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【クラブ紹介】新体操同好会

健康スポーツ学科　芳之内　乃亜

【聖カタリナ大学×SDGs】
SDGs（持続可能な開発目標）に
対応した取り組みについて

聖カタリナ大学　人間健康福祉学部長選挙について
聖カタリナ大学短期大学部　保育学科長選挙について
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【Campus News】
・公式LINE@アカウントを開設
・アメリカ・シアトル海外研修を実施
・アルベルト・カルペンティール

師が100歳
・保育学科学生が「ふれあいフェ

スティバル2018」に協力
他

・松山市文化・スポーツ振興財団
と風早体操を共同製作

・「第1回スポーツレクリエーション
フェスティバルin風早」を開催

・ 本学の留学生が留学生日本語ス
ピーチコンテストで『南海放送
賞』を受賞 

他

・ベトナムよりヴィン医科大学と
ハイフォン医薬大学の学長一行
が表敬訪問

・本学学生が2019えひめぎょれ
ん「ミズ・オンドアール」に選
ばれました

・本学卒業生が愛媛マンダリンパ
イレーツと契約更新 他

・ 学生ボランティアセンターが厚
生労働大臣賞を受賞

・平成30年度学長賞を授与
・本学学生が松山市「かがやき松

山大賞」を受賞 他
【ご寄付のお願い】
教育振興募金のご案内

・「愛媛FC2018最終戦ファイナ
ルマッチSPECIAL DAY」で『聖
カタリナ学園イベント』を実施

・ 本学学生が風早にぎわいまつり
に協力

・ すごいもの博2018（主催：愛媛県・
松山市）でチャリティーゲーム大
会と子どもの遊びコーナーを出店 
 他
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「人生二度なし」、「今を生きる」
人間健康福祉学部　松波　勝

9
【ゼミナールインタビュー】

人間健康福祉学部　村上　佳子ゼミ
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１　Kさんへ
　本学への進学を決めていただきありがとうございます。私
たち教職員は、あなたに選んでもらった聖カタリナ大学での
学生生活が充実するように全力で応援いたします。
　さて、あなたが入学前教育の課題に対する「生徒に自信を
持たせるには」というレポートは、教職をめざすものにとっ
てとても大事な内容です。また、その新聞記事に対して自分
の体験をもとに「失敗」を考察しているところにも感心しま
した。ところで、このレポートを読んで私が考えたことは次
のようなことです。
　第一は、能力の獲得ということ。子どもの育つ道筋は「転
びながら　転びながら　転ばなくなる」、「こぼしながら　こ
ぼしながら　こぼさなくなる」という事実からもわかるよう
に、失敗は成長の素なのです。それ故子どもの発達保障には、
子どもたちが転んでもいいような、こぼしてもいいような、
つまり失敗をしてもいいような環境を整えることが私たちに
求められます。
　第二は、自分の弱さを愛おしむこと。今の社会では、失敗
を恐れ、まちがいを恐れ、「弱い」自分と向き合うことを恐
れる子どもたちがいます。彼（彼女）たちは、どんな子ども
時代・生活を送ってきたか。この生きづらい社会の背景には、
強さへの過剰な依存と、弱さの過剰な拒否があるのではない
か、と思います。それ故教師には、自分の失敗体験を語る資
質が必要です。時には、失恋や受験の失敗も大事な経験にな
ります。入学したら学生生活を存分に愉しんでくださいね。
　第三は、指導の科学性と謙虚さということ。あなたが指摘
してくれたように、「自信のない子たちのほとんどは、成功
体験がない」ようです。だから、目当ては出来そうなちょっ
と先において、達成感を味わわせることが大事です。そのた
めには、意欲の源泉である発達の最近接領域とは何か？　と
いうような理論学習が必要になってきます。換言すれば、登
山でベースキャンプを置きながら頂上にアタックするよう
に、指導の順序性を学ばなければなりません。知らないとい
う謙虚さこそ、大学で学ぶ意味につながります。あなたには
大胆な挑戦を期待しています。
　幸いKさんには、パソコンの操作能力もあるようなので学
びを深めれば、大学のレポート提出は大丈夫でしょう。今後、
図書館で複数の新聞の社説を読む習慣をつけ、さらに社会へ
の関心を深めてほしいと願っています。物事を比較し、歴史
的にみることができるようになれば、世界がいろいろ見えて
くるでしょう。学ぶよろこびとは、世界が広がり、仲間がつ
ながり、新しい自分を発見することです。お会いできる日を
楽しみにしています。時節柄　ご自愛ください。
２　M.Kさんのレポートから学ぶ
　「『さくらんぼ坊や』の映像を見ていた時、私はずっと子ど
もの様子よりも保育士さんたちの援助に注目していた。それ
は、実習に行き自らが子どもたちの『先生』となる経験を通
して、自分の保育者としての立ち振る舞いが未熟であると感

じていたからだ。さくらんぼ保育園でのびのびと育つ子ども
たちの成長を支えているのは保育士であるため、映像から保
育士の言動を学び、自らの実習でも活かすようにした。
　私が最も心に残った保育士の言動は、小山を登る子どもに

