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●松山市社会福祉協議会より表彰

●愛媛銀行寄付講座「風早の塾」
●大塚製薬株式会社との連携に関する協定を締結

●中学校職場体験学習を附属図書館
　（本館）で実施

●「実習指導に関する研修会（主催：看護学科）」を開催

●第54回松山まつり「野球拳おどり
　～団体連の部～」で準優勝を獲得

●本学学長が令和元年度文部科学省生涯スポーツ
　功労者として表彰

●「いきいき茨城ゆめ国体」弓道競技で優勝
●新田青雲中等教育学校の生徒さんが来学

●軟式野球部が秋季リーグ戦優勝
●大学祭「繋～ここから広がる愛顔の輪」を
　北条キャンパスと市駅キャンパスで開催
●「第2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 他 他

●留学生日本語スピーチコンテストで
　留学生2名が『優秀賞』と『佳作』を受賞
●サッカー部が四国大学1部リーグに昇格決定
●えひめ・まつやま産業まつり すごいもの博
　2019にブース出店
●硬式野球部が四国6大学野球リーグ新人戦で準優勝
●「愛媛FC 2019最終戦ファイナルマッチSPECIAL
　DAY」に『聖カタリナ学園イベント』を開催
●箏曲部（そうきょくぶ）が松山市議会
　開会前イベントで演奏

●第60回中･四国保育学生研究大会に参加

●本学学生が愛媛県「愛顔のえひめ文化・スポーツ賞」を受賞
●聖カタリナ大学及び聖カタリナ大学
　短期大学部の次期学長の選任について

●東日本大震災被災地プロジェクトの開催
●NHK松山放送局「ひめポン!」の取材について
●本学学生が第51回関西学生体操新人選手権大会・
　2019年度関西学生体操交流大会（新体操の部）で
　個人総合2位
●令和元年度学長賞を授与

人間健康福祉学部看護学科
永易　裕子
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つながる力・つなげる力つながる力・つなげる力

