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岡田 竜矢さん

伊藤 洋介さん

社会福祉学科 社会福祉専攻

健康福祉マネジメント学科 福祉マネジメント専攻

大野 智美さん

国貞 奈津美さん

社会福祉学科 介護福祉専攻

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

石山 祥子さん
保育学科
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ひろばの風

「貴方は、
いま幸せですか？」
人間健康福祉学部長
「貴方は、いま幸せですか？」と質問されたら、貴方はどの
ように答えるでしょうか？
内閣府は政策運営の基礎資料とするため、毎年「国民生活
選好度調査」という調査を実施しています。この調査には「現
在、あなたはどの程度幸せですか。
」という質問項目があり、
2010 年度の回答者の平均点は 10 点満点中、6.5 点でした。
また「幸福感を判断する際に重視した基準はなんですか？」
という質問に対しては、
「将来への期待・不安」や「自分の理
想との比較」が重視されるという結果が出ています。貴方は
いかがでしょうか？
さて、幸福については、古来、宗教、哲学、倫理学などにお
いてさまざまな議論が行われてきました。そこでは主に「理
想的な幸福の形」や「幸福の価値」などについて語られてき
ました。私の専門は心理学という学問ですが、心理学は人の
心の働きとそこから生じる様々な行動をその研究対象とし
ています。近年、心理学においても幸福に関する研究が盛ん
になってきました。人が持つ幸福感の程度は、その人の人間
関係、健康状態、仕事や住居の有無などが関係すると言われ
ています。ここでは、人の一生と幸福感の関係について高齢
期を中心に見てみたいと思います。
年齢（加齢）と幸福感の関係は、U 字カーブを示すと言わ
れています。一般に、人の幸福感は、若いころから熟年期に
かけて低下していきます。これは、熟年になってある程度、
自分の人生のあり方が定まると、それまで持っていた夢や希
望を諦めなければならないという理由によると考えられて
います。ただし、欧米では、熟年期から高齢期にかけて幸福
感が高まると言われています。これは高齢期に入り、それま
で持っていた考え方を変え、後半の人生を充実させようとす
るからであると言われています。ところが日本では高齢期に
入っても幸福感が上昇しないというデータがあります。日本
は世界有数の長寿国ですが、残念ながら寿命は延びても幸福
感を持ちにくい社会のようです。
それでは、なぜ日本の高齢者は欧米の高齢者に比べて、幸
福感が低いのでしょうか？ それは、日本の高齢者をとりま
く様々な問題が影響していると考えられます。その理由の一
つとして挙げられるのは、一人暮らしの高齢者世帯（世帯主
が 65 歳以上）の増加です。2010 年のデータでは、高齢者の
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明

一人暮らし世帯は、全世帯の 29.7% を占め、2025 年にはそ
の値は 35.4％になると試算されています。このような高齢
者世帯では、地域とのかかわりが希薄になり、近隣の人との
温かなコミュニケーションも減少しがちです。
日本の高齢者は、公的年金の受給によって−豊かだとは言
えなくても−生活の質はそれほど低くないと言われていま
す。しかし、幸福感の研究では、経済的豊かさと幸福感の高
さは、必ずしも一致しないというデータがあります。たとえ
ば、大富豪と貧しいあるいは質素な暮らしをしている人との
幸福感には際立った差はないという研究結果もあります。こ
のような結果は、経済的豊かさのみから幸福感を予測するこ
とが困難なことを示しています。一方、人は他者に支えられ
ることによって幸福感が増大するというデータもあります。
また、日本人は欧米人と比べて、周囲の人と良好な人間関係
を持つことに幸福を感じると言われています。このあたりに
日本の高齢者の幸福感を高めるヒントがありそうです。それ
は、ありきたりの話ですが、周囲の人たちが高齢者を積極的
に支え、様々な関わりを今以上に増やしていくことによって
高齢者の幸福感を高めることが可能であるということです。
人は誰でも老いを迎えます。思春期、青年期、成人期にある
人が高齢者との関わりを意識していくことによって、高齢者
が幸福感を持てる社会に近づいていくと考えられます。
さて、近年、世界の幾つかの国において、国民の幸福の程
度をどのように表すかということに関心が寄せられていま
す。たとえば、最近、国王夫妻が来日され話題になりました
ブータンでは、幸福の程度を国民総幸福量（GNH: Gross
National Happiness）という指標で表しています。日本で
は、2010 年に「幸福度に関する研究会」が設置され、これま
で幸せの尺度として使用されてきた GDP（Gross Domestic
Product）を超えた幸福度指標を作成し、その指標を参考と
して国民が幸福に暮らすための政策の立案が目指されてい
ます。人生を幸せに過ごしたいと思うのは、人の自然な気持
ちと言えます。この国に暮らせて良かったと思える社会、そ
して、そのような社会を後世に残すことが、私たち一人ひと
りに求められているのではないかと考えます。

