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私たち、
聖カタリナ大学です!

WE  A R E  F R OM  S T .  C AT H E R I N E  U N I V E R S I T Y !

地域の福祉を
　支えるプロに

明るく健康な
　社会を担う

愛の手をもつ
　　看護専門職に

ひとの心と
　社会を支えたい

私たちは地域の幸福地域の幸福に貢献する
心豊かな学生を育てます。

大学のあゆみ
　聖カタリナ大学は1988年にキリスト教の女子大学として社会福祉学部を松山市
に開学しました。2004年には男女共学化し、聖カタリナ大学と名称を変更しました。
さらに多様化する地域ニーズに応え、2008年に人間健康福祉学部を設置しました。
　現在では社会福祉学科、人間社会学科、健康スポーツ学科、看護学科（松山市駅
キャンパス）の4学科2キャンパスとなっております。こうして発展を遂げてこられたの
も、ひとえに地域社会のみなさまのお力添えあってのことと感謝しております。

人間は愛と真理愛と真理を探し求めています。人を愛するためには、豊かな心が必要です。
真理を得るためには、優れた知識を広めなければなりません。
本学では高いレベルで専門性を身につけると同時に、
豊かな心を育むことを目指しています。
本学の卒業生は約90％が愛媛県で就職約90％が愛媛県で就職しており、
県内の各分野でリーダーシップを発揮している者も多数います。
建学の精神に基づいて身につけた価値観と
専門的な分野を活かして地域社会に大きな貢献をしています。
心と体の健全な若者として、社会の発展と幸せのために
尽力してもらいたいと思います。

ホビノ・サンミゲル
聖カタリナ大学 学長

愛と真理
“Amor et Veritas”

聖カタリナ大学 北条キャンパス
■ 社会福祉学科　■ 人間社会学科
■ 健康スポーツ学科 の求人はこちら。
〒799-2496 愛媛県松山市北条660番地
TEL：089-993-0731（直）　FAX：089-993-0717（直）
E-mail：gss@catherine.ac.jp

聖カタリナ大学 松山市駅キャンパス
■ 看護学科の求人はこちら。
〒790-0022 愛媛県松山市永代町10番地1
TEL：089-947-0502（代）　FAX：089-947-0505
E-mail：kango@catherine.ac.jp

小規模だから
できます!
聞いてください!
― こんな学生はいないの？
学生との距離が近い
本学だからできる
提案があります。

あなたの隣人を大切に
“Charity for Your Neighbours”

充実した教育システムで学び、
成長し続けられる看護師に

私は、学生時代に経験した臨地実習や赤十字関連科目、保健師課程の履修などを通して、人道
の精神に基づいた地域医療の発展に貢献したいと思い、看護師として松山赤十字病院への
就職を志望しました。実際に業務についてみると、学生時代の
実習とは異なり、学ぶことも多く、やっていけるだろうかと不
安を感じたこともありました。しかし聖カタリナ大学は、松
山赤十字病院との看護教育における協力協定により先生方
との距離が近く、卒業後も安心して相談に乗って頂けることを
心強く感じています。また、松山赤十字病院には、新人看護師
の学びをサポートする研修看護師制度があり、臨床現場で
の経験を通して、看護実践に必要な基礎的知識・技術・態
度を修得するためのプログラムが設けられています。基礎
期間・ローテーションで内科系・外科系の病棟での業務を
行い、先輩方にご指導いただきながら安心して看護の基礎
を身につけることができます。日々の業務では、夜勤などもあ
り、まだまだ慣れないことも多いですが、同期の仲間と励まし
合い、患者さんからの「ありがとう」の言葉にやりがいを感じなが
ら、看護技術の向上を目指して頑張っています。
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松山赤十字病院 勤務
看護学科 令和２年度卒業

私は学生の頃に講義や臨地実習の中で救命医療の必要性を学び、県民の命を救う看護職員
になりたい、高度な医療を提供できる病院で一人でも多くの患者さんに看護を提供したい

