会教育団体の組織評価を行っています。

山田　裕司

新任教員
紹介

思考回路範囲の狭さ固さに
思い至る日々です。

寿　山　靖　子
（都城西高校出身）

最優秀賞

支えてくれる家族に感謝し
ます。

内木場　ひかる
（都城高専出身）

最優秀賞

これからも夢のために頑張
ろうと思います。

新　村　文　累
（都城泉ヶ丘高校出身）

最優秀賞

向上心をもって、学び続け
ていきたいです。

金　丸　英里香
（延岡高校出身）

優秀賞

向上心を忘れずに努力して
いきたいです。

坂　元　夕　妃
（都城泉ヶ丘高校出身）

準優秀賞

もっと頑張ろうという気持
ちを持ちました。

三　角　優　希
（クラーク記念国際高校出身）

準優秀賞

この賞を励みに教員採用試
験も頑張ります。

春　成　麻　佑
（宮崎北高校出身）

準優秀賞

就職に向けて頑張ります。

工　藤　つばさ
（気賀高校出身：静岡）

優秀賞

次回は結果にこだわらない
学びをしたいです。

中　原　実　咲
（宮崎商業高校出身）

優秀賞

今年も頑張ります。

安　田　有　希
（日向高校出身）

優秀賞

これからも保育士を目指し
て頑張ります。

安治川　実　咲
（宮崎南高校出身）

準優秀賞

将来のためにこれからも精
進したいです。

津　曲　美　佳
（神村学園高等部出身）

準優秀賞

今年1年間もまた頑張りま
す。

浜　川　　　彩
（都城工業高校出身）

準優秀賞

今年度も、勉学に励んでい
きたいです。

迫　口　奈々美
（志布志高校出身）

準優秀賞

今後も専門的知識を身に付
け、精進します。

中　山　叶　子
（日南振徳高校出身）

優秀賞

これからも保育者を目指し
て頑張ります。

下池田　美　輝
（都城西高校出身）

優秀賞

残り1年、悔いのないよう
に頑張ります。

二　宮　利　奈
（宮崎南高校出身）

準優秀賞

今年度も頑張ります。

上ノ薗　あ　や
（小林高校出身）

準優秀賞

3つの免許取得に向けて、
勉学に励みます。

松　浦　佳　奈
（宮崎北高校出身）

準優秀賞

GPAとは？
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～ 自信をもって就職活動にのぞむための取組み ～

「『夢』を叶える塾」（通称：夢かな）

一般企業、行
政、保育園、
幼稚園、小学
校でご活躍さ

れている方をお招きして、
「夢」について語っていた
だきます。

　　◇一般試験対策　
職種理解、履歴書の書き方、論文の書き方などの講義を受けながら、教育関係だけではなく一般企
業就職への活動にも必要な知識と技能を身につけるようにします。
◇専門試験対策

●「小学校・特別支援学校教員希望学生」対象…教員採用試験合格のために必要な基礎的・基本的な内容を中
心に学びます。

●「幼稚園教員・保育士希望学生」対象…保育現場に強く求められている豊かな表現力育成を目的に、リトミッ
ク、紙芝居、わらべうたなどのワークショップを中心に行っています。また、幼稚園・保育士登録試験を受
験する学生を対象に、一般教養・専門科目の試験対策を毎週実施しています。そのうち数回「公務員試験セ
ミナー」による「幼保模試」（受験料無料）も行います。

東京アカデミー 教員採用試験対策講座
　年間52回の「教員採用試験対策講座（約102時間）」を実施して、教員採用試験に必要な基礎力の養成と知識の定着を促します。本講座は、受験対策総
合予備校である東京アカデミーによるもので、土日の休日や夏休み等に本学部キャンパスで行います。受講料は大学の補助があります（テキスト代は自
己負担）。「夢をかなえる塾II（教員採用試験対策）」に加えて、本講座でも学ぶことで、さらに小学校採用試験に自信をもって臨めるようにします。