ント数を競いました。最初はロープを回

Campus News

す人も緊張し、跳ぶスピードに合わすの
に苦戦していたようですが、慣れてくる
につれ一体感が生まれ、どのチームも多
くのポイントを獲得していました。チー
ムによっては、ジャンプするだけでなく、
サンタ姿や高校生等に扮したコスプレで

足から始める健康づくり
（主催 :NPO 法人愛と心えひめ / 共催 : 聖カタリナ大学）

ジャンプを楽しんでいました。

第 9 回ボランティアウィーク＆ぽけっとまつり

10 月 2 日（日）
、本学の記念体育館及びサルーテを会場として、
「足から始める
健康づくり」
（主催：NPO 法人愛と心えひめ / 共催：聖カタリナ大学）が開催さ
れました。
当日は、各領域の専門家の先生をお招き
して足の血流測定・フットケア・リンパ
マッサージ重心動揺測定・足の調整力ミ
ニテスト等の様々なプログラムが用意さ
れ、多くの参加者がありました。

留学生日本語スピーチコンテスト in 愛媛 2011 で
本学の留学生が『優秀賞』を受賞
10 月 30 日（日）
、愛媛県留学生等交流推進会議主催の「第 8 回留学生日本語
スピーチコンテスト in 愛媛 2011」が南海放送本町
会館で開催されました。
このコンテストは 2003 年から開催されており、
2011 年度は、県内の大学・短大等に留学する 7 カ
国 35 人の留学生が参加し、日本での生活や文化の
違い、母国と日本の比較などについて、日頃から学
んでいる日本語で流暢にスピーチを行いました。
本学からは 2 名の留学生が参加し、韓国からの留
学生 金 韓珠（キム・ハンジュ）さんが、
『優秀賞』を
受賞しました。

チャリティー募金
（大学祭）のご報告
平成 23 年度の大学祭は、
“
「助け愛」～
できることからコツコツと～”をテーマ
として、10 月 29 日（土）
、30 日（日）に一
般公開され、その中で東日本大震災復興
支援チャリティー募金活動をいたしましたところ、多くの皆様からご賛同とご
協力を賜りました。
ご協力いただきました皆様に心から厚くお礼申し上げますとともに、以下の
とおりご報告させていただきます。

募 金 総 額 177,632 円
（宗）カトリック中央協議会 カリタスジャパン 88,816 円
送 金 先
日本赤十字社
88,816 円
送 金 日 平成 23 年 11 月 7 日
パイプオルガン演奏会募金活動
168,927 円
（多くの入場者の方に、また演奏者土橋薫氏にもご協力い
ただきました。）
内
訳
ドミニカンクッキー販売収益
3,968 円
ボランティアセンター募金活動
3,737 円
和（なごみコーナー）から寄附
1,000 円
計 177,632 円

ロープジャンプ大会
（みんなでジャンプ in カタリナ）
12 月 5 日（月）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。
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を行い、開催されたイベントです。
当日は、学生と教職員約 100 名が参加し、それぞれのチームに分かれて、ポイ

