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本学で精神保健福祉士を
養成する意義
人間健康福祉学部

鷹尾

雅裕

本学は、保護者シエナの聖カタリナの精神のもと、誠実・

も改善勧告を受けてきた我が国の精神保健医療福祉を取り

高邁・奉仕を学訓に掲げ、1988 年 4 月に女子大学を開学し

巻く状況の転換を始めたが、精神保健福祉士はその「要」の

て社会福祉学部を設置した。本学が目指す福祉社会づくり

役割を果たしてきた。近年では、精神科病院に退院後生活環

の「福祉」については、
「いのち・くらし・いきがいを豊かに

境相談員を設置し、地域援助事業者との連携、退院促進のた

すること」であり、福祉と深い関係にある「人権」は、
「人が

めの体制整備が義務付けられた。さらに、2014 年春の診療

幸せになることを妨げられないように保障すること」との定

報酬改定では、地域医療を促進し早期退院を促すためのス

義がある。ところが近年、例えば全国の児童相談所が 2014

タッフを配置するなど、一定の要件を満たした医療機関には

年度に対応した児童虐待件数は、前年度から 2 割増えて 8 万

診療報酬が加算されるようになった。これらの重要な役割

8931 件に上り、1990 年度の調査開始以来 24 年連続で過去

は、いずれも精神保健福祉士が担っている。

最多を更新し続けている。また、同年度に小中高校などで把

しかし、さまざまな症状を呈し、その症状に合わせるよう

握したいじめの件数も、18 万 8057 件で前年度を約 2 千件

に振幅する障害を改善させながら、その人らしい生き方を支

上回り、小学校は過去最多となった。自殺や事故、災害や事

援するのはそう簡単なことではない。愛媛県内の全精神科病

件など、先進国と言われる我が国でも、人が幸せになること

院を対象にした 2014 年の調査では、退院可能な精神障害者

を妨げる要因は幾つもあって、そこでは福祉の考えや実践を

数は全入院者の 1/4 の 1034 人にも上り、その内 65 歳以上

まだまだ必要としているのである。

が約 6 割、また統合失調症者も 55％を占め、3 割の方は何と

一般的にと断っておくが、精神障害者は他人が嫌がる言動

通算 20 年以上も入院しているのである。このような高齢化

を慎んでそれを自らの内に抑え込み、その限界に達して発症

した統合失調症の方は、入院期間の長期化等によって日常生

する。中でも統合失調症を患った方は、自分の無意識の世界

活機能や意欲が低下し、高齢に伴う身体合併症に罹っている

に押し込んだ葛藤を、他人に理解でき難い「症状」という形

ことが多い。さらに、入院している間に家族構成は変化して

を採って表現する。こういった精神障害者の数は 1996 年に

頼れる身内や協力者は少なくなっている。こういった中で、

は 217 万人だったが、現在では 323 万人にも上る。彼らは、

いかにその方に寄り添った丁寧な支援ができるかは、並大抵

とにかく優しいが、近年の激しい競争社会では生き辛いの

のことではない。

だ。さらに、精神科病院の入院患者を数値で見ると、2012

既に周知のことではあるが、本学は「愛と真理」を教育理

年の総数は 30.2 万人であり、診断別では統合失調症圏がそ

念として社会福祉学部を設置して以来、豊かな教授陣と充実

の過半数を占める。若くして発症し、入退院を繰り返しな

したカリキュラムによって、社会福祉の全領域を丁寧に学習

がら高齢となった方も多く、10 年以上も入院している方が

することが可能となっている。また、少人数の演習などによ

6.7 万人に達しているのだ。

り、福祉の考え方を議論しながら会得する。その上で高齢者

さて、人の心が病む多くの原因は人にある。人によって病

や障害者などの施設や社会福祉協議会など、各種の福祉機関

んだ心は、人が癒すしかない。その根幹をなすのが、その人

を実習先として構えており、こういった現場で実務の訓練を

の人権を擁護する立場で支援することにあろう。即ち、
「人

受ける。精神保健福祉士を希望する学生は、このベースとな

が幸せになることを妨げられないように保障すること」であ

る社会福祉の学問や実習を履修する一方で、精神医学や精神

る。1997 年に成立した精神保健福祉士法は、精神障害者の

保健福祉制度などを学び、さらに精神科病院や精神障害者の

社会復帰の推進やより良い精神医療の確保、適切な精神医療

施設で実習して国家試験を受ける。

のための体制づくりの一環として、精神保健福祉士の活用を

本学で精神保健福祉士を養成する意義は、キリスト教的人

考えて作られた。全国の登録者数は現在約 7 万人で、精神科

間観に基づく教育理念及び誠実・高邁・奉仕の学訓のもと、

病院や障害福祉サービス事業所、福祉行政機関、司法施設な

社会福祉という学問を体系的にしっかり身に付けた基礎の

ど幅広い機関で福祉専門職として、精神障害者福祉の充実に

上に成り立っていることにある。現在、聖カタリナ大学で学

従事している。

んだ精神保健福祉士は県内ばかりか全国で活躍しており、後

厚生労働省は、2004 年に「入院医療中心から地域生活中
心へ」をスローガンに掲げ、ＷＨＯなどの国連機関から何度
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輩を仲間として迎えることを楽しみにしている。
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平成27年度
インターンシップ研修報告会を開催
10 月 19 日（ 月 ）
に平成 27 年度イン
ターンシップ研修
報告会が開催され
ました。
「インターンシッ
プ」
（人間社会学科
3 年生開講）の事後
学習として、夏休み
期間中に参加した
インターンシップ研修の振り返りと成果報告を行いました。
これは「大学コンソーシアムえひめインターンシップ・プ
ログラム」の一環として実施されるもので、本年度は、人間社
会学科の 3 年生 36 名が、県内 23 の企業・事業所においてイ
ンターンシップに参加しました。

