
月2日(火)、本学学部13期生および大学院9期
生の入学式が挙行されました。

　当日は、四日市市長をはじめ、四日市市議会議長、市
立四日市病院副院長、三重県看護協会常任理事の来賓
の方々にもご臨席賜り、保護者・ご家族の方々、教職員
も参列のもと、入学式を挙行しました。
　式典では、丸山学長からの入学宣言、学長式辞につ
づき、来賓の方々よりご祝辞をいただいた後、学部生
代表阪口楓さん、大学院生代表の内山泉さんが、これ
からの学生生活に向け、新たな決意で入学宣言を行
い、この日から、学部生110名、大学院生1名が、この大
学で新しい生活をスタートさせました。
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オレンジの風、
デザイン一新!!

平成31年度
四日市看護医療大学・大学院
入学式

月1日、元号が「平成」から「令和」に改元され、時
代の節目を迎えました。また、いよいよ来年には

東京オリンピック・パラリンピック開催を控えるなど、ま
さに新時代の幕開けを予感させます。 
　そして、本学においては、2020年4月に「臨床検査学科」
(仮称:設置認可申請中)開設を予定しており、看護、医療研
究の学術拠点として新たにスタートします。 
　そこで、教学課ニュース「オレンジの風」もデザインを一
新、これからも本学の教育活動を中心にお届けしていきた
いと思います。 
　これからもより良いNewsをたくさん発信していきたい
と思いますので、「オレンジの風~看護医療大学 News~」を
どうぞよろしくお願いいたします。
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★新規

新入生歓迎会
ようこそ四日市看護医療大学へ！

親睦運動会

教育後援会役員会および総会を開催しました。

令和元年度
公認クラブ・サークル

年は、入学式終了直後から翌日4月3日(水)ま
で、新入生オリエンテーションや健康診断が行

われ、入学早々忙しい時間を過ごした新入生たち。
　そんな新入生オリエンテーションの最後は、学友会主
催の「新入生歓迎会」を実施しました。
　新入生歓迎会では、学科長の挨拶からはじまり、次は
アイスブレイクで、みんなの緊張をほぐしながら、コ
ミュニケーションをとりやすい雰囲気づくりを行いま
した。その後、ティータイムをはさみながら、クラブ・
サークル紹介、ビンゴ大会へと続きました。
　短い時間ではありましたが、先輩やこれから4年間一
緒に過ごす同級生と打ち解けた様子でした。

月18日(土)、体育館で、学友会主
催の親睦運動会を行いました。

「新入生と仲良くなりたい」「学年を超えた
交流をもっと活発にしていきたい」など、
学生間の親睦を目的に、昨年から開催
しています。
　当日は、1年生から3年生まで約
70名が参加、学年・男女混合4チー
ムの対抗戦で行われました。（この
日、多くの病院で採用試験が実施
されたため、4年生は参加見送りで残
念でした）
　まずはチームの団結を高めようとアイ
スブレイクを行いました。最初から大盛り
上がり、その後の、ダンシング玉入れ、障害
物競走、ドッジボール、十字綱引きなど、最
後まで熱戦が繰り広げられました。短い時
間でしたが、先輩・後輩のつながりもでき、
とても楽しい運動会になりました。学友会
の皆様、お疲れ様でした。

本学学生団体自治組織。自主的に様々な活動を行っています。
おもな活動内容は、新入生歓迎会、親睦運動会、本学クラブ・サークル活動
支援、大学祭など、本学学生が楽しい大学生活を過ごせるような活動を
行っています。学友会メンバーは常に募集中です。

こんにちは。令和最初の学友会会長を務めます
松永妃那子です。
もうすでに新入生会や親睦運動会、大学祭準備
を通して、ご存知の方はいらっしゃると思いま
すが、改めてごあいさつ！学友会会長と
して、精一杯がんばりますので、どうぞ
よろしくお願いいたします！