と思い愛媛県立中央病院を志望しました。
私は、総合周産期母子医療センターの新生児集中治療室（NICU）に配

属となり、出生体重1000g未満の超低出生体重児や病気を抱えた
新生児の看護に携わっています。学生の頃「患者のことを知るこ

と」「コミュニケーション」「患者・家族に寄り添う看護」を学び
ましたが、それを赤ちゃんとその家族への看護につなげられ
るよう、日々奮闘しています。入院した赤ちゃんの成長を伝
え、家族の意向を確認しながら愛着形成に繋げられるよう
両親と一緒にケアを行う中で、感謝の言葉をいただくことも
あり、それが自信ややりがいに繋がっています。日々、赤ちゃ

んや家族に何ができるのか考え、常に専門的な知識や技術
を習得し少しずつスキルアップ、レベルアップしていけるよう、

先輩からの助言だけでなく自己学習も大切にし、これからも患
者・家族の命に寄り添える看護ができるように取り組んでいきた

いです。

太
おお

田
た

 凪
なぎ

茶
さ

さん
愛媛県立中央病院 勤務
看護学科 令和２年度卒業

患者・家族に寄り添う看護を目指して

地域を支える
看護師の一人として力を尽くす

松山赤十字病院は、地域医療支援病院として急性期医療を
担い、一人ひとりの生命と人権を尊重したこころの通う看護の

実践を看護の基本方針としています。複雑で流動的な現場の中に
あっても、病める人と向き合い、こころの声を聴き、寄り添った看護を
提供できるよう力を尽くしています。また、「共に学び、共に成長する」
を教育理念に掲げ、人材育成にも取り組み、その一環として、2018年
度からは「研修看護師」制度を導入しています。令和3年4月に入職さ
れた岡部さんは、働きながら学ばれるなかでたいへん頼もしい存在に
成長されています。研修を終え、手術室への配属が決定しており、さ
らに知識や技術を深めていかれることを期待しています。看護の

道は決して容易ではありませんが、赤十字看護師の仲間がさ
らに成長されることを楽しみにしています。

松山赤十字病院 看護部 看護師長

矢野 明子

人事担当者
からのコメント

人間健康福祉学部

護学科看

患児やその家族に
寄り添える看護師に

　太田さんは令和3年４月当院の新生児集中治療室（NICU）へ
配属となりました。NICUは新生児に特化した専用のICUのことで、

新生児の治療と育児の両面を兼ねている部署でもあり、ご家族の意向
を伺いながら、スタッフと共に育児を行うことでご家族の不安にも対応
することが求められています。在学中に修得された『患者・家族に寄り添
う看護』をモットーにし、現在コロナ禍で影響を受け、十分な時間が確
保できない家族面会の時も笑顔で丁寧に家族に関わっている姿をよく
目にします。今後も患者・家族を尊重し、寄り添い思いやりのある看

護師を目指し、成長されることを期待しています。
愛媛県立中央病院 新生児集中治療室担当

副看護部長

阿部 カナエ

人事担当者
からのコメント

看護師：（県内）松山赤十字病院／松山市民病院／松山ベテル病院／おおぞら病院／愛媛県立病院／愛媛大学医学部附属病院／四国がんセン
ター／済生会病院／西条中央病院／宇和島徳洲会病院他、（県外）赤十字病院（神戸他）／大学附属病院、国公立病院他、保健師：愛媛県／今治
市／久万高原町他　※スペースの都合上、就職先はごく一部のみです。詳細な一覧は、大学ホームページや毎年の入学案内に掲載しています。

卒業生の主な就職先実績
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アイクコーポレーション／ANAクラウンプラザホテル松山(松山総合開発)／伊予銀行／愛媛県警察本部／愛媛信用金庫／えひめ中央農業協同組合／
愛媛トヨペット／えひめリビング新聞社／四国旅客鉄道／日本エイジェント／ネッツトヨタ瀬戸内／フジ／母恵夢／丸住製紙
※スペースの都合上、就職先は直近3～4年間のごく一部のみです。詳細な一覧は、大学ホームページや毎年の入学案内に掲載しています。

