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　公園などでよく見かける光景です。子どもたちが友達
や家族と元気に遊んでいます。高齢者はゲートボールに
和気あいあいと興じ、またジョギングやサイクリングを
している人たちもいます。おそらくこの人たちに共通す
る点は、気持ちよく、楽しんでいることです。
　作家であり医師でもある渡辺淳一氏が（財）健康・体力
づくり事業団が主催した国際健康スポーツ交流会議の講
演で心をウキウキさせ、快い興奮と感激をもてる身体活
動は、すべてスポーツの概念に包含させるべきであると
まで述べています。またスポーツ心理学者の竹中晃二氏
は健康スポーツを「誰でもが喜びや楽しみを求めて、自ら
が主人公になれるスポーツ活動である。」と述べておりま
す。私も同様に健康スポーツを捉えています。
　一般に身体運動によって得られる恩恵については、運
動生理学や生活習慣病などの予防、改善などに関する医
学の領域から得られた知識はよく知られています。しか
し身体運動の恩恵はこれだけでしょうか。私たちが健康
スポーツとして身体を動かしているときに、同時に精神
活動も伴っています。人間は精神と肉体との統合体で
あって、身体と心はつながっています。この二つを分けて
考えることはできません。したがって身体運動の心理的
影響も考えなければなりません。
　世界保健機関（WHO）は1996年の国際会議において、
成人期における定期的な身体活動の及ぼす身体活動の効
果について初めて言及し、生理学的効果、心理学的効果及
び社会学的効果の3領域の効果を挙げています。WHOが
初めて運動に関する具体的なガイドラインを示したこと
に加えて、運動の心理的・社会的恩恵にも言及したこと
は大いに意義のあることだったと思います。
　ここでは、主に心理学的効果について述べることにし
ます。私たちは、適度な運動を行った後に、気分転換をし
たり、気分爽快になることを皆さんも経験していると思
います。運動による抑うつ感や不安の軽減、気分の高揚と
いった効果があるといわれています。また感情面以外で
も自尊心や自己効力感（自分がうまくやり遂げられる見
込みや予測）などにも向上がみられたという研究が報告

されています。健康スポーツはメンタルヘルスの面でも
貢献しています。
　日本人はスキルの獲得には関心が高いが、運動を継続
したり、習慣化することについては、あまり価値を置か
ないとよく言われます。健康スポーツは継続することに
よってより優れた効果が期待できます。早い時期から教
育を通して、スポーツや身体運動に対する好ましいイ
メージや態度を育成することが継続性を高めることにつ
ながることになるでしょう。また健康スポーツの継続性
を高めるには、はじめに述べたように「楽しさ」がなけれ
ばなりません。更には、手軽にできるという点も継続性を
高めるうえで重要な要素です。散歩や買い物など日常生
活の中での運動、つまり生活運動を健康スポーツ化する
ことができると思います。とくに高齢者にお勧めします。
　生活運動の健康スポーツ化について、高齢者である私
の例を挙げて説明します。73歳ですので体のあちこちに
不調がでてきています。そのひとつに膝の痛みがありま
す。通勤で駅の階段の昇り降りがとても苦痛でした。幸い
なことに隣の研究室に理学療法士の免許をもっているM
先生がおられ、相談いたしました。親切な先生は、運動療
法を薦めてくださり、早速、私の研究室にリハビリの用具
を持ち込み、指導をしてくださいました。ある時、駅の階
段の昇降の際に、M先生が指導してくださった要領を使
うことにしました。膝の具合に合わせて階段の昇降の速
度を変えたりしているうちに、苦痛だった階段昇降が楽
しくなり、そのうち膝の痛みも消えていました。その後も
階段の昇降は楽しく続けています。
　従来の健康スポーツにおける運動処方（プログラム）は、
運動の強度、持続時間、頻度といったことが中心になって
おりますが、成功体験をもたせたり、運動中の身体の変化
に注意を向けさせて気づきを高めたりするなどの心理面
を考慮した方法を取り入れることによって、心理的効果
と運動の継続性を一層高めることができるでしょう。
　健康スポーツは全人的健康に貢献する、楽しく、素晴ら
しい、未来を明るくする活動であると思っています。