夢かなⅠ
1年生対象

夢かなⅡ
2年生以上

対象

将来なりたい自分（夢）を見つけ、その夢を実現するために必要な学びの習得を目的とした課外授業です。最終的には、 4 年間の大学生
活を送りながら、自分の将来の「夢」をしっかりもち、自信をもって就職活動に臨むための取組みです。毎週1回年間30回以上実施します。

宮崎県都城市立野町3764番地１　南九州大学 都城キャンパス
【お問合せ】フリーダイヤル：０１２０－３７３９－２０
TEL：0986-21-2111　E-mail：child@nankyudai.ac.jp

子ども教育学科のブログ
http://nankyudai.exblog.jp/

ここから簡単アクセス→

免許
・

資格

　小学校・特別支援学校・幼稚園・保育士
  1種免許 1種免許 1種免許 資格
　および社会福祉主事任用資格の免許・資格を組み合わせて、取得可能
　1年生から子どもに関わる現場での経験が豊富：市内外の小学校・幼稚園と連携
　少人数の担任制+1年からのゼミ+ピアノの個人レッスン

：市内外の小学校・幼稚園と連携

奨学金制度 (貸与)

オープンキャンパス

南九州学園奨学金（貸与生・要返還）
　①貸与金額　月額５万円or３万円（無利子）
　②返還方法　卒業後貸与期間の２倍の期間内の返還
日本学生支援機構奨学金（旧日本育英会）第一種
　①貸与金額　月額５万4,000円（無利子）
　②返還方法　卒業の年月より６ヶ月経過後、20年以内
　　　　　　　に貸与総額を月賦または併用で返還

入試に関する問い合わせ・出願受付
南九州大学　学生支援課（宮崎キャンパス）
　　　　　　〒880-0032 宮崎県宮崎市霧島5丁目1-2
　　　　　　TEL：0985-83-3585
土日祝及び本学所定の休日（8月13日～8月20日、12月
28日～1月4日）を除く8：30～17：00
※土日祝日及び本学所定の休日の出願に関しては、郵送
　のみの受付となります。

平成28年 7 月24日㈰・ 8 月21日㈰
平成29年 3 月26日㈰
     9 ：30～13：30（受付 9：00～）

・学食体験　・模擬授業　・施設見学
など、盛りだくさん♪
　　　　　　是非来て下さい！

入

　学

　金

減免額 免除制度 対　象

全　額

特待生推薦入試 特待生

社会人入試 合格者

都城地区入学金全額免除 都城地区高等学校卒業者または卒業見込み者
都城市の住民並びに住民の子

南九州学園入学金全額免除
・本学または南九州短期大学に入学したことがある者
・2 親等以内の親族が、本学または南九州短期大学のいずれかに入学したことがある者
・入学予定年度に複数の兄弟姉妹が同時に本学または南九州短大学のいずれかに入学すると
  きは、これらのうち後順位の者