卒業生の主な就職先実績（50音順）

ゼミや授業で培った事が仕事にも活かされる。

支払いや給与計算、伝票の処理又は現場のサポートをすることが私の主な仕事です。
大学では心理学のゼミに所属し、心理学に関する技法やコミュニケーションの取り方など様々な
事を学ぶことができました。学んだことは就職活動や仕事をする上で役に立つことばかりだっ
たので、とてもいい環境で取り組むことができたのだと実感しています。これらのおかげで就
職活動では、人前で話すのが苦手でしたが少
し自信を持てるようになり、仕事中の電話応
対でも自信を持てるようになりました。今で
は燃料課に配属されて2年目になりますが、入
組した当時は不安だらけで、本当に自分が仕事
をできるのかと葛藤していました。ですが、周り
からのサポートと培った経験のおかげで現在
があるのだと感じています。聖カタリナ大学
は少人数で他のゼミの先生方とも接する機
会が多くあり、丁寧な指導やアドバイスを受
けられたのもよいところだと感じています。今
後の目標としては、皆が必要としてくれるよう
な頼りがいのある存在になることです。
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えひめ中央農協協同組合 購買部 燃料課 勤務
人間社会学科 平成29年度卒業

私が当社への就職を志望したのは、昔から本が好きだったため本に携わる仕事がしたいと漠
然と思っていたことがきっかけです。就職活動をしている中で、会社説明会に

訪れた際、書店やカフェでよく見ていた『Komachi』を出版している
会社がアイクコーポレーションだと知り、地域に密着した情報

発信の仕事に興味を持ちました。現在は自動車情報事業部
（Mj・カーセンサー）に配属されて2年目になります。学生

時代は大学やアルバイトを通じて、積極的に多くの方と
コミュニケーションをとっていたことが現在の営業の
仕事に活かされていると思います。大学ではコミュニ
ケーションについて座学やワークを通じて学び、アル
バイトでは飲食店の接客で、幅広い年齢の方と関わ
る機会が多くありました。これらの経験が現在のクラ
イアントとの関係性づくりに大いに役立っているので

はないかと思っています。やりがいを感じる瞬間は、自
分が担当した記事が本として形に残ること、そしてクライ

アントから「『Mj』を見てお客さんが来てくれたよ！」という言
葉を聞けたときに、お役に立てたと

いうことを強く実感し嬉しく思います。

積極的なコミュニケーションで得た
情報を発信し、顧客満足を引き出す！
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株式会社アイクコーポレーション 自動車情報事業部 愛媛チーム 勤務
人間社会学科 平成30年度卒業

真面目さと誠実さを
武器に燃料部門のエースに

大野君は当組合に入組して丸2年立ちますが、採用試験のと
きに物静かで誠実な雰囲気を感じたのを今でも鮮明に覚えてい

ます。入組後の配属先の燃料課では、各地域にある４ヶ所の燃料セ
ンターと8ヶ所のサービスステーション（ガソリンスタンド）の運営のサ
ポートをしてくれており、燃料課ではエース的な存在で活躍してくれて
います。また、彼は私が仕事を頼むと嫌な顔をせず、取り組んでくれるの
で非常に助かっています。時には失敗することもありますが、素直に問
題点を認め、解決していく姿勢を評価しています。今年の4月からは
サービスステーション勤務ということで今までと違った環境になり