12 月 10 日（土）
、学生ボランティアセンター
主催の第 9 回ボランティアウィーク公開イベ
ントが本学で開催されました。今回のテーマ
は「つなげよう思いやりのバトン」です。
福祉施設や学生によるバザーやフリーマー
ケット、パイプオルガン演奏や北条高校吹奏楽
部、松龍鼓（和太鼓）等によるチャリティーコ
ンサート、サークルの発表など、様々なイベントが行われました。
ご来場いただきました皆様、募金活動にご協力いただきました皆様に心より
お礼と感謝を申し上げます。当日、各ブースの募金箱等へいただいた募金及び収
益金は、国内外の福祉団体・非営利組織等に寄附させていただきました。
また、カタリナ子育て支援ひろば「ぽけっと」主催の「ぽけっとまつり」も同時
開催され、多くの親子連れで賑わいました。

「中国四国農政局長最優秀賞」の受賞に貢献
本学人間健康福祉学部が参加する愛媛県版協働化テスト「元気な集落づくり
応援団マッチング事業」において、定期的に交流を図っている伊予市佐礼谷地域
が、本学との連携による活動を評価され、
「中国四国農政局長最優秀賞」を受賞
いたしました。
本学は、伊予市佐礼谷地域と 2010 年度より交流を開始し、葦刈り作業のお手
伝い、事業計画策定の協力、本学大学祭での産地品の販売、されだにきてみん祭
（佐礼谷地域のお祭り）のお手伝いなどにより、佐礼谷地域の活性化に協力する
ことができました。
審査員の説明では、本受賞のポイントは、
「本学学生との交流活動」とされて
おります。

学長賞の授与
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、12 月 20 日（火）
学内クリスマスにおいて行われました。
今年度の受賞者は以下の皆さんです。
（敬称略）
《スポーツ活動表彰》
【第 30 回全日本女子学生剣道優勝大会に出場】
宮川 千絵美（大 4）
・鎌倉 奈央（大 4）
・藏ヶ﨑 みさと（大 4）
山本 真希（大 1）
・菅 美紅（大 1）
・林 美咲（短 2）
・山畑 佳代（短 2）
【第 66 回国民体育大会山口大会のゴルフ競技に出場】
髙橋 美帆（大 1）
【松山まつり 2011 野球拳おどりに出場し、優秀賞を受賞】
ダンス部及び有志
《ボランティア活動表彰》
【国際性豊かな「いずみ寮」の自治会長として寮運営に貢献】
上田 有沙（短 2）
《文化活動表彰》
【建学の精神とスクール・モットーの実践に努力し、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）
【積極的な協力体制を作りカタリナキャンプを成功へ導くことに貢献】
カタリナキャンプ実行メンバー 4 年生一同（団体表彰）
【UD研究会:骨まで食べられる干物の研究において、施設利用者のニーズの把握に努め、よりよい製品開発に貢献】
田窪 昇太（大 4）
・伊藤 和真（大 4）
・中西 賢蔵（大 4）
・和田 翔人（大 4）
中路 優介（大 4）
【第 8 回留学生日本語スピーチコンテスト in 愛媛 2011 において優秀賞を受賞】
金 韓珠（大 4）
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朋あり遠方より来る、
また楽しからずや
人間健康福祉学部

私は愛媛に赴任して早 2 年が過ぎようとしていますが、日ごろ
は、自宅と大学との単調な往復の日々で松山の観光名所にもゆっ
くり訪れたことはありませんでした。そんなとき関東から友人が
松山に遊びに来てくれました。友人を松山の名所に案内をしよう
とまずは、松山城と道後温泉といった定番のコースをめぐりまし
た。遠くから来てくれた友人にさらに愛媛ならではの面白い観光
名所がないかと考えました。そのとき思い浮かんだのが瀬戸内海
の島です。伊予は瀬戸内海に面した土地であり、関東では見慣れ
ない風景ですので、一緒に島に行くのが良いかと思いました。そ
して、せっかく島に行くのであれば大学近くの北条港沖に浮かぶ
鹿島に行こうと考えました。鹿島は、別名「伊予の江の島」とも呼
ばれる夕日がきれいな島です。以前、本欄で中村年男先生の「忽
那諸島をさぐる～中島編～」というテーマで中島の様子が興味深
く書かれていました。鹿島はその中島から東に約 7km の所に位
置しています。周囲 1.5km、標高 114m の小さな島です。
鹿島に行くには、本学正門から徒歩 15 分程の北条港から船で
島に向かいます。北条港から島まで約 400m しか離れていない
ので、乗船時間は 3 分と短く、船酔いしやすい方にとっても気軽
に足を運べるところです。島の名の由来となった野生の鹿が島内
に生息していることから、渡船の上に作り物の鹿が乗っています
（写真①）。他の地域ではなかなか見ることのできないユニークな
風景です。

