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時：11月２日（日）
めぐみ会も出店します !!
所：大阪信愛女学院短期大学城東学舎 鶏のからあげ＆おにぎり
「ぜひ、食べにきてね !」
間：午前10時〜午後3時
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異常気象の日々が続きますが、会員の皆様にはお元気でお過ごしでしょうかお伺い致します。
また、会長様、副会長様はじめ役員の皆様方の日頃のめぐみ会の運営へのご尽力と本学へのご
助力に対し心より感謝申し上げます。
先般（５月４日）、信愛女学院の創立130周年記念ミサが、厳かな中に華やかさをもって執り
行われました。併せて、短大は開設55周年を迎えました。これも偏にめぐみ会々員の皆様方を
はじめ、多くのご関係の皆様のお力添えの賜と感謝申し上げます。
では、本学の近況をご報告しましょう。両学科ともに希望者の全員が就職を果たしました。子ども教育学科では、毎
年、保育園に比べて幼稚園への就職が比較的多いのが特徴といえます。看護学科では、院内教育体制の整った大病院を
選択する傾向が見られます。また、今年は難関の国試が振るわず80％を割ってしまいました。原因の究明とともに教職員・
学生共に捲土重来を期し来年度に向け頑張っています。
子ども教育学科では今年、保育士資格もしくは幼稚園教員免許などどちらか１資格のみで勤務されている方々を対象
に、幼稚園教員資格のみの方に「保育士資格」を、保育士資格のみの方に「幼稚園教員免許」を8単位のみで取得でき
る講座（夏期集中講座）を開講しました。今年は保育士資格取得のために約80名、幼稚園教員資格取得のために10名の
受講申し込みがありました。そのうち本学の卒業生が48名（62％）であり、懐かしいお顔も多く見られました。受講生
の真面目な勉学への取り組みの態度は、現役の学生さんに見て戴きたいと感じました（夏休み中で残念でした）。
キリスト教精神に基づく教育を使命とする本学に学ばれ、勉学や人格形成に励んだ卒業生の方々が各自の置かれた場
で、職業を通してさらに自己を磨き、周りにいる全ての人が幸せになるよう努めて生き、これからも社会に貢献してい
こうとされている姿勢が感じられました。会員の皆様がさらにご活躍されることを心から願いご挨拶と致します。

ごあいさつ

めぐみ会会長



半澤眞智子

同窓会会員の皆様、
お元気でいらっしゃいますか。
今年、学院は「ショファイユの幼きイエズス会修
道院」から派遣されたシスター方が教育事業として
大阪信愛女学院を創立してから130周年という喜ば
しい年を迎えました。
4月には地域の待機児童解消のため「信愛保育園」が開設されました。
女性の社会進出が進む中、仕事を続けたくとも預ける所がなく困っていらっ
しゃる方にとっても朗報です。
子どもの目線に立って作られた施設は、とても魅力ある園です。先生方も
温かく見守り接して下さり、子どもにとって大切な時期を良い環境で過ごせ
るのは心の安定に繋がっていくことでしょう。
今年の楓祭では、めぐみ会総会や同窓会の集いもありますので多くの方に
出席賜りますよう宜しくお願い致します。お茶・お菓子などを用意しておりま
すので気軽にお立ち寄り、ご談笑くださいませ。
私たちも役員を引き受けて早4年（2期目）が経とうとしています。今年度
をもちまして次世代にバトンタッチをしようと考えています。少しでもめぐみ
会の活動を皆様に知って頂き、また学院の今の姿をお伝えできたらと思い、
ホームページも活用しています。
同窓会の運営のありかたについても時代と共に変えていかなければと考え、
取り組んでいます。
どうぞ引き続き母校の発展のため、温かいご支援・ご協力を宜しくお願い
申し上げます。
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同窓会ホームページ

