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　昨年末から今年の初めにかけて、群馬県の中央児童相談所
への贈り物を皮切りに、全国各地の児童養護施設などに善意
のランドセルや文房具などが相次いで届けられた。プロレス
漫画「タイガーマスク」の主人公「伊達直人」を名乗った人や
それに触発された人たちによる寄付であったということも
あり、マスコミでも大きく取り上げられた。このことに関連
して、人知れず今まで何年もの間地道に寄付を続けておら
れる一般市民の方々の存在も明らかになった。今回の「タイ
ガーマスク参上」の出来事は、日本における寄付や善行にま
つわる様々な話題として多様な広がりをみせ、今や「社会現
象」の様相を呈している。
　日本における寄付活動やボランティア活動は米国や英国
に比べて一般に低調であると言われていた。実際、日本ファ
ンドレイジング協会が最近行った独自の調査でも、日本人が
１年間に寄付している総額は米国や英国に比べて少ないし、
ここ数年続く不況の影響もあり「赤い羽根共同募金」の募金
額も、ピークの1995年の265億円から2009年の201億
円へと減ってきている。そうした現状だけに、今回のニュー
スは、冷風吹きすさぶ日本社会に温もりを運んでくれるもの
であり、日本における寄付文化の潜在的な可能性も感じさせ
るものであった。
　この度の「タイガーマスク」現象がそうであるように、日
本における寄付や善行においては、とくに「名を伏せての寄
付や善行」を良とする「陰徳」を尊ぶ精神的風土があるよう
である。しかし、こうした寄付や善行における匿名性自体
は、個人的なレベルでの意味はともかく、社会的なレベルで
はさして重要なテーマではないように思う。寄付や善行で重
要なのは、名を伏せるかどうかなどよりも、それが「他者や
社会を利するもの」（利他性）かどうか、「見返りを求めない
もの」（奉仕性）かどうかということである。したがって、自
分が他者や社会の利益や必要性（ニーズ）を考え、見返りを
求めていないのであれば、自分流の寄付や善行を気軽に行え
ばいいのではないかと考えている。しかしながら、寄付や善
行というと、特別な人の特別な行為としてあまりにも大仰に
考えられ過ぎているように思う。この度のニュースでも、架
空とは言え「タイガーマスク」という英雄による善行であっ
た。多くの人にとって寄付や善行が特別なことではなくごく

日常的な行為や習慣としてあるような広い裾野をもった寄
付社会であることを願うものである。

　さて、本学では、
大学や学生のボラン
ティアセンターや
各種サークルの活動
を通して、様々な寄
付活動やボランティ
ア活動が盛んに行わ
れている。寄付活動
一つとっても、学内
にはスペシャルオリ
ンピックやテーブル
フォーツー活動を支
える2つの募金用自
動販売機を設置して
いたり、7月のボラ
ンティアウイークで

は七夕用の短冊を100円で購入してもらう形の募金を行った
り、年末にはゼミ毎にクリスマス募金が実施されている。学
食では年間を通じてテーブルフォーツーの運動にも参加して
いる。この他にも、学外での共同募金活動や24時間テレビな
どでの募金活動にも参加しており、本学における寄付活動は
ごく日常的な活動となっている。

　本学園の守護者である聖カタリ
ナには次のようなエピソードがあ
る。『カタリナは、家の近くの貧し
い家族が、施しを願うのを恥じて
いるのを知っていた。そこで、サ
ンタ・クロースのように、朝早く
起きて、その家の家族に麦、ぶど
う酒、油などを届け、戸を閉めて、
逃げるように立ち去った。カタリ
ナは、病気にかかっていながらも、
何度も、サンタ・クロースの早朝
の慈善を模倣した』
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［文化活動表彰］
【カタリナキャンプ実行メンバーとして活躍】
板倉　里菜（大4）・大野　拓郎（大4）・竹内　悠祐（大4）

【ＵＤ研究会での研究活動を評価】
川内　将裕（大4）

【華道部の部長として学内外での活動を評価】
三好　祐喜（大4）

【留学生日本語スピーチコンテストin愛媛2010において佳作を受賞】
任　セア（大4）

【宗教研究部の部長として宗教行事に貢献】
黒木　伸（大4）

【大学祭を成功へ導くことに貢献】
大学祭実行委員会（団体表彰）

Campus News

　11月7日（日）、愛媛県留学生等交流推進
会議主催の留学生日本語スピーチコンテス
トin愛媛2010が南海放送本町会館で開催
されました。県内の大学などに留学してい
る7カ国30人の留学生が、日本での生活の
中で発見したことや母国と日本の比較など
について、日頃から学んでいる日本語でス
ピーチしました。本学からは、韓国出身の
任 セア（イム セア）さんが参加し佳作を授
賞しました。

