希望の職場をめざし、保育・幼児教育の専門家に必要な資格を取得

聖カタリナ大学

カリキュラムには、子どもの発達や教育といった専門知

私の未来はここから始まる。

人間健康福祉学部では、社会福祉学科、人間社会学科、

◇めざせる進路／一般企業の営業・事務（調査・企画・

健康スポーツ学科、看護学科の４つの学びを通じて、地

広報）、心理カウンセラー、公務員（心理職、相談員、

域の健康福祉社会づくりに貢献する人材の育成を行いま

警察官等）、大学院進学 など

す。瀬戸内の海に面し爽やかな潮風の吹き抜ける「北条

●健康スポーツ学科

キャンパス」と、松山市の中心部に位置する利便性抜群

社会の中で、健

の「松山市駅キャンパス」で、充実した学生生活を送る

康・スポーツが担

ことができます。

う役割の教育と研
究を行います。ス

人間健康福祉学部

ポーツと社会学の

指導するレクリエーション・インストラクターの資格も
取得できます。
〈保育学科のカリキュラム〉

識はもちろん、子どもの感性をより豊に広げるための科

1 年次は乳幼児教育の基礎科目を、講義と実技を交えて

目も用意され、幅広い知識や技術が身につきます。

学び、後期には幼稚園・保育所・施設での実習に取り組

また、附属幼稚園などの学内施設も充実し、子どもと関

みます。2 年次は参加・指導を目的とした本格的な実習

わる機会が多いのも特長です。

を行うとともに、講義を通じてより高度な専門知識を身

●保育学科

につけ、さらにグループで取り組む演習科目によって実

人格形成にとって最も重要な時

践力を高めます。

期である乳幼児期の教育に携わ
る幼稚園教諭・保育士の育成を
総合的に学ぶカリキュラムを編
成し、子どもの心理や病気につ

愛媛県

「社会福祉士」「精神

よく学び、3年次

保健福祉士」「介護福

ではスポーツや医

祉士」の国家資格取得

学、栄養などをの

を念頭に、「人にとっ

専門科目を履習するとともに、救急法の実習、健康運動

て本当の幸せは何か」

実践指導者の試験対策も実施します。4年次では教育実習

を追求しながら、福祉

のためのサポートも行います。実践的な指導者の養成を

専門職に必要な知識と

通じて、健康的で豊かな暮らしの実現に貢献します。

技術を学びます。福祉

◇めざせる進路／学校教員、一般企業、スポーツ関連施

系大学だからこそ開講

設、行政機関、福祉施設 など

できる多彩な科目群と

●看護学科

豊富な実習カリキュラムで、福祉現場に直結する知識を

松山赤十字病院との協力協定に基づき、充実した指導体制

身に付けることができます。また、4年次に受験する国家

の下で臨地実習が行われます。在学中に日本赤十字社の認

試験対策として学内講座や勉強会が熱心に行われてお

定資格（日本赤十字救急法救急員ほか）の取得が可能なう

遊び、英語のホッピング、ダンスなど、在学生

り、資格取得のサポートも万全です。地域で活躍する福

え、地域医療はもとより国内外の災害救護に関する看護も

たちが１年間学んできたことを中心に企画構成

祉専門職はもちろん、福祉の知識を活かした一般企業へ

学ぶことができます。また、松山赤十字病院からの病院奨

し、新入生に披露します。また、先生方も交えた保育学科全員参加のゲーム

の就職にも対応できる体制を整えています。

学金制度も充実しています。松山市の中心部に位置する利

大会も行います。イベントの準備期間は、実習などで忙しいなか皆でコツコ

◇めざせる進路／福祉系団体・行政機関、保険・医療機

便性の高いキャンパスに最新の設備を備え、四年制大学な

ツと劇や道具などを作ることで、クラスの団結力を日々深めることにも繋が

関、福祉サービス事業、一般企業など

らではの高度な看護スキルと豊かな人間性を併せ持つ看護

●人間社会学科

師を育成しています。

ります。保育学科の学生にとって、とても思い出深いイベントになります。

心理学と社会学をバランス良く学びながら、さまざまな視

◇めざせる進路／病院・診療所、高齢者施設、訪問看護

点から社会問題にアプローチしていきます。社会を構成す