　昨年は「ONE TEAM」のフレーズで大いに盛り上がり

ました。今年、2020（令和２）年は東京オリンピックと

東京パラリンピックの開催年です。ここではスポーツに

ついて述べてみたいと思います。

1．グローバルなつながり
　わが国での（夏季）オリンピックは1964年以来の２回

目で７月24日から、パラリンピックは初開催で８月９日

から始まります。大会の基本コンセプトは、①すべての

人が自己ベストを目指し「全員が自己ベスト」、②一人

ひとりが互いを認め合い「多様性と調和」、③未来につ

なげよう「未来への継承」となっています。

　近代オリンピックは1896年のアテネ大会によってはじ

まり、その後４年ごとに開催されています。かつて1000

年以上にわたって古代オリンピックが行われた古代都市

オリンピアの発掘調査が1875年からはじまり、その全貌

が徐々に明らかになるなかで、「近代オリンピックの

父」と呼ばれるピエール.ド.クーベルタンの主導のも

と、1894年のパリ会議で第１回アテネ大会の開催が決定

されました。古代オリンピックの遺産であるオリンピッ

ク休戦を背景として、近代オリンピックがひとつの平和

運動として登場したことは深い意味をもつものです。ま

た、オリンピックはスポーツの普及や各種目の世界選手

権の開催を促進しました。

　パラリンピックは1960年に第１回大会が開催されまし

たが、当初は国際身体障害者スポーツ大会等の名称で呼

ばれていました。1985年にIOC（国際オリンピック委員

会）が、オリンピックの名称を使用することを認めて以

後、それまで愛称として使っていた「パラリンピック」が

正式名称となったといわれています。オリンピックとパ

ラリンピックは４年ごとにセットで開催される世界中の

多様な人々が交流する世界最大の事象となっています。

2．多様な価値、多様な分野とのつながり
　長い間、わが国のスポーツは、主として学校を中心に

行われてきました。「体力づくり」「教育性」「競技

性」が重視されて、本来の「楽しさ」「気楽さ」が軽視

されたため、学校期以後の広がりは乏しいものでした。

しかし、近年大きな変化が見られるようになってきまし

た。

　楽しさ、生きがいの重視や健康価値とつながる「健康

スポーツ」が状況を一変させています。これまでスポー

ツと縁がなかった人たちが積極的に関わるようになった

のです。

　国による最近の調査では、成人の週１回以上の実施率

は55.1％、週３回以上は27.8％となっています。スポー

ツ参与（する・観る・支える）についても大きく広がっ

ています。価値の多様化が多様なスポーツを生み出して

いる結果といえます。

　他分野とのつながりも大きな影響を与えています。一

つの例が、「観光・旅行」と結びついた「スポーツツー

リズム」です。ツーリズム産業のなかで最も成長著しい

分野とされ、世界総生産（GDP）の約10％を占め、21

世紀の基幹産業のひとつとなっています。身近な例で

は、愛媛マラソンは今年で第58回となりますが、ますま

す人気が高まっており１万人の定員に対して全国から約

３倍の申し込みがあります。全都道府県からの参加者

（参加費9,350円）は、家族や仲間とともに走ること、

応援すること、そして観光を楽しみます。全国のマラソ

ン大会評価で上位にランキングされており、愛媛県にと

って大切な財産となっています。

3．グローカル（グローバル＋ローカル）なつながり
　私たちのスポーツとの関わりは、家庭や学校を含む地

域社会を基点としています。地域におけるスポーツを地

域関連生活システムのひとつとして捉え、①地域性を契

機とした活動、②社会的相互作用がある活動、③地域内

の施設を共有・活用する活動、④コミュニティ感情を育

む活動として行っていくことが望ましいといえます。

　スポーツはその特性から競争を伴うことが多いため、

年齢別・性別・技能別などで分けられて活動することが

一般的です。スポーツのグローバル性を尊重しつつ、地

域での多様な「交流」を生み出すローカル性（種目、ル

ール、場所、参加者など）も必要です。また、スポーツ

の普及は地域の伝統文化の衰退を促進した一面を持って

います。スポーツと地域の伝統文化を両立・調和させて

いく工夫が求められています。

　本学に健康スポーツ学科が設置されて６年になりま

す。学科のスタッフも充実してきており、２年前から

「大学と北条地域の連携・共創～健康とスポーツ」に取

り組んでいます。１年目は地域団体への聞き取り調査、

第１回スポーツ・レクリエーションフェスティバルin風

早の実施、２年目は北条地域住民を対象とした意識調

査、第２回スポーツ・レクリエーションフェスティバル

in風早を実施してきました。３年目は地域の方々ととも

に本格的に連携・共創活動を行う予定です。文化と教育

の地・北条で「つながる力」と「つなげる力」を結びつ

けたいと思っています。
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　９月３日㈫、令和元年松山市福祉大会にあたり学校法人聖カタリ
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）が社会福祉法人松山市社会福祉協議会より表彰されま
した。
　学校法人聖カタリナ学園では、えひめ・まつやま産業まつり（すご
いもの博）、松山まつり等の学外イベントでチャリティゲームを毎年
開催し、そのイベントでの収益金を松山市まごころ銀行へ寄付して
おり、その取り組みが地域福祉の推進に多大な貢献をしていると評
価されての受賞となりました。

社会福祉法人 松山市社会福祉協議会より表彰

　7月13日㈯、愛媛銀行寄付講座 聖カタリナ大学・聖カタリナ大学短
期大学部 公開講座「風早の塾」の開講式が聖カタリナホール（北条キ
ャンパス内）で行われ、最初に愛媛銀行常務取締役 豊田将光氏とホビ
ノ・サンミゲル学長から挨拶がありました。
　その後、初回の開講特別プログラム パイプオルガン レクチャーコ
ンサートとして武久源造氏（松山市出身の鍵盤楽器奏者）・山口眞理
子氏・須藤宏氏（オルガン製作者）よりオルガンの構造、作り方などの
解説があり、アレンジメントを中心とした曲が演奏されました。
　本年度は「風琴（オルガン）の音（ね）にさそわれて」をメインテーマ
に掲げ、美しいハーモニー（「令和」）が響く音楽の世界を味わうレク
チャーコンサート全８回を開講しました。
　この寄付講座は来年度も開催を予定しております。学生に加えて
一般市民の皆様も聴講できる公開講座となっておりますので、皆様
のご来場をお待ちしております。《無料・事前申込み不要》

2019年度愛媛銀行寄付講座
聖カタリナ大学・聖カタリナ大学短期大学部 公開講座「風早の塾」の開催

　７月13日㈯、公益社団法人松山青年会議所が主催する「第４回まつ
やま活性化コンテスト」の最終プレゼン大会が松山大学カルフール・
ホールで開催され、社会福祉学科の高杉ゼミ３・４回生合同チームが
準グランプリを受賞しました。
　今回の舞台は久谷地区で、高杉ゼミチームは「ドローン」を活用し
た町おこしを目指して、毎年久谷で行われている「ほたる祭り」でド
ローンほたるを飛ばすイベント「STARLIGHTほたる祭り～舞い上
がれドローンよ～」を提案しました。
　最初の投票では、グランプ
リのチームと同点で、決選投
票の末、惜しくも敗れたもの
の、プランの内容は久谷まち
づくり協議会の方々をはじめ
多くの方々から高い評価を頂
きました。

第4回まつやま活性化コンテストで
社会福祉学科 高杉ゼミが準グランプリ受賞

　７月16日㈫、松山市駅キャンパスで「学校法人聖カタリナ学園（聖
カタリナ大学及び聖カタリナ大学短期大学部の他に、高等学校３校
及び幼稚園５園を設置）と大塚製薬株式会社との連携に関する協定」
の調印式が行われました。
　調印式では、大塚製薬ニュートラシューティカルズ事業部徳島支
店 太期一郎支店長と学校法人聖カタリナ学園 中田婦美子理事長が
協定書を交わしました。
　協定書では、学生・教職員の健康増
進、スポーツ活動時の熱中症対策と
水分・栄養摂取、「食育」を通じた健康
づくりに関する取り組み等について
連携・協力することを掲げており、今
後、全国各地の設置校で様々な活動
に取り組んで参ります。

大塚製薬株式会社との連携に関する協定を締結

　９月25日㈬、26日㈭、松山市立北条南中学校２年生４名の生徒の
皆さんが附属図書館で職場体験学習を行いました。
　図書館では、カウンターで資料の貸出・返却業務を行ったほか、皆
さんのお薦め図書のポップを作ってもらったり、資料の装備やＯＰA
Ｃでの資料探しも経験してもらいました。また学内見学では、市駅キ
ャンパスとのテレビ会議シス
テムも体験してもらいました。
　附属図書館では、2016年度
から地域連携の一環として、地
元中学校の皆さんの職場体験
学習を受け入れています。