サッカー部が四国大学1部リーグに昇格
サッカー部が平成 27 年度四国大学サッカー連盟入れ替え戦
に勝利し、四国大学 1 部リーグに昇格しました。
雨の降る春野球技場に四国大学 1 部リーグの最下位であっ
た愛媛大学を迎えた一戦で、4-3 で勝利しました。
四国大学 1 部リーグは 5 チームで編成され、今回の結果によ
り四国内大学の上位 5 チームに入ることになりました。創部 4
年目で四国大学 1 部リーグに昇り、四国 No.1 を目指せるとこ
ろまで来ました。

サッカー部が県リーグに昇格
県リーグチャレンジマッチが 1 月 17 日（日）に帝人公園
グラウンドで行われ、東予１部リーグ優勝のＦＣホープと対
戦した本学サッカー部は 5-0 で勝利し、来期からの県リーグ
昇格を決めました。

「地域交流イベント」へ留学生が参加
留学生と北条地区まちづくり協議会との地域交流イベント
に韓国と台湾からの留学生が参加し、地元の方々との交流を
深めました。
開催日

内容

松山市北条で行われた『稲刈り体験』に留学生 13 名が参
平成 27 年
加しました。地元農家の方の指導を受けながら、鎌を使っ
10月18日
た稲刈りやコンバインによる機械での収穫など、貴重な
（日）
農業体験をさせていただきました。
北条地区まちづくり協議会の方々をお招きして、本学の
学生食堂で懇親会を開催しました。
平成 28 年
本学からは、留学生 13 名と教職員 7 名が参加して、日頃
2月6日
から留学生との交流を目的としたイベント等でお世話に
（土）
なっている地元の方々と食事やゲームを通して親睦を深
めました。

サッカー部が平成27年度秋季
四国大学サッカー選手権大会（2部）で優勝
サッカー部が平成 27 年度秋季四国大学サッカー選手権大会
（2 部）で優勝しました。
１回戦 VS 鳴門教育大学 ○ 11-1
○ 2-1
準決勝 VS 徳島大学
○ 1-0
決 勝 VS 香川大学

第12回留学生日本語スピーチコンテストin愛媛2015で
本学留学生が『佳作』を受賞
11 月 1 日（日）
に、愛媛県留学生
等交流推進会議
主 催 の「 第 12 回
留学生日本語ス
ピーチコンテス
ト in 愛 媛 2015」
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 2004 年から
開催されており、今回は県内の高校・短大・大学等に在籍す
る 13 カ国 33 名の留学生が参加しました。本学からは、2 名
の留学生が「一戸建て」、
「日本の方言」をテーマに、日頃か
ら学んでいる日本語で身振り手振りを交えてスピーチを行
いました。
この結果、本学の留学生で韓国出身の社会福祉学科 社会福
祉専攻 3 年 申 南京（シン ナムギョン）さんが、
『佳作』を受賞
しました。
申 南京さんは、日本に来てわずか半年での受賞です。お
めでとうございます。
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剣道部女子が
全日本基督教関係大学剣道大会で三位入賞

平成27年度ロープジャンプ大会
（みんなでジャンプinカタリナ）
を開催

11 月 15 日（ 日 ）に、
12 月 2 日（水）に短期大学部・大学の学生に合わせて、教
桜美林大学において第
職員も参加するロープジャンプ大会（みんなでジャンプ in カ
51 回全日本基督教関
タリナ）が開催されました。
係大学剣道大会が行わ
ロープジャンプとは、10m のロープを跳ぶ大縄跳びで、
れ、本学剣道部女子が 「跳んだ回数×跳んだ人数」がポイントになるチームスポー
第三位（団体戦）に入賞
ツです。
しました。
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。
軟式野球部が全国大会ベスト4
当日は、学生と教職員約 170 名が参加し 18 チームに分かれ
て、
競技が行われ、チームによっては、衣装を揃えてジャンプ
11 月 21 日（ 土 ） ～ 22
を行い、
会場全体を盛り上げていました。
日（ 日 ）に「 第 8 回 Divine
参加者全員がイベントを楽しみ、学生と教職員の親睦が深
Pacific Cup 全 日 本 軟 式 野
まるイベント内容でした。
球選手権大会（主催：全日
本軟式野球協会）
」が今津ス
タジアム（滋賀県高島市）で
開催され、軟式野球部が見
事、ベスト 4 に輝きました。

中国・四国・九州3地区
オールスター戦の報告
11月22日（日）～ 23日（月）
に「中国・四国・九州 3 地区オー
ルスター戦（主催：九州地区
大学軟式野球連盟）
」がルーテ
ル学院高校野球部グラウンド
等で開催されました。
本学学生の永山皓介君（社
会福祉学科社会福祉専攻 3 年）と木原勝士君（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 3 年）が四国地区大
学軟式野球連盟選抜チームの一員として試合に出場し、攻守
にわたり活躍しました。