　12月20日（月）に行われた
学内クリスマスにて、学長表彰
が行われました。
今年の受賞者は以下の皆さん
です。（敬称略）

　平成23年4月、社会学系の学科である「人間社会学科」が開設さ
れることになっています。
　聖カタリナ大学人間健康福祉学部では、12月11日（土）に「企
業のメンタルヘルスと産業カウンセラーの役割」をテーマとして、
「人間社会学科」開設記念フォーラムを開催しました。
　スピーカーとして産業医・医療法人鶯友会牧病院院長の牧徳彦氏、
中小企業診断士・愛媛県中小企
業団体中央会事務局長の高市敦
史氏、シニア産業カウンセラー・
（社）日本産業カウンセラー協
会理事の田中節子氏をお招きし
て、それぞれ専門家の立場から
講演していただきました。

　クリスマス募金等で集まった募金合計125,369円(クリスマス
募金55,347円・大学祭募金55,022円・外部団体より15,000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。
　クリスマス募金にご協力いただき、ありがとうございました。

　2月6日（日）に開催された愛媛マ
ラソンの運営ボランティアとして健
康スポーツマネジメント専攻の1年
生約50名が参加しました。
　当日は、各通過ポイントで警備や
誘導等を行い、マラソン運営がス
ムーズに行われるように約5,000人
のランナーをサポートしました。

　聖カタリナ大学は、フィリピ
ン・アクィナス大学（AUL）、フィ
リピン・聖トマス大学（UST）、
フランス・カトリック大学
（ICES）、アルゼンチン・聖トマ
スアクィナス大学（FASTA）の
4大学と国際交流協定を締結し
ました。この相互協力協定は、
大学間の文化的交流、学術進歩、両国民の友情の絆を強め、教育の
国際化を目的とするものです。
　今後は、学生の交流、教員及び研究者の交流について推進してい
きます。

　聖カタリナ大学は、現学部長の坂原明教授の任期満了（平成23年
3月31日）にともない、次期学部長を選出する選挙を2月4日（金）
に行い、坂原明教授の再任を決定いたしました。任期は平成23年4
月1日から2年間です。
　聖カタリナ大学短期大学部は、現保育学科長の中島紀子教授の任
期満了（平成23年3月31日）にともない、次期学科長を選出する選
挙を2月15日（火）に行い、矢野加代教授を次期学科長に選出いた
しました。任期は平成23年4月1日から2年間です。

留学生日本語スピーチコンテストin愛媛
2010で本学留学生が佳作を受賞

クリスマス募金のご報告
～世界のこどもたちのために～

聖カタリナ大学人間健康福祉学部
「人間社会学科」開設記念フォーラム

学長表彰

愛媛マラソンの運営ボランティア

国際交流協定の締結

次期学部長・学科長の選任

［スポーツ表彰］
【第29回全日本女子学生剣道優勝大会に出場】
恩田　矩美（大4）・迫　美由紀（大4）・鎌倉　奈央（大3）
藏ヶ﨑　みさと（大3）・宮川　千絵美（大3）・林　美咲（短1）
山畑　佳代（短1）

【第６１回四国地区大学総合体育大会空手競技演武で優勝】
島崎　和典（大4）

［ボランティア表彰］
【サークル「トトロ」でのボランティア活動を評価】
岡田　大（大4）・越智　友美（大4）・木村　瑠衣（大4）
矢野　雄大（大4）白石　紘士（大4）・永井　開行（大4）
山口　貴史（大4）・中島　彩（大4）・佐伯　和行（大4）

【様々なボランティア活動への取り組みを評価】
学生ボランティアセンター（団体表彰）
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近年若者の就職難が、社会問題化しており、キャリア教育の重
要性などが説かれている。不透明な時代の中で社会の中で、自ら
の役割をいかに定めていくか、またどのような形で社会に関与し
ていくのかということが、現代における大きな課題となっている。
翻って身近な日常に立ち戻ると、本学という職場には様々な