中学校職場体験学習を附属図書館（本館）で実施

　９月21日㈯、看護学科主催による「実習指導に関する研修会」を開
催しました。
　日本赤十字看護大学学部長 佐々木幾美先生を講師にお迎えし、「臨
地実習指導における学生の能力を伸ばすための効果的な教育方法」
というテーマでご講演頂きました。参加者は、看護学科学生の実習施
設の指導者の皆様及び本学教
員で、計89名が参加しました。
事例を用いた大変分かりやす
いご講義に、参加者の皆様から
も「困っていたことが解決され
た。」「どのように指導をすれば
よいか分かった。」などの感想
を頂き、とても有意義な学びの
場となりました。

「実習指導に関する研修会（主催：看護学科）」を開催

　８月10日㈯、第54回松山まつり野球拳おどりに「聖カタリナ学園
連」として出場しました。
　大学生、高校生、卒業生、教員の総勢約80
名が元気に爽やかに演技を披露しました。
　猛暑の中での連日の練習は大変でした
が、全員が最後の頑張りで一つとなり、二
年連続「準優勝」を頂くことができました。

第54回松山まつり
「野球拳おどり～団体連の部～」で準優勝を獲得

　キワニスクラブは、米国で創立された民間の奉仕団体で世界三大
奉仕団体の一つです。現在85カ国、約7,300のクラブ、会員約20万人
が奉仕活動をされています。その活動の一つとして、キワニスドール
という真っ白な木綿生地に綿をつめた人形を制作し、医療・教育機関
へ寄贈されています。
　愛媛県キワニスクラブは、平成30年12月に発足されました。看護
学科の学生もボランティアでキワニスドールの制作をさせて頂き、
ボランティアの方々の手間と思いやりを肌で感じることができまし
た。
　この度、同クラブの皆様がボランティアで制作してくださった66
体のキワニスドールを寄贈先第一号として、９月26日㈭に看護学科
へ寄贈してくださいました。キワニスドールは、病気で病院に入院・
通院中の子どもたちや特別支援学校の子どもたちにからだの仕組み
や手術・検査の説明をする際に使用されています。
　看護学科では、成育看護学実習の中で、子どもたちの癒しのアイテ
ムとして様々な説明の場面で使わせて頂きます。
　愛媛県キワニスクラブの皆様、ありがとうございました。

看護学科が愛媛県キワニスクラブの
キワニスドール寄贈第一号機関となりました
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　10月11日㈮、地域又は職場にお
けるスポーツの健全な普及及び発展
に貢献し、地域におけるスポーツの
振興に顕著な成果を上げたスポーツ
関係者「生涯スポーツ功労者」とし
て、本学学長が文部科学大臣より表
彰されました。

本学学長が令和元年度文部科学省
生涯スポーツ功労者として表彰

　10月４日㈮～７日㈪に行われた第74
回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」
弓道競技・成年女子に健康スポーツ学科
１年の瀧水幸虹さんが愛媛県チームの一
員として出場しました。
　愛媛県チームは、10月６日㈰に決勝が
行われた遠的、10月７日㈪に決勝が行わ
れた近的ともに優勝し、見事２冠を達成
しました。特に近的においては決勝トー
ナメントの３戦全てにおいて皆中（持っ
ている４本の矢をすべて的に当てるこ
と）し、優勝に大きく貢献しました。

本学学生が「いきいき茨城ゆめ国体」
弓道競技で優勝

　10月１日㈫、新田青雲中等教育学校の生徒さん14名が来学しまし
た。
　生徒さんたちは「夢ラボフィー
ルドワーク」と題し、本学の教員や
学生たちから論文作成の指導を受
けるとともに、学内施設の見学や
学食体験をしました。

新田青雲中等教育学校の生徒さんが来学

　10月14日㈪、川之江球場で秋季リーグ戦の３日目が行われまし
た。
　四国大学に３対０で勝利し、秋季リーグ戦の優勝と西日本大学軟
式野球選手権への出場権を勝ち取り、四国地区代表として第36回西
日本大学軟式野球選手権大会に出場しました。

軟式野球部が秋季リーグ戦優勝、
西日本大学軟式野球選手権出場

【北条キャンパス】
　10月25日㈮～ 27日㈰、2019年度大学祭「繋～ここから広がる
愛顔の輪」が北条キャンパスで開催されました。

2019年度大学祭「繋～ここから広がる愛顔の輪」を
北条キャンパスと市駅キャンパスで開催

　今年度の大学祭パイプオルガン演奏会は、去る10月27日㈰に行わ
れ、「台風第19号被災者支援チャリティコンサート」として急きょ募
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、会
場で174,136円のご協力をいただきました。
　これに、学内での募金と
北条・松山市駅両キャンパ
スにおける大学祭での売
上からの寄付を合わせ、総
額267,113円を日本赤十
字社とカトリック・カリタ
スジャパンに送金いたし
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。