保育学科2年生が
第56回中・四国保育学生研究大会で実技発表

11 月 22 日（日）に第 56 回中・四国保育学生研究大会が広
島文教女子大学において開催され、保育学科 2 年生 16 名が、
オペレッタ「くれよんのくろくん」～動きと映像を組み合わ
せたオペレッタの試み～の実技発表をしました。
この研究大会は、全国でも中四国ブロックのみ開催してい
る歴史ある学生の研究大会です。大学・短期大学・専門学校
あわせて 46 校から、約 1,000 名の学生が集まり、それぞれの
学びの成果を発表しました。
保育学科の学生は、歌や演技だけでなく、いろいろな楽器で
の演奏、PC・iPad やスクリーンを使った発表を行い、これま
での学習の成果を披露することができました。
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家庭支援論で
ライフデザイン出張講座を開催
12 月 3 日（木）に家庭支援論（聖カタリナ大学短期大学部）
の授業で、愛媛県と NPO 法人ワークライフ・コラボの主催
によるライフデザイン出張講座が開催されました。
ライフデザイン出張講座とは、平成 27 年度愛媛県地域少
子化対策化事業「えひめの次世代を担う親子づくり推進事
業」の一環で、急速に進む少子化に対応するため、近い将来、
親になる可能性のある大学生を対象に、自らのライフデザ
インを考え、将来、結婚して家庭を持ち、子育てをイメージ
する機会づくりを行うことを目的とする講座で、愛媛県と
NPO 法人ワークライフ・コラボが連携して実施している出
張講座です。
講座では、最
初に NPO 法人
ワークライフ・
コラボの担当
者より事業の
目 的・ 趣 旨 説
明等があり、そ
の後、マツヤマ
ンプロジェク
ト代表の渡邉
健太郎氏と社会福祉法人神拝保育園 明神都貴氏を講師と
した、就職や結婚などの人生の転機、仕事と家庭生活との両
立などについてのプレゼンテーションが行われました。
ディスカッションや講師への質問も活発に行われ 、学生
自身の将来設計を考える良いきっかけとなりました。

保育学科学生が松山市立たちばな小学校で
クリスマス会を開催

平成27年度学内クリスマスを開催

12 月 6 日（日）
、保育学科学生 15 名が松山市立たちばな
小学校でクリスマス会を開催しました。このイベントは毎年
開催のお手伝いをしている恒例イベントで、本学学生がクリ
スマスにちなんだ様々なレクリエーションを企画し、小学生
237 名と一緒に楽しい時間を過ごしました。
当日は、レクリエーションの授業で学んだ内容を活かすこ
とができ、学生にとっても良い学びの機会となりました。

風早にぎわいまつりへの出店
12 月 13 日（日）
聖カタリナ大学・聖カタリナ大学短期大学部では、12 月 18
に開催された風早
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
にぎわいまつり
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
（主催 : 風早活性化
ミサが行われ厳粛な中、祈りが捧げられました。
協 議 会、共 催 : 松
クリスマスミサ終了後、聖カタリナ大学短期大学部附属幼
山市）に、本学も
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。
昨年度に引き続き
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
協力出店いたしま
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
した。
楽しみ抽選会があり、大盛況の内に終了いたしました。
本学では以下の 6 つのブースを出店し、親子連れの方を始
め多くの方に楽しんでいただきました。なお、大学出店ブース
の売上金 17,020 円は、松山市社会福祉協議会まごころ銀行へ
平成27年度学長賞を授与
全額寄付させていただきました。
スポーツ・ボランティア・文化活動で活躍した学生及び団
ご来場いただきました皆様に心より感謝を申し上げます。
体に対する学長賞の授与が、12 月 18 日（金）学内クリスマス
また、ステージプログラムではダンス部の学生がステージ
において行われました。
発表を行い、お祭りは大いに盛り上がりました。
今年の受賞者は以下の皆さんです。
（敬称略）
聖カタリナ大学では、今後とも地域活性化のために協力し、
【スポーツ表彰】
地域に愛される大学として様々な活動に取り組んでいきたい
剣道部女子（団体表彰）
、軟式野球部（団体表彰）
と考えています。
【文化活動表彰】
ブース名
出店内容
大学祭実行委員会（団体表彰）
、学生ボランティアセンター（団
聖カタリナ大学
体表彰）
、大学カタリナキャンプ（団体表彰）
、ニュースポーツ
大学案内・水ヨーヨーつり
聖カタリナ大学短期大学部
開発グループ（団体表彰）
、ダンス部（団体表彰）
、放送研究同
聖カタリナ大学短期大学部 子どもの遊びコーナー
好会（団体表彰）
保育学科
（凧作り・飛び出る手作りおもちゃ）
申 南京（大 3）
、朴 基完（大 4）
、吉 ヘナ（大 4）
（個人表彰）
聖カタリナ大学
ボランティアセンター

クッキー販売

留学生（台湾）「台湾団子」 台湾団子販売
留学生（韓国）
「冬のチヂミ」 キムチチヂミ・薬果物セット販売
聖カタリナ大学短期大学部
附属幼稚園

わたがし販売

聖カタリナ大学主催
「たまがわ健康福祉まつり」の開催
12 月 13 日（日）に今治市玉川町鈍川小学校跡地で、地域の
方々の健康や福祉の増進を目指したイベント「たまがわ健康
福祉まつり」を開催しました。
本学の社会福祉学科の学生が中心となり、今治市玉川町鈍
川地区のふれ愛茶屋で毎月一回の「フットケア」を実施して介
護予防の促進を目指していますが、その活動をもっと玉川の
人々に知ってもらいたいという目的でこのイベントを企画し
ました。今回は冬の間に健康を維持しにくい高齢者を対象に、
秋山昌江教授による「家でもできるフットケア講座」や 丸山
裕司教授による「健康体操」を実施しました。また、学生が企
画した誰でも参加できる簡単なゲームやスポーツを行い地域
の方々との交流を深めました。