沖縄及び鹿児島県諸島奨学金 沖縄県・鹿児島県諸島出身の合格者

OB 教員推薦 1OB 教員につき 1 人

半　額
特待生推薦入試 特待生に採用されなかった指定校からの合格者

子ども教育学科推薦入試Ⅰ期・Ⅱ期指定校 指定校からの合格者

試

　験

　日

　程

試験区分 出願期間（必着） 試験日 合格発表日 入学手続締切日
一次 二次

特待生推薦入試 10/ 3 ㈪～ 10/12 ㈬ 10/23 ㈰ 11/ 2 ㈬ 11/16 ㈬ 11/30 ㈬

推薦入試
Ⅰ期 11/ 1 ㈫～ 11/11 ㈮ 11/20 ㈰ 12/ 1 ㈭ 12/15 ㈭ 12/26 ㈪

Ⅱ期 12/ 5 ㈪～ 12/19 ㈪ 1 / 6 ㈮ 1 /18 ㈬ 2 / 1 ㈬ 2 /15 ㈬

一般入試
Ⅰ期 1 /16 ㈪～ 2 / 1 ㈬ 2 / 5 ㈰ 2 /16 ㈭ 3 / 2 ㈭ 3 /16 ㈭

Ⅱ期 2 /24 ㈮～ 3 / 7 ㈫ 3 /14 ㈫ 3 /17 ㈮ 3 /24 ㈮

Ⅲ期 3 /11 ㈯～ 3 /16 ㈭ 3 /22 ㈬ 3 /25 ㈯ 3 /30 ㈭

センター試験
利用入試

Ⅰ期 1 /16 ㈪～ 2 / 3 ㈮

－

2 /16 ㈭ 3 / 2 ㈭ 3 /16 ㈭

Ⅱ期 2 /24 ㈮～ 3 /10 ㈮ 3 /17 ㈮ 3 /24 ㈮

Ⅱ期 3 /11 ㈯～ 3 /21 ㈫ 3 /25 ㈯ 3 /30 ㈭

AO入試 8/1㈪～3/7㈫まで随時 別　途　案　内

社会人入試
帰国生徒入試

Ⅰ期 10/24 ㈪～ 11/11 ㈮ 11/20 ㈰ 12/ 1 ㈭ 12/15 ㈭ 12/26 ㈪

Ⅱ期 2 /24 ㈮～ 3 / 7 ㈫ 3 /14 ㈫ 3 /17 ㈮ 3 /24 ㈮

授
業
料

減免額 免除制度 対　象

全　額
一般入試Ⅰ期特待生 入試成績学部 1 位の者

センター試験利用入試特待生 平均85点以上の者

半　額 一般入試Ⅰ期特待生 入試成績学部 2 位の者

免除制度 対　象

南九州学園災害等罹災者学納金減免制度 罹災による経済的急変が生じた者を対象とした検定料
および入学金免除。年間授業料の全額または半額免除

学費免除制度・入試日程

4つの

将来なりたい自分（夢）を見つけ、その夢を実現するために必要な学びの習得を目的とした課外授業です。最終的には、 4 年間の大学生将来なりたい自分（夢）を見つけ、その夢を実現するために必要な学びの習得を目的とした課外授業です。最終的には、 4 年間の大学生将来なりたい自分（夢）を見つけ、その夢を実現するために必要な学びの習得を目的とした課外授業です。最終的には、 4 年間の大学生将来なりたい自分（夢）を見つけ、その夢を実現するために必要な学びの習得を目的とした課外授業です。最終的には、 4 年間の大学生
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現役合格者の

宮崎県公立学校教員採用試験 6 名合格‼都城市役所（公立保育所）２名合格‼

平成29年度 採用試験結果速報（平成28年12月5日現在）

（公立学校教員・地方公務員一次試験26名合格）

人間発達学部

子ども教育学科ニュースレター

宮崎県公立特別支援学校　本田 晴香（宮崎農業高校出身）
　障がいのある友人との学校
生活がきっかけで、障がいに
ついての理解を広めたいと、
特別支援学校の教諭を目指し
てきました。一次試験の対策
では、東京アカデミーや夢を
叶える塾での対策プリントを
中心に勉強しました。二次試験の対策では友人と練習を繰り
返し行い、またボランティア等を通してお会いした特別支援
学校の先生方に対策をして頂きました。切磋琢磨した友人や
支えてくれた家族に恩返しをする意味でも、子どもたちに心
から寄り添う先生になりたいです。

宮崎県公立小学校教員　益山 友奈（小林高校出身）
　この度、宮崎県教員採用試
験に合格することが出来まし
た。夢であった小学校の先生
になれるということで、ワク
ワクした気持ちでいっぱいで
す。試験に臨むに当たり、大
学での試験対策はとても心強