写真①

島に渡ると今度は本物の鹿がお出迎えしてくれます。せっか
く鹿島に来たのだから山頂を目指そうということになりました。
「いざ出発！」とその前に、腹が減っては力が出ないということで
腹ごしらえをすることにしました。鹿島の食事処で鯛めしを頂き
ました。１年のうちで食べられる期間が決まっているのが残念で
すが、瀬戸内海を眺めながら頂く食事は非常に美味しく贅沢な一
時でした。
お腹も満たされたところで山頂を目指すことにしました（写真
②）
。表示に「頂上まで 115m」とあり、その下の「約 20 分」を見
落として歩き始めてし
ま い ま し た。115m 歩
けば頂上なんて直ぐと
思 っ て 歩 い て い る と、
なかなか辿りつきませ
ん。か な り 急 な 坂 道 で
険しい道が続きます（写
真③）。友人と息を切ら
しながらただひたすら 写真②

丸山

裕司

道 を 進 ん で い き ま す。
必死になって歩いてい
る と、ふ と 気 づ く と 横
に野生の鹿が現れまし
た（写真④）
。鹿は客人
を 歓 迎 し、こ ち ら の 方
を 見 て い ま す。山 道 を
歩きながら緑の中で鹿
写真③
に出会えて感動しまし
た。その後も歩き続け、
20 分以上歩いたような
気 が し ま す。頂 上 に よ
うやく辿りつきました。
山頂には展望台が設置
さ れ て い ま し た。展 望
台 か ら の 景 色 は、高 縄
山の雄大なすそ野に広
写真④
が る 北 条 の 街 並 み や、
瀬戸内の島々など、大変眺めが良く眼が潤されました（写真⑤
⑥）
。天気も良く、遠くの島々まではっきりと見ることができ、四
国にいるのだと実感することができました。展望台からは、本学
も眺めることができました。あの辺りが私の研究室だなと感じつ
つも、島から見る研究室は普段とは異なり、不思議な気持ちにな
りました。
展望台で一息入れて下り始めました。登って来た道とは異なる
道で、これも平坦ではありませんでしたが、途中休憩しながら友
人と無事下山しました。
後日、鹿島は寅さんこと渥美清さんが好んだ土地であったと知
りました。ドラマ撮影で島を訪れた渥美さんがその後も所属事務
所にもお忍びで泊まりに来たということを知り、嬉しくなりまし
た。私の母が東京の下町育ちで、小さい頃に葛飾柴又の帝釈天参
堂に連れて行ってもらった遠い日の想い出があります。映画館に
も 親 子 で「 男 は つ ら い
よ」シリーズを観に行
きました。私は高校卒
業後、愛媛に赴任する
ま で に 10 回 程 単 身 で
引越しをしておりまし
たので、家族からは「ト
ラちゃん」と呼ばれて
おります。縁あってか 写真⑤
渥美さんが好んだ土地
のごく近くに赴任して
きましたので、この地
に根を下ろして研究に
教育にと精進していこ
うと思っています。
“朋
あり遠方より来る、ま
た楽しからずや”の休
写真⑥
日の一コマでした。
※写真は筆者が撮影
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ゼミナール
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ゼミのテーマを教えてください。
このゼミでは、世界に深刻な問題として根深く存在してい
る貧困の現実を知ること、ローカルな視点でできることを実
践に移してみることを目的としています。
「国際社会福祉」に
着目して、地球的見地に立った人間福祉・開発活動に注目し
ます。世界の多くの国や地域で解決されていない貧困、飢饉、
搾取、児童労働、人身売買、暴力・紛争等の実体から目を背け
ず、自ら問題意識をもって調べ、聞き、現実を見て、自ら伝え
ていけるよう努め、平和問題にも繋げます。