ますが、燃料課で培った知識や経験を生かして重要な戦力とし
て活躍してくれることを期待しています。

えひめ中央農業協同組合 人事教育課

松木 圭介

人事担当者
からのコメント

前向きな姿勢と
責任感にさらなる成長を期待

川村さんは選考会のときから、ディスカッション等の苦しい場
面でも笑顔で前向きに取り組んでくれており、気持ちの切り替え

の早さや粘り強さ、素直さなど成長の原動力を強く感じていました。
現在は、自動車情報事業部の営業担当として、日々クライアントを訪問
し、情報発信を通してクライアントのお困りごとの解決を目指していま
す。“バイクのことなら川村さんに”と先輩からの信頼も厚く、責任感をもっ
て最後までやりきる姿勢はチーム内にも刺激を与えています！また、1年
目の経験を活かし、OJTとして後輩の育成を担当。営業マンとしてのス
キルや社会人マナーの指導など新たなことにも挑戦中です。今後は、
もっともっと難易度の高い仕事を担当することになりますが、川村

さんの明るさと強い精神力で、全力でぶつかり成長してくれるこ
とを楽しみにしています！

株式会社アイクコーポレーション 採用チーム

岡田 麻衣

人事担当者
からのコメント

人間健康福祉学部

間社会学科人

愛南町(福祉職)／今治市社会福祉協議会／伊予銀行／宇和島市(一般行政･福祉職)／愛媛県社会福祉事業団／えひめ中央農業協同組合／大洲市(福祉職)／
四国中央市(福祉職)／高齢者総合福祉施設 梅本の里／障害者支援施設 かなさんどう／法務省高松矯正管区(刑務官)／堀江病院／松山ベテル病院
※スペースの都合上、就職先は直近3～4年間のごく一部のみです。詳細な一覧は、大学ホームページや毎年の入学案内に掲載しています。

卒業生の主な就職先実績（50音順）

大学での実習や学びをもとに日々全力で。

「聖マルチンの家」を志望したきっかけは、当時「看取り介護」に関心があり、終の棲家とも言われる
特養で利用者さんに寄り添いながら、最期を迎えるまでの生活を支援したいと思ったからです。
聖カタリナ大学では、様々な種別の福祉施設へ実習に行くことができ、それぞれの特色を学び、
自分に合った福祉について視野を広げることができます。また、少人数指導で丁寧に指導して
くださるので、技術や力を着実に身に付け、現場で即戦力になる
ことができます。実際に現場で働くとやりがいを感じる反面、
うまくいかなくて悩むことも多々あります。例えばジレンマが
生じた際には、利用者さんの思いをどこまで汲み取ってどう支
援につなげていくかの見極めが求められてきます。その際には、自
分だけで抱え込まず、同職種間での連携はもちろん、多職種と
も情報共有を行い問題解決に努めています。介護の仕事でや
りがいを感じている事は、大学で培った能力や経験を活かし、
日々自身の成長を実感できるところだと思っています。現在
は、職場の環境づくりを一番に考え、毎日気持ちのよい挨拶と
笑顔でお話することを心掛けています。利用者さんの立場に立
ち、考え支援することで、安心して生活できる環境へとつながる
のではないかと思っています。今後も「その人らしさ」を尊重し「自
分らしい介護」を確立できるよう取り組んでいきたいと思います。
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社会福祉法人 聖カタリナ特別養護老人ホーム 聖マルチンの家 勤務
社会福祉学科 平成30年度卒業

済生会今治病院を希望したきっかけは、在学中に医療ソーシャルワーカー（以下、MSW）とい
う仕事を知り、地元である今治の病院で求人が出ていたことが転機となりました。学

生時代に実習やサークル活動などで、人の生活や人生について関わる機会が
多く、加齢や疾病によって今までの生活に戻れない不安や悩みに触れる

機会が多くあり、この体験が今の仕事に就きたいと思った大きなきっ
かけだと感じています。聖カタリナ大学は、少人数なので先生方と

の距離が近く、分からない所を質問しに行くと熱心に指導して
くださる先生が多いです。講義だけでなく演習の授業もありグ
ループで意見を言い合うなど学生同士で高め合う場面が多く
あり、遠慮なく意見し合える関係ができ、卒業後も友人と支え
合いながら定期的に近況報告をしながら楽しく社会人生活を
送っています。現在は病棟での退院支援を主に行っており、患