かったです。受験する際、大切にしていたことがあります。
「自分らしさを忘れないこと」です。緊張はしましたが、笑
顔を忘れず、考えや熱意をしっかりと伝え、“自分”をアピー
ルすることを心がけました。今後は支えてくださる方々への
感謝の気持ちを忘れず、日々精進していきます。

児童発達支援センターソーシャルワーカー
工藤 つばさ
（気賀高校出身）

　大学で様々なことを学んで
いくうちに児童福祉施設につ
いて関心を持つようになりま
した。在学中にたくさんの経
験を積みたいと思い、特別支
援学校や施設のボランティアに参加したり、海外ボランティ
アとしてカンボジアの小学校と孤児院を訪れ子どもたちと触
れ合ったりしました。また、大学で学んでいる小学校と特別
支援教育に加え、独学で保育士資格取得のための勉強をして
国家試験を受けました。全ての子どもが幸せな生活を送れる
ように大学を卒業してからたくさんのことにチャレンジして
いきたいです。

宮崎市役所職員（保育士）　坂本 知奈美（宮崎北高校出身）
　私は、高校生のとき保育士
になりたいという夢を見つ
け、南九州大学に入学しまし
た。それまでは、ただ言われ
たことだけをしていました
が、大学への入学をきっかけ
に気持ちを入れ替え、自主的

にボランティア活動などに参加し様々な経験を積んでいきま
した。自分の就職したい場所が決まった後はアルバイトの回
数を減らし、友人と学校に残り勉強を続けました。私が今、
保育士という夢を叶えられたのは、自分の気持ちを入れ替え
自主的に行動するようになったこと、そして共に頑張った友
人や周りの人の支えがあったからです。4月からは感謝の意
を込めて、私なりに精一杯頑張ります。

12名合格（既卒者2名含む）

声

平成28年12
月発行　第

18号

公立小学校教員・特別支援学校教員
7名合格（小学校4名・特別支援学校3名）

子ども教育学科ニュースレター子ども教育学科ニュースレター子ども教育学科ニュースレター子ども教育学科ニュースレター子ども教育学科ニュースレター子ども教育学科ニュースレター子ども教育学科ニュースレター
平成28年12

月発行　第
18号

平成28年12
月発行　第

18号
平成28年12

月発行　第
18号

平成28年12
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18号
平成28年12

月発行　第
18号

平成28年12
月発行　第

18号
平成28年12

月発行　第
18号

平成28年12
月発行　第

18号
平成28年12

月発行　第
18号

平成28年12
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18号
平成28年12

月発行　第
18号

平成28年12
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平成28年12
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平成28年12
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子ども教育学科ニュースレター子ども教育学科ニュースレター
平成28年12
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平成28年12
月発行　第

18号

公立学校教員・地方公務員採用選考最終試験

がんばり
ました

地方公務員（公立保育所）
5名合格
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宮崎県都城きりしま
支援学校に行かせてい
ただき、多くのことを

学び充実した観察実習となりました。1 日
目は講話を聞き特別支援学校の概要や実習
に向けての心得を学びました。2 日目で高
等部、3 日目は小学部、4 日目は中学部を
観察させていただき、各部での取り組みや
様子などを学びました。4 日間という短い
期間でしたが、先生方が熱心に指導して下
さり、今後の本実習への意欲につながりま
した。

 9 月に保育園で実習
をした経験や反省を活
かし、11月の 3 週間は

幼稚園でより積極的に学びを実践しまし
た。幼稚園は保育だけでなく教育も重要視
しています。保護者や保育教諭間で連携し
て情報を共有し、子どもの安全や健康に配
慮しながら教育・保育をすることの重要性
も学べました。大学の講義で学んだ「わら
べ歌」を通して、食育に関連付けた遊びを
研究保育で行いました。今後は、実習での
学びを大学でさらに深めていきたいと考え
ています。

【特別支援学校】
　　吉國 杏蘭
(志布志高校出身)

【幼稚園】
　　中山 叶子
(日南振徳高校出身)