大学祭パイプオルガン演奏会「台風第19号被災者
支援チャリティコンサート」募金のご報告

「第2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㈰、「第２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（本学と松山市文化・ス
ポーツ振興財団が共同制作）が行われました。
　体育館では体組成測定、ロコモスキャン測定、子ども向けレク式体
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、体組成測定とロコモスキャン測定の実施後には健康スポーツ
学科の教員と学生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、屋外ではグラウンド
･ゴルフ大会が行われました。
　多くの皆様にご来場いた
だき、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。

　１日目には聖カタリナホールで学内ミサが行われました。
　２・３日目の一般公開日には、ステージショー（手話コーラス、
ダンス）、スペシャルライブ（元ファンモン・モン吉）、保育学科レ
クリエーション（ふしぎのくにのアリス）、パイプオルガン演奏
会、琴・三味線演奏会などが行われました。その他にも様々な物品
や食品等が販売され、地域の方や卒業生などたくさんの方にご来
場いただきました。
【松山市駅キャンパス】
　10月27日㈰、松山市駅キャン
パスでも初めて大学祭が開催さ
れました。
　看護学科の学生による体験
コーナー、スタンプラリー、バ
ザー等の様々な企画が行われま
した。
　両キャンパスへの多数のご来
場とご協力いただきました皆
様、ありがとうございました。
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　11月３日㈰、「第16回留学生日本語スピーチコンテストin愛媛
2019（主催：愛媛県留学生等交流推進会議）」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年から毎年開催されており、今回は県内の
短大・大学等に在籍する18
名の留学生が出場しました。
　本学からは、健康スポーツ
学科２年 王天立さん（中国
出身）と人間社会学科１年 
馬映侠さん（台湾出身）が出
場しました。
　審査の結果、王さんが『優
秀賞』、馬さんが『佳作』を受
賞しました。

留学生日本語スピーチコンテストで
留学生2名が『優秀賞』と『佳作』を受賞

　11月10日㈰、本学サッカー部が令和元年度四国大学サッカーリー
グ入れ替え戦で香川大学に勝利し、四国大学１部リーグ（四国内の大
学６チームで編成）への昇格が
決定しました。
【試合結果】
　聖カタリナ大学 VS 香川大学
　２‐１（１‐０・１‐１)
　得点：大塚（大洲高校）、
　鹿見（おかやま山陽高校）

サッカー部が四国大学１部リーグに昇格決定

　12月１日㈰、本学サッカー部が愛媛県社会人リーグ１部の最
終試合でＦＣ宇和島に勝利し、愛媛県社会人リーグ１部優勝を果
たしました。
【試合結果】
　聖カタリナ大学 VS ＦＣ宇和島
　４‐０（１‐０・３‐０）
　得点：
　仙波（尽誠学園高校）
　×２、
　菊池（帝京第五高校）、
　小谷（帝京第五高校）

サッカー部が愛媛県社会人リーグ1部優勝

　11月16日㈯、17日㈰、松山市堀之内公園で開催された「えひめ・ま
つやま産業まつり すごいもの博2019（主催：愛媛県・松山市）」に10
月の台風19号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射的大会、聖カタリナ大学

えひめ・まつやま産業まつり
すごいもの博2019にブース出店

　11月16日㈯、17日㈰、硬式野球部が四国６大学野球リーグ新人戦
で準優勝しました。
【試合結果】
　決　勝：聖カタリナ大学 VS 愛媛大学（１‐８）　
　準決勝：聖カタリナ大学 VS 香川大学（６‐５）
　１回戦：聖カタリナ大学 VS 四国学院大学（５‐２）

硬式野球部が四国6大学野球リーグ新人戦で
準優勝

「愛媛FC 2019最終戦ファイナルマッチSPECIAL DAY」
に『聖カタリナ学園イベント』を開催

　11月16日㈯、ニンジニアスタジアムで開催された「愛媛ＦＣ 
2019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と伊予市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、レク式体力チェック、愛媛FC・伊
予市・本学のオリジナルパンチボールの配布を行いました。また、聖
カタリナ学園高等学校総合学科・調理パティシエ系列の生徒による
カップケーキの販売もありました。
　ステージショーでは、大学・聖カタリナ学園高等学校の新体操、大
学のダンス部の発表、卒業生指導による子どもたちのダンスパフォ
ーマンス（愛媛パールズ体操スクール・レッスンスタジオCHEESE）
を行いました。
　最終パフォーマンスでは「ひめキュンフルーツ缶」のステージがあ
り、大いに盛り上がりました。
　ステージイベントの最後には、本学関係者・伊予市長・愛媛ＦＣ選
手・ひめキュンの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
うちにSPECIAL DAYを終了す
ることができました。
　聖カタリナ学園は、今後とも
地域と連携・協働して愛媛ＦＣ
を応援していきます。

　11月28日㈭、松山市役所の市議会本議会場において松山市議会開
会前イベントとして、野志克仁松山市長と市議会議員の前で箏曲部
の学生４名が琴と三味線の演奏を披露しました。松山市議会では、市
民の皆様に議場へ足を運んで
もらう機会として、議場を利用
した様々なイベントを開催し
ていますが、今回は連携協定を
締結している松山市より箏曲
部へ出演依頼がありました。