『登れる』と言って手を差し伸べず見守っていたところだ。
私ならばすぐに子どもの方へ行き、お尻を持ち上げるという
対応をとる。しかし映像では、保育者が手を出さないことで
子ども自身が自分の力で小山を登り切っていた。小さな足で
大地を踏みしめ、上を目指す姿に感動した。実習で『子ども
の力を信じて手を出しすぎないこと』を現場の保育者から教
わったが、この場面にも同じことが言えると感じた。子ども
を大切に思うあまり過保護になってしまっては、子どもの成
長のチャンスを取り上げてしまうことになる。保育者として
の適切な援助というのは、何かをすることではなく『見守る』
ということでもあり、それによって子どもたちはより逞しく
成長するのだと感じた。
　私がこれから保育者となるときには、このさくらんぼ保育
園の保育者たちのように子どもの力を信じて見守り、伸ばし
ていけるような先生になりたい。」
　このレポートは、保育学科の授業「発達心理学Ⅱ」で提出
されたものの一つです。映像を「未来の保育士」の目で見る
ことの大切さを伝えるために取り上げました。ただあのシー
ンの補足をすれば、保育士は見守るだけでなく、子どもが両
手を使えるようにその子の靴を持って援助していたのです。
そのサポートがあってアリサは、自分の力で登り切り、ヤッ
ター感を味わいました。
　長年学生たちに、子育ち・子育て・親（保育士）育ちと語っ
てきました。つまり、発達の主体は子ども自身であること、
子どもの育つ道筋に沿って念入りな配慮をすること、面倒く
ささを生きる手ごたえに、手間暇かけて親（保育士）になる
こと。このプロセスが学生の言葉を通して伝わってきたこと
がわかるとき、私にとっては働くよろこびを感じる瞬間なの
です。もちろんこうしたレポートの背景には、毎時間の感想
文を読むとか、週刊の「授業通信」の発行など授業づくりや、
書くことは考えることという自然の訓練がありました。また
授業の中で自分・仲間・社会との対話を繰り返しながら、人
間発達を踏みにじる不正義とその矛盾を乗り越える姿を通し
て、平和の中でこそ子どもたちのいのちが輝くという認識を
高めていきました。
３　おわりに
　働くよろこびといえばこの5年、聖カタリナ大学で「愛と
真理」を求めて健康教育研究を深めることができました。ま
た、環境改善の「バリアフリー」の大事さとともに、4階の
研究室までの階段を上るしんどさを自ら選ぶことによって、
矛盾は成長の原動力という「バリアアリー」の大切さも知り
ました。こうして働くことによって私の健康が維持されたの
です。皆様に感謝いたします。

学ぶよろこび、働くよろこび
聖カタリナ大学 教授　山本　万喜雄
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公式LINE@アカウントを開設

　聖カタリナ大学・聖カタリナ大学短期大学部 入試課で公式
LINE@アカウントを開設しました。
　こちらを友だち登録してもらうと、入試情報やオープンキャ
ンパスなどのイベント情報を受け取ることができます。
　各学科の授業を紹介した動画や写真も今後掲載していく予定
です。
　また、トークから質問も受け付けているので、
気になることがあれば気軽に質問してください。
※アカウントIDで友だち追加する場合は「@
st.catherine」で検索

保育学科学生が「夏休み余暇活動のレク
リエーション」に協力

　８月９日（木）と８月13日（月）、レクリエーション・イン
ストラクターの資格取得を希望する保育学科の学生が、松山手
をつなぐ育成会主催のイベントに協力参加しました。
　このイベントは、長い夏休み中に障害児（者）のお出かけの
場を作り、音楽やダンスを通して社会性を養い、閉じこもりを
無くし、余暇活動の充実を図ることを目的として企画されまし
た。
　当日は保育学科２年生が「レクリエーション指導実習」の授
業の一環として協力し、イベント名：「割りばし鉄砲」「かき氷
を作ろう」「紙皿カス
タネット作り」「魚釣
り」「ダンス」等の様々
なイベントを行い、手
作りしたおもちゃで子
ども達と一緒に遊ぶな
どして楽しい時間を過
ごしていただきまし
た。

アメリカ・シアトル海外研修を実施

　海外の異文化を理解し国際的見識を深め、英語によるコミュ
ニケーション力を向上させることを目的として８月19日（日）
から９月２日（日）までの約２週間、アメリカ・シアトルで海
外研修を実施しました。
　海外研修を希望する３名の学生が、シアトル・パシフィック
大学を訪問。大学では英語集中講座を受け、英会話のブラッシュ
アップとアメリカンライフを体験する短期留学プログラムを受
講しました。英語集中講座は、世界中からの留学生が集まり、
国際性豊かな環境の中
で行われました。また
プログラムには各地の
観光なども盛り込ま
れ、クラスの授業だけ
では味わえない、アメ
リカ文化、キャンパス・
ライフが体験できる充
実した内容でした。

St.Catherine

Campus News
アルベルト・カルペンティール師が100歳

　９月４日（火）、アルベルト・カルペンティール師が100歳
の誕生日を迎えられ、ベルギーで誕生日パーティーが行われま
した。
　当日は、ホーム内の方々と親類の方々が参加され、アントワー
プの市長もお越しになりました。ベルギー国王からのお菓子と
記念品、市長から花束が贈られ、ドミニコ会の管区長からも御
祝いの言葉がありました。
　カルペンティール師は、元気なお姿で誕生日パーティーを楽
しまれ充実した日を過ごされました。
　なお、アルベルト･カルペンティール宗教画ギャラリー（北
条キャンパス）は、平日の10:00～16:00に一般公開しており
ます。入館料無料。今春には第１ギャラリーの隣室に第２ギャ