専門分野と研究テーマを持つ先生方が日々ご活躍をされている。
しかしその各先生方はなぜ様々な学問領域から現在の専門分野や
研究テーマをお選びになったのであろうか。また様々な人生の選
択肢から、なぜ学者という人生を選ばれたのであろうか。機会が
あれば、ぜひ伺ってみたいものである。
私は本学で社会保障論と公的扶助論の教員として赴任してか

ら、5年が経った。つまり私は現在社会保障論と公的扶助論を教
育研究するという選
択をしているのであ
るが、そのような選
択をした理由には、
おそらくこれまでの
自分のライフヒスト
リーと密接に関わる
何かがあるのではな
いかと思っている。
またそのことは人々
（特に若者）が社会
にどう関与していけ
ばいいのかという問
題と何か関係するところがあるのかもしれな
い。そこで本稿では、若者が社会にどう関与
していけばいいのかという問題を自らの経験
との関係で考えてみたい。
まず人々が社会で生きていくためには、ま

ず「やりたいことをやる」ということが必要
なことではないかと思われる。もちろんその
ことは、好き勝手なことをすることでも、非
現実的なことをすることでも、違法で公序良
俗に反することをすることでもない。人生や
社会には、当然制約やルールがある上に、特
定の道を選んだことに伴う代償もあるだろう。
さらに「やりたいことをやる」ためには、それを実現する努力も
必要となろう。しかしそれらのことを踏まえれば、「やりたいこ
とをやる」ということは必ずしも否定されるべきことではないの
ではないか。
自らを振り返れば、「社会保障論」は、それに当てはまるので

はないかと思われる。私は大学では経済学部に進学したが、その
時の動機としては、「必要なことであるが、自分では進んで勉強
しないだろうから」というようなものであった。しかしその中で
もなるべく通俗的な経済のイメージからは縁遠いものを学びたい
という欲求を持っていた。そこで巡り合ったのが、人の労働や生
活を対象とする社会政策という学問で、その中でも特に人の生活

を保障する社会保障であった。その後大学院に進学し、社会保障
を研究する道を選び、現在に至っている。その間それなりの苦労
もあったが、これまで何とかやってくることができているのは、
やはり自分が生涯研究していきたい学問、つまり「やりたい」学
問を選んでいるからではないかと思っている。年金の保険料をど
う計算するかとか、社会保障の著名人であるベヴァリッジやウェ
ッブが何を考えていたかなど、人によっては別にどうでもいいこ
となのだろうと思うが、そのようなことに飽きずに楽しめるか、
楽しめないかということは人生の選択をする上で大切なことであ
ろう。
しかし社会では当然「やりたいこと」ばかりやれるわけでは

ないだろう。社会で生きていくためには、やはり自らの「宿命」
を背負わなければいけないのではないか。私にと
っては、「公的扶助論」が、それに当てはまるので
はないかと思われる（もちろんそのことは、現在
公的扶助論を嫌々担当しているということを意味
しているわけではない）。
思えば、私がいわゆる若者であった時期は、バ

ブル経済が形成し、崩壊した時期であったので、い
わゆる「貧困」とは縁遠い時期であり、しかも特に
経済的に困窮している環境に育ったわけでもなかっ
た。しかし「貧困」という問題は自分の人生におい
ては、なぜか付きまとうように存在していた。つら
く目を背けたい問題で、しかも最近まではマージナ

ルな分野であったにもか
かわらず、なぜか自分は
その分野に行かざるを得
ないのである。もちろん
貧困の現実を知ることや
生活保護の仕組みについ
て積極的に教育研究を行
っているが、何か「やら
なければいけない」とい
う感じを持っているのも
事実である。
つまり社会に関与して

いく上では、自分が「や
りたいこと」をやらなければ、つらくてとてもやっていけないの
であろう。しかしこの世を渡っていくためには、重いリュックサ
ックを背負うように、自らに課せられた「宿命」というものを背
負っていかざるを得ないのであろう。「やりたいこと」をした上で、
「宿命」を背負う。それが社会に参加するということではないか
というのが、本稿の結論であるが、老若男女からのご批判も多か
ろうと思われる。所詮競争相手が多いなかで、激しい競争をした
挙句、参加すべきであったこれまでの社会があっけなく崩壊して
呆然としてしまったという経験を持つ団塊ジュニア世代の戯言に
聞こえるかもしれない。