箏曲部（そうきょくぶ）が松山市議会開会前イベント
で演奏

　聖カタリナ大学サッカー部の３名（健康ス
ポーツ学科１年：豊田湧選手、健康スポーツ
学科２年：藤本海斗選手、健康スポーツ学科
２年：平井龍兵選手）が、第３回全日本大学新
人戦［12月17日㈫～ 22日㈰開催］の新人戦
四国選抜チームに選出されました。

第3回全日本大学新人戦に本学サッカー部
3選手が四国選抜チームに選出

短期大学部では子どもの遊びコ
ーナーを実施し、約3,000名の方
に楽しんでいただきました。イベ
ントでの収益金110,058円は、
日本赤十字社と松山市まごころ
銀行へ送金いたしました。
　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。
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　12月27日㈮、「愛顔のえひめ知事表彰式」において、健康スポーツ
学科１年 瀧水幸虹さんが、第74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ
国体」弓道競技・成年女子近的及び遠的での優勝という輝かしい成績
を収めたことを受け、愛媛県知事から愛顔のえひめ文化・スポーツ賞
をいただきました。

本学学生が愛媛県
「愛顔のえひめ文化・スポーツ賞」を受賞

　学校法人聖カタリナ学園は、11月30日㈯開催の
学校法人聖カタリナ学園理事会において、任期満
了に伴う聖カタリナ大学及び聖カタリナ大学短期
大学部の次期学長に、ホビノ・サンミゲル現学長を
再選いたしました。
　任期は、令和２年４月１日から３年間です。

聖カタリナ大学及び聖カタリナ大学短期大学部の
次期学長の選任について

　11月29日㈮、東日本大震災被災地プロジェクト 絵本・児童文学作
家らによる応援メッセージ・直筆画展を附属図書館（本館）で開催し
ました。東日本大震災で被災した小さな子どもたちのために、絵本作
家や児童文学作家の皆さんが直筆の絵や応援メッセージの作品約60
点を展示しました。
　11月20日㈬には聖カタリ
ナ大学短期大学部附属幼稚
園の園児が見学に訪れまし
た。皆さん、絵を熱心に見た
り、先生の上演する紙芝居に
見入っていました。

東日本大震災被災地プロジェクトの開催

　11月26日㈫、ＮＨＫ松山放送局「ひめポン!」のコーナー内「キャン
パスめぐり」の取材がありました。
　当日は、「健康づくりのプロに！～聖カタリナ大学 健康スポーツ学
科～」をテーマとして、健康
スポーツ学科の学生による
トレーニング実習等の授業
風景の撮影、将来の夢に向
かって勉強に励む学生のイ
ンタビュー等がありまし
た。

NHK松山放送局「ひめポン!」の取材について

　12月14日㈯、15日㈰、京都市の花園大学におい
て、「第51回関西学生体操選手権大会 2019年度関
西学生体操交流大会 新体操の部」が開催されまし
た。
　健康スポーツ学科２年の芳之内乃亜さんが個人競
技に出場し、個人総合２位、種目別競技のボールでは
優勝、フープで２位の成績を収めました。また、
2019年度『優秀選手賞』を受賞しました。

本学学生が第51回関西学生体操新人選手権大会・
2019年度関西学生体操交流大会（新体操の部）で個人総合2位

　12月20日㈮、聖カタリナホールで令和元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
聖誕劇の発表と学長賞（今年度、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）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
に終了しました。

令和元年度学内クリスマスを開催

　12月10日㈫、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。
　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・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17チームに分かれて参加し、楽しく競技が行われました。
　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り
ました。

令和元年度 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20日㈮、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、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）
　　聖カタリナ大学サッカー部（団体表彰)
　　軟式野球部（団体表彰）
　　硬式野球部（団体表彰）
　　弓道　瀧水 幸虹（健康スポーツ学科）
　　ボウリング　泉宗 心音（健康スポーツ学科）
　　サッカー部　豊田 湧（健康スポーツ学科）
　　新体操同好会　芳之内 乃亜（健康スポーツ学科）
　　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）
　　松山市駅キャンパス大学祭実行委員会（団体表彰）
　　留学生日本語スピーチコンテスト　馬 映侠（人間社会学科）
　　留学生日本語スピーチコンテスト　王 天立（健康スポーツ学科）

令和元年度学長賞を授与

ス
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表
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文
化
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　11月30日㈯、岡山県の就実大学において第60回中･四国保育学生
研究大会が開催され、44校、1,594名が集まり、本学からは学生と教
職員25名が参加しました。
　研究発表Ⅰの部では保育学科２年 池田有紀南さんと石丸綺乃さん
が『SDGsについて子どもへ向けた取り組み～絵本製作を通して～』
というタイトルで口頭発表を行いました。
　SDGsという現代的なテーマをもとに、保育者として自分たちに何
ができるかという視点から子どもの身近な生活
に目を向け、手作り絵本を製作した点を評価さ
れ、今後は子どもの発達段階ごとの保育者の配
慮点等も含めて研究を進め、実践してほしいと
の講評を受けました。
　令和２年度は、本学が当番校です。学生交歓会
では１・２年生みんなで30秒アピールし、閉会
式には１年生の梶原花さんが挨拶をしました。
来年はチームカタリナとして頑張ります。