ステーション、保健所・地域包括センターなど

ニケーション力を備えた、企業や地域で活躍する社会人を
育成します。また、

現代社会

充実。子どもの個性や能力・発達段階に応じて柔軟に対
応できる実践的な指導力と質の高い教育能力を養います。

国際

幼稚園教諭二種免許と保育士に加え、地域や学校などで

TOPICS

カタリナウェルカムキャンパス

新入生が先生や先輩、同期の学生たちと交流し、
少しでも早く新しい環境になじめるよう毎年４
月に新入生歓迎イベント「カタリナウェルカム

サイエンス
（理学）

ハイテク
（工学）

キャンパス」を開催しています。子ども劇や手

TOPICS

移動児童館の活動をサポート

食料・
バイオ
（農学）

生命・
医療

生活

移動児童館とは「遊び」を積んだ車が出かけてい
く「動く児童館」。児童館のスタッフが公民館や地

教育

域団体のもとを巡回し、子どもと保護者に遊びと

公認心理師国家資格
カリキュラムにも対

交流の場を届ける活動です。保育学科の学生も参

応しており、カウン

加して、この活動をサポートします。エアトラン

セラーなど心理学の

ポリンやボールプール、体操、手遊び、絵本の読

プロフェッショナル

み聞かせなどを行うなかで、児童センター職員や

を目指すこともでき

保護者と関わり、より実践的な経験を積む機会と

ます。

なっています。
※6月・7月・8月・10月・3月開催予定

※詳細はお問い合わせください

法・政・
ビジネス

いての専門知識から、歌やオペレッタなどの表現活動も

両分野をバランス

テムについて理解を深めるなかで、課題探求能力とコミュ

文化・
語学・
人間

目的としています。幼児教育を

●社会福祉学科

る人間の心理や行動、それらの人間を取り巻く集団やシス

の系統

い各種資格を取得できます。

学

学科
ガイド

短期大学部では、2 年間で保育・幼児教育の専門性の高

学部
ガイド

大

問い合わせ先●入試課
〒799-2496 松山市北条660
TEL（089）993-0757（直）
（0120）24-4424
●http://www.catherine.ac.jp ●e-mail : nyuushi@catherine.ac.jp

聖カタリナ大学短期大学部
スマホで
資料請求！

聖カタリナ大学
聖カタリナ大学短期大学部

芸術

スポーツ・
健康

社会のニーズに応えるスペシャリストをめざし、現場に必要な多彩な資格

■聖カタリナ大学
社会福祉学科
●社会福祉士（国家試験受験資格）
●精神保健福祉士（国家試験受験資格）
●介護福祉士（国家試験受験資格）
●レクリエーション・インストラクター資格
●障がい者スポーツ指導員（初級）
●介護職員初任者研修
●福祉用具専門相談員
●任用資格 ※1
人間社会学科
●社会調査士
●認定心理士
●公認心理師（大学科目対応）
●社会福祉主事任用資格
健康スポーツ学科
●中学校・高等学校教諭一種免許状（保健体育）
●健康運動指導士（受験資格）
●健康運動実践指導者（受験資格）

●ジュニアスポーツ指導員（受験資格）
●コーチングアシスタント（受験資格）
●レクリエーション・インストラクター資格
●障がい者スポーツ指導員（初級）
●社会調査士
●社会福祉主事任用資格
看護学科
●看護師（国家試験受験資格）
●保健師（国家試験受験資格）
●日本赤十字社認定資格（赤十字救急法救急員、
赤十字水上安全法支援員 I 、赤十字幼児安全法支援員、
赤十字健康生活支援講習支援員）
■聖カタリナ大学短期大学部
保育学科
●幼稚園教諭二種免許状
●保育士資格
●レクリエーション・インストラクター資格
●社会福祉主事任用資格
●児童厚生二級指導員

※ 1 社会福祉主事・児童福祉司（指定施設で１年以上の実務経験が必要）
・知的障害者福祉司・身体障害者福祉司・家庭相談員

施設
・
設備

本学の就職課のスタッフは、豊富な経験を持つ就職指導のスペシャリストです。
就職相談はもちろん、履歴書やエントリーシートの書き方、面接指導など、小
規模校だからこそできる
個別指導体制を整えて
います。また、各種の