「やりたいこと」と「宿命」

人間健康福祉学部　永嶋　信二郎

ESSAY
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坂原ゼミでは、一人ひとりがその興味・関心に基づいたことを調べ、

プレゼンテーションを行います。ゼミ生の興味・関心は、様々で、ライフサイクル
における心理学的問題や、福祉の問題、釣りの歴史、宇宙人の研究など様々です。ゼミの雰

囲気は、とても明るく、プレゼンテーションの後は、活発な質問や意見が飛び交います。この自
由に自分の意見を言える雰囲気も坂原ゼミの特徴と言えます。そのような中で、自分の知らなかっ
た知識を知り、新しい価値観の発見や自己覚知を進める事ができます。プレゼンテーションの後の
ディスカッションでは、先生も含め誰か一人は必ず笑いを取ろうと、みんなの隙を見計らってい
ます。笑顔が絶えないゼミ。つまり人を幸せにする“笑顔”が自然と身につく坂原ゼミは、学

ぶこと本来の楽しさを実感できるゼミであると思います。
社会福祉学科３年　名須　良太

坂原 明ゼミはこんなゼミ

 ゼミのテーマを教えてください。
　私の専門は心理学ですが、ゼミでは心理学に関する学習だ
けではなく、心理学の知見に基づいてゼミ生の皆さんに「学
ぶことの楽しさ」を体験してもらうことも大切に考えていま
す。ゼミでは、ゼミ生全員がプレゼンテーションを行います
が、その準備の過程でゼミ生の皆さんは、課題を探求する方
法や自分の意見・考えをまとめ、それを他者に伝える効果的
な方法などを学んでいきます。これらの体験は、将来、社会
に出ても必ず役立つものと考えています。

 ゼミの特徴を教えてください。
　私のゼミの特徴は、プレゼンテーションとグループ・エ
クササイズです。ゼミでは、前学期と後学期にそれぞれ１回
ずつ、自分が興味・関心のあるテーマについて調べ、その結
果についてプレゼンテーションソフトを使用して10分間で
プレゼンテーションを行ってもらいます。プレゼンテーショ
ン終了後は、発表を聴いたゼミ生が発表内容、プレゼンテー
ションスライドの作り方、発表に対する質問、感想などをプ
レゼンテーション評価用紙に記入します。そして、それを基
に30分程度のディスカッションを行います。また、ゼミ生
同士の理解を深めるために、グループ・エクササイズ（構成

ゼミナール
インタビュー

的グループ・エンカウンター）を取り入れています。このエ
クササイズによって、ゼミ生の皆さんは、自己開示や他者理
解の大切さを学ばれています。

 ゼミのスタイルを教えてください。
　私は、自由な雰囲気の中でも、互いの存在を尊重し、互い
を支え合うことの大切さを感じることができるようなゼミ
を目指しています。人は人間関係の中で傷つくこともありま
すが、人間関係の中でその傷が、癒されることも事実です。
ゼミ生の皆さんが、様々な人間関係の中で自分と他者の両方
を大切にすることの意味を、このゼミで身につけてもらいた
いと考えています。

坂原　明 ゼミ
人間健康福祉学部
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就職活動
レポート

Ｑ：その職場に就職を決めた理由は？
　私はもともと福祉の仕事に興味があり、将来は出身地で福祉の仕
事を通して、生まれ育った地域に貢献したいとずっと思っていまし
た。大学３回生のときに島根の特別養護老人ホームで実習をさせて
いただき、そこで地元の温かさにふれながら多くのことを学びまし
た。そして、より一層強く出身地での就職を意識するようになり、４
年間学んだ福祉の知識を活かせるこの職場に決めました。

Ｑ：就職活動中に苦労したことや工夫したことは？
　私は大学のある愛媛ではなく地元への就職を希望していました。
大学には島根からの求人票なども少なく、情報も愛媛県就職に比べ
るととても少なかったです。そこで、本当に自分からしっかり動い
て情報収集をしないと必要な情報を集めることができませんでし
た。
　とにかく就職課に足を運ぶことが大事です。就職課に足を運べば、
まず何から始めれば良いか、どのようにして情報収集をしたら良い
か等、就職課の方々が優しくいろいろ教えてくださるので、それを
元に自分でしっかり行動をすることです。
　そして、できるだけ説明会に行き、現場の方々のお話を直接聞き
自分の視野を広げることが大事だと思います。