第60回中･四国保育学生研究大会に参加



　人材育成については、「何を教えたか」から「学生

が何を学び、身に付けることができたのか」への転換

が重要です。生涯学び続ける力や主体性を涵養するた

め、大規模教室での授業ではなく、少人数でのアクテ

ィブ・ラーニングや情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し

た新たな教育手法の導入が必要となっています。

　大学は「建学の精神」に基づき、多様性に富み、独

創的な教育研究を行う役割を担っており、時代のニー

ズに合った教育内容の提供や教育システムの複線型へ

の転換が求められています。一方学生は、学修の集大

成として就職があり、就職活動を通して自らの成長に

つながる良い経験をすることが貴重であり、就職はゴ

ールではなく、良き社会人となるスタートでもありま

す。

　また、Society5.0時代の人材には、最終的な専門分

野が文系・理系であることを問わず、リテラシーと、

論理的思考力と規範的判断力、課題発見・解決力、未

来社会の構想・設計力、高度専門職に必要な知識・能

力が求められることが産業界・大学で共有されていま

す。

　ＡＩ等の技術革新が進んでいくSociety5.0時代に求

められる教育は、人間ならではの強みである高い志を

もちつつ、技術革新と価値創造の源となる飛躍的な知

の発見・創造など新たな社会を牽引する能力が求めら

れます。また、そのような能力の前提として、文章の

意味を正確に理解する読解力、計算力や数学的思考力

など基盤的な学力の確実な習得も必要です。そのため

に国語力強化や自らが調べる学習習慣、基礎学力の学

び直しが１年次の授業として必要です。

　教育現場でＩＣＴ環境を基盤とした先端技術を活用

することは有益で意義があります。しかし、いかに先

端技術が進展しても、人が人からしか学び得ないこと

であることから、学生が直接学ぶことができる教師は

これまで以上に重要性が増すと考えます。教師として

真に実効性のあるコーチングを行い、環境の変化を敏

感にキャッチし対応する知見と実践的かつ戦略的な教

育カリキュラムの選定が大学の存在意義を高めます。

　また、ＡＩで減少する職種も増えるため、学んだ知

識・能力を社会にどう役立てるかを考え、実社会で成

果を上げられる資質・能力が就職する上で重要であ

り、ＡＩにはできない能力の養成が今後は不可欠とな

ります。例えば、①チームの知恵を集めこれまでにな

いものを生み出す創造力、②顧客の気持ちを細やかに

感じ取り適切に対応する接客力、③チームをまとめ上

げ目的に向かって動かす統率力等です。

　現状、就職課員は事務職員ではなく、キャリア教育

の最前線で活躍し続ける教師であり、マンツーマンで

学生の特性に合った就職先とのマッチングや進路指

導、その他カウンセリング業務を行っています。就職

課は学生たちの進路を卓越した多種多様な就職支援プ

ログラムや就職サポート体制でバックアップしていま

すので、未来を拓くために、情報の宝庫である就職課

へ気軽に何度でも足を運んでください。

St.CatherineSt.Catherine

ようこそ就職課へようこそ就職課へ

77

就職課長　鈴木　　勝



2020年　ナイチンゲール生誕200年
　今年2020年は近代看護の創始者フローレンス・ナイ
チンゲール（1820‐1910）生誕200年という記念すべ
き年です。今、看護界では、英国の議員連盟によって「看
護職が持つ可能性を最大限に発揮し、看護職が健康課
題への取組みの中心に立ち、人々の健康向上に貢献す
るために行動すること」を趣旨とした「Nursing Now 
キャンペーン」が立上げられ、世界的に展開されていま
す。日本では、日本看護協会と日本看護連盟が主導し、
わが国の健康問題を見据えて、①看護基礎教育制度の
改革の推進、②地域包括ケアにおける看護提供体制の
構築、③看護職の働き方改革の推進、④看護職の役割拡
大の推進と人材育成、を促進すべく活動しています１）。
　ナイチンゲールといえば、クリミア戦争中、ランプを
持って病室を巡回した白衣の天使の姿を思い浮かべる
人は少なくないと思います。しかし、クリミア戦争中の
活躍は彼女のほんの一部であり、本当の功績は、むしろ
クリミア戦争後の活動にあるといわれています。彼女
が生きた19世紀の英国は、産業革命によって富を得る
人たちが出てくる一方、貧困層の保護や奴隷解放、飢餓
による難民の救済などの社会問題が生じていました。
そのような激しい社会変革の最中にあって、彼女は、人
類の未来を見通した数々の注目すべき提言を膨大な著
作に書き著し、英国陸軍の衛生状態の改善から看護の
人材育成システムの確立、当時植民地であったインド
の住民の健康状態の改善まで、幅広い制度改革の礎を
築きました。

ナイチンゲールの仕事への姿勢
　ナイチンゲールには、弱い立場の人を助けたいとい
う慈愛と思いやりに満ちた天使の側面と、役人たちを
震え上がらせるくらい強情で鉄のような強い意志を持
つエネルギッシュな闘士・活動家の側面があったとい
われています２）。ナイチンゲールは、理性的ですが、感
情の起伏の激しい人でした。人を助けたいという強い
気持ちから熱心に仕事をします。何かを達成しても、ナ
イチンゲールは、満足感に酔いしれることがありませ
ん。「大きなことを成し遂げた」と自覚していても、目的
には遠く及ばないと感じ、もっとよくすることができ
たのに、と常に最善を目指す人でした３）。