人間健康福祉学部　久 保　玄 次
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　11月8日（金）にフィリピンに上陸した台風30号は、フィ
リピンの広範囲な地域に甚大な被害をもたらしました。聖カ
タリナ大学は、フィリピンの2大学（教皇庁立聖トマス大学、
アクィナス大学）と国際提携を締結しておりますが、この2
大学も被害を受けました。
　そのため、国際交流委員会では、台風被害の救援の一助に
なればと、学内で募金活動を行いました。多くの方に賛同を
いただき募金総額は240,000円となり、国際提携校の2大学
へ送金いたしました。
　教職員はもとより募金にご協力いただきました学外の皆様
に心より感謝を申し上げます。

　聖カタリナ大学・聖カタリナ大学短期大学部では、12月
20日（金）に学内クリスマスを開催しました。
　最初に聖カタリナホールにてホビノ・サンミゲル学長の司
式によるクリスマスミサが行われ、厳粛な中で祈りが捧げら
れました。ミサ終了後、聖カタリナ大学短期大学部附属幼稚
園の園児による歌の発表と学長賞の授与が行われました。そ
の後、会場を体育館に移して、学友会主催のクリスマス会が
開催され、各サークルの発表や豪華賞品が当たる恒例のお楽
しみ抽選会があり、大盛況の内に終了いたしました。

　11月10日（日）に開催された風早レトロまつり（主催:風
早活性化協議会、共催:松山市・松山市教育委員会）に、本学
も昨年度に引き続き協力出店いたしました。
　当日は、DVD（中高年の方が気軽にできる体操を収録）の無
料配布、握力測定、敏捷性の測定、チャリティゲーム大会を開
催し、親子連れの方を始めご老人まで幅広い年齢層の方に楽
しんでいただきました。ご来場いただき募金にご協力いただ
きました皆様に心より感謝を申し上げます。募金箱へいただ
いた募金総額5,631円は、松山市社会福祉協議会のまごころ
銀行へ寄附いたしました。
　また、大学の出店ブースとは別に、保育学科2年生が子ど
もと一緒に竹とんぼや空飛ぶたこ等を作成するブースや、
ジャグリングサークル「Mad Clowns」によるステージ発表も
行なわれ、お祭りは大いに盛り上りました。
　聖カタリナ大学では、今後とも地域に愛される大学として
様々な活動をして参りたいと思っておりますので、ご理解、
ご協力のほどお願いいたします。

フィリピン台風被害募金の報告

平成25年度学内クリスマスを開催

風早レトロまつりへの出店

ロープジャンプ大会
（みんなでジャンプinカタリナ）

Campus News
catherine

　12月11日（水）に保育学科学生、人間健康福祉学部学生、
教職員が参加するロープジャンプ大会（みんなでジャンプin
カタリナ）が開催されました。
　ロープジャンプとは、10mのロープを跳ぶ大縄跳びで、「跳
んだ回数×跳んだ人数」がポイントになるチームスポーツで
す。
　このロープジャンプ大会は、短大・大学の学生の親睦と教
職員との交流を深めることを目的として、保育学科の学生が
企画運営・進行等を行い、開催される恒例イベントです。
　当日は、学生と教職員約150名が参加し、それぞれのチー
ムに分かれて、競技を行い学生と教職員の親睦が深まるイベ
ント内容でした。
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ゼミナールインタビュー
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人間健康福祉学部　丹下 美輪 ゼミ

 ゼミのテーマを教えてください。
　私のゼミは、精神保健福祉の分野をテーマとしています。精神保健、精神疾患、
精神科医療、精神障がい者福祉、精神障がい者への支援などについて、ゼミ生各
自が興味や関心のある事柄を調べて発表し、ディスカッションを行います。学生
さんが取り上げたテーマとしては、ストレス、メンタルヘルス、統合失調症、う
つ病、認知症、アルコール依存症、対応の仕方、精神障がい者地域生活支援、社
会資源、就労支援、偏見・差別、普及啓発活動などがありました。

 ゼミの特徴を教えてください。
　ゼミ生の人数は年度によって異なりますが、１名～７名程度です。ゼミ生が１

～２名のときは人数的に少し寂しく感じますが、自由度は高く、私も一学生となり結構熱いディスカッションになります。
ゼミでは、自分の考えをまとめて伝えること、グループワークを通して連携・協働について体験すること、あらゆる側面から現
状を把握し、課題とその課題を解決するための方法を考えていくこと、精神保健福祉の実践現場の見学やイベント・ボランティ
ア参加の体験的な学習、などを大事にしています。