Ｑ：後輩たちへのメッセージ
　就職活動は容易なものではありませんが、これからの自分の人生
にとっても大事なことです。悩んだり行き詰ったときは、家族や友
だち、就職課の方々、先生方に相談をしたり、たまには息抜きをした
りして、うまく切り替えをしながら臨んでください。
　そして、自分を見つめ、人生へのしっかりとした意志を持って頑
張ってください。

氏名：恩田　矩美
学科・専攻：社会福祉学科 社会福祉専攻
出身高校：島根県立横田高等学校
内定先：社会福祉法人 仁多福祉会 あいサンホーム

Ｑ：その職場に就職を決めた理由は？
　私は幼い頃から地域の高齢者と関わる機会が多く、小学生時代に
行った特別養護老人ホームでの高齢者との交流会をきっかけに介護
という職業を知りました。私も人の役に立ちたいと介護職を目指し
てきました。就職活動を行うにあたりゼミの担当教員に相談した際、
にぎたつ苑を紹介していただき、施設の雰囲気を知るためにもボラ
ンティアに行くことにしました。最初は単純に見学をするだけとい
う気持ちで就職のことは深く考えていませんでした。しかし、実際に
施設を見学し、職員の方や利用者の方と関わる中で、施設の雰囲気の
良さを感じ、私もこんな職場で働きたいと感じるようになりました。

Ｑ：就職活動中に苦労したことや工夫したことは？
　実習先を就職先として選ぶ人も多いと聞いていたので、実習が終
わってからも夏祭りなどのボランティアに参加させていただき、利
用者の方や職員の方と関わる機会を多く持ちました。私は実習先と
は別の施設への就職を希望しましたが、実習先の方に施設での就職
を誘っていただきました。ボランティアへ積極的に参加することで
就職内定につながる可能性が高いと思います。また、私は春休みを
利用して近所のデイサービスで短期間のアルバイトもしました。実
際に現場で職員の方と一緒に働く中で知ることができる施設の一面
もあるので、気になる施設があればどのような方法であっても自分
自身で施設の雰囲気を確認することが大切だと思います。

Ｑ：後輩たちへのメッセージ
　最初は就職活動といっても私自身何をしたらよいのか分かりませ
んでした。しかし、そんな時には気軽に就職課の方や先生に相談し
てアドバイスを受けることがいいと思います。希望する職種や職場
についても相談することによって知識の豊富な就職課の方や先生な
どからはたくさんの情報を得ることができます。とても優しく、熱
心に指導・応援してくださるので気になることや困っていることな
どがあれば頼るべきだと思います。とにかく自分に合った良い就職
先を見つけることができるように積極的に頑張ってください！

自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
て
、
積
極
的
に
行
動
し
よ
う
！

気
に
な
る
施
設
が
あ
れ
ば
、
積
極
的
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
！

氏名：稲田　千紘
学科・専攻：社会福祉学科 介護福祉専攻
出身高校：愛媛県立北条高等学校
内定先：社会福祉法人恩賜財団済生会
　　　　済生会松山老人保健施設にぎたつ苑

　1月20日（木）に大学3年生を対象とする学内合同企業
説明会を開催しました。
　この説明会は、一般企業への就職を目指す学生に、企業
の採用担当者の方と直接面談する機会を本学独自に設け、
より多くの企業そして業種や職種を知ってもらい、今後の
就職活動に役立ててもらうために実施したものです。当日
は愛媛県内の一般企業18社
23名の担当者の方にご参加
いただき、会社概要や業務内
容さらには、求める人物像な
どを詳しくご説明いただきま
した。

学
内
合
同
企
業
説
明
会

クラブ紹介　【 May Club 】
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　こんにちは！！May Clubです★私たちは週に一回手話の勉強をしています。先輩方の指導を受けながら、楽しい雰囲気の中
で、指文字やあいさつ、自己紹介などたくさんの手話を勉強しています。また、地域の手話サークルとの交流を通して、聾の方と
手話で会話をしたり、小学校に手話の指導に行ったりすることで、手話の楽しさを再確認しています。
　また、学校のイベント時には、手話コーラスをやっています。みんなで協力して曲決めから曲に合わせて手話付けまでしていき
ます。全てみんなで協力して一から作っていくので大変ですが、そこから絆が生まれてきます。
メンバーの中には初心者もたくさんいますが、これらを通して少しずつ手話を覚えることがで
きています。これからもみんなで楽しく、そして更に絆が深まっていくようなサークルにした
いと思っています。
　手話コーラスはボランティアウィークや大学祭などで発表しています。ぜひ一度見に来てく
ださいね！！