ラリーが完成する予定です。
　鑑賞をご希望の方は、事前
にお問い合わせいただきます
ようお願いいたします。
聖カタリナ大学　総務課　
089-993-0702㈹

「第２回えひめe-Baseball大会」で本学
学生が参加したチームが優勝

　９月16日（日）にKONAMI「実
況パワフルプロ野球 チャンピオ
ンシップ2018」（PlayStation®4
版）を使用したe-Sports大会「第
２回えひめe-Baseball大会」が
南海放送本町会館で開催され、本
学メディアデジタル同好会会員２
名とその兄弟の計３名で結成した
チーム「よっしー」が大人の部で
見事優勝しました。

保育学科学生が「ふれあいフェスティバ
ル2018」に協力

　９月17日（月）、レクリエーション・インストラクターの資
格取得を希望する保育学科の学生が、「ふれあいフェスティバ
ル2018（主催：愛媛県・松山地方法務局・愛媛県人権擁護委
員連合会・愛媛県人権啓発活動ネットワーク協議会）」に協力
参加しました。
　このフェスティバルは、一般市民の皆様に講演会や楽しいイ
ベントを通じて、他者への思いやりや人権の意義、重要性など
に気づいていただく「きっかけづくり」として、毎年この時期
に開催しているものです。
　当日は、様々なイベントがエミフルMASAKIで開催され、
その中で保育学科２年生がパラリンピックスポーツ体験（ボッ
チャ・ブラインドサッカー）の運営を行い、市民の皆様に２つ
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の競技を体験していただき楽しい時間を過ごしていただきまし
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、学生にとってもレ
クリエーション・イン
ストラクターとしての
役割を学ぶ良い機会と
なりました。

平成30年度保健講話の開催

　９月21日（金）、保育学科１・２年生を対象に『保健講話』
を開催いたしました。
　講師には、愛媛県南予子ども・女性支援センター所長　梶川
直裕氏をお迎えし、「児童虐待の現状と里親制度について」ご
講演を頂きました。
　県内の児童虐待、施設や家庭養護の実態、乳幼児の育児の重
要性などについ
て、分かりやす
く話していただ
き、保育を学ぶ
学生たちにとっ
て、より深い学
び と な り ま し
た。

大学祭パイプオルガン演奏会「西日本豪雨災害  
チャリティーコンサート」募金のご報告について

　今年度の大学祭パイプオルガン演奏会は、去る10月28日
（日）に行われ、「西日本豪雨災害　チャリティーコンサート」
として募金活動を実施いたしましたところ、多くの皆様がご賛
同くださり、総額202,320円のご協力をいただきました。こ
の募金全額は、日本赤十字社愛媛県支部とカトリック・カリタ
スジャパンに寄付し、11月初めに送金を完了いたしました。
　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。

松山市文化・スポーツ振興財団と風早体
操を共同製作

　聖カタリナ大学・聖カタリナ大学短期大学部と公益財団法人
松山市文化・スポーツ振興財団が共同して風早体操を製作しま
した。
　この風早体操は、本学と公益財団法人松山市文化・スポーツ
振興財団（平成29年12月連携協定を締結）との連携協定の一
環で共同開発した体操です。共同開発には本学学生と教員が携
わり、小さなお子様でも楽しめるように様々な動きを取り入れ
て、試行錯誤しながら動きを考えました。
　小さなお子様から大人の
方まで、みんなで踊れる体
操になっています。 
　音楽「Viva Kazahaya～
風早体操ソング～」の作詞
作曲は、愛媛県内でローカ
ルタレントとして活躍され

ている藤田 晴彦氏にお願いしました。
　今後、松山市内の様々なイベントに参加し、小さなお子様か
ら様々な年齢層の方に体験してもらい、風早体操の普及に努め
る予定です。

「第１回スポーツレクリエーションフェ
スティバルin風早」を開催

　11月３日（土）、「第１回スポーツレクリエーションフェス
ティバルin風早（主催：松山市文化・スポーツ振興財団、聖
カタリナ大学・聖カタリナ大学短期大学部）」が北条スポーツ
センターで開催されました。
　このイベントは松山市文化・スポーツ振興財団との連携協定
の一環で開催されたイベントです。
　開会式では松山市文化・スポーツ振興財団　常務理事　片山
雅央氏、人間健康福祉学部長　恒吉和徳教授より開会の挨拶が
ありました。
　その後、準備運動として聖カタリナ大学短期大学部保育学科
長　大上紋子教授の説明・指導のもと風早体操が行われ、各イ
ベントが開始されました。
　体育館では体組成測定、ロコモスキャン、スポレク式体力測
定、ファミリーフィットネスチャレンジ（ヨガ・自立整体等）
が行われました。体組成測定、ロコモスキャンの実施後には健
康スポーツ学科教員から健康に関する助言等があり、健康管理
や自身の体力についてご理解をいただきました。
　また、屋外のグラウンドではグラウンド･ゴルフとペタンク
大会が行われました。
　多くの皆様にご来場いただ
きまして、誠にありがとうご
ざいました。
　今後も聖カタリナ大学・聖
カタリナ大学短期大学部は松
山市文化・スポーツ振興財団
と協力し、皆様の健康増進・
健康管理を継続してサポート
していきます。