今

令和元年度学友会 会長 2年 松永妃那子

今年度は、3つの新規団体が公認され、
計17団体が公認クラブ・サークルとして認められ活動しています。

テニスサークル

バレーボール部

フットサルサークル

ダンスサークル

バスケットボールサークル

バドミントン部

ソフトボール部

武道会

軽音楽部

ボランティアサークル

災害支援の会あおい

くれよん

色えんぴつサークル

救命部

★Sign(手話サークル)

★ランサークルとことこ

★ハンドマッサージクラブ

【新規団体紹介】

令和元年10月5日(土)
保護者懇談会開催決定

Sing(手話サークル)
本や動画で手話を学び、

聴覚障がい者団体と交流予定。

ハンドマッサージクラブ
介護施設等でハンドマッサージを行う予定。

ランサークルとことこ
ランニングで健康度を高め、
また秋に実施される

「ラン伴ボランティア」参加予定。
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和元年度四日市看護医療大学教育後援会役員会および総会が5月25日(土)本
学にて開催されました。本会は、大学の教育理念を尊重し、大学と家庭との連絡の

緊密化を図ると共に、本学の教育振興に寄与することを目的とした組織で、在学生の保護
者の皆様で構成いただいております。当日、まずは学内の各領域実習室を中心に、学生たち
が日々、学業に励む環境を見学していただきました。その後、会議室にて行われた総会で
は、岡平国彦教育後援会会長、丸山康人学長の挨拶から始まり、平成30年度事業報告および決算報告、令和元年度新役員案、事業
計画および予算案が提案され、満場一致で承認されました。岡平会長から出席者に対し「本会についてご理解とご協力をお願いし、
大学の教育活動を支援するとともに学生生活をバックアップしていきたい」と抱負が述べられました。
　その後、大学から、国家試験、就職状況、クラブ・サークル活動等についての報告をさせていただきました。最後は質疑応答や、意
見交換がなされ、閉会となりました。ご出席いただきました役員・会員様、誠にありがとうございました。残念ながら当日出席いただ
けなかった会員様には、6月中旬、当日の資料を発送させていただいておりますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

実施内容(予定)　本学豊田学科長：本学の教育の取り組みについて／本学卒業生による講演会：テーマ「看
護師を目指して、現在の職場と看護業務について」／昼食をとりながら保護者・教員との懇親会／保護者・
アドバイザー教員の個別面談　
※9月、保護者懇談会の案内等、郵送させていただきます。
　　

令

学友会とは？

お知らせ
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令和元年度宮﨑德子および
長江拓子奨学金授与式

就職支援・国家試験対策について

6月24日(月)
「就活スタートアップ講座
(2021年3月卒業予定者対象)」
を行いました。

月27日(木)、宮﨑德子および長江拓子奨学金授与
式が行われました。

　宮﨑德子奨学金は、開学以来、学科長、学生支援センター
長、学長補佐を歴任され、現在に至るまで本学の発展にご尽

力いただいている宮﨑德子先生から頂戴したご寄付を基に創設された奨学
金です。
　また、長江拓子奨学金は、本学で教鞭を取られた後、顧問としてお力添えを
いただいた長江拓子先生から頂戴したご寄付を基に創設された奨学金です。
　この二つの奨学金制度は、本学の学生がより一層学習意欲を高め、看護専
門職業人となる自己の目標を明確にすることにより、人材の育成に資するこ
とを目的としています。
　学業成績並びに本学及び社会への貢献等を審査し、宮﨑德子奨学金は4年
生4名、3年生3名の計7名を、また、長江拓子奨学金は2年生1名を、それぞれ本
年度の奨学生とすることを決定いたしました。
　授与式では、丸山学長から賞状と奨学金が授与され、宮﨑先生からは激励
のお言葉や長江先生の功績などをお伺いし、その後は記念撮影。
　今後、この奨学金を受給された皆さんの、更なるご活躍を期待します。
 