3 日間という短い期
間でしたが、担任の先
生の援助の仕方・言葉

掛けなど一つ一つが工夫されていること
が分かりました。なかでも、子どもの気持
ちを理解し深く関わり合い働きかけること
が、子どもたちの成長にとって欠かせない
ものだと感じました。今回の経験を今度の
実習や授業に活かしていきたいです。

小学校で過ごした 3
週間は、終わってみる
とあっという間でした。

研究授業では、担任の先生から「上手くい
かなくていいから、思い切り楽しんで」と
言っていただいたことで、児童と言葉を交
わしながら落ち着いて行うことが出来まし
た。先生方からアドバイスをいただく度に
感動があり、もっと面白い授業がしたい！
という気持ちになりました。丁寧に指導し
てくださった先生方と、温かく受け入れて
くれた児童達に感謝しています。

【幼稚園】
　　澤口 聖
（都城農業高校出身）

【小学校】
　　齊藤 萌
（都城泉ヶ丘高校出身）

9 月の10日間、都城
きりしま支援学校小林
校の高等部で教育実習

をさせていただきました。3 年時に行った
観察実習と同じ学校だったため、先生方や
生徒たちとすぐに打ち解けることができま
した。先生方には多くのご指導をいただき
本当に感謝しています。この10日間で学
んだすべてのことが来年度から教師生活を
スタートする私にとっての原点になると思
います。

【特別支援学校】
　　荒木 秀太
(小林高校出身)

介護等体験では、小学部の重複障害学級を担
当させて頂きました。表出言語のない児童には、
次にする行動を図や写真で示したり、模倣が得
意な児童には模倣で示すなど、一人ひとりの発

達や特徴を理解し児童にあった声かけや支援が大切であるというこ
とが分かりました。この実習を通して学んだことを次の実習で生か
し、勉学に励んでいきたいです。

養護老人ホームでの介護等体験は、人と関わ
るという点で教育現場と通じるものがあり、数
多くのことを学ばせていただきました。支援員
の方と入居者のコミュニケーションの取り方を

見て、コミュニケーションには様々な方法があることを学びまし
た。今回の学びを、今後学校での実習でも生かしていきたいと思い
ます。

【特別支援学校】
　　松浦 佳奈（宮崎北高校出身）

【社会福祉施設】
　　小西 凌平（都城工業高校出身）

本実習は初めてだったので緊張と不安がとて
も大きかったです。実際に実習に入ってみると、
子どもたちと遊んだり、話したりすることが本
当に楽しくて毎日が充実していました。今後の

抱負としては、手あそびをたくさん覚えることと、絵本のレパート
リーを増やすことです。実習中に手あそびや絵本を読む機会が多く
ありましたが、自分自身では満足するものが出来なかったので、今
後たくさん覚えて活かしていきたいと思います。

【保育所】（保育実習ⅠA）
　　猿渡 舞（高城高校出身）

児童発達支援センターでの実習では、これま
での実習経験や子どもと携わるボランティアで
の経験を活かし、自分が持っている知識や技術
を存分に出し切るよう臨みました。先生方は、

一つ一つの子どもの行動に寄り添いながら、決して怒ることなく子
どもの気持ちを理解したうえで対応されていました。子どもは保育
者に理解してもらえると自然と感情が収まっていきました。私自身
も子どもたちの声に耳を傾け、行動に寄り添える先生を目指してい
きたいと思います。

【施設】（保育実習Ⅲ）
　　岩切 道程（宮崎学園高校出身）

短い期間ではありま
したが、大学の授業で
は学ぶことが出来ない

実際の教育現場での指導法を見て学ぶこと
が出来ました。1 年生の学級では基本的な
学習や生活習慣を身につけさせるために、
一つ一つの行動に関して何のためにするの
か理由を伝えたり、覚えるまで何度も繰り
返し指導したりする様子を見ることが出来
ました。今回の観察実習で見つかった自分
の課題や学んだことをもとに、これからの
勉学やボランティア活動に取り組んでいき
たいです。