 ゼミのスタイルを教えてください。
　ゼミ生各自が、興味や関心のある事柄からテーマを決め、調べます。レジュメを作成し、
発表します。発表スタイルは、自由な場合とパワーポイントにまとめる場合があります。
発表後に、質疑応答やディスカッションを行います。いろいろな考えや意見などが自由に
述べ合えるように、心がけています。ロールプレイを取り入れることもあります。

　クリスマス募金等で集まった募金総額124,373円（クリス
マス募金49,505円・大学祭募金74,868円）は、過酷な環境
にあるこどもたちの援助に使われるよう、日本国際飢餓対策
機構・日本ユニセフ協会・児童福祉献金・カリタスジャパン
に送金いたしました。
　募金にご協力いただきました皆様に心より感謝を申し上げ
ます。

平成25年度学長賞を授与

クリスマス募金のご報告
〜世界のこどもたちのために〜

　スポーツ活動・ボランティ
ア活動・文化活動で活躍した
学生及び団体に対する学長賞
の授与が、学内クリスマスにお
いて行われました。
　今年の受賞者は以下の皆さ
んです。（敬称略）

［スポーツ表彰］
ダンス部及び有志（団体表彰）

［ボランティア表彰］
学生ボランティアセンター〈4年生〉（団体表彰）
JOL（国際協力）同好会
…川﨑　朋枝（大4）・松本　翔太（大4）・山内　真里奈（大4）・
好光　郁斐（大4）・清家　凌（大3）・和田　栄洋（大3）

［文化活動表彰］
大学祭実行委員会（団体表彰）
カタリナキャンプ実行メンバー〈4年生〉（団体表彰）

丹下ゼミは、精神保健・精神科医療・精神障がい者福祉に関
して、深く学ぶことができるゼミです。メンタルヘルス、統合
失調症やうつ病などを勉強していくなかで、精神疾患を身近
に感じています。ゼミでは、自分の考えを伝えたり、プレゼン
テーションを行ったりなど、いろいろな体験ができます。

社会福祉学科３年　辻　理恵子

丹下美輪
ゼミは

こんなゼ
ミ
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　私は4月に保育学科の教員
として着任し、「保育内容（言
葉）」や「日本語表現」の授業
を担当しております。専門分
野は児童文学で、文献研究が
中心と思われがちですが、絵
本や物語を聞いたり読んだり
した子どもの変容過程を自分
の目でとらえるために実践的
な活動を大事にしています。
本学に勤めるまでは、中学校
図書室の司書や学童保育の読
み聞かせボランティアとし
て、本を手渡す実践を続けて
きました。中学生たちの事例に関しては『自分を育てる読書
のために』（岩波書店、2011年）にまとめましたので、お読
みいただければ幸いです。
　昨年の夏ごろ、本学附属幼稚園園長から蔵書管理について
ご相談を受け、私でもお役に立てることがあればと本選びの
お手伝いを申し出ました。幼稚園の先生方とお話するうち、

「いい本を子どもに届けたい」「子どもの想像力や思考力を育
ててくれる絵本を揃えたい」という思いが一致し、とても嬉
しかったです。互いの理想を語り合い、がぜん意欲的になっ
た私たちは、子どもの本棚改造計画をスタートさせました。
まず取り組んだのは、「子どもの育ちにつながるかどうか」
という視点で厳選した「おすすめ絵本のコーナー」を設置す
ること。これがあれば、先生方が選書に費やす労力は軽減さ
れ、なにより子どもたちにいい絵本が届きやすくなります。
それから、週に一度は私が読み聞かせに伺うことにし、実践
の中で得られた気づきをもとに、読み聞かせに適した季節や
年齢などを先生方にお伝えするようにしました。

　秋の遠足シーズンには、
『おにぎり』（平山和子、福音
館書店）という絵本を読みま
した。ご飯を炊いてからおに
ぎりが完成するまでの過程を
淡々と描く一見地味な絵本で
すが、子どもたちは夢中にな
りました。読み終わったあと
に「もういっかい読んで」と
やってくる子どもが続出し、