6

年、看護学生を取り巻く就職環境に変化が起きています。看護系大学数は、平成3年度の11校から、平成30年度には263大学(276
課程)にまで増加しています。このような状況のなか、看護学生の増加、現職看護師離職率低下による採用人数の減少などにより、

看護師採用には、これまで以上、看護師にコミュニケーション力、マネジメント力、技術力、アセスメント力が求められ、新卒採用試験は、徐々
に「量から質」へとシフトしています。
　さらに、採用試験実施時期は年々早期化し、早い段階
で採用数が充足した病院は、採用試験を予定より早く
終了させる病院も出て来ました。
　また、国家試験についても、ここ近年、アセスメント能
力が問われ、より臨床に沿った問題が増加傾向にあり、
ただ過去問題を解く、覚えるといった学習方法では、合
格が難しくなってきました。こういった点を踏まえ、本学
では様々な就職支援・国家試験対策を行っています。
　就職対策講座は3年生6月から実施、各論臨地実習で
多忙になる前に、しっかりと就職への意識を高め、12
月、3月と履歴書対策講座、採用試験が本格化する4月
には面接対策講座を実施、採用試験に向け指導を行い
ます。また随時、教職員が支援体制を整えています。
　国家試験対策では、模試や対策講座内容、実施時期
の見直し、学内教員による学習会、成績不振の学生を
支援学生と位置づけ、学習時間や方法などの指導を
行っています。
　これからもキャリア支援委員会（国家試験および就
職支援を行う組織）を中心に、教職員一同で学生の就
職満足度・国家試験合格ともに100％をめざし、学生一
人ひとりに寄り添った就職指導・国家試験対策支援を
行ってまいります。

　これまで3年生を対象とした就職活動講座は12月から実施しておりまし
たが、本格的にはじまる各論臨地実習前に、夏休みを有効に使って就職活
動ができるようにと、今年度からこの講座をはじめました。
　外部講師に㈱マイナビを迎え、自己分析や病院研究、就職活動する際に
必要な病院見学会・インターンシップの参加マナーや、最新学生就活状況
についてもお話しいただきました。

　特に印象的だったのは、東海エリアの看護学生は、他のエリアに比べ、早期から合同説明会や、病院見学会・インターンシップに
参加、就職に対してかなり意識が高く活動量も多いといった分析でした。また、三重県を中心に他の地域に比べ、看護師離職率も低
い＝新人採用人数を厳選する、そんな特徴的なエリアであるという内容に、学生たちは、この夏をいかに大切に過ごすかの重要性
を改めて認識した講座となりました。

近

55年間、看護職に携わり、

尽力された宮﨑先生。
この奨学金も

「看護への感謝と恩返し」と

おっしゃっていました。
宮﨑先生、

ありがとうございます。

令和元年度国家試験対策行事予定表

3年

4年

6月

8月

12月

3月

4月

随時

実施時期 内容学年

『就活スタートアップ講座』講師：マイナビ　※今年度新規
最新看護学生就活状況、情報収集の重要性、インターンシップ・
病院見学会・合同説明会でのマナー等、看護学生の一般的な
就職活動についてレクチャーを行います。

『履歴書対策講座：準備編』講師：マイナビ
就職活動の最新情報、履歴書の基本的な書き方(自己PRと志
望動機の土台作り)など、履歴書作成の準備を行います。その
他、就職活動最新情報、病院研究や自己分析方法もあわせて
行います。

『履歴書講座：作成編』講師：マイナビ
12月講座の内容を参考に作成した履歴書の基本的項目の確
認や自己PR・志望動機の添削、封筒の書き方など、いよいよ始
まる採用試験に向け、丁寧に指導します。