者さんやご家族の不安に耳を傾けながら、他職種と協働し解決
に向けて支援を行っています。相談支援は結果を形に表すこと

が難しく、自分の支援に対して不安を感じることも多いですが、入
院中に関わった患者さんが外来受診時に笑顔で会いに来てくださる

ことも多く、そのような出来事が自分の自信にも
なり今の仕事のやりがいに繋がっています。

細やかな実技指導と
大学時代に学んだ知識を生かして。
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済生会今治病院 総合医療支援室 勤務
社会福祉学科 平成28年度卒業

一生懸命な
姿と明るい笑顔と

森野さんは当施設に入職し２年目となります。森野さんが学
生時に実習生として来られ、初めてお会いしたときも笑顔でハ

キハキと明るい印象でした。当施設の利用者も、若くて明るい元気
な孫ができたかのように、とても喜ばれていました。当施設での就職
が決まり、入職前にアルバイトとして来られた時から、仕事内容を覚え
ようと積極的に働いてくれ、今では現場の状況をみて動けるまで成長
し、担当利用者のためにどのような支援をしたら良いのか考えてくれて
います。疑問に思った事はそのままにせず、きちんと確認をとることが
できますし、万が一失敗をしてしまったとしても原因をきちんと考
え、次の機会へ活かしていけると期待しています。利用者のため

に日々頑張ってくれています。
社会福祉法人 聖カタリナ特別養護老人ホーム

聖マルチンの家 介護主任

西野 涼子

人事担当者
からのコメント

人事担当者
からのコメント 学生時代に培った

コミュニケーション能力を活かして
菅さんは当院に入職して3年になります。物静かな佇まいで、

最初は医師や看護師等の中で大丈夫かと心配しましたが、持ち前
の笑顔と患者さんに対するひたむきな想いを武器に、他職種と良好な

関係を築き信頼される存在となりました。また、患者さんやご家族からの
信頼も厚く、退院した患者さんが外来通院時に菅さんを訪ねてこられる姿
を良く目にします。相手の立場で考える、感じる能力に優れており、自分の出
来ることを懸命にやろうとするその姿勢がスタッフにも患者さん、ご家族に
も伝わるのだと思います。彼女は大学で、ボランティア活動を行いリーダー
的な存在だったと聞いています。大学生活での体験や学びが、今の仕事
にとても活かされていると感じます。今では後輩の指導を引き受けてく
れるなど、頼もしい存在となりました。今後、当院のMSWを引っ張っ

ていってくれるものと益々の成長を期待しています。
済生会今治病院 総合医療支援室

MSW課長

松岡 誠子

人間健康福祉学部

会福祉学科社

卒業生の主な就職先実績（50音順）

資格を取得し地域貢献のできる運動指導者に!

私は学生時代から身体を動かすことが好きで、将来は運動に関わる職に就きたいと漠然と思っ
ていました。就職活動が始まる頃に大学でのゼミ活動で、病院で半年間運動指導をする機会
がありました。最初はとても不安でしたが、指導期間中に健康運動指導士の資格を取得する
ことができ、そのことが運動指導をする際の自信にもつながりました。教室が終わる頃には、
利用者様に「身体を動かすことの大切さを知った」などの
ご感想をいただきました。この経験から運動指導の難しさや
効果を感じていただく楽しさ、やりがいを感じ病院で運動指
導がしたいと思うようになりました。資格取得は容易ではあ
りませんでしたが、カタリナは少人数教育なので先生にも気軽に
相談できる関係を築くことができ、分からないところをすぐに
解決することができました。一人一人に丁寧に指導してくだ
さり、資格取得に向け勉強することができました。運動指導
の場が病院であり、必然的に医療職との関わりが多くある
ため、健康運動指導士の資格を活かして病院で運動指導が
できた経験は私の卒業後の進路を選択する上でとても役立
ちました。そして当院で初めて健康運動指導士として雇用さ
れ、資格を活かし地域貢献できるよう努めています！