ゼミの特徴を教えてください。

人間健康福祉学部

佐々木 裕子 ゼミ

ゼミのスタイルを教えてください。
さまざまな問題を自分なりにキャッチし、報告し、意見交
換しながら、さらに松山市内で国際協力で活躍している人々
に会いに行くことがよくあります。少人数でフットワークが
軽く、後期からは春休みに向けてアジアへのボランティア企
画書を書いてみます。メンバーが望めば実際に出かけること
も考えます。今年は全員一致でカンボジアへのスタディーツ
アーを実現させることになりました。学生時代にしか体験で
きない旅へ出かけます。感動、ショック、喜びや困難、いのち
や当たり前だと思っていた日々への感謝につながることを望
みつつ…

こんなゼ

「見て・判断して・動いてみる」ことでしょうか。そして４
ゼミは
裕子
番目に「夢見て」を加え、変えたい現実に対しては、夢も見ま
々木
佐
す。ゼミの時間のみで終わらせず、その感覚は身近な生活の
私たちのゼミはアットホーム
中で、そして卒業してからも磨きをかけ、10 年、20 年後夢を
なゼミで先生を含めてみんな仲良しです。
叶えるために活躍しているかもしれません。世界や社会を変
ゼミのテーマは「世界の貧困」です。活動としては
えるなんて大きなことより、自分自身を変えていくことなの
『世界がもし 100 人の村だったら』というビデオを見た
かもしれません。Think globally, Act locally「地球規模に
り、
貧困やエイズ、ストリートチルドレンなどについて各自
考え、足元から行動しよう」そして Change personally
で調べ、ゼミで発表をしています。また、大学を飛び出してい
「自らを変えていこう」をめざします。
ろんなところに出かけます。フェアトレードといって私たちが
買った商品の値段の約 20～30％が原産国に還元されるという制
度を行っているカフェに行ったり、
『僕たちは世界をかえること
ができない』という向井理さん主演の映画も見に行きました。こ
の映画はカンボジアの現状について知ることができ、ゼミ生みん
なが感動しました。そして、今年の 3 月には実際にカンボジアに行
き、その場でしか感じることのできないことを五感フル活用しな
がら経験してきたいと思っています。そして、行くだけで終わら
ず、感じたことを第三者に伝えていけたらいいなと思います。
健康福祉マネジメント学科 3 年 黒岩 幸枝

ミ
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Ｑ：その職場に就職を決めた理由は？
私は大学に入学する前から、｢人と関わる仕事がしたい｣ と思い福祉の道を選びました。専攻
の特性から、初めは高齢者や障がい者の分野に学びを深めていましたが、以前から児童福祉の
分野にも関心があり、社会福祉実習で児童福祉の施設へ行く機会がありました。施設で出会っ
た子ども達は元気で明るい子ばかりでした。しかし、その姿の裏には親と離れて暮らす不安や
寂しさを抱えている子が沢山いることを知りました。そのような子ども達に対して、児童指導
員の方は健やかな成長を促すために、時には厳しく時には温かく包み込むような愛情で接し
ておられました。実習を通して児童指導員という仕事の大変さ、そしてこの仕事のやりがいも
知ることができ、
「児童指導員として働きたい」という思いが一層強くなりました。そこで、児
童指導員として働くことのできる児童養護施設を志望することにしました。
Ｑ：就職活動中に苦労したことや工夫したことは？
私は児童養護施設で働きたいと考えていたので、すぐ就職課へ行き求人を探しました。施
設に直接電話をし、求人が出る予定などを確認しました。しかし、求人が出るかは分からない
し、出たとしても 11 月前後になると言われました。周りの友達は内定が決まっていき焦りま
したが、どうしても児童養護施設に就職したいと思っていたので、就職課の方と相談し、11 月
前後まで待つと区切りを付け、求人を待っていました。待っている間は定期的に就職課へ足を
運び、他の施設の求人を見たり、履歴書の作成などをしたりしていました。諦めず待った甲斐
あって、志望していた施設から求人がきました。求人が出たと連絡があった時は、本当に嬉
しかったです。諦めず待って本当に良かったと思います。