　ナイチンゲールは言っています。
　　あなた方は進歩し続けない限りは
　　退歩していることになるのです。
　　目的を高く掲げなさい。
　　看護を行う私たちは、人間とは何か、

　　人はいかに生きるかをいつも問いただし、
　　研鑽を積んでいく必要がある。

自己紹介と2020年の抱負
　私は2017年４月に看護学科が新設されたと同時に
着任しました永易裕子（ながやす ゆうこ）と申します。
専門領域は基礎看護学です。主に１・２年生と関わり、
人間とは何か、健康とは何か、環境とは何か、看護とは
何か、といった大きなテーマを、講義や演習、病院での
実習を通して伝えています。教員が教えても（教えたと
思っていても）、学生に伝わっていなければ教えたこと
にはなりません。学生の反応をもとに自己評価を繰り
返し、繰り返し、繰り返しの日々を重ねて、今年で教員
歴15年目を迎えます。「教える」という行為を重ねれば
重ねるほど、その難しさを感じるようになりました。
「教えるテクニック」を超えたところに「教える者の人
間性が滲み出る」ことを知ったからです。教員の仕事に
は「他者を評価する」ことも含まれます。「自分が行った
評価は学生にとって正当なものなのか？」「そもそも自
分は他者を評価し得る人間なのか？」等々、自問自答し
ながら過ごしています。考えすぎじゃないの？と言わ
れることもあります。しかし、上述したナイチンゲール
の言葉に救われました。自問自答する日々を、私は嫌い
ではありません。看護教員としての研鑽に必要な思考
のありかただと、私は考えています。
　2020年。看護学科に１年生から４年生までの全学年
が揃う年です。４年間の教育内容がさまざまな視点で
評価される年になります。着任してから今まで、学科を
一からつくることの厳しさを痛感するとともに、学生
によい教育をしよう、学生からここに来てよかったと
言ってもらえる学科にしようと、取組んできました。

　ナイチンゲールはこうも言っています。
　　人材は創り出さなければならない。
　　ゆるぎのない基礎を固めるためには、
　　根強い、熱意のこもった数年間が
　　必要なのである４）。

　完成年度を迎えて安堵することなく、さまざまな評
価を糧によりよい学科を目指して、これからも前進し
続ける所存です。
　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
文献
１）https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/nursing_now/index.html
公益社団法人 日本看護協会 看護実践情報「Nursing Nowキャンペーン」，2020/01/06閲覧
２）岩田恵里子：あなたの知らないナイチンゲール 米国ナースが目指す21世紀の看護マインド(第13回)「白衣の天使」は先
見の明のある行動派、優れた指導者だった！,Nursing BUSINESS,vol.7,no.4,2013,p345.
３）前掲書２）,p345. 
４）Florence Nightingale著,湯槙ます監修・薄井坦子他訳：ナイチンゲール著作集 第１巻「女性に要る陸軍病院の看護」,
現代社,1975,p79.
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　本ゼミの研究テーマは、「経営組織論」です。経営組
織論とは、組織構造をはじめとする組織の在り方から
リーダーシップやモチベーションなどの組織内での
個人の在り方までを幅広く網羅している学問です。そ
して、現在、我々が過ごしている社会はすべて組織で
構成されています。これからの組織では、多様性を受
け入れながらも、自分の主張を述べていくスキルが重
要視されます。そのため、学生にはこの学問と向き合
うことで、組織の仕組みや人々の心の動きなどを自分
なりに整理、分析し、将来的にはそこから他人と協働
できる人間になってほしいです。そして、社会に出た
ときに、「ゼミで言ってたことはこれだったのか」と思
っていただければと思っています。
また、研究テーマとは別に「聖カタリナでしかできな
いことをやりきる」というテーマを掲げています。大
学は高等教育機関であり、社会に旅立つ前の最後の準
備期間です。そのため、学生らが社会に出たときに、

「聖カタリナ大学
でよかった」、「聖
カタだったからこ
んなことを学べ
た」というような
思いになってほし
いということか
ら、上記のテーマ
も掲げています。

ゼミのテーマを教えてくださいQues
ti�.1

　本ゼミは24時間フル稼働の鉄工所だと思っていま
す。学生らは研究室に来たり、電話やメールなどを使
ったりとそれぞれのタイミングで、重い（思い？）鉄を
持ってきます。「自分はこうなりたいんです、こうした
いです」という熱い鉄をもってくる学生もいれば、ネ
ガティブな感情でいっぱいの冷めた鉄をもってくる
学生もいます。「鉄は熱いうちに打て」ということわざ
があるように、熱い鉄の学生には、さらに鼓舞する言
葉をかけ、間違った形にならないように注意して見守
ります。冷めた鉄は、熱さないといけませんので、対話
と傾聴という火で徐々に熱していきます。時には、大
学が閉まるまで対話を繰り返すこともあります。学生
の思いに触れることで私自身がとても学ばせてもら
うことが多く、非常に有意義な時間を過ごさせてもら
っています。
　私自身が、「教員が辞める時は、情熱を失ったとき」
という言葉をモットーに生きておりますので、教員と
して生きている間は、
学生らにも熱を与え
続けることができる
と思いますし、そのた
めに、日々、粉骨砕身
で精進することを目
標にしています。