本学の留学生が留学生日本語スピーチコ
ンテストで『南海放送賞』を受賞

　11月４日（日）に、愛媛県留学生等交流推進会議主催の「第
15回留学生日本語スピーチコンテストin愛媛2018」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７カ国15名の留学生が出場
しました。
　本学からは、台湾からの留学生で人間社会学科１年　李昕

（リ・シンユン）さんと４年　蔡亞璇（サイ・アセン）さんが
出場しました。李さんは「短いズボンと私の夢」、蔡さんは「出
会いから笑顔咲く」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。
　審査の結果、李さん
が『南海放送賞』を受
賞しました。
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本学学生が文部科学大臣杯第47回全国都道
府県対抗選手権大会（ボウリング）で優勝

　文部科学大臣杯第47回全国都道府県対抗選手権大会（ボウ
リング）が11月１日～４日、茨城県のフジ取手ボウルで開催
され、健康スポーツ学科１年の泉宗心音さんが女子選手権者決
定戦で優勝しました。
　泉宗さんは第44回も優勝しており、３年ぶり２度目の優勝
となりました。
　この他、泉宗さんは混合２人チーム戦にも出場し、３位に入
賞しました。
　なお、11月10日（土）に開催されたROUND1 GRAND 
CHAMPIONSHIP BOWLING JAPAN 2018女子レギュラー
部門でも優勝しました。

BBS同好会の学生に「松山保護観察所
長感謝状」を授与

　11月６日（火）、愛媛県生涯学習センターで開催された「平
成30年度　愛媛県更生保護事業関係者顕彰式典」にて、BBS
同好会の社会福祉学科４年　荒木誉史さん、古本義弘さん、松
井豊さんが、松山市保護観察所長感謝状をいただきました。
　継続的な支援に対する感謝状となっています。
　BBS（Big Brothers and Sisters Movement）とは、その
名のとおり、少年少女
たちに同世代の、いわ
ば兄や姉のような存在
として、一緒に悩み、
一緒に学び、一緒に楽
しむボランティア活動
です。

「愛媛FC2018最終戦ファイナルマッチSPECIAL 
DAY」で『聖カタリナ学園イベント』を実施

　11月11日（日）、ニンジニアスタジアムで開催された「愛
媛FC2018最終戦ファイナルマッチSPECIAL　DAY」で『聖
カタリナ学園イベント』（ブース出店・ステージショー）を実
施しました。
　このイベントは愛媛FCとの連携協定の一環で開催されたイ
ベントです。
　イベントブースでは、お子様が楽しめるゲーム（キックター
ゲット、卓球等）、健康度チェックブース、愛媛FCと本学の
オリジナルパンチボールの配布を行いました。
　ステージショーでは、聖カタリナ学園高等学校の吹奏楽部、
新体操部、チアリーディングの発表や、大学のジャグリング、
ダンス部の発表を行いました。最終パフォーマンスでは松山発
メンズアイドルグループである「唯我独尊（ゆいがどくそん）」
のステージがあ
り、大いに盛り上
がりました。なお、
唯我独尊のメン
バーには本学学生
の西山俊彦さんが
加入しています。
　最後のステージ
イベントとして、

本学関係者・愛媛FC選手・唯我独尊メンバー等が餅まきを行
い、大勢の方にご参加いただき大いに盛り上がり最高潮のテン
ションで試合を迎えました。
　今期ホームでの最終試合でもあり、愛媛県民が一体となり試
合を応援する中、試合開始前にはスタジアム内で本学学生が野
球拳おどりを披露しました。

「蛍雪時代」2018年12月号に本学の取
り組みが紹介

　松山まつり「野球拳おどり～団体連の部～（出場33チーム
約2,440人）」で、聖カタリナ学園連が準優勝を果たしたことと、
聖カタリナ学園（聖カタリナ大学・聖カタリナ大学短期大学部・
聖カタリナ学園高等学校）としてチャリティーゲーム大会を開
催した取り組みが蛍雪時代の2018年12月号に掲載されまし
た。

本学学生が風早にぎわいまつりに協力

　11月11日（日）、JR伊予北条駅前で開催された風早にぎわ
いまつり（主催：風早活性化協議会、共催：松山市）に、昨年
度に引き続き協力出店しました。
　このまつりは例年開催されている地域の恒例イベントで、保
育学科学生が子どもの遊びコーナー（つりあそび・へびにょろ
を作ろう）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。
　また、ステージプログラムでは聖カタリナ大学短期大学部附
属幼稚園の園児と聖カタリナ大学ダンス部の学生がステージ発
表を行い、おまつりは大い
に盛り上がりました。
　聖カタリナ大学・聖カタ
リナ大学短期大学部では、
今後も地域活性化のために
協力し、地域に愛される大
学として様々な活動に取り
組んで参ります。

すごいもの博2018（主催：愛媛県・松山市）でチャ
リティーゲーム大会と子どもの遊びコーナーを出店

　11月24日（土）、25日（日）松山市堀之内公園で開催され
たすごいもの博2018（主催：愛媛県・松山市）に平成30年7
月西日本豪雨で被災された方の復興を支援するため聖カタリナ
大学・聖カタリナ大学短期大学部のブースを出店しました。
　当日は、聖カタリナ大学ではチャリティー射的大会、聖カタ
リナ大学短期大学部では子どもの遊びコーナー（無料）を実施
し、約3,000名の方に楽しんでいただきました。
　チャリティー射的大会には12万円を超えるご協力をいただ
きました。イベントで
の収益金は、平成30
年７月西日本豪雨で被
災された方の復興支援
のため、まごころ銀行