クリスマス募金のご報告〜世界のこどもたちのために〜
クリスマス募金等で集まった募金総額 78,753 円（ク
リスマス募金 36,533 円・大学祭募金 42,220 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。
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ESSAY

前略、10 年後のあなたへ
保育学科
10 代最後の日、初めてのひとり旅、尾道三部作の街を散策
してのち、わたしは倉敷へ向かっていた。そこでハタチを迎
えるじぶんに向き合うために。
その夜、10 年後のじぶん宛に手紙を書いた。
小学校での愛読書は、
『長くつ下のピッピ』
『赤毛のアン』
『ド
リトル先生』のシリーズで、何度も読み返した。先生になって
母校に勤める気で、卒業式前日、校舎にひそかに名前を記し
たりもした。
中学では、バスケットボールの部活に熱中した。元気がと
りえの活発娘だったので、まさか、高１に発病し 3 年もの闘
病暮らしが待っているとは思いもよらなかった。腸の難病で
長期入院、退院、再入院、大手術。ようやく退院できたときに
は、友人たちは進学目ざして忙しそうだった。
すっかりおいてけぼりになりそうだったが、なんとか大検
に合格し、小さな本屋でバイトをしながら、進学先をあたっ
ていた。娘のひとり旅を許さない寺の家風であったが、退院
祝いがわりに、ハタチへの出立の旅を聞き入れてもらった。
「拝啓、30 のわたしへ」から始まるじぶん宛の手紙には、ま
ず、予想もしなかった病苦の経過と、閉ざされそうになった
将来の夢を伝え、それでも手放さない希望のバトンを引き継
いでがんばってくださいと、じぶんにエールを送った。
手紙は翌朝、倉敷で投函し、自宅で未開封のまま、30 歳の
誕生日までしまっていた。
幸い予後は順調で、開学 2 年目の聖カタリナ女子大学に入
学したわたしは、全国から来たクラスメートと先生たちに交
わり、療養中に受けた病棟ケアをはじめ、多様な福祉科目の
勉強に取り組む一方、10 代で叶わなかった学園生活を満喫し
た。さすが大学なので、授業でもクラブ活動でも、年齢差を気
にしないで自然に振舞えた。
いまから思うと、在学 4 年間で 10 年分くらいの収穫があっ
た。通えなかった高校の分はなんなく取り返せた。一番のお
気に入りは鹿島の夕陽。都会でこんな光景に立ち会うには、
車や電車で数時間かけてたどりつかなければならない。ここ

（2015 年夏 北条鹿島の夕陽と再会）
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遠藤

文子

では歩いて 10 分、自転車なら 3 分だ。陽が沈むと、波間に夜
光虫が舞う。新月なら、泳ぐからだのシルエットが魔法の杖
で描かれたように浮かび上がる。夏が過ぎると、イワシやア
ジの回遊、鯉のぼりのように一度に何尾も釣れあがり、仲間
とお刺し身やから揚げで平らげた。
遊んでばかりいたわけではない。授業はもとより、アフ
ターファイブの課外活動。聖書や哲学書の読書研究会、名作
映画鑑賞、影絵劇制作上演、箏の手習い、大地実りの会の農作
業、ホームレス支援での弁当・衣類の配布と談話（この経験
は阪神淡路大震災時の支援活動に活きた）
。卒業論文で大江健
三郎の作品を論じるために、内子町に足をのばし氏の追っか
けをしたこともあった。
病気で高校を断念したわたしには、本学での豊かな日々は
宝島での冒険のようであった。支えていただいた学友、学園
スタッフ、教会と地域の方々にはいつも深く感謝している。
卒業してから、伊丹市のボランティアセンターに勤めなが
ら、通信制大学で小学校教諭の免許をとった。そんな時、阪神
淡路大震災が起こり、仮設住宅での支援を中心に、2 年あま
り、被災者の生活再建をアシストする仕事に回った。
ほどなく 30 歳を目前に、小学校教諭への採用が決まり、遠
まわりはしたが、小学生からの念願が実った。
20 代最後の日、またひとり旅にでた。前回と同じ行程で、
同じ宿に泊まり、夜更け、そこで書いた 10 年前の手紙を開封
した。そして新たに、10 年後のじぶん宛に手紙を書いた。
「拝啓、40 のわたしへ」
。だが今回は、愚痴もエールも記さ
なかった。いろいろな苦しみや不安、それらは生きてさえい
ればなんとかなる。ときおりの愉しみや感動が冷えた手足を
温めてくれることもある。結婚、家事と教職の兼ね合い、絆と
拘束…。いろんなことがあって、わたしも気負わなくてすむ
くらいにはつよくなったのかもしれない。禍福は糾える縄の
如し、なにが起きても絶望することはない、と結んだ。
平坦な一本道を歩めるものとの心づもりが、突然の病で先
の見えない七曲りの難所をあちらへこちらへと揺れざるをえ
なかったせいか、人の愚痴につきあう根気はついた。
入院中に出会ったエンデの童話『モモ』みたいに、じっ
くり話に耳傾けることをモットーに。
はからずも昨年 4 月から、本学に勤務させていただ
くことになり、伊予の海の息吹を感じながら教員生活
を過ごしている。
「人生に無駄な事はひとつもない。
」
恩師から頂戴したわが座右の銘である。
若い時はいつの時代も、可能性の豊かさゆえに悩
み、気まぐれな幸運の多少に翻弄されがちである。負
けそうになったら泣き言をいいにわたしの部屋のド
アをノックしてください。
望外にも母校の教員となったアラフィフのわたし
は、もう 60 歳のじぶん宛に手紙は書かない。そのか
わり、日ごと、10 年後のあなたの笑顔を信じて、授業
の資料を作りながらあなたの足音を待っています。