【小学校】
　　丸山 優花
(五ヶ瀬中等教育学校出身)

観 察 実 習

介護等体験

保育実習報告

教育実習報告
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夏休み期間中の7月24日と、8月21日にオープンキャンパスを開催しました。たくさ
んの学生と保護者の方が参加してくださいました。子ども教育学科の体験として、7月は
図画工作でパラシュートを作り、8月にはストレスとの上手な付き合い方という模擬授業
が行われました。どちらも好評で、高校生はもちろん保護者の方も一緒に楽しんでいただ
けました。また、茶話会では、参加者と本学科の学生・教員が授業のことや行事のこと、
そのほか大学生活に関する質問などに答え、子ども教育学科のことについて知っていただ
くとともに、アルバイトなどの話も交えながら楽しく過ごすことが出来ました。毎年好評
の学食体験では、参加者の方々が楽しみにしてくださっており、「おいしい、おいしい」
と笑顔で食べて下さりとてもうれしく思いました。今回参加していただいた方や参加でき
なかった方も来年、たくさん入学してくれることを願っています。入学式で会えるのを楽
しみに待っています。

（１年 脇田 こころ：小林秀峰高校出身）

澁澤先生の授業は、板書が丁寧で補足説明も
充実しているため、とてもイメージしやすい授
業です。復習から授業が始まるため、理解を深
めやすいです。また、進行のスピードがちょう
ど良いのでついていきやすく、とてもやる気が出ます。
授業に関する技術はもちろん素晴らしいですが、それ
以上に笑顔で授業をしてくださる点と声が聞き取りや
すい点が好印象です。澁澤先生の授業は、一週間で最
も楽しみな授業です。

　　　　 　（１年 小田 あゆみ：日向高校出身／
　　　　　　　　大岩根 佳奈 ：都城泉ヶ丘高校出身）

私はピアノ初心者でまだ始めて
２ヶ月ですが、個人のレベルに合わせ
たマンツーマンのレッスンと日々の
自主練習を通して曲を弾けるように
なりました。南九州大学はピアノの台数が豊富で朝か
ら夜まで使用出来るので、空き時間を見つけては練習
し、家でもキーボードを使い練習に励んでいます。南
九州大学では３年間ピアノの個人レッスンがあり、今
からピアノを始める人もコツコツと練習すれば自ずと
弾けるようになると思います。

（１年 吉田 聖健：福島高校出身）

上海師範大学短期留学報告

チャレンジ算数教室

「あそびの教室」

オープンキャンパス（7月24日&8月21日）

授業紹介

澁澤 透 教授「教育原理」
ピアノ個人レッスン
　　　「音楽演習A,B,C」

　この教室は、幼児・児童とその保
護者を対象とした運動教室です。私
たち学生は、この教室で子どもとか
かわりながら様々なことを学んでい
ます。なによりも、運動を楽しんで
いる子どもの笑顔に出会えることが楽しいです。
　本年度で７年目の教室です。その間の申し込み者は、1500名
になりました。

（宮内 孝 教授）

　約１か月間の語学留学では、語学
はもちろんそれ以上に多くのことを
学ぶことができました。何もかもが
初めてだったので失敗もありました
が、失敗を恐れず積極的にコミュニ
ケーションをとることで、ポジティ
ブにものを考え、相手を尊重してコ
ミュニケーションをとることができ
るようになりました。環境は変わり
ましたが、この留学で学んだことを
今の環境においても活かしたいと思
います。

（新村 文累：都城泉ヶ丘高校出身）

　子どもと保護者が一緒に、算数的活動
を通して算数を楽しんでもらうことを目
的とし、５月21日から４回にわたりチャ
レンジ算数教室を行いました。小学生と
保護者合わせて50名ほどの方に参加し
ていただきました。毎回異なるテーマに
沿って、図形の知識をもとに花紋を作っ
たり、実際にトミカレースを行い、体験
的に速さについて学んだりしました。こ
の活動を通して、大学生自身も算数の奥深さに気付くことがで
きました。この経験をこれからに生かしていきたいです。参加
して下さった皆さん本当にありがとうございました。
（早田 将基：都城西高校出身／岩崎 愛：都城泉ヶ丘高校出身）