【松山市社会福祉協議
会】へ全額寄付させて
いただきました。
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ベトナムよりヴィン医科大学とハイフォ
ン医薬大学の学長一行が表敬訪問

　11月29日（木）、ベトナムのヴィン医科大学よりNguyen 
Canh Phu学長、Luu Thi Thu Huyen学長夫人、ハイフォン
医薬大学よりPHAM VAN THUC理事長、Nguyen Van Hung
学長等７名が本学北条キャンパスを表敬訪問されました。
　本学からは、ホビノ・サンミゲル学長、恒吉学部長、高杉国
際交流委員長、丹下教務委員長、内山事務局長が出迎えました。
　懇談では最初にお互いの自己紹介があり、その後、各大学の
紹介や今後の連携・交流に関する情報交換等が行われました。
　今回の訪問により、ヴィン医科大学とハイフォン医薬大学と
の益々の連携・交流の発展が期待されます。
　聖カタリナ大学・聖カタリナ大学短期大学部では、世界各国
の大学・学校と国際交流協定を締結しています。学生の留学や
教育・研究に関する情報交換、教員・研究者の交流など、様々
な協力活動を推進していきます。

本学学生が2019えひめぎょれん「ミズ・
オンドアール」に選ばれました

　本学学生の齋藤佳那さんが2019えひめぎょれん「ミズ・オ
ンドアール」に選ばれました。11月30日

（金）、愛媛県水産会館でミズ・オンドアー
ルの任命式が行われました。
　齋藤さんは、今後、全国各地で開催する

「えひめぎょれんパールフェア」「えひめ
ぎょれんパールフェスタ」において、愛媛
県産真珠の良さを全国にアピールしていき
ます。

本学卒業生が愛媛マンダリンパイレーツ
と契約更新

　聖カタリナ大学卒業生の竹本淳選手（投手）が愛媛マンダリ
ンパイレーツと契約更新を行いました。
　竹本選手は在学中、軟式野球部に所属し、四国地区大学軟式
野球連盟春季リーグ戦優勝や第40回全日本大学軟式野球選手
権大会初出場に導くなどエースとして活躍し、平成30年度よ
り愛媛マンダリンパイレーツの練習生として登録されていまし
た。
　平成31年度は練習生から再
スタートします。
　平成31年度四国アイランド
リーグ前期シーズンは４月から
開始されますので、ぜひ応援を
お願いいたします。

保育学科２年生が第59回中・四国保育
学生研究大会で実技発表

　12月１日（土）、第59回中・四国保育学生研究大会（主催：
中・四国保育士養成協議会）が山口学芸大学・山口芸術短期大
学において開催され、保育学科２年生10名が、紙芝居「だー
れだ？」－音楽・身体・造形表現を取り入れた紙芝居の実演－
の実技発表をしました。
　この研究大会は、保育学生の口頭発表と実技発表を通じて保
育を学ぶ学生の相互交流を深め、将来の保育士としての資質の
向上を図ることを目的として毎年開催されている研究大会で
す。
　当日は大学・短期大学・専門学校あわせて43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。
　本学の学生は、２年生前学期の「保育内容（造形表現）」等
の授業で学んだことを活かして、色々な動物をオリジナルの紙
芝居で表現し、紙芝居実演中には音楽・身体表現を取り入れた
発表にチャレンジしました。これまでの練習の成果を十分に発
揮することができました。
　なお、2020年の第61回大会は本学が当番校として開催され
る予定です。

平成30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

　12月11日（火）に保育学科学生、人間健康福祉学部学生、
聖カタリナ学園高校野球部、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。
　今年度のロープジャンプ大会は、１チーム10名以上で８の
字跳びの連続回数を競うルールで実施しました。
　この大会は、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、保育学科のレクリエーション・インス
トラクター資格を目指す２年生が企画運営・進行等を行い開催
される恒例イベントです。
　当日は、学生・生徒・教職員約150名が友達同士やサークル
別等の様々な方法で11チームに分かれて参加し楽しく競技が
行われました。今年は聖カタリナ学園高校野球部の生徒が初参
加し、大学生との良い交流の機会となりました。
　チームによっては、衣装を揃えてジャンプを行い、会場全体
を盛り上げていました。
　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
まったイベント内容でした。
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保育学科学生が松山市立たちばな小学校
のクリスマス会に協力

　12月９日（日）、保育学科２年生22名が松山市立たちばな
小学校でクリスマス会（主催：土居田たちばな子ども会）のイ
ベント運営に協力しました。
　このイベントは毎年お手伝い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（歌、手
遊び、集合あそび、リ
ズム遊び、クリスマス
クイズ）を企画・実施
し、１年生～６年生ま
での児童232名と一緒
に楽しい時間を過ごし
ました。