『面接対策講座』講師：マイナビ
ペアワークなどを通して、より面接官の印象をあげる立ち振る舞
い、面接を受けるうえで大切なポイント、マナーなどを学びます。

教職員が、履歴書作成・添削、面接練習や、就職活動相談など対応
します。

就職支援・就職活動の流れと学内就職関連行事について、後
期オリエンテーションで本学キャリア支援委員が指導します。

〈4年生〉
日程(予定) 区　分 行　事　名

4月18日(木)
4月22日(月)
6月４日(火)
6月7日(金)
7月5日(金)、6日(土)、12日(金)
7月15日(月･祝)
8月20日(火)
9月6日(金)
10月2日(水)
10月～12月
10月 中
10月31日(木）
11月1日(金)、6日(水)、7日(木)、8日(金)
11月7日(木)
11月14日(木)
11月22日(金)、25日(月)
12月2日(月)
12月12日(木)
1月7日(火)

1月8日(水)

1月9日(木)、10日(金)
1月14日(火)、15日(水)
1月16日(木)
2月 中旬

看護師
看護師
看護師
看護師
看護師
看護師
看護師
看護師
保健師
看護師
助産師
看護師
看護師

保健師
保健師
看護師
看護師
保健師
助産師
看護師
看護師
看護師

保・助・看

第1回東京アカデミー模試
東京アカデミー模試解答・解説講座（東京アカデミー）
国家試験対策ガイダンス／国家試験対策講座【70分×3コマ】（さわ研究所）
第1回さわ研究所模試
夏期国家試験対策特別講座（東京アカデミー）
第1回学研模試
必修問題チャレンジテスト（テコム）
第2回全国統一模試プレテスト(テコム)
第1回保健師模試（インターメディカル）
秋季学習会（学外講師サトラ・サービス＋学内教員）
第1回クオリス模試
第2回東京アカデミー模試
冬期国家試験特別対策講座（東京アカデミー）
国試願書説明会
国試願書記入
冬期国家試験特別対策講座（東京アカデミー）
第2回保健師模試（インターメディカル）
第3回学研模試
第3回東京アカデミー模試
第3回保健師模試（インターメディカル）
第2回クオリス模試
国家試験対策直前講座（東京アカデミー）
国家試験対策少人数講座（サトラ・サービス）
第2回さわ研究所模試
国家試験自己採点

〈3年生〉
日程(予定) 区　分 行　事　名

7月2日(火)
9月3日(火)
3月 中
3月 中

看護師
看護師
看護師
看護師

国家試験対策ガイダンス／国家試験対策講座【70分×1コマ】（さわ研究所）
科目別実力テスト（疾病の成り立ちと回復の促進）（メディカ出版）
春季国家試験対策特別講座（東京アカデミー）
基礎力チェックテスト（テコム）

〈2年生〉
日程(予定) 区　分 行　事　名

12月 中 看護師 科目別実力テスト（人体の構造と機能）（メディカ出版）

〈1年生〉
日程(予定) 区　分 行　事　名

3月 中 看護師 専門基礎模試（人体の構造と機能）（さわ研究所）
就活スタートアップ講座 熱心にメモをとる学生

令和元年度就職支援行事予定

04 05

～看護医療大News～



令和元年度宮﨑德子および
長江拓子奨学金授与式

就職支援・国家試験対策について

6月24日(月)
「就活スタートアップ講座
(2021年3月卒業予定者対象)」
を行いました。

月27日(木)、宮﨑德子および長江拓子奨学金授与
式が行われました。

　宮﨑德子奨学金は、開学以来、学科長、学生支援センター
長、学長補佐を歴任され、現在に至るまで本学の発展にご尽

力いただいている宮﨑德子先生から頂戴したご寄付を基に創設された奨学
金です。
　また、長江拓子奨学金は、本学で教鞭を取られた後、顧問としてお力添えを
いただいた長江拓子先生から頂戴したご寄付を基に創設された奨学金です。
　この二つの奨学金制度は、本学の学生がより一層学習意欲を高め、看護専
門職業人となる自己の目標を明確にすることにより、人材の育成に資するこ
とを目的としています。
　学業成績並びに本学及び社会への貢献等を審査し、宮﨑德子奨学金は4年
生4名、3年生3名の計7名を、また、長江拓子奨学金は2年生1名を、それぞれ本
年度の奨学生とすることを決定いたしました。
　授与式では、丸山学長から賞状と奨学金が授与され、宮﨑先生からは激励
のお言葉や長江先生の功績などをお伺いし、その後は記念撮影。
　今後、この奨学金を受給された皆さんの、更なるご活躍を期待します。
 