　去る10月29日（土曜日）午前中、人間
発達学部附属子育て支援センター主催の

「あそびの教室」を開催。本学では子ども
研究の一環で、遊具や玩具の制作研究を
して子育て支援を行っています。美術教
育担当の教員を中心に、1 年生 6 名が 6
月から工作の準備を進めてきました。本
年度は 2 歳から 9 歳の子ども 7 名と保護
者の参加で、「子ども椅子」を不要になっ
た段ボールを骨材にして、広告の紙と接
着剤使って制作しました。制作後、子どもと学生は段ボールの
遊具で楽しく遊びました。

（古賀 隆一 教授）

チャレンジ運動教室
運動が苦手な子ども集まれ！
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TEL：0986-21-2111　E-mail：child@nankyudai.ac.jp

子ども教育学科のブログ
http://nankyudai.exblog.jp/

ここから簡単アクセス→

～ 自信をもって就職活動にのぞむための取組み ～

「『夢』を叶える塾」（通称：夢かな）

一般企業、行
政、 保 育 園、
幼稚園、小学
校でご活躍さ

れている方をお招きして、
「夢」について語っていた
だきます。

　　◇一般試験対策　
職種理解、履歴書の書き方、論文の書き方などの講義を受けながら、教育関係だけではなく一般企
業就職への活動にも必要な知識と技能を身につけるようにします。
◇専門試験対策

●「小学校・特別支援学校教員希望学生」対象…教員採用試験合格のために必要な基礎的・基本的な内容を中
心に学びます。

●「幼稚園教員・保育士希望学生」対象…保育現場に強く求められている豊かな表現力育成を目的に、リトミッ
ク、紙芝居、わらべうたなどのワークショップを中心に行っています。また、幼稚園・保育士登録試験を受
験する学生を対象に、一般教養・専門科目の試験対策を毎週実施しています。そのうち数回「公務員試験セ
ミナー」による「幼保模試」（受験料無料）も行います。

東京アカデミー 教員採用試験対策講座
　年間52回の「教員採用試験対策講座（約102時間）」を実施して、教員採用試験に必要な基礎力の養成と知識の定着を促します。本講座は、受験対策総
合予備校である東京アカデミーによるもので、土日の休日や夏休み等に本学部キャンパスで行います。受講料は大学が全額負担します（テキスト・模試
代は自己負担）。「夢をかなえる塾II（教員採用試験対策）」に加えて、本講座でも学ぶことで、さらに小学校採用試験に自信をもって臨めるようにします。

夢かなⅠ
1年生対象

夢かなⅡ
2年生以上

対象

将来なりたい自分（夢）を見つけ、その夢を実現するために必要な学びの習得を目的とした課外授業です。最終的には、 4 年間の大学生
活を送りながら自分の将来の「夢」をしっかりもち、自信をもって就職活動に臨むための取組みです。毎週1回年間30回以上実施します。

免許
・

資格

　小学校・特別支援学校・幼稚園・保育士
  1種免許 1種免許 1種免許 資格
　および社会福祉主事任用資格の免許・資格を組み合わせて、取得可能
　1年生から子どもに関わる現場での経験が豊富：市内外の小学校・幼稚園と連携
　少人数の担任制+1年からのゼミ+ピアノの個人レッスン

奨学金制度 (貸与)

オープンキャンパス

南九州学園奨学金（貸与生・要返還）
　①貸与金額　月額５万円or３万円（無利子）
　②返還方法　卒業後貸与期間の２倍の期間内の返還
日本学生支援機構奨学金（旧日本育英会）第一種
　①貸与金額　月額５万4,000円（無利子）
　②返還方法　卒業の年月より６ヶ月経過後、20年以内
　　　　　　　に貸与総額を月賦または併用で返還