学生ボランティアセンターが厚生労働大
臣賞を受賞

　学生ボランティアセンターが厚生労働大臣賞を受賞いたしま
した。
　11月の全国社会福祉大会での表彰式には出席できませんで
したので、12月11日（火）松山市での厚生労働大臣表彰に係る
表彰状等の伝達式に学生代表２名が参加して顕彰を受けました。
　学生ボランティアセンターは平成10年に設立され、今年で
20周年を迎えたところでした。これまでボランティアセンター
で活躍したすべての学生たちへの表彰であったのではないで
しょうか。
　学生ボランティアセンターの地道な活動、地域に密着した取
り組みを、これからも継続していけるよう、これを励みに次へ
の活動へと繋げていきたいと思います。

平成30年度学内クリスマスを開催

　12月20日（木）、聖カタリナホールで平成30年度学内クリ
スマスが開催されました。
　最初にホビノ・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、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
よる生誕劇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。

平成30年度学長賞を授与

　スポーツ・ボラン
ティア・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（木）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］
軟式野球部（団体表彰）
ボウリング　泉宗　心音（健康スポーツ学科）
ボウリング　御手洗　加奈（看護学科）
新体操同好会　芳之内　乃亜（健康スポーツ学科）
［文化活動表彰］
大学祭実行委員会（団体表彰）
大学カタリナキャンプ（団体表彰）
ダンス部（団体表彰）
地域との交流　蔡　亞璇（人間社会学科）
かるた（愛媛県かるた協会所属）　池内　朝美（看護学科）
留学生日本語スピーチコンテスト　李　昕 （人間社会学科）

本学学生が松山市「かがやき松山大賞」
を受賞

　12月26日（水）、健康
スポーツ学科１年　泉宗
心音さんが、ボウリング
競技において全国優勝と
いう輝かしい成績を収
め、松山市表彰規定に基
づき、松山市「かがやき
松山大賞」を松山市副市
長よりいただきました。
【成績】
・優勝：内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯　第47回全国都道

府県対抗ボウリング選手権大会　選手権決定戦　女子
・優勝：ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING JAPAN 

2018 女子レギュラー部門

ご寄付のお願い
【教育振興募金のご案内】

【お問い合わせ・お申し込み先】
学校法人聖カタリナ学園　法人本部事務局
〒799-2496愛媛県松山市北条660番地
TEL 089-993-1300 ／ FAX 089-992-5616

　聖カタリナ学園では聖カタリナ大学・聖カタリナ大
学短期大学部の教育事業を永続的に発展させるため、
また、教育環境の維持、充実を図るための支援として、
皆様からの募金のご支援を受け付けております。
　趣旨をご理解いただき、ご支援、ご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。
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　「人生二度なし」。哲学者、教育者である森信三先生はそ
の著書「修身教授録」の中にこの言葉を著されています。「一
度しかない人生、『志』を立てて生きよ」と。私はその言
葉のあとに「今を生きる」を付け加え、「人生二度なし、
今を生きる」をモットーに生きています。「志」を立て、
今を精一杯生きることは自分の未来を切り開くことにつな
がると考えるからです。
　2018年４月より着任いたしました松波勝と申します。
出身は大阪ですが、大学院を修了後、福岡、別府、福岡と
九州に25年住んでいましたので、いまでは九州が故郷の
ようになっています。専門分野はスポーツ科学（運動生理
学、トレーニング科学）で、小中高大と水泳を続けてきま
した。これまで競泳選手のトレーニング方法や水泳時の体
温調節反応について研究に取り組み、最近では、「水泳教
育の実態」について研究を行っています。

　「水泳（＝泳ぐ）」とは。水中で身体を推進させる移動運
動です。陸上とは異なり酸素を常に取り込むことのできな
い水中環境で行われるので、呼吸が制限されます。従って、

「水泳」は「歩く」、「走る」とは違い、自転車に乗れるよ
うになるのと同じで教わらないと身につかない運動であ
り、学習機会が大切となります。「水泳」には、①浮く、
②進む、③呼吸をする、の３つの能力が必要です。これさ
えできれば、「水泳」という運動を楽しむことができます。
しかし、３つの力が身についていないと、命を落とすこと
になりかねません。特に、①、③は自分の命を守るために
大切な力であると考えています。このことから、私は「水
泳」は単なる運動・スポーツではなく「自分の命を自分で
守る能力を養う活動」であると考えています。
　ところでなぜ「水泳」が体育の授業で行われているのか
ご存じでしょうか。わが国では1970年から80年にかけて
水難事故者が増加しました。当時の文部省は義務教育課程
に「水泳」を必修化し、学校にプールの設置を促進します。
すなわち「水泳」の授業は溺死対策だったわけです。
2013年現在、小学校での設置率は88.3％であると報告さ
れています。ところが、プールを設置し、授業を実施して
いるにも関わらず、先進国の中においてわが国の溺死率は
最も高い状況となっています。なぜなのでしょうか？「水
泳」の専門家としては看過できないと考え、大学生を対象
に過去の水泳授業の経験に関する実態調査を実施しまし
た。結果は中学、高校と校種が上がるに従い、泳ぐ機会が
減ります。特に、「泳げない学生」において著しい機会減
少が見られました。すなわち、３つの能力を身に付ける機
会に恵まれなかったということです。水泳は「学習機会が
一番大切」だと考えていますが、そんな私の考えを再認識
させてくれたエピソードを紹介します。昨夏、「水泳」の
授業に「泳げない」一人の学生が受講していました。規定
の基準に到達しないと合格点は得られません。件の学生は、
合格を目指し３つの能力を身につける練習を懸命にしまし
た。その結果、規定の基準をクリアし、見事「合格」する