CATHERINE

ゼミナール
インタビュー
人間健康福祉学部

芳地

泰幸ゼミ

Ｑ 1：ゼミのテーマを教えてください。

Ｑ 3：ゼミの特徴を教えてください。

私たちは、企業（職場）やスポーツ組織、ボランティア団体、
芳地ゼミではゼミ長、副ゼミ長、イベント係といった役職
病院などいずれかの組織に属して生活しています。みなさん （役割）があります。特に、イベント係はより充実した楽しい
ゼミ活動にするための各種イベント（大学祭出店、スポーツ
の身のまわりの組織を思い浮かべてください。そこには色々
な個性を持った多様な人々が活動していることでしょう。気
大会、ゼミ研修・合宿）の企画立案から運営を担当していま
の合う人もいれば苦手な人もいる。しかし、そうした個性の
す。昨年 8 月の夏季休暇中には茨城県にある JAXA 筑波宇宙
違いや多様性を束ねて、成果（相乗効果）を生み出す「組織」っ
センターで開催された人類働態学会夏季研究会にも参加し
てとても面白い存在だと思いませんか。一方で、組織のなか
ました。研究会では JAXA 筑波宇宙センターの視察をおこな
には少数派の意見や特徴的な個性が受け入れられずに排除さ
い、宇宙飛行士の古川聡氏をはじめ第一線で活躍する様々な
れてしまい、柔軟性や創造性が失われるといった組織の逆機
方の講演を拝聴しました。さらに講演後には、普段は接する
能が見受けられるのも事実です。個性を育む組織の原理とは、 ことのない他大学の学生・大学院生と一緒に指定されたテー
個人と組織が Win-Win の関係になるマネジメントとはいかな
マに基づくディスカッションや、協働でのプレゼンテーショ
るものなのでしょう。芳地ゼミでは、様々な組織に横たわる
ンもおこなうなど、大学の壁を越えて知的活動、交流を深め
諸問題を明らかにし「個性を育みながら、組織をどのように
ました。
マネジメントしていくか」つまり、
「組織が組織であり続ける
芳地ゼミは平成 27 年 4 月にゼミ 1 期生の 4 名で誕生した
ためには、どのような経営、マネジメントが必要なのか？」を
まだまだ新しいゼミですが、上述の学外研修をはじめ、学内
学問しています。これは答えが存在するものではなく難しい
外での様々な活動を通じて、単なる知識・理論の習得にとど
問題ですが、経営管理論や組織行動論の組織分析の視角から
まることなく「社会で活躍するための豊かな人間力と高い実
様々な組織についての良い事例、悪い事例を研究し、組織の
践力」を養いたいと考えています。その先には、本ゼミで学ぶ
ダイナミズムについて一緒に考えていきます。
学生がいずれの職業を選択するにしても、卒業後の素晴らし
いキャリア（生き方・働き方）が待っているはずです。芳地ゼ
ミは、そのための場（機会）となってほしいと心から願ってい
Ｑ 2：ゼミのスタイルを教えてください。
ます。
毎週のゼミでは適宜決定した専門書（平成 27 年度は加藤茂
夫編著『ニューリーダーの組織論』泉文堂、2002 年）を輪読
し、設定されたテーマについてのプレゼンテーションとディ
スカッションを活発におこなっています。プレゼンテーショ
ンの担当者（発表者）には上記テキストの当該章（担当テーマ）
の内容要約と、その内容に関連した組織事例の紹介が求めら
れます。そのため、発表者はゼミ当日までに新聞や関連資料・
書籍等を自身で調べ、発表レジュメ（word）とスライド（ppt.）
を作成します。一方、発表者以外の学生は当該章を熟読し、質
問を 3 つ以上考えてくることが求められます。そして、ゼミ
では発表資料（レジュメ・スライド）を用いたプレゼンテー
ション（約 30 分）と、事前に考えてきた質問内容に基づく質
疑応答・ディスカッション（約 60 分）を全員でおこないます。
その際、発表者の「分かりません」
、
「調べていません」は芳地
ゼミで原則、使用禁止用語となっています。このように毎週
のゼミでは、経営学の学問領域において蓄積されてきた理論
的枠組みを学習し、それを身近な企業や組織の事例に当ては
めて考察することでマネジメントに必要な「人間」と「組織」
に関する理解を深めています。また、春と夏の休暇中には企
業の視察や他大学との合同研究会（学外研修）などを精力的
におこない、理論と実践（現場）の両立を目指すとともに、マ
ネジメントに関する実践的なスキルを磨いています。