あきらめることなく活動し、
一人で悩まず、相談を！

就職活動
レポート

Ｑ：後輩たちへのメッセージ
就職活動は一人ではできないと思います。就職活動において、不安に思っているこ
と、何かに悩んだ時は、すぐに就職課の方、大学の先生、友達、家族に相談すること
が大切です。私も沢山の方に相談し、沢山アドバイスを頂きました。一人で抱え込ま
ず、相談してみてください。きっと、スムーズに就職活動を進められると思います。
就職活動は大変なことも多いと思
いますが、ぜひ志望している施設や
企業に就職できるよう、諦めずに最
社会福祉学科 介護福祉専攻
後まで頑張ってください。応援して
内定先：社会福祉法人 コイノニア協会
います！！

大野 智美

児童養護施設 松山信望愛の家

Ｑ：就職活動中に苦労したことや工夫したことは？
１番苦労したことは「印象を強く与えること」でした。面接では選考を受けるすべての人が
同じように志望動機や学生時代に頑張ったこと等多くのことを聞かれます。その中で自分が
どうしてもその企業に就職したいということを人よりも強く表現しなければなりません。そ
こで私はその企業の説明会の内容やホームページからどのような人材を求めているのかを研
究し、自分のこれまでの経験と企業の求める人材を照らし合わせて、自分がその企業に合った
人間だということを積極的にアピールしました。また身だしなみを整え、ハキハキした態度で
堂々と面接に臨むように心掛けました。
Q：後輩たちへのメッセージ
就職活動を行うにあたって「自分は就職できるのか」という不安が出てくると思
います。実際に私も初めのうちはそうでした。企業の選考を受けても思うように結
果が出ず、大変苦労する時期もありました。しかし、合同企業説明会や単独の会社
説明会に積極的に参加することで多くの人と出会い、たくさんのことを学び、評
価をいただくことで自分に自信を持つことができるようになり就職活動も楽
しくなっていきました。後輩のみなさんも積極性とあきらめない気持ちを忘
れず頑張ってください。
そして、就職課にも積極的に足を運び職員の方にどんなことでも相談して
アドバイスをいただきそれを就活に生かしてください。

岡田 竜矢
社会福祉学科 社会福祉専攻
内定先：株式会社よんやく
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早く行動し、多くの人との出会いを
大切にしましょう！

Ｑ：その職場に就職を決めた理由は？
私は「多くの人の力になりたい」という考えを持ち就職活動を行ってきました。その中で多
くの企業と出会い、自分の考えと合った企業を探した結果、
（株）よんやくへの就職を決めまし
た。
（株）よんやくは医薬品を取り扱う企業です。医薬品は老若男女多くにとって必要不可欠な
ものであると思います。また愛媛でのシェアがトップであるという強みを生かして私の地元
であり、愛着のある愛媛のために貢献できると考え（株）よんやくへの就職を決めました。

Ｑ：その職場に就職を決めた理由は？
私は運動を通して健康を維持することやそれを指
導することに関心があり、それを学ぶために大学に
入学しました。
（株）タニタフィッツミーに見学に行
き、社風や施設での雰囲気の良さを感じ働きたいと
いう気持ちが強くなり就職を決めました。
Ｑ：就職活動中に苦労したことや工夫したことは？
初歩的なことですが、相手の目をしっかりと見て
話すことと、自然な笑顔を心がけました。社会に出
て必要となるコミュニケーション能力を養うために
工夫しました。あとは、本を読んだりして礼儀を学
びました。