ことができました。学生の努力はもちろんですが、「泳ぐ
機会」があれば泳げるようになることを改めて実感した瞬
間でした。繰り返しになりますが「水泳」は「自分の命を
自分で守る能力を養う活動」です。教員をめざす学生には
このことを特に伝え、そのために大切なことは何かを教授
したいと考えています。

　教員になり26年目。私には師として仰ぐ先生が３人い
ます。冒頭にも書きました森信三先生と平澤興先生、坂村
真民先生です。それぞれの先生から教員として多くのこと
を学んでいます。京都大学総長を務められた平澤興先生は

「教育とは火を点けることである、教育とは火を点けて燃
やすことである。」と示されています。「やる気を起こさせ、
鍛え育ててゆく」ということと解釈しています。そして、
私は３つ目に「教育とは火を点けて燃やし、燃やし尽くす」
とそこに付け加えています。「燃やし尽くす」ということは

「目標を達成する」という意味であり、その先に「感激」と
「感動」があると考えています。また、坂村真民先生は愛
媛県で教鞭をとられていた詩人です。坂村先生の詩の中で

「鈍刀を磨く」という詩があります。読んだ瞬間のインパ
クトは大きく、心を打たれたのでご紹介したいと思います。

　「鈍刀を磨く」　坂村真民　作

鈍刀をいくら磨いても
無駄なことだというが
何もそんなことばに
耳を借す必要はない
せっせと磨くのだ
刀は光らないかもしれないが
磨く本人が変わってくる
つまり刀がすまぬと言いながら
磨く本人を
光るものにしてくれるのだ
そこが甚深微妙の世界だ
だからせっせと磨くのだ

　「あきらめずに取り組むことで自分自身が成長する」と
解釈しています。これからも森先生の「人生は二度なし」
の真理を念頭に置き、教育に真摯に取り組まれてきた３人
の先生から学び、教員として成長し、愛情を持って「社会
に役立つ人」を育てたいと考えています。

　平成最後に。この歴史的タイミングで「カタリナひろば」
に執筆する機会をいただきました。また、趣味とするフル
マラソンの自己記録を愛媛マラソンで更新することができ
ました（写真）。いずれもこの節目に生きていた証を残す
ことができ、大変嬉しく感じております（「今を生きる」
です）。このような機会をいただきました編集関係者の方々
に感謝申し上げます。ありがとうございました。そして、
これからどうぞよろしくお願いいたします。

「人生二度なし」
「今を生きる」

人間健康福祉学部　松波　勝

St.Catherine

ESSAY
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ゼミのテーマを教えてください。
　研究テーマとしては、精神保健福祉分野におけるソー
シャルワークをゼミのテーマにしていますが、今の時点で
ゼミ生全員がライフワークとして精神保健福祉士を目指し
ているわけではありません。そのため、精神障害者の思い
や施策の歴史を通して、他者の思いを想像すること、誰に
でも人生には思いがけない出来事が起こり得ること、その
ような生きづらさを感じる時誰もが支えられる社会なのか
ということ、そして他者も自らも弱くもあり生き抜いてい
く強さをも持ち合わせた存在であることなどなど、様々な
視点で一緒に考えていきたいと思っています。
　その他、偶然の出会いによって村上ゼミのゼミ生となっ
た個性豊かな学生同士が影響し合い、社会人として必要と
なるコミュニケーション力やプレゼンテーション力、そし
て何より他者を気にかける気持ちをさらに身につけていっ
てくれることを期待しています。

ゼミの特徴を教えてください。
　ゼミ担当教員の手作りケーキ同様、実は甘さ控え目なゼ
ミです。ゼミは演習のため、出席し静かに座っていれば学
べる授業ではありません。少人数の中で、時にはメインで
自分の言葉で考えを述べることを求められますし、役割を
変更してメインで語る人をサポートする側に立てることも
求められます。
　また、３・４回生の学生にとってゼミ担当教員はアドバ
イザー教員でもあるため、履修についてや就職活動につい
てなど、希望や不安を伝え自分自身が必要としている助言
を求めることも大切になります。
　丸っこいルックスからか、年齢がそう感じさせるのか不
明ですが、他のゼミ生からはゼミ教員に対してお母さん的
なイメージを持たれることもあります。しかし実際は、若
者ゆえの言動を寛容に受け流すよりも、今ここで、とこと
ん話し合おうとするため、ゼミ生は私から母の甘さを感じ
たことはないと思います。
　ゼミ担当教員とゼミ生という立場性は、たった２年間で
しかなく、その後はソーシャルワーカーとして共に歩んで
いく仲間になるので、それでいいかなと思っています。
　ただ、実際に保護者面談などでゼミ生のお母様たちにお
目にかかる機会もあり、その圧倒的な深い思いに触れ、私
もゼミ担当教員としての思いを持って精一杯ゼミ生たちに
関わっていこうと思っています。