芳地泰幸ゼミはこんなゼミ
健康福祉マネジメント学科 3 年

木原

勝士

芳地ゼミでは企業の仕組みや組織構造など、組織マネジメン
トのあり方について学ぶことができます。主な活動は、テキス
トの担当章を各自で熟読し、プレゼンテーションをおこなうこ
とです。各担当章の内容を要約するとともに企業事例を調べる
ことによって、さまざまな業界や企業について知ることができ、
就職活動に向けても確実にスキルアップできます。また、昨年
は学外研修として JAXA 筑波宇宙センターで行われた研究会に
も参加し、とても貴重な経験をすることができました。このよ
うに、普段のゼミ活動以外にも学外研修や、芳地先生とゼミ生
によるイベントも多彩でとても充実した活動ができます。

健康福祉マネジメント学科 3 年

田口

満收

芳地ゼミでは、マネジメントに関する様々なテーマについて
自分で調べ、パワーポイントなどを用いながら自分の言葉で発
表していくのがゼミの基本的な流れです。疑問に思ったことは
質疑応答やディスカッションを通じてゼミ生全員で理解を深め
ています。また、大学での通常のゼミ活動だけでなく、昨夏には
JAXA 筑波宇宙センターでの研究会にもゼミで参加し、他大学
の学生と一緒に議論するなどの活動もおこないました。芳地ゼ
ミでは様々な活動を通して、今まで未体験のことや知らなかっ
たことを多く知ることができ、自身の成長の場としてとても良
いゼミだと思います。
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就職活動レポート
経験し、挑戦すること
門田

健太朗

社会福祉学科

Q. その職場に就職を決めた理由
私が社会福祉協議会に就職を決めた理由は、
3 回生の時に社会福祉士の実習を社会福祉協議
会でさせていただいたことが大きなきっかけで
した。実習の中で職員の方が利用者さんの気持
ちに寄り添って温かい雰囲気で接しておられる
姿やどうすればよりよい支援を提供できるか試
行錯誤しておられる姿が印象的でした。実習を
通して、社会福祉協議会の環境は自分の目指し
ている社会福祉士像そのものであると感じまし
た。私も社会福祉協議会の一員として、よりよ
い地域づくりが支援できるような社会福祉士に
なりたいと強く思い、志望しました。

社会福祉専攻

内定先：社会福祉法人

Q. 就職活動中に
苦労したこと・工夫したこと
私が就職活動中に一番苦労したのは、履歴書
の作成でした。自己 PR や志望理由などを記入
する欄があり、自分自身を見つめ直し、表現す
ることの難しさを感じました。就職課の方たち
が親身になって考えてくださり、履歴書を完成
させることができました。
面接の際に落ち着いて受け答えができるよう
に友達や就職課の方に協力していただいて面接
練習も行い、緊張しないようにリラックスして
臨むように心がけました。また、受け答えにつ
いても、履歴書を丸暗記するのではなく、履歴
書に沿った内容で自分の言葉で話すことが大切
です。

今治市社会福祉協議会

Q. 後輩たちへのメッセージ
自分のやりたいことや興味のあることを考え
て経験し、挑戦することが大切なのではないか
と思います。ボランティアやゼミの活動、実習、
説明会など色々な経験を積むことで自分のなり
たい職種や自分に向いている職種が見えてくる
のではないかと思います。
また、周りが内定をもらっているからと焦ら
ずに落ち着いて就職活動に取り組んでくださ
い。就職のことで悩んだり迷ったりした時は一
人で抱え込むのではなく、誰かに相談すること
も大切だと思います。助けてもらいながらゆっ
くりで良いので自分のペースで進んで行ってく
ださい。皆さんの就職活動が上手くいくよう応
援しております。

焦らない
齋藤

詩織

社会福祉学科

Q. 就職を決めた理由
私は、松山ベテル病院に相談援助実習に行か
せていただきました。その時に、医療ソーシャ
ルワーカーが、入院されている患者様はもちろ
んのこと、患者様のご家族に対しても、お話し
をお伺いし、不安が軽減されるよう支援をされ
ている現場を拝見しました。そして、相談に来
られた方が「ありがとうございます。」と言われ、
来たときよりも明るい表情で帰って行かれる姿
を見て医療ソーシャルワーカーの重要性と魅力
を感じました。私もこういった現場で専門性を
高め、患者様に貢献したいと思うようになり松
山ベテル病院への就職を希望しました。
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介護福祉専攻

内定先：医療法人聖愛会

Q. 就職活動中に
苦労したこと・工夫したこと
私は、自分が介護福祉士として働きたいの
か、社会福祉士として働きたいのかを決めきれ
ず、本格的な就職活動を始めたのは 9 月の終り
くらいでした。私は、実習をさせていただいた
ことがきっかけでベテル病院への就職を希望し
たので、自分の伝えたい思いが多くあり、履歴
書にまとめることが大変でした。しかし、就職
課の方や医療福祉分野の先生からアドバイスを
もらうことで、自分が一番伝えたいことを履歴
書にまとめることができました。
就職活動というものは、自分の責任で進めて
いくものですが、自分から働きかければ、就職
課の方や大学の先生方が必ず応えてくれます。
自分の意思をしっかり持って動けば、いい結果
が見えてくると思います。