Ｑ：就職活動中に苦労したことや工夫したことは？
私が就職活動をするにあたって探していた就職先の雇用条件は、地元松山で働けて日曜日
が休日であることです。日曜日に趣味でやっている草野球の試合があるからです。友人と一緒
にゼロから作り上げたチームで、メンバーもほとんど初対面でしたが、今ではかけがえない仲
間です。この条件だと限定されてくるので就職を決めるのは困難でした。
このような時でも、就職情報サイトを活用するのはもちろんですが、就職課を利用すること
をお勧めします。就職課ではわからないことを親身になって優しく教えてくださるので、それ
を元に自ら行動することが大切だと思います。
そして、できるだけ説明会や企業・施設訪問をし、現場の雰囲気や働いている人
の声を聞いておくことが大切です。
Ｑ：後輩たちへのメッセージ
みなさん最初は就職活動について分からないことだらけだと思います。決
して一人で悩もうとせず、就職課、先生、ハローワーク、先輩や家族の人に
相談してみてください。当然うまくいかないこともあると思います。たまに
は、遊びに行ったり、息抜きをしたりしてみてください。
そして、これからの人生に左右してくることなので、しっかりと悩んで自
分で決断していってください。

自分の理想をしっかり持って
根気強く就活してください！

Ｑ：その職場に就職を決めた理由は？
私は地元松山で働きたいと願っており、もともと就職活動を始めた当初は一般企業に勤め
たいとも思っていました。最初は福祉の仕事には興味がありませんでしたが、就職活動を進め
ていく中で、就職課の職員の方とお話をすることが増え、いろいろと助言もいただけるように
なり、福祉の職場を紹介していただきました。最初は、選択肢の一つくらいにしか考えていま
せんでしたが、その職場について調べてみると、地域との交流を積極的に行っており、職場の
雰囲気もよく、自分が大学で学んだことが活かせる事務職の募集をしていたのでこの職場に
決めました。

伊藤 洋介

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：社会福祉法人 福角会

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：株式会社
タニタフィッツミー

Ｑ：その職場に就職を決めた理由は？
私は、中学 2 年生の時の職場体験学習で将来保育者になりたいという夢を抱きました。その
頃から「自分が卒園した太山寺幼稚園で仕事がしたい！」と強く思うようになりました。実習
も、太山寺幼稚園でお世話になり、とても明るく元気で素直な子ども達と子ども達に負けない
くらい元気な先生方を見て、自分もこの幼稚園で働きたいと改めて思い就職先に選びました。
和気学園は、３園で組織されており、太山寺幼稚園の他に和気幼稚園、みのり幼稚園がありま
す。まだどこに配属になるかは分かりませんが、近い将来、私の母園である太山寺幼稚園で勤
められる事を強く望んでいます。
Ｑ：就職活動中に苦労したことや工夫したことは？
幼稚園の就職試験内容では、大半ピアノが必要になります。私はピアノが初心者なので、と
ても苦労しました。そのため、空き時間を見つけ毎日少しでもピアノに触れるように努力しま
した。また、学内で行われた就活ガイダンスやセミナーには進んで参加しました。就活する際
に必要な、知識や常識を身につけることができます。もし自分が気になる園があるなら、見学
に行ったり、園で行われる行事のボランティアに参加させて頂いたり、自分から進んで行動す
ることが大切だと思います。
Ｑ：後輩たちへのメッセージ
保育学科は、2 年間という短い期間でたくさんの事をこなしていかなければなら
ないのでとても大変です。しかし、落ち着いて就職活動に臨むべきだと思うので、
早め早めに行動を開始することをお勧めします。就職活動をする皆さん！あなた
は、
「1 人」ではありません。周りの友人や、皆さんと同じ経験をしてきた先輩、
たくさんの幼稚園・保育所を知っている保育学科の先生方、就職活動を支援
して下さる就職課の方々に相談をして、自分に合った就職先を見つけて欲し
いです。また、息抜きも大切です。私も大好きなダンスをしながら就職活動
を頑張りました。たくさん悩んで、後悔なく納得のできる就職活動ができる
ように願っています。頑張ってくださいね！！