あちらこちらで絵本の中のセリフが飛び交い、おにぎり作
りの練習まで始まります。面白かったのは、梅干しを使った
ごっこ遊びです。私が絵本の中の梅干しをつまんで「どうぞ」
と3歳の女の子に差し出すと笑顔で食べますが、5歳の男の
子は「すっぱいけどがまんして食べる顔」を見事にやってみ
せます。その様子をびっくり顔で眺める女の子の姿も可愛ら
しくてたまりません。子どもたちはこれをきっかけに、「自

物語を共有して育つ子どもたち
―附属幼稚園の取り組みを通して―

保育学科　小幡　章子

分でおにぎりを作ってみたい！　梅干しのすっぱさを体験
してみたい！」と思ったはずです。絵本はしばしば、子ども
たちのなかに実体験への意欲を上手に育ててくれます。
　冬の寒い日には、虫たちが体を温めるために綿毛の詰まっ
た「ががいもの種」を探しにいくという冒険のお話『ふわふ
わふとん』（カズコ・G・ストーン、福音館書店）を読みまし
た。虫たちが吹雪を乗り越え、種から綿毛をとり出そうとす
る瞬間、後ろにいた子どもたちが総立ちになりました。次の
ページで画面いっぱいに綿毛が飛び出すと歓声が沸き、みん
ながいっせいに幸せそうな笑顔を浮かべます。虫たちが綿毛
にくるまって眠りにつくと、5歳の男の子が「ぼくのうちに
もねえ、ふわふわのふとんあるよ」と呟きます。とたんに他
の子どもたちも「ぼくのうちも！」「わたしも！」といって家
のふとん自慢をはじめるので、とても愉快でした。みんなが
虫たちと同じように温かさを間接体験し、幸せな気持ちを味
わえたのは、矛盾なく
丁寧に書かれたストー
リーのおかげで虫たち
にしっかりと感情移入
できたからでしょう。
絵本は、絵の魅力だけ
で選ばず、お話の中身
についても見極めるこ
とが大事だと痛感させ
られました。
　幼稚園での取り組みがたくさんの喜びをもたらしてくれ
ましたが、とりわけ嬉しかったのは、自分の研究が社会に還
元できているという実感が持てたことです。恩師であり児童
文学者の脇明子先生は、「私たち研究者の仕事は、現場の悩
みを吸い上げて学問にすること」だとおっしゃいました。そ
の言葉が今では私のポリシーとなっています。研究する側と
実践する側の大人たちが知恵を出し合い、子どもの健やかな
成長のために共に歩んでいけば、学びや喜びを共有した大人
同士もまた育ち合えるはずです。
　新年度は、大学構内に設置された子育て支援ひろば〈ぽ
けっと〉において、子育て経験豊富なスタッフと共に、赤ちゃ
んと保護者のための取り組みを充実させていきます。今後
も、本学を拠点にして現場の先生方や地域の方々と一緒に子
育てに参加してまいりますので、よろしくお願いいたしま
す。

ESSAY
catherine
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就職活動レポート
catherine

Ｑ：その職場に就職を決めた理由
　私は在学中、学生ボランティアセンターに所属し様々なボランティア活動に参加しました。その活
動を通して多くの人と関わり、障害者の方とも実際に関わることで障害分野に興味を持ち、力になり
たいと思うようになりました。福角会に就職している先輩方に話を聞くと、どの先輩方も「職員さんは
いい人ばかりで働きやすいよ」とおっしゃっていました。その話を聞いて「実際に働いている方が言う
のだから間違いない」と思い、そのような職場で働きたいと感じました。見学に行った時にも、職員の
方々が利用者さん一人一人ときちんと向き合い、心に寄り添った支援を心掛けておられると感じ、自
分もそのような支援をしたいと思い志望しました。

Ｑ：就職活動中の苦労したことや工夫したことなど
　就職課のファイルで情報を集めたり、学内合同説明会に参加し、障害分野の施設の話を聞いたりし
ました。気になった施設には見学にも行き、自分の目で見ることで気付くこともたくさんありました。
また、福角会はカタリナの卒業生も多く就職しているので、知り合いの先輩方から話を聞き情報収集
しました。実際に働いてみないとわからないこと、中に入ってみないとわからないことがあると思う
ので、合同説明会に行くことや先輩方、就職課の方から話を聞くこと、実際に見学に行くこと
が自分の行きたい職場探しに重要な事だと感じています。