山
やま

崎
さき

　花
はな

さん
社会医療法人真泉会 今治第一病院 リハビリテーション部 勤務
健康スポーツ学科 平成29年度卒業

豊富な実技指導で
個々の実践力を身につける。

私は、愛媛県初の指定運動療法施設で働いています。利用者の年代は10代～90代と幅広
く疾患がある方も含め、個々の目的や要望に合わせたトレーニングを行っています。

高校時代から健康運動指導士を目指し、資格を活かせる職に就きたいと
考えていました。しかし明確な夢はなく、きっかけとなったのが聖カ

タリナ大学時代のゼミ活動でした。高齢者に直接運動指導を
行ったり大勢の方の前で指導をしたりするという経験を積

み重ねたことにより、運動の楽しさや大切さを伝える喜び
をさらに感じるようになりました。聖カタリナ大学では専
門的な知識を持った先生のもと、指導法を学び、数多く
実践の場を設けてくださいます。また、少人数制で先生
との距離が近く、より自分の意見も伝えやすく一人一
人に合った指導や対応をして下さいました。おかげで在
学中に念願だった健康運動指導士の資格を取得し、指

定運動療法施設で働けているのだと感じます。日々の仕
事も充実しています。現場では他職種との連携がとても大

切であると感じています。同じことの繰り返しではなく新しいこ
とへの取り組みなど自分の案や意見を発信

し、何事も向上心を持って取り組んでいます。

坂
さか

田
た

 茉
ま

優
ゆ

さん
えひめ文化健康センター 勤務
健康スポーツ学科 平成29年度卒業

今治第一病院／伊予銀行／伊予鉄道／愛媛銀行／愛媛県警察本部／愛媛県庁／愛媛信用金庫／JSSスイミングスクール／島根県警察本部／順風会 
健診センター／スポーツクラブNAS／DCMホールディングス／フジ･スポーツ&フィットネス／ホリデイスポーツクラブ／三浦工業／モンベル
※スペースの都合上、就職先は直近3～4年間のごく一部のみです。詳細な一覧は、大学ホームページや毎年の入学案内に掲載しています。

人間健康福祉学部

康スポーツ学科健

心も身体も
元気にできる指導者に

山崎さんは、当院へ就職して2年になります。実は･･･聖
カタリナ大学在学中から、ゼミ活動の一環で当院の運動教

室スタッフとして携わってもらっていました。その時から彼女の
行う運動指導は好評で、参加された皆さまからも大変人気があり
ました。就職後も、その人気ぶりは健在で、現在も会員数100名を
超える「メディカル健康スタジオD-one」で日々活躍中です。他にも
健康運動指導士の専門性を活かして「減量プログラム」「お遍路
体操教室（2019年度健康・体力づくり事業財団 助成事業）」な
ども取り組んでおり、今では当院の運動教室のエース的存在

になっています。
社会医療法人真泉会 今治第一病院

リハビリテーション部

越智 仁紀

人事担当者
からのコメント

コミュニケーション
で心を掴む

坂田さんを面接した時の印象は「元気！積極的！」という感
じでした。入社して丸２年が経ちましたが、第一印象どおりの主

体性のある仕事ぶりです。ミーティングでは先輩たちにも臆するこ
となく提案し、それが先輩たちにも刺激となり、組織がよどむことなく

活性化につながっていると思います。毎日のモチベーションが一定で、機
嫌の悪いこともあると思いますが表に出さず、機嫌のいい状態を保ってい
るという事は社会人として大人としての基本が身についており一番大事
な事だと思っております。坂田さんは自身でも言っていますが、顧客との
コミュニケーションを重要と考えており、個々に合わせた会話をしてい
ます。その上でニーズ把握をしトレーニングメニューを作成、提供し

ながらスキルアップの勉強もし、当社にとってなくてはならない
存在になっています。

えひめ文化健康センター
施設長

垂水 麻衣

人事担当者
からのコメント

※2人とも在学中に健康運動実践指導者と健康運動指導士の資格を取得しています。
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