6

年、看護学生を取り巻く就職環境に変化が起きています。看護系大学数は、平成3年度の11校から、平成30年度には263大学(276
課程)にまで増加しています。このような状況のなか、看護学生の増加、現職看護師離職率低下による採用人数の減少などにより、

看護師採用には、これまで以上、看護師にコミュニケーション力、マネジメント力、技術力、アセスメント力が求められ、新卒採用試験は、徐々
に「量から質」へとシフトしています。
　さらに、採用試験実施時期は年々早期化し、早い段階
で採用数が充足した病院は、採用試験を予定より早く
終了させる病院も出て来ました。
　また、国家試験についても、ここ近年、アセスメント能
力が問われ、より臨床に沿った問題が増加傾向にあり、
ただ過去問題を解く、覚えるといった学習方法では、合
格が難しくなってきました。こういった点を踏まえ、本学
では様々な就職支援・国家試験対策を行っています。
　就職対策講座は3年生6月から実施、各論臨地実習で
多忙になる前に、しっかりと就職への意識を高め、12
月、3月と履歴書対策講座、採用試験が本格化する4月
には面接対策講座を実施、採用試験に向け指導を行い
ます。また随時、教職員が支援体制を整えています。
　国家試験対策では、模試や対策講座内容、実施時期
の見直し、学内教員による学習会、成績不振の学生を
支援学生と位置づけ、学習時間や方法などの指導を
行っています。
　これからもキャリア支援委員会（国家試験および就
職支援を行う組織）を中心に、教職員一同で学生の就
職満足度・国家試験合格ともに100％をめざし、学生一
人ひとりに寄り添った就職指導・国家試験対策支援を
行ってまいります。

　これまで3年生を対象とした就職活動講座は12月から実施しておりまし
たが、本格的にはじまる各論臨地実習前に、夏休みを有効に使って就職活
動ができるようにと、今年度からこの講座をはじめました。
　外部講師に㈱マイナビを迎え、自己分析や病院研究、就職活動する際に
必要な病院見学会・インターンシップの参加マナーや、最新学生就活状況
についてもお話しいただきました。

　特に印象的だったのは、東海エリアの看護学生は、他のエリアに比べ、早期から合同説明会や、病院見学会・インターンシップに
参加、就職に対してかなり意識が高く活動量も多いといった分析でした。また、三重県を中心に他の地域に比べ、看護師離職率も低
い＝新人採用人数を厳選する、そんな特徴的なエリアであるという内容に、学生たちは、この夏をいかに大切に過ごすかの重要性
を改めて認識した講座となりました。

近

55年間、看護職に携わり、

尽力された宮﨑先生。
この奨学金も

「看護への感謝と恩返し」と

おっしゃっていました。
宮﨑先生、

ありがとうございます。

令和元年度国家試験対策行事予定表

3年

4年

6月

8月

12月

3月

4月

随時

実施時期 内容学年

『就活スタートアップ講座』講師：マイナビ　※今年度新規
最新看護学生就活状況、情報収集の重要性、インターンシップ・
病院見学会・合同説明会でのマナー等、看護学生の一般的な
就職活動についてレクチャーを行います。

『履歴書対策講座：準備編』講師：マイナビ
就職活動の最新情報、履歴書の基本的な書き方(自己PRと志
望動機の土台作り)など、履歴書作成の準備を行います。その
他、就職活動最新情報、病院研究や自己分析方法もあわせて
行います。

『履歴書講座：作成編』講師：マイナビ
12月講座の内容を参考に作成した履歴書の基本的項目の確
認や自己PR・志望動機の添削、封筒の書き方など、いよいよ始
まる採用試験に向け、丁寧に指導します。