Ｑ：後輩たちへのメッセージ
　就職活動で大事になることは、自分のやりたいこと・分野は何なのかということだ
と思います。それは学校生活や実習、ボランティアなど様々な活動・経験からだんだ
んと見えてきます。私も3回生の前期頃までは、自分のやりたいことがはっきりとわ
かりませんでした。いろいろな経験や様々な人との関わりの中からきっと見えてく
るので、焦る必要はないと思います。ゆっくりと自分のペースで見つけていってく
ださい。悩んだり立ち止まってしまう時には、友達や先輩、先生に話してみると気持
ちも楽になり、答えが見えてくることもあ
ります。私も周りの人の助けがあったか
らこそ、就職できたと思っています。様々
な事を経験し、全力で大学生活を楽しみな
がらやりたいことと出会ってください。

Ｑ：その職場に就職を決めた理由
　私はどんなところに就職したいかなど明確に決めていませんでした。そのため3年生の
2月までに、より多くの企業のお話を聞き、どういう事をしたいか決めると考えていまし
た。そのなかで、「自分の趣味に関連した職業」と「人に喜んでもらえるような職業」に就
きたいと考えました。
　数ある企業の中でなぜレデイ薬局を選んだかというと、説明会でのお話や社員の方々と
お話をさせてもらった中でレデイ薬局ならば「お客様の身体の健康だけでなく、心の健康
までもサポートし、お客様に感動していただけるような接客をすることができる」と思い
志望しました。

Ｑ：就職活動中の苦労したことや工夫したことなど
　大変だったことは、スケジュール管理と言葉遣いです。スケジュール管理では選考会の
予定は説明会でわかるため、他の説明会や選考会と重複してしまい選考日程を変更しても
らえるようにお願いすることや、どちらかを断念することが大変でした。また、言葉遣い
は元気ではっきり言うこと、敬語を忘れないことも心がけました。
　工夫したことは、顔を覚えてもらうために説明会後に個別で質問をさせてもらうことや
合同説明会では何度もお話を聞きに行って顔を覚えてもらえるように頑張りました。しか
し、積極性を出して顔を覚えてもらっても学力が足りないとダメなので、リクナビやマイ
ナビの問題やSPIのテキストで勉強しておくことも必要です。

Ｑ：後輩たちへのメッセージ
　不安や緊張でうまくいかなくて悩むことがあると思いますが、努力した分は必ず皆さ
んの成長の糧になっていますので大丈夫です。説明会や選考での自分の行動を思い
返して反省しておくといいです。思い返していたおかげで、以前の面接で答えられ
なかったことが、スラスラ答えられたこともよくありました。
　悩みなどがあれば、就職課の方々や友人達と話してみると良いと思います。自
分一人では考えてもなかったことがわかったりすると思います。さらに就職活動
で疲れた心を癒すことにもなると思います。
就職活動も楽しむ感覚ですればリラックスでき、いい結果が出ると思いますので、
楽しみながら頑張ってください。

Ｑ：その職場に就職を決めた理由
　人との繋がりを大事にでき、広げていくことので
きる職場であったからです。
　元々、就職先として視野に入れておらず、他企業
の営業に目を向けていました。私は車の営業の『ノ
ルマ』という言葉に対して過敏になっていたため、
車の営業の説明会には足を運ぶことはありません
でした。しかし、ゴールデンウィークに遠出をする
際、父親の知り合いが勤務している今の就職先に、
点検をしてもらうために足を運んだのですが、そこ
には私がイメージしていた不安なものはなく、ノル
マだけではない人との繋がりというものがはっき
りと目に見えました。その時の社員の方と父親の関
係に憧れを抱き、私もお客さんとこのような関係を
築きたいと思い、就職を決めました。

Ｑ：就職活動中の苦労したことや
　　工夫したことなど
　主に面接の話になってしまいますが、私の場合は
工夫しないという工夫をしました。面接を受ける企
業を調べ、聞かれたことに対して返す内容等はもち
ろんある程度適切なものでないといけませんが、そ
れ以外は自分らしく受け答えをすることを心がけ
ました。面接は企業との相性だといってしまえば、
それまでなのですが、短時間の面接の中でどれだけ
素の自分を出せるか、自分の印象を残すかというと
ころも重要になってきます。どの企業も最後に「質
問はありますか？」と聞かれます。素直に気になる
ことを質問してもいいと思いますし、人とは異なる
独自の観点での質問をしてみるというチャレンジ
精神を持つことも大事になってくると思います。