Megumikai
shinai-megumi.org
信愛

めぐみ会

検索

皆さん、アクセスしてくださいましたか？
ブログにてお知らせやメッセージを更新して
いますので、また、ご覧くださいね。
○住所変更も簡単！
！
会報が届いていない同窓生にも、
お知らせ願います。
○メッセージをお寄せください！
お便りコーナー（会報やHP上）に
掲載します。
※短期大学トップからは右上の「卒業生の方へ」⇒
「めぐみ会（同窓会）」をクリック！

子ども教育学科
卒業生の皆さん、それぞれの立場で頑張っておられることと存

している人については、一定の内容を含んだ８単位を取得するこ

じます。今回は、子ども教育学科の今についてお伝えしたく思い

とにより欠けている方の免許・資格を取得することが可能になっ

ます。昔、初等教育学科では、小幼コースと幼稚園コースのいず
れかを選択して履修する形になっていましたが、現在では、全員が、
幼稚園教諭免許と保育士資格を取り、希望者は、小学校教諭免許

ています。各短期大学・大学にこの講座を開設するように要請が
あり、本学でも夏季休暇中に集中講座で開講します。26年度につ
いては、受付は終了しましたが、今後も開講する予定です。本学

も取るという形になっています。希望すれば、２年間で幼小の教

の卒業生で、保育士資格を取りに来る人が50名ほどいます。久し

員免許と保育士資格を取れる形です。もちろん３つとも取るとな

ぶりの母校での講義、どのように感じられるのでしょうか。

ると、時間割・実習はかなりハードにはなりますが。

その他、本学で取ることのできる資格、免許は次のようなもの

また、認定子ども園への移行が本格化し、そこで働くためには

があります。児童厚生員任用資格・児童指導員任用資格・子ども

幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を持っていなくてはいけなく

音楽療育士資格・園芸療法士資格・ピアヘルパー受験資格・社会

なります。移行措置として、ここ５年間はどちらかを持っておれ

福祉主事任用資格・幼稚園保育園のためのリトミック指導資格２

ば働くことができます。しかし、働き続けるためには、この５年

級などがあります。これらは、科目等履修生の制度を利用し、卒

以内に、持っていない免許もしくは資格を取らなければなりませ

業生でも取得が可能です。興味のある人は、
問い合わせてください。

ん。そのために、文科省・厚労省から特例として、３年以上勤務



子ども教育学科長 馬場 桂一郎

看護学科
めぐみ会の皆様にはお元気でご活躍のこととお慶び申し上げま

ような看護師が育てばよりよいと思っています。

す。平素は短期大学の教育にご理解ご支援をいただき誠にありが

信愛教育といっても具体的にどのような教育を行えばいいのか

とうございます。

は、中々むつかしい問題です。時代に応じて、また学科の特性、

看護学科も６年目を迎えました。卒業生は３期生に至り、京阪

学生の状況に応じて、工夫しなければならないことが多々ありま

神地区の主要総合病院をはじめ多くの病院で働いています。病院

す。教員一丸となって教育の改善に取り組んでいるところです。

に行くと卒業生に出会うこともあると思います。今後卒業生が増

最近、就職先の信愛生の評価の上位に「優しさや思いやりがある」

えていくと、病院で卒業生に出会うことがますます多くなってい

というのがあり、本学の教育が少しは実っているのかとうれしい

くことでしょう。

気持ちになりました。

病院で看護師として働く卒業生との出会いがあったとき、患者

信愛のことをよくご存じの方が入学していただければ、信愛教

としてだけでなく患者の家族や関係の者としても、安心して看護
を受けられる、おもいやりがあり心が休まる、元気づけてくれる、
気軽に病気のことや心配な面を相談できるなどのことがあれば、
いいなと思います。
信愛教育の基本はキリスト教精神に基づくこころの教育です。
看護学科においても、キリスト教精神に基づき豊かな人間性や幅

育もよりスムーズに進めることができると思います。最近、知り
合いや姉が卒業生または在学生で是非入学したいという声も聞き
ます。卒業生の皆様にもご家族や親族、お知り合いなどで看護師
を目指す方がおられましたら、是非信愛への入学を勧めていただ
きたく思っております。
看護学科の発展には、卒業生の皆さんのご支援を必要とすると