『面接対策講座』講師：マイナビ
ペアワークなどを通して、より面接官の印象をあげる立ち振る舞
い、面接を受けるうえで大切なポイント、マナーなどを学びます。

教職員が、履歴書作成・添削、面接練習や、就職活動相談など対応
します。

就職支援・就職活動の流れと学内就職関連行事について、後
期オリエンテーションで本学キャリア支援委員が指導します。

〈4年生〉
日程(予定) 区　分 行　事　名

4月18日(木)
4月22日(月)
6月４日(火)
6月7日(金)
7月5日(金)、6日(土)、12日(金)
7月15日(月･祝)
8月20日(火)
9月6日(金)
10月2日(水)
10月～12月
10月 中
10月31日(木）
11月1日(金)、6日(水)、7日(木)、8日(金)
11月7日(木)
11月14日(木)
11月22日(金)、25日(月)
12月2日(月)
12月12日(木)
1月7日(火)

1月8日(水)

1月9日(木)、10日(金)
1月14日(火)、15日(水)
1月16日(木)
2月 中旬

看護師
看護師
看護師
看護師
看護師
看護師
看護師
看護師
保健師
看護師
助産師
看護師
看護師

保健師
保健師
看護師
看護師
保健師
助産師
看護師
看護師
看護師

保・助・看

第1回東京アカデミー模試
東京アカデミー模試解答・解説講座（東京アカデミー）
国家試験対策ガイダンス／国家試験対策講座【70分×3コマ】（さわ研究所）
第1回さわ研究所模試
夏期国家試験対策特別講座（東京アカデミー）
第1回学研模試
必修問題チャレンジテスト（テコム）
第2回全国統一模試プレテスト(テコム)
第1回保健師模試（インターメディカル）
秋季学習会（学外講師サトラ・サービス＋学内教員）
第1回クオリス模試
第2回東京アカデミー模試
冬期国家試験特別対策講座（東京アカデミー）
国試願書説明会
国試願書記入
冬期国家試験特別対策講座（東京アカデミー）
第2回保健師模試（インターメディカル）
第3回学研模試
第3回東京アカデミー模試
第3回保健師模試（インターメディカル）
第2回クオリス模試
国家試験対策直前講座（東京アカデミー）
国家試験対策少人数講座（サトラ・サービス）
第2回さわ研究所模試
国家試験自己採点

〈3年生〉
日程(予定) 区　分 行　事　名

7月2日(火)
9月3日(火)
3月 中
3月 中

看護師
看護師
看護師
看護師

国家試験対策ガイダンス／国家試験対策講座【70分×1コマ】（さわ研究所）
科目別実力テスト（疾病の成り立ちと回復の促進）（メディカ出版）
春季国家試験対策特別講座（東京アカデミー）
基礎力チェックテスト（テコム）

〈2年生〉
日程(予定) 区　分 行　事　名

12月 中 看護師 科目別実力テスト（人体の構造と機能）（メディカ出版）

〈1年生〉
日程(予定) 区　分 行　事　名

3月 中 看護師 専門基礎模試（人体の構造と機能）（さわ研究所）
就活スタートアップ講座 熱心にメモをとる学生

令和元年度就職支援行事予定

04 05

～看護医療大News～



四日市市の地縁団体、NPO、企業、労働組
合、メディア、行政など、様々な主体の人た
ちによって設立された市民活動を「人」「も
の」「お金」で応援する仕組みで、平成24年
12月「公益財団法人ささえあいのまち創造
基金」を市民の力で立ち上げ、活動している
団体です。
その団体によって集められた寄付金を、応
募のあった団体に書類審査等を行い、採択
された団体にその寄付金が配分されます。

ささえあいのまち創造基金
とは？

四日市看護医療大学看護研究交流センター
活動事業「地域住民の健康つくりプロジェクト」の紹介

重県三重郡菰野町「春のウォーキング大会2019＆けやきフェスタ2019」
大学近隣の自治体「菰野町」イベントに本学の地域看護研究交流センター「地域住民の健康づくりプロジュクト」メン