松山ベテル病院

Q. 後輩たちへのメッセージ
就職について考えているとき、求人だけ見て
いるとどれも良く見えてきてとても迷いまし
た。そんな時には、職場見学に行き、職場全体
の雰囲気や理念を自分で確認することが大切だ
と思います。自分が将来どう働きたいのか、大
切にしたい思いは何なのかを考えながら、職場
を見定めていくといいと思います。
また、周りとの進行具合の違いに焦ることが
あるかもしれませんが、身近な友達と励まし合
いながら「自分は自分」と思い、焦らず真剣に就
職活動を進めていってください。

最後まで諦めず、自分のペースで！
宇都宮 由奈

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

Q. その職場に就職を決めた理由

Q. 就職活動中に
苦労したこと・工夫したこと

大学 1 年生からフジでアルバイトをしてい
て、アルバイトを通して言葉遣いや接客態度、コ
ミュニケーションを学びました。接客時、お客様
から「ありがとう」
「また来るね」と言われた時は
とても嬉しくて就職活動以前からフジで働きた
いと考えていました。他の企業でもお客様と接
することができますが、フジは地元地域に密着
していてお客様と最も近くで接することができ
るのではないかと思います。フジは店舗の数が
多く、愛媛県外にも店舗があるため異動がある
のは分かっていますが、異動先で新しいことに
どんどんチャレンジができ、仲間と一緒に仕事
ができることに魅力を感じ志望しました。

私が一番苦労したことは履歴書作成です。履
歴書の項目の中で、
「自己ＰＲ」と「学生時代に
頑張ったこと」に時間が掛かりました。いざ書
いてみようと思っても文章はなかなかできませ
ん。文章にする時にはまず、自分の性格、サー
クルやボランティア活動、資格取得などを箇条
書きでいいので書き出していくことが大切で
す。自分の性格は自己分析でもできますし、家
族や友達にも聞いてみてください。また、文章
を作ることに悩む人はぜひ就職課の方たちに相
談してみてください。履歴書は面接と同じくら
い大事なものです。字が綺麗、汚い等関係なく、
とにかく真剣に書いてほしいです。何度失敗し
ても大丈夫です。自分が納得できる履歴書にし
てください。

内定先：株式会社フジ

Q. 後輩たちへのメッセージ
就職活動が始まった頃は、合同企業説明会に
参加して自分が興味のある企業や聞いてみた
い企業を聞きに行っていました。ただ聞きに行
くだけでも構いませんが、質問を考えておくと
よりその企業について知ることができます。何
社か説明会に参加していくうちに「自分は何が
向いているか」ということが見えてくるように
なり、
「この企業で働いてみたい！」と思う企
業は必ず出てくると思います。多く聞きに行っ
て損はありません。様々な企業の説明会に参加
して自分に合った企業を見つけてください。そ
して、周りが先に就職先が決まっているからと
いって焦って就職先を決めるのではなく、周り
に流されず自分のペースで就職活動を進めてく
ださい。皆さんの就職活動が上手くいきますよ
うに！

たくさんのことを学び、吸収し、自分の強みにする！
日野

亜衣梨

Q. その職場に就職を決めた理由
私は、地元で働きたいという気持ちがあり、
どこで働くことが自分の納得のできる就職先と
なるのかということを真剣に考えました。伊予
銀行に決めた理由は大学であった会社説明会で
お話を聞いたからです。様々な質問にも親身に
答えてくれ、私の中にあった銀行業務の概念を
変えてくれました。お堅い職業と思われがちな
仕事ですが、その中にも周囲の人々への優しい
思いやりや温かい心に満ち溢れた業務を行って
いるということにも大変魅力を感じました。私
も地域の為に、人の為に、活力あふれる行動を
起こしていきたいと思いました。

人間社会学科

内定先：株式会社伊予銀行

Q. 就職活動中に
苦労したこと・工夫したこと
周りの友人たちが内定を取っていく中で、な
かなか内定を貰えない自分にとても焦りを感じ
た時がありました。しかし、自分は自分、人は
人と考えてとにかく行きたい会社の内定を貰う
ことだけを考えました。工夫したことは特にあ
りませんが、滑舌よくはっきりと話すこと、相
手の目を見て話すこと、そして、ありのままの
自分を面接官に伝えることを大切にしていまし
た。良いことを話そうと考えがちですが、ぼろ
が出たりするので、あるがままの自分を相手に
伝えることが、相手に対して自分自身をしっか
りと伝えることができるので、常に素直な気持
ちで面接に取り組むことが必要だと思います。

Q. 後輩たちへのメッセージ
まずは自分がやりたい事、就きたい職業につ
いてしっかり調べることが必要です。なんとな
くで就職活動を始めてしまうと、途中で「もっ
とあの時ちゃんと調べておけばよかった」と後
悔してしまうからです。とにかく気になった会
社は説明会に行って話を聞いてから先のことを
考えてみるのがいいと思います。焦ることも心
が折れそうになることもたくさんあると思いま
す。でも周りには助けてくれる人、励ましてく
れる人はいます。大変なことが多いとは思いま
すが、自分自身を信じて、最後まで自分らしく、
気負うことなく楽しんで就職活動を行っていっ
てください。