入試に関する問い合わせ・出願受付
南九州大学　学生支援課（宮崎キャンパス）
　　　　　　〒880-0032 宮崎県宮崎市霧島5丁目1-2
　　　　　　TEL：0985-83-3585
土日祝及び本学所定の休日（8月13日～8月20日、12月
28日～1月4日）を除く8：30～17：00
※土日祝日及び本学所定の休日の出願に関しては、郵送
　のみの受付となります。

平成29年 3 月26日㈰
     9 ：30～13：30（受付 9：00～）
・学食体験　・模擬授業　・施設見学
など盛りだくさん♪
　　　　　　ぜひ来て下さい！

入

　学

　金

減免額 免除制度 対　象

全　額
免　除

特待生推薦入試 特待生

社会人入試 合格者

都城地区入学金全額免除 都城地区高等学校卒業者または卒業見込み者
都城市の住民並びに住民の子

南九州学園入学金全額免除
・本学または南九州短期大学に入学したことがある者
・2 親等以内の親族が、本学または南九州短期大学のいずれかに入学したことがある者
・入学予定年度に複数の兄弟姉妹が同時に本学または南九州短大学のいずれかに入学すると
  きは、これらのうち後順位の者

沖縄及び鹿児島県諸島奨学金 沖縄県・鹿児島県諸島出身の合格者

OB 教員推薦 1OB 教員につき 1 人

半　額
免　除

特待生推薦入試 特待生に採用されなかった指定校からの合格者

子ども教育学科推薦入試Ⅰ期・Ⅱ期指定校 指定校からの合格者

試

　験

　日

　程

試験区分 出願期間（必着） 試験日 合格発表日 入学手続締切日
一次 二次

推薦入試 Ⅱ期 12/ 5 ㈪～ 12/19 ㈪ 1 / 6 ㈮ 1 /18 ㈬ 2 / 1 ㈬ 2 /15 ㈬

一般入試
Ⅰ期 1 /16 ㈪～ 2 / 1 ㈬ 2 / 5 ㈰ 2 /16 ㈭ 3 / 2 ㈭ 3 /16 ㈭
Ⅱ期 2 /24 ㈮～ 3 / 7 ㈫ 3 /14 ㈫ 3 /17 ㈮ 3 /24 ㈮
Ⅲ期 3 /11 ㈯～ 3 /16 ㈭ 3 /22 ㈬ 3 /25 ㈯ 3 /30 ㈭

センター試験
利用入試

Ⅰ期 1 /16 ㈪～ 2 / 3 ㈮
－

2 /16 ㈭ 3 / 2 ㈭ 3 /16 ㈭
Ⅱ期 2 /24 ㈮～ 3 /10 ㈮ 3 /17 ㈮ 3 /24 ㈮
Ⅲ期 3 /11 ㈯～ 3 /21 ㈫ 3 /25 ㈯ 3 /30 ㈭

AO入試 8/1㈪～3/7㈫まで随時 別　途　案　内
社会人入試

帰国生徒入試 Ⅱ期 2 /24 ㈮～ 3 / 7 ㈫ 3 /14 ㈫ 3 /17 ㈮ 3 /24 ㈮

授
業
料

減免額 免除制度 対　象

全　額
免　除

一般入試Ⅰ期特待生 入試成績学部 1 位の者

センター試験利用入試特待生 平均85点以上の者

半額免除 一般入試Ⅰ期特待生 入試成績学部 2 位の者

免除制度 対　象

南九州学園災害等罹災者学納金減免制度 罹災による経済的急変が生じた者を対象とした検定料
および入学金免除。年間授業料の全額または半額免除

学費免除制度・入試日程

4つの

将来なりたい自分（夢）を見つけ、その夢を実現するために必要な学びの習得を目的とした課外授業です。最終的には、 4 年間の大学生