池内　希実
社会福祉学科 社会福祉専攻
内定先：社会福祉法人 福角会

栗林　一紀
健康福祉マネジメント学科 福祉マネジメント専攻
内定先：株式会社レデイ薬局
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Ｑ：後輩たちへの
　　メッセージ
　選択肢を多く持つこと、自分
の芽を自分で潰さないことが大
事です。やりたいこと、自分の
ビジョンがはっきり見えている
人はその一つだけに絞るのもい
いと思います。しかし、試験等
で不合格になり道が閉ざされる
場合があります。その時にどれ
だけ早く気持ちの切り替えがで
きるかということが大事になっ
てきます。実際、私は自分がや
りたいことだけに絞ってしまい
同業界の企業を全て不合格に
なったので…。正直、かなり焦
りが出ます。それを避けるため
にも、興味のある職業は同時進
行して選択を進めるべきです。
就職活動は決して楽しめるもの
ではありませんが、今までの自
分を見つめ直す良い機会にな
ると思います。最後まで諦め
ず頑張ってください。

Ｑ：その職場に就職を決めた理由
　就職を希望した幼稚園は、私が卒園し、実習をさせていただいた園であり、自宅からも
通勤しやすい場所にあります。就職を考えた時、保育園を希望するのか幼稚園を希望する
のかで大変悩みました。幼稚園で育った私には、保育園での実習の毎日がいつも新鮮で家
庭のような温かい雰囲気の保育園に感動したことを覚えています。しかし、幼稚園での実
習を通して毎日元気に園に通ってきて楽しく過ごしている子ども達の姿に魅せられまし
た。また、先生方が保育に対して真剣に向き合っていらっしゃる姿を目の当たりにし憧れ
の気持ちを抱きました。「私もあの先生方のような保育者になりたい！」その気持ちを大切
に保育者である誇りと責任を持って臨んでいきたいです。

Ｑ：就職活動中の苦労したことや工夫したことなど
　私が一番苦労したことは、履歴書作成です。履歴書は、相手に自分を知ってもらうため
の大切な分身の様なものです。履歴書を読んだイメージから面接が始まります。履歴書を
作成する際、改めて自分自身をアピールすることが簡単なことではないと感じました。何
度も下書きをし、就職課の方にアドバイスしていただきました。
　また、幼稚園では実技試験を行うところがほとんどです。試験内容が面接だけではない
のでピアノや絵本の読み聞かせなど、就職を希望している園を受験した先輩方が残し
てくださった記録を参考に早めに準備を始めました。何事も早めに取りかかることが
大切だと思います。

Ｑ：後輩たちへのメッセージ
　保育の就職試験は、一般企業の試験とは違い重複して受験することができ
ません。そして、一度内定をいただくとその園に勤めることになります。そ
のため、本当に自分自身が働きたいと納得できる職場をみつけてほしいです。
　求人票には、その職場の住所や募集人数、給料と様々なことが記載されて
いますが、求人票を見ただけではわからないことがたくさんあります。そこ
で、気になる職場には何カ所でも行くことをお勧めします。訪問することで
その場所の雰囲気を知ることができます。自分の目で見て感じることが一番
です。
　自分がどのような保育を目指し、
どのような保育者になりたいのかと
いう理想像を大切に最後まで妥協せ
ず頑張ってください。

Ｑ：その職場に就職を決めた理由
　私の介護の仕事に対するイメージは「温かさ」でした。
　私がこの施設と出会ったのは、大学3回生の介護福祉実習の時です。20日間の実習の中で、
職員さんが思いやりの心をもって利用者さんと接する姿や、常に施設を良くしようと試行錯
誤している姿を見て、とても温かく向上心のある、私のイメージにぴったりな施設だと思いま
した。また、合同説明会に参加した時に、ガリラヤ荘のブースに行き、実際に働く上での不安
などを踏まえて話をすることで、自分が働く姿をイメージすることができました。私も温かさ
を持った介護のできる職員になれるように努力したいと思っています。