人間健康福祉学部２年　白石沙織

Ｑ：その職場に就職を決めた理由は？
　私は大学で学んだ福祉の知識を活かせる一般企業で働きたいと考
えていました。説明会や会社訪問、面接などで就職先へ足を運んだ
際に社員の方々にお会いし、礼儀を重んじている会社であることが
伝わってきました。私も“こんな社会人になりたい”と思い㈱いうら
に受かりたいという気持ちが強まりました。また、本社は愛媛にあ
りますが、全国に支店があることも魅力のひとつでした。今までに
ない環境に自分をおくことが自己の成長にも繋がると思い、就職先
として決めました。

Ｑ：就職活動中に苦労したことや工夫したことは？
　面接や筆記試験の対策は早めに行うことをお勧めします。学内で
模擬面接や勉強会などを行っているので積極的に参加しました。初
めはうまくいきませんでしたが、セミナーや就職活動を通して徐々
に試験や面接に慣れ、自分の思っていることをうまく相手に伝える
ことができるようになりました。また、履歴書やエントリーシート
を作成する中で自分が思っていることを文章にするのも難しいこと
です。そこで私はまず箇条書きにして、それから文章を組み立てる
ようにするなどの工夫をしました。

Ｑ：後輩たちへのメッセージ
　まずは、会社説明会などに積極的に参加して欲しいと思います。
そこで沢山の会社の話しを聞くことで自分の行きたいところが見つ
かるのではないでしょうか。また、身だしなみを整えることは大切
です。自分の身が引き締まりますし、相手にも良い第一印象を与え
られます。
　皆さんにとって就職活動を行うことは初めての事で、不安や悩み
も沢山あることでしょう。そんな時は、就職課に気軽に足を運んで
ください。私自身、就活中は毎日のように職員の方にお世話になり
ました。では、がんばってください。ご健闘をお祈りしております。

Ｑ：その職場に就職を決めた理由は？
　保育学科で２年間学んだ私は未だ数少ない男性保育者となって、
男性らしい保育のあり方や男性保育者の存在意義を探求するために
就職活動をしました。そのことを日頃から保育学科の先生方に伝え
ていたところ、卒業生の男性の先輩方が勤務しており、幼稚園と保
育園を併設している東松山幼稚園・保育園を紹介していただき、見
学に行きました。その園は男性保育者に理解があり、特に母子家庭
の園児に対して父親の役割を保育者が補完するためにも男性は必要
ということでした。私は男性保育者に理解と希望があること、幼稚
園教諭と保育士を経験できること、歴史があり時代に沿った考えを
取り入れていくことに魅力を感じて志望しました。

Ｑ：就職活動中に苦労したことや工夫したことは？
　保育関係の就職活動の方法は後期初めのガイダンスをはじめ、就
職担当の先生方から教えていただきます。私は男性としての持ち味
を生かした保育のできる場所に勤めたいことを、就職課と先生方に
伝えていたことで、就職先に出会うことができました。試験につい
ては、実技・専門科目は日々の授業を大切に受けていれば慌てて勉
強する必要はありません。ただし公立は地方公務員中級程度の教養
試験が加わり、高等学校などで履修していない科目から出題があり
ます。１年生の時から広く浅く勉強をしておくのが良いと思います。
私立は先生方からや就職課に多く情報がありますので相談しながら
慌てずに最後まで頑張りましょう。

Ｑ：後輩たちへのメッセージ
　これから社会に出れば、人との関わりをどのように持つかが更に
大切になっていくと思います。人に自分の考えを伝えることで繋が
りができていきます。相手との関係が深まることにより自然と協力
も得られるようになるでしょう。まずは就職活動ですが落ち着いて
臨みましょう。その際にも重要になるので、大学の先生や就職課の
方だけでなく、実習先の先生など多くの方との関わりを大切にして
ください。そして、自分の持ち味を活かせる職場を探すために幼稚
園や保育園を見学に行き、その園の方から直接話を伺うと良いと思
います。保育者になる夢が叶ったら新しい夢の始まりです。お互い
頑張りましょう。