バーと本学学生が参加しました。このイベントを通じ、世代を超えた地域の健康・福祉の保健活動の一環に携われたことは、将来、
医療職をめざす学生たちにとって、今後に活かせる良い経験となることでしょう。

三

障害児支援サークル　くれよん／いろえんぴつ
第7回ささえあい基金配分先に選ばれました。

の度、くれよん／いろえんぴつサークル
が、「ささえあい基金」に応募し、見事、小

入道クラスに選ばれました。
　くれよん／いろえんぴつサークルでは、看護職
を志す者の視点から、障がいを持つ子ども、またそ
の家族をサポートしていくことを目標としている団
体です。これまでも大学季刊誌や大学報、学園報
などで、その活躍をたくさんお届けしてきました。
　今後、この寄付金を活用し、今後ますますの活動
が期待されます！その様子は、今後の「オレンジの風
～看護医療大News～」でもお伝えしていきたいと
思います。

こ

ボランティアサークル
日市市社会福祉協議会四日市市ボラン
ティアセンターでは、「サマーチャレンジ

2019」として、夏休み期間を利用し、ボランティアプ
ログラムに参加してくれる高校生、大学生、専門学
校生を募集しています。
　その「サマーチャレンジ2019」の活
動をPRする際に配布
するキャンディのデザイ
ンを、本学ボランティア
サークルがデザインしま
した。

四

06 07

http://mie-ssb.jp/

ボランティア活動、学外活動、自分たちが企画するイベントをPRしたい、
など「オレンジの風～看護医療大News～」に掲載してみませんか？
詳しくは教学課まで！

あなたの活動を
「オレンジの風～看護医療大News～」に掲載しませんか？

「春のウォーキング
大会」

5月18日(土)　

「けやきフェスタ2019」
6月2日(日)　

～看護医療大News～
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ほけんしつたより
4月より教学課　保健室を担当しております、馬場です。

いつも皆さんの若々しく、元気な姿に、パワーをもらい、うらやましく思っております。

ご入学、ご進級されてから4ヶ月ほどが経過し、体調や気持ちに変化はないでしょうか。

自分自身の体調や心を気にかけることは、とても大切です。少しでも変化を感じたら、気軽に保健室に話しに

きたり、休みに来てくださいね。

休養、検温・血圧測定・医療機関の相談・体
重・体脂肪・筋肉量測定などもできます。
平日(水曜以外)11：00～12：40まで保健
室に在室しております。
そのほかの時間は教学課にいますので声
をかけてもらえば、いつでも対応します。

保健室の紹介

毎週水曜日：11：00～15：00　
臨床心理士：加藤先生が
担当してくださっています

学生・職員相談室

〔発行〕教育推進・学生支援センター 教学課
          https://www.y-nm.ac.jp/

〒512-8045　三重県四日市市萱生町1200
TEL 059-340-0703   FAX 059-361-1401

教学課よりお知らせ

後学期オリエンテーションのスケジュールは、各学年によって異なります。各自、掲示板にて確認して
ください。また、14時50分から防災訓練を実施します。必ず参加してください。※臨時バス運行

教学課窓口受付時間変更のお知らせ

追試験・再試験

夏期休業期間中、教学課窓口受付時間および大学休業期間は、以下のとおりです。

8月21日(水)、22日(木)、23日(金)　※それに伴う追試験・再試験の手続期間を確認しておいてください。

【教学課窓口】
【大学休業期間】

7月29日(月)～9月16日(月・祝)　受付時間8時30分～17時00分
8月10日(土)～8月18日(日)　
※ただし、8月16日(金)は、追試験・再試験時間割発表・申込み受付のため、教学課で窓口対応を行います。

8月23日(金)午後　後学期オリエンテーションおよび防災訓練

B型ワクチン接種
８月23日(金)14時～　2階成人・老年看護学実習室