憧れを、夢を、そして、今 目標として !
松本
Q. その職場に就職を決めた理由
きっかけは、幼稚園合同就職説明会です。こ
の職業を選択する人の中には、実習でお世話に
なった園を選ぶ人がいます。しかし、私がお世
話になった園は募集しておらず、他を探す必要
がありました。もともと幼稚園教諭になるのが
夢でしたので、正直、幼稚園ならどこでもいい
やという考えでした。後期の就職ガイダンスで
紹介されたこの説明会に参加しました。多くの
園が参加されており、たくさんの話を聞くこと
ができました。その中で、一番自分が働きたい
と思った園がこのロザリオ学園でした。しか
し、話だけでは見えない園の雰囲気があったの
で、園見学をさせていただいたことで、
「やっぱ
りここで働きたい」という思いが強くなり、こ
の幼稚園に就職を希望しました。

千鶴

保育学科

内定先：学校法人ロザリオ学園

Q. 就職活動中に
苦労したこと・工夫したこと
私には、人にアピールできる長所がありませ
ん。ですから、履歴書作成には苦労しました。
友人に自分の良い所を聞き、それを元に就職課
の人に相談しながら作成していきました。自己
をアピールするという事は、少し照れくさい部
分もあり、こんな事を書いたら笑われてしまう
んじゃないかという恥ずかしさもありました。
大学時代に頑張った事も「実習」という皆が頑
張った内容しかありませんでした。これだけで
自分の個性が相手に伝わるのか不安でしたが、
就職課の人が親身になって話を聞いてくださっ
たことで、内容にも自信を持てるようになりま
した。やはり、人に対して自分自身をアピール
するためには自信が大切だと思います。

Q. 後輩たちへのメッセージ
「夢は叶えてから諦める。
」私の中で途中で諦め
たくないという想いが強く、この言葉を胸に小さ
い頃からの夢を目指してきました。大学の授業
も、実習も自分にはできないと諦めてしまいそう
な時があり、本当にこの道が向いているのか悩む
事もありました。しかし、私は恵まれており、親
のおかげで大学にも行け、小さい頃からの夢を叶
えられる場所に立とうとしています。だから、こ
れからは自分の努力次第だと思っています。
皆さんはいろんな想いでこの道に進もうと
考えておられると思います。また、いやになる
時もあったと思います。でも、諦めるのはまだ
早いです。自分自身を信じて、
「ここで働きた
い！」と思える場所を見つけ、早め早めの準備
を心がけて頑張ってください。
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教員著書紹介
新版 子ども家庭福祉のフロンティア
山本克司（聖カタリナ大学教授）
：晃洋書房、
2015年

華道部
私たち華道部は毎月 1 度集まり、講師の先生に来ていただ
いて花を生けています。留学生も多く所属しており、一緒に
活動することで国際交流をすることもでき、和気あいあい
とした雰囲気の中、楽しく活動をしています。生けた花は、
学内の玄関や事務所などに飾っています。
今年は、去年に引き続き 5 月に菊間町の瓦館に行きまし
た。瓦館では、瓦を造る粘土で花器を作りました。ギターや
うさぎ、まねきねこの形をした花器など、それぞれ個性を
出して良い作品が出来ました。また、瓦館の周囲はバラ園に
なっており、自然の中で色々な種類のバラを堪能すること
ができました。大学祭では、瓦館で作った花器やいつもは使
わない特別な花器を使って花を生け、展示コーナーを設け
て、一般の方々に鑑賞していただきコメントを頂いていま
す。12 月には、クリスマスにちなんだツリーやリースなど
毎年違ったフラワーアレンジメントをします。今年は、椿の
実、とちの実、アメリカ楓の実などを使って壁飾りをつくり
ました。
最初花を生ける時、どこにどの花をさしたら良いのか分
かりませんでしたが、講師の先生に教えていただきながら
生けることで徐々に完成していき、できた時に達成感を感
じることができます。重い花器を運んだり、生けた後の片づ
けなど、目に見えない、大変なこともありますが、完成した
花をみんなで観賞する時、生けてよかったなと感じます。
最後に、華道部の活動は、見学と体験を行えるので興味が
ある人は見に来てください。
初心者大歓迎。私たちも最初はみんな初心者でした。
また、今まで華道部の作品を鑑賞していただいた皆さま、
本当にありがとうございました。
部長 社会福祉学科 2 年 篠崎 善揮

『子ども家庭福祉のフロンティア』は、現代社会に生きる
子どもとその家庭に関する諸問題について、福祉的な注目
すべきトピックを取りあげながら、関連する基礎的知識を
学生向けに分かりやすく解説した福祉の専門書です。また、
子ども家庭福祉のみならず、保育、幼児教育、更生保護等関
連領域をも対象とし、諸外国の動向にも触れています。
編者は、熊本学園大学社会福祉学部教授の伊藤良高先生
です。私は、第 3 章「家庭における子育てと子ども家庭福祉」
コラム 1 で「子どもの人権と子どもの貧困」について執筆し
ました。内容は、
「子どもの権利条約」の解説と「子どもの人
権の理論的・体系的理解の内容と方法」についてです。
現代社会において、子どもの貧困が大きな社会問題となっ
ています。新自由主義を標榜する社会のなかで今まで以上
に格差が発生しています。子どもは自分ではどうすること
もできない貧困のなかで多くの可能性を損なうことが少な
くありません。私たちの将来の社会を担う子どもの「個人の
尊厳」を保障し、誰もが生まれた環境に左右されず自己実現
できる社会づくりの可能性を学生のみなさんと一緒に考え
る一冊にしたいと思っています。

カタリナひろば

vol.28 No.2

編集・発行

広 報 委 員 会
〒 799-2496 愛媛県松山市北条 660 番地
TEL（089）993-0702（代）
kouhou@catherine.ac.jp

10