早
く
行
動
を
起
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す
か
否
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、
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氏名：梶家　錬
学科・専攻：福祉経営学科
出身高校：新田高等学校
内定先：株式会社 いうら

ボランティアウィーク

氏名：皆見　翔馬
学科・専攻：保育学科
出身高校：愛媛県立宇和島東高等学校
内定先：学校法人慈強学園 認定こども園
　　　　東松山幼稚園・東松山保育園
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教員著書紹介

　社会福祉は、私たちの個人の尊厳を保持する手段として
大きな役割をもち、福祉従事者には、福祉の担い手として
高い人権意識が求められる。しかし、福祉現場においては
福祉の根幹である人権への理解は、感情や経験が先行し、
理論的裏づけは十分とはいえない。曖昧な人権理解では、
利用者の人権や権利擁護が不十分になるばかりか、福祉従
事者自身の人権保障も不十分になり、結果として質の高い
福祉サービスの提供が期待できなくなる。それゆえ質の高
い福祉サービス実現には、福祉従事者１人ひとりが憲法理
論（人権論）に裏打ちされた知識をもつ必要がある。
　ところが、従来の人権論は、必ずしも福祉現場を意識し
たものではないため、福祉従事者にとって現場で直面する
人権問題に活用することが容易ではなかった。そこで、私
は福祉従事者が人権論をできる限り容易に自分の頭で理解
でき、自信と安心感と誇りを持って現場で具体的かつ臨機
応変に活用できるようにとの思いから本書を執筆した。本
書は、特に人権学習の初心者を対象に考えているため、文
体は口語体で、法律用語は平易な表現にすることを心がけ
ている。
　本書の特徴としては、第一に人権の本質である「個人の
尊厳」について詳しく分析し、これを軸として人権の歴史
と理論をやさしく解説していること、第二に、福祉現場で
直面する様々な事例を通して必要な知識を体系的に整理
していること、第三に大学教育を意識して、社会福祉士国
家試験問題をふまえた演習問題の設例をしていることで
ある。

　「アフォーダンスaffordance」とは、環境と行為のエコロ
ジカルな相互作用から運動の意味を考察する生態心理学者
Ｊ・Ｊ・ギブソンの造語で、行為への導線を知覚に啓き示
す（afford）環境からの誘いのことをいいます。このヴィジョ
ンからすると、シラーやガーダマーが謳

うた

った「遊びの自在さ」
の出

しゅったい

来には、その自在さを許容する道具立てや人的和合な
どの協働が作用していることが見えてきます。
　平安の世に竜

りゅうとうげきしゅ

頭鷁鳥の船上で三管（笛・笙
しょう

・笳
ひちりき

）、三鼓（太
鼓・鞨

か っ こ

鼓・鉦
しょうこ

鼓）、三絃（倭
わ ご ん

琴・琵
び わ

琶・箏
こと

）等を奏で合った雅
みやび

なコラボ「管絃の遊び」に連なる日本語の「遊び」という語に
は、すでにそのことが含意されています。雅楽をあのように
畏
かしこ

まらせているのは、その貴族的な生活世界であったわけ
です。
　翻
ひるがえ

ってみるに、今日の幼少年教育の場で心の教育や愛郷
心の涵

かんよう

養を促そうとする温風が、子どもの遊びにとって文
教的アフォーダンスであるのも類推できるでしょう。それ
らお仕着せの要項の呪縛から平和で大らかな遊びへの折り
返しに道筋をつけるために、和やかで平らかな保育ツール
を自前で作るにはどうすればいいのか。本書はその指南書
で、拙著『まねびうた／わらへうた』『子どもとうたう平和な
うた』『アナザーグース』（片山書店刊）の続編として、冒頭
に「作曲・作詞」の理論的実例分析を置き、続けて、「ミニ絵
本」「ソックスパペット」「詞と歌」の作例を詳解しています。
また希望者には本学のマルチメディアスタヂオで録音編集
した収録曲の歌とカラオケのＣＤも頒布しています。

『福祉に携わる人のための人権読本』

『遊びのアフォーダンス』

山本克司 著：法律文化社 2009年

酒井一郎 著：片山書店 2008年
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