２年間の集大成！
自分の夢を叶える就職活動。

国貞 奈津美

自然な笑顔を心がけ、
内面を磨きましょう！

Ｑ：後輩たちへのメッセージ
就職活動は現在とても厳しいと言
われていますが、どんな仕事も人と
人との付き合いですから、まずは周
りの人を大切にすることだと思いま
す。勉強も大切ですが、たとえばいつ
もニコニコしている人と、いつも不
平・不満を言っている人ならどちら
と付き合っていきたいですか？知識
も必要ですが、内面を磨いていくこ
とも必要だと思います。

石山 祥子
保育学科
内定先：学校法人 和気学園
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教員著書紹介

クラブ紹介
華道部

『子どもの頃の思い出は本物か
: 記憶に裏切られるとき』
カール・サバー（著） 越智啓太・雨宮有里・丹藤克也（聖カタリナ大学 講師）
（訳）
：化学同人 2011年
本書は 2009 年に出版された『Remembering Our
Childhood: How Memory Betrays Us』の翻訳で
す。心理学で「自伝的記憶」と呼ばれる、私たちが思
い出として持っている記憶が、本書のテーマとなっ
ています。原著者のサバー氏は心理学に造詣の深い
ジャーナリストであり、心理学における最新の記憶
研究を一般向けにわかりやすく解説しています。
「思
い出」というと、穏やかで温かみのあるイメージをも
たれるかもしれません。しかし、本書で扱われてい
る「思い出」は、そうしたものとは異なります。1990
年代、米国や英国を中心に「子どもの頃に性的虐待の
被害にあった」という記憶を、大人になってからカウ
ンセリングを受ける中で思い出す人々が続出しまし
た。そして、この記憶をもとに、加害者とされる人々
が訴えられる事例が相次ぎました。大人になってか
ら突如として蘇った、こうした「思い出」は真実なの
か。本書は科学的な記憶研究の成果を紹介しながら、
この問題の中核に迫っていきます。
心理学が専門でない一般の方でも十分に、サイエ
ンス・ノンフィクションとして楽しめる内容となっ
ています。翻訳作業においても、専門外の読者を想
定し、平易な日本語となるよう心がけました。本書
では、心理職、福祉関係者、警察・司法関係者、保育
関係者が知っておくべき知識が数多く紹介されてい
ます。少しでも興味を持たれた方は、ぜひご一読い
ただければ幸いです。
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私たち華道部は、月に一回、外部講師の先生の指導を受
けながら、皆が楽しい雰囲気の中で花を生けています。生
けた花は、学内に展示させて頂いております。大学祭で
は、華展で一般の方に鑑賞して頂きました。鑑賞してくだ
さった方の中には、置いていた大学ノートに感想を書いて
くださった方もいます。その感想を部員全員で確認し、生
けた花だけでなく、使われている花や構成もきちんと見て
くれているのが分かり、嬉しく思うと同時に、私たちも、
何という花なのか説明出来るよう、今まで以上に覚えてい
きたいと思いました。12 月にはクリスマスリースを作り
ました。円形のリースにサンタ、雪だるま、ツリーの形を
した物や柊、リボン、ベル等を飾り付け、一人一人、違っ
た個性ある作品に仕上がりました。夏休みには、更生施設
へボランティアに行くこともあります。そのボランティ
アでは、更生施設の方だけでなく、地域の方や子どもたち
にも花をオアシスに生けて頂き、出来上がった物は、プレ
ゼントさせて頂きました。皆さんに喜んで頂いたことで
初めて、華道をしていて良かったと思いました。
これからは、華道部の活動も学内だけで花を生けるので
はなく、学外ボランティアも積極的に行い、地域の方々と
華道を通して楽しく交流していきたいと思います。
部長 保育学科２年
餌原 恵里菜
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