人間健康福祉学部　村上　佳子ゼミ

ゼミのスタイルを教えてください。
　ゼミ生同士のコミュニケーションや意見交換がスムーズ
にはかれるよう、ゼミ開始当初はよくお茶会や食事会をし
ました。その後、精神疾患についての基礎講座、精神障害
者が主人公の映画や社会問題を取り上げた映画の紹介を行
いました。精神科病院を舞台にした映画を題材に一度見た
後、登場人物のせりふや医療スタッフの言動、社会背景な
どを解説しながら再度見て意見交換をおこなうこともして
います。これらの取り組みは、ゼミ生たちにとってソーシャ
ルワーカーの基本となる気付く力や想像する力を涵養する
経験となることを期待して行っています。
　その他、本学が地域連携の一環として出店した地域イベ
ントや精神科病院の地域啓発イベントなどにもゼミとして
参加しました。このような地域活動への参加は、ゼミ生に
とっては実践力を高める
機会となり、ゼミ担当教
員にとってはゼミ生たち
の頼もしさや優しさに改
めて気付かされる機会で
もあります。　

St.Catherine

ゼミナールインタビュー

　私たちの所属する村上ゼミは、精神保健福祉に関する映画を
視聴し、グループワークを通して意見や感想を共有し討論する
ことで、当事者の気持ちを考えたり、精神保健福祉の考え方な
どを実践的に学んでいます。また、地域のイベントにスタッフ
として参加したり、精神科病院でのボランティアに積極的に参
加し、専門職としてだけでなく、社会人として必要なスキルを
磨けたりとオールマイティーなゼミだと思います。
　では、村上ゼミということで、村上先生をアピールしたいと
思います。村上先生は人生経験の例え話や失敗談などを話して
くれて、私たちが社会に出てからより幸せになれるよう人生の
先輩としてもアドバイスをしてくれます。間違っていることに
対してはしっかり「違うよっ！」と喝をいれてくれたり、ゼミ
生からするとお母さん的な存在と言っても過言ではないでしょ
う！こんなに学生思いの先生は他にいるでしょうか？なかなか
いないと私は思います！そして、なんと言っても村上先生のす
ごさと言えば、社会福祉士・精神保健福祉士の国家資格を持っ
ていることはもちろんですが、お菓子作りも一級品です。チー
ズケーキは本当に絶品でございました..。ごちそうさまでした。
� 社会福祉学科　菅原　快哉

村上　佳子ゼミは こ ん な ゼ ミ
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　私が所属している新体操同好会は活動１年目の新しい

サークルです。普段は聖カタリナ大学松山市駅キャンパ

ス内（松山市永代町10番地１）にある体育館で聖カタ

リナ学園高校の新体操部やカタリナRGの小中学生と一

緒に練習をしています。大学生で選手として新体操を続

けているのは私１人ですが、顧問の大上先生をはじめ、

毎日ご指導をしてくださる植月先生、どんな時も１番近

くで見守ってくれる家族、また沢山の応援、ご支援をし

てくださる諸先輩など沢山の方々に支えていただき感謝

の気持ちでいっぱいです。

　今年度は大学生になり初めての全日本インカレに出場

することができました。この大会では全国のトップ選手

との差を身にしみて感じるとともに、精神的な弱さも痛

感し、次への課題を見つけることができました。

　聖カタリナ大学・聖カタリナ大学短期大学部はキ
リスト教的世界観と教育理念に基づいて世界の平和
と人類の共通の善を促進する人間教育を行い、地域
の保健・医療・福祉のニーズに応えさらに地域社会
の持続的な発展に貢献しています。そうした本学の

「建学の精神」や「教育理念」を踏まえ、国連が
2030年までの達成を目指して掲げたSDGs（持続
可能な開発目標）の推進に取り組んでいくことを宣
言します。
　最初の取り組みとして12月27日（木）教職員が
参加して冬期SD研修会を開催しました。
　研修会では外部講師を招聘し、「SDGs 地域連携
戦略と最先端技術を活用した地域連携戦略」につい
て具体的な事例を踏まえて、本学が「地（知）の拠
点」として地域に貢献するための方策を学びました。
　SDGsの達成に関する具体的な取り組みについて
は、今後ホームページで紹介していきます。

カタリナひろば　vol.31 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

St.Catherine

クラブ紹介

　聖カタリナ大学人間健康福祉学部においては、現学部長 恒
吉和徳教授の任期満了（平成31年３月31日）にともない、次
期学部長選挙を１月９日（水）に行い、恒吉和徳教授が選出（再
任）されました。
　任期は平成31年４月１日から２年間です。

　聖カタリナ大学短期大学部保育学科においては、現学科長 
大上紋子教授の任期満了（平成31年３月31日）にともない、
次期学科長選挙を１月９日（水）に行い、大上紋子教授が選出

（再任）されました。
　任期は平成31年４月１日から２年間です。

　大好きな新体操を続

けられるこの４年間

は、新体操を通して競

技面だけでなく、人と

して大切なことを身に

つけていきたいと思い

ます。常に感謝の気持

ちを持ち、更に高い目

標を達成するために、

学校生活も部活動も精

一杯精進していきま

す。

　今後とも応援よろしくお願いいたします。

 健康スポーツ学科１年　芳之内　乃亜

新体操同好会

聖カタリナ大学×SDGs SDGs（持続可能な開発目標）に対応した
取り組みについて

※SDGs（持続可能な開発目標）とは
　SDGs（持続可能な開発目標：エスディージーズ/Sustainable Development 
Goals）とは、2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継
として、2015年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のた
めの2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目
標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲッ
トから構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っています。
SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普
遍的）なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。

聖カタリナ大学
人間健康福祉学部長選挙について

聖カタリナ大学短期大学部
保育学科長選挙について