愛媛県

健康スポーツマネジメント専攻の開設にあわせてキャンパス

リスト教関係書などを収蔵。館内にある視聴覚室には、邦

内に用意されたスポーツジム。
トレーニングスタジオのほか、

画、洋画、
クラシックなど、約5,000点の視聴覚資料があり、

心 理 測 定 室・実 験 室・体力測 定 室 、ロッカールームやシャ

学生は自由に鑑賞することができます。

ワールームも完備されています。

●聖カタリナホール

●実習室（看護学科）

荘厳なパイプオルガンを備え、
ステンドグラスが美しい学園の

看護学科のある松山市駅キャンパスには、基礎、成育、成

シンボル的存在。入学式や卒業式など、各種の式典や行事

人・老年、在宅など、分野別の実習室を完備しており、最新

などに使用されます。

の設備を使った実習が受けられます。

韓国・又松大学校、韓国・国際大学、ス
ペイン・レオン大学、アメリカ・オハイ
オドミニカン大学、チリ・聖トマス大学
などと国際提携を結び、学術交流活動を
展開しています。

聖カタリナのキャンパスは
学生一人ひとりが輝ける場所です

特色

●サークル活動
〈体育系〉
剣道部、サッカー部、硬式野球部、バドミントン部、バスケットボール部、
ダンス部、弓道部、なぎなた部、硬式テニス部、軟式野球部、卓球部、

●ヘルスプロモーションセンター「サルーテ」

蔵書数約130,000冊を誇る図書館には専門・一般図書・キ

国際交流

の夢の実現を強力にサ
ポートしています。

新体操同好会、水泳同好会、フットサル同好会

〈文化系〉
華道部、フォークソング部、茶道部、箏
曲 部、 漫 画 研 究 部、V.Y.S. 部、May
Club（手話部）
、
学生赤十字奉仕団同好会、
国際ボランティア同好会、放送研究同好
会、 ハンドベルリンガーズ など
〈その他の団体〉
学生ボランティアセンター

人間健康福祉学部
●看護学科……………………1,780,000 円
●その他の学科………………1,205,000 円
※学外実習等、別途実費が必要。
● 保 育 学 科 …………………1,080,000 円
※学外実習等、別途実費が必要

座を開講し、学生たち

学生
生活

初年度入学金・学費（2022年度参考）

聖カタリナ大学

聖カタリナ大学短期大学部

資格取得のための講座
や就 職 試 験 対 策の講

最新の教育設備を完備。充実した学びのステージです

●図書館

CHECK

一人ひとりの夢の実現に向けて、
きめ細かく就職活動をサポート

など

■就職サポート
就職については、面接対策、志望動機作
成など、専任スタッフがきめ細やかに個
別指導します。また、国家試験対策講座
や学内合同企業説明会などのプログラム
も充実し、一般企業から福祉・保育など
の専門分野まで、幅広い就職活動が実現
できるよう支援しています。
■資格取得サポート
社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉
士、健康運動実践指導者など、学生の
ニ ー ズ に 応 じ て 多 彩 な 講 座 を 開 講 し、
資格の取得に挑戦する学生をサポート
しています。

〈聖カタリナ大学 北条キャンパス〉
JR 予讃線「伊予北条」駅下車、徒歩約
10 分。

至松山市内

ィアの依頼を全学生に発信

北条キャンパス

なく、自らも活動に参加し、
講演会やチャリティーイベ
ます。
基礎看護学実習室

学生食堂

※6月・7月・8月・10月・3月開催予定
※詳細はお問い合わせください

聖カタリナ大学短期大学部附属幼稚園

食料・
バイオ
（農学）

生命・
医療

生活

教育
松山城

千舟町通り

済美
高等学校

松山市駅

芸術

松山市駅キャンパス

【看護学科】

松山南
高等学校
松山工業 聖カタリナ学園
56 高等学校 高等学校
国道 号

ントの開催なども行ってい

国道196号

メンバーは情報提供だけで

サイエンス
（理学）

〈聖カタリナ大学 松山市駅キャンパス〉
伊予鉄道「松山市」駅下車、徒歩約 3 分。
伊予鉄高浜線

に 橋 渡 し を 担 っ て い ま す。

●北条
小学校

国道196号

予讃線
JR松山駅

し、気軽に参加できるよう

国際

●北条中学校 郵便局●

し、学外の施設や団体から
ヘルスプロモーションセンター「サルーテ」

現代社会

伊予北条駅

る組織は平成 10 年に発足

聖カタリナホール

法・政・
ビジネス

至今治市

●北条
高等学校

通称「ボラセン」と呼ばれ

図書館

文化・
語学・
人間

ハイテク
（工学）

交通

●ボランティアセンター

大学に寄せられるボランテ

の系統

■取得できる資格・免許

就職

短期大 学

資格
・
免許

スポーツ・
健康