Ｑ：就職活動中の苦労したことや工夫したことなど
　福祉関係の就職活動は、一般企業よりも始まるのが遅く、一般企業を志望する友達が就職課
に通うのを焦りながら見ていたのを覚えています。そろそろ就職活動を始める時期だという
ころになっても、外から就職課の雰囲気を見て緊張してしまい、ドアを開けることを先延ばし
にしていました。このままだとだめだと思い、勇気を出して就職課に行くと、施設の紹介や履
歴書の書き方など、丁寧に教えていただきました。履歴書を書くことは、自分を見つめ直す良
いきっかけになります。自分の長所や短所を知ることも就職活動には必要なことです。面接練
習の時は、履歴書の内容を丸暗記するのではなく、自分が伝えたいことを履歴書に沿って話
せるように工夫しました。

Ｑ：後輩たちへのメッセージ
　自分に合った職場を見つけるためには、実際に自分の目で見て、話を聞いて、確か
める事が大事だと思います。就職課で施設の情報を得ることはできますが、見学やボ
ランティアなどを通し、どのようなところなのか知っておいた方が、自分の将来をよ
り具体的に考えられるし、就職先の方にも顔を覚えていただけて、就職活動がよりス
ムーズになると思います。見学の希望の電話や、実際に訪問するのは緊張するとは思
いますが、見学に行った友人や、就職課の方々に不安な事を何でも聞いてみるといい
と思います。就職活動は、一
人でするように思うかもしれ
ませんが、周りからのサポー
トもたくさんあります。一人
で悩まず、少しずつ進んでく
ださい。応援しています。

松下　美瑠
保育学科
内定先：学校法人 挿桃学園

久保　春奈
社会福祉学科 介護福祉専攻
内定先：社会福祉法人 愛燐園
　　　　特別養護老人ホーム ガリラヤ荘
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早瀬　慎太郎
健康福祉マネジメント学科
健康スポーツマネジメント専攻
内定先：愛媛トヨペット株式会社
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　Introducción al Derecho Japonés Actual（現代日本法
入門）は、日本法の解説をスペイン語で行った史上初の書籍
として、平成25年11月スペインで発刊された。本書は、日
本スペイン法研究会の研究者とスペインサラゴサ大学の研
究者が共同で執筆したものである。出版社は、スペイン国の
Thomson Reuters – Aranzadiで、総頁数は748頁である。
私は、Luis Pedriza教授とともに日本国憲法における「地方
自治」の解説と「地方自治法」に関する記述を担当した。本
書はこのほか、日本法の歴史、日本国憲法、行政法、民法、刑
法、民事訴訟法、刑事訴訟法、社会関係法、著作権法などを
概説している。
　なお、日本スペイン法研究会の会長が、駐日スペイン大
使Miguel Ángel Navarro閣下にIntroducción al Derecho 
Japonés Actualを献呈された。その際、大使閣下は、本書が
スペイン語初の日本法に関する書物であることから、日本
―スペイン交流400周年のこの機会に、スペイン語圏の駐
日大使ならびにスペイン研究者および法律家を招いてプレ
ゼンテーションを行おうという提案をされた。

『Introducción al Derecho Japonés Actual』

山本　克司（聖カタリナ大学教授）
：Thomson Reuters – Aranzadi、2013年

　私たちブラスバンド部は、顧問の三好幸夫先生、外部講
師の安部雅史先生のご指導のもと月、水、日曜と週三回の
練習に励んでいます。現在の部員は、男子2名、女子7名
で、吹奏楽のような大編成ではなく、小編成でアンサンブ
ルのような形式の音楽を演奏しています。
　昨年は、オープンキャンパスやクリスマスミサに出演し
ました。オープンキャンパスでは、プロのトランペット奏
者に来ていただき、私たちとともに会場のみなさんを楽し
ませることができました。クリスマスミサでは、カトリッ
ク大学ということで、学生・教職員の前で「きよしこの夜」
を演奏し、先生方から来年も引き続き演奏の依頼を受ける
など有意義な活動となりました。
　今年の目標は、私たちがより楽しく音楽を演奏すること
はもちろん、その音楽を大学の敷地内にある「聖カタリナ
大学短期大学部附属幼稚園」や「特別養護老人ホーム聖マ
ルチンの家」で演奏させてもらい、聞いた人を元気づけた
り、勇気づけたりするいわゆる「社会貢献」をすることです。
また、学内だけにとどまらず、地域社会にも赴いて、多く
の人と関わることのできるブラスバンド部にしていきたい
と思います。

部長　人間健康福祉学部2年　中村　幹治

ブラスバンド部

クラブ紹介 教員著書紹介
catherine catherine

（日本語訳は、現代日本法入門）

8