ゼミの特徴を教えてくださいQues
ti�.2

　公務員、一般企業就職、進学など大学生には様々な
進路選択がありますが、基本的にはすべて組織です。
そのため、本ゼミでは大まかな組織論のみを授業で扱
い、あとは、それぞれの進路に合わせた授業を展開し
ています。例えば、一般企業就職を目指している学生
には、プレゼンや企画書の作成などを指導します。そ
の後、それ以外の進路希望の学生に対して発表しても
らい、それを評価する授業を展開しています。また、教
職希望の学生には、他のゼミ生を生徒役にして体育や
保健などの模擬授業を行っています。公務員志望の学
生は、一生懸命に公務員試験の対策をしてもらいま
す。ゼミ生の取り組むことはバラバラですが、お互い
に発表を聴いたり、生徒役をしたりすることで自分と
は異なる進路のことも疑似体験することができます。
また、発表者は異なる視点からのフィードバックもも
らうので、その視点を
次回の発表に活かす
ことができます。大学
であらゆる可能性に
触れることで、ゼミ生
のキャリア選択の一
助になればと常に思
っています。

ゼミのスタイルを教えてくださいQues
ti�.3

　大城ゼミは、個人の進路によって取り組み方が違うの
で他の学生から見るとまとまりのない組織に見えます。
しかし、実際のゼミの時間は、ゼミ生同士で意見を言い合
う環境が出来上がっていて、多くのことに気づかされま
す。特に、自分と全く違う進路を目指すゼミ生が発表して
いる時の学びは非常に大きいです。大城先生は、コミュニ
ケーションは「聴く力、引き出す力」とよく言います。自分
の好きなことや興味のある分野で話ができるのは当たり
前でありコミュニケーションではありません。自分がわ
からない、興味がない分野と出会ったときに、素直にわか
らないことを質問したり、相手から意見を引き出すこと
こそが、真のコミュニケーションだということです。私た
ち大学生は、価値観の似ている友達同士で行動すること
が多いです。しかし、社会はそれだけではありません。誰
とでも仕事に取り組み、継続して結果を出し続けなけれ
ばなりません。そのようなことを大城先生はうるさいく
らいに伝えてくれます(笑)。
　大城ゼミは、自分の目標の為にひたすらに前進し続け
る人が集まるようなゼミだと自分は思っています。

健康スポーツ学科　立目　貴志

大城 卓也ゼミは こ ん な ゼ ミ

人間健康福祉学部
　　大城　卓也ゼミ

学生の模擬授業風景
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ご寄付のお願い
【教育振興募金のご案内】

　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。

【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

　本学硬式野球部は日本ハムファイターズに所属して
いた元プロ野球選手の沖泰司氏を監督に迎え「社会に
通用する野球人の育成」を目的に2018年４月より創部
いたしました。創部１年目は、沖監督、大城コーチ（聖カ
タリナ大学助教）の２名で愛媛県内外の高校へ学生募
集に奔走しました。そして、２年目となる2019年４月
より14人の部員が愛媛県内外（県内11名、県外３名）か
ら集まり、本格的に始動しました。創部１年目は、練習
環境があまり整わない中で、四国地区総合体育大会（四
国インカレ）をベスト４、四国地区大学野球連盟新人戦
で準優勝という結果を残すことができました。２年目
となる2020年度は、１期生よりも多くの新入部員を迎
え、四国地区のリーグ戦に参戦いたします。
　本学硬式野球部は、自ら考えて動く「考動」をテーマ

に掲げ、日々、勉学と野球に真摯に向き合い鍛錬を積ん
でいます。大学、硬式野球部後援会、保護者、その他の野
球関係者等の大勢の人々のご期待に応えられるよう、
「創部最速の大学野球日本一、四国大学野球界の発展」
を目指して精一杯精進いたします。
　ご声援の程、何卒よろしくお願いいたします。

聖カタリナ大学硬式野球部一同

硬式野球部
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　本書は、小学校高学年くらいからを対象にした、いわ
ゆる「大人のための絵本」です。見開きページの多い図
録で使われるコデックス装という製本方式でつくられ
ています。
　全ページが絵と文章で構成されていますが、通常の
絵本のように、主人公がいて何かしらの出来事が起き、
何かしらの結末をむかえるという内容のものではあり
ません。タイトルの通り、１枚で完結する「お話のよう
なもの」が約200ページにわたり展開されます。
　私たちの身の回りにある新聞や雑誌、漫画などの印

刷物の多くは、写真やイラストなどの「イメージ」と「テ
キスト」によって構成されています。その中で「イメー
ジ」と「テキスト」は、お互いに補足し説明する関係にあ
ります。
　本書は、補完し合う「イメージ」と「テキスト」の関係
を意図的にずらして物語を展開する試みです。読者は
絵と言葉の間にある文脈のようなものを想像しなけれ
ばなりません。その作業は、読者の方々のこれまでの経
験や記憶、あるいは本を開いたその日の心持ちなどに
よって行われるものだと思います。
　具体的に何かの役に立つ類の本ではありませんが、
少し変わった読書体験がお好きな方に手に取っていた
だければ幸いです。出版に際し、原画展とトークイベン
トを札幌、東京、京都、広島、福岡などで開催することと
なっています。
　本書が、物語のつくり方の１つの提案になればと思
っています。

1枚物語
牛島光太郎
（聖カタリナ大学短期大学部講師）
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