広い教養を身につけ、患者さんの視点に立った看護ができる看護
師の養成を目的にしています。その中で、
ボランティア精神が育ち、
海外も含め社会の中で特に助けを必要とする人たちの力になれる

ころが多々ありますので今後とも何卒よろしくお願い申し上げ
ます。


看護学科長 髙井 明徳

同窓会開催報告
平成26年度

初等教育学科４期生 B 組のクラス会を８月３日（日）に卒
業40年目と担任だった種谷先生の御退官を祝して同窓会を

公開芸術公演

「京都市交響楽団メンバーによる管弦楽八重奏団

京都 ラ ビッシュ アンサンブル」

開催致しました。
当日は、台風の影

10/15（水）

響であいにくの雨に

お問い合わせ先
am10：40開演（am 10：20開場） 大阪信愛女学院短期大学
ＴＥＬ：06−6939−4391（代表）
大阪信愛女学院講堂

も か か わ ら ず20名
（ 当 時38名 ） が 参

主
＊入場無料・申込不要
＊お車でのご来場は、ご遠慮ください。 協
＊7歳以上のお子様よりご入場いた
だけます。

加し、奈良のあすか
荘で楽しいひととき
を過しました。
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催：大阪信愛女学院短期大学
力：城東区役所・旭区役所・
鶴見区役所

恩師からのお便り
分に未熟さを感じたものでした。教育する為に雇われて

ありがとう


種谷

いる身が、人間教育をしてもらっているという思いでし
た。一方、授業は、ひと言で申せば「本当に楽しかった！」

睦子

専門の事を学生と一緒にできる喜びは、この上ないもの
です。努力をすれば必ずできるようになると思うあまり

卒業生の皆様、如何お過ごしで

に、努力不足の学生には、辛いものであったかもしれま

しょうか。私は、この春、定年退

せん。そういう思いをもった卒業生がおられたら、お許

職をいたしました。

しいただきたいと思います。冗談まじりに「私の授業で

こうして、めぐみ会の紙面をお借りして、ご挨拶でき

は眠る学生は一人もいません」というと、皆さんびっく

ることを有難く思います。47年もの長い間お世話になり

りです。それもそのはず、全員がずっと立っている授業

ました。信愛女学院の先生方、卒業生の皆様「ありがと

ですから。私にとって、このやり甲斐のある授業が終わり、

うございました。」今の心境は、このひと言です。学院

学院の土俵から降りた今は、卒業生の一人ひとり、そし

は、今年創立130周年の記念の年を迎えました。私は創

て短大での思い出が宝物となりました。これからの私は、

立80周年の３年後に奉職し、この伝統ある学校に受け入

マリンバ奏者という土俵で、しっかりとシコ（四股）を

れていただけたことは、誠に幸せなことでした。国公立

踏んで精進します。「いつまでするの？」の質問には「自

学校しか体験のない私は、初めて私学の使命を知りまし

動的にトレモロをするようになるまで」と答えています。

た。当時、短大には、私の親年令以上の先生がたくさん

卒業生の皆様、どうぞからだには気をつけて、それぞれ

おられ、色々と教わりました。特に会議では、多くの事

の与えられた場所でご活躍下さいますよう念じています。

を学ばせていただきました。発言のひとつも出来ない自

感謝のうちに。

NEWS

信愛保育園開園しました !!
いただいていると感じないではいられませんでした。困
難にぶつかる度にどこからか助け船が来たり、もうここ
までかとあきらめかけたら別の角度から解決策が見つ
かったりと、常に何かに守られているような不思議な感
覚を抱きました。経験豊富で熱心な優しい先生方がたく
さん集まってくださったことも、奇跡としか言いようが
ありません。
ここまで、神様だけでなくいろんな方面の方々が、様々
な方法で私達を助け、支えてくださいました。いただい
た恵み、ご恩に少しでも報いることができるよう、より

2014年4月1日、大阪信愛女学院創立130年という記念

良い保育を目指してこれからも日々努力を重ねていきた

すべき年に、信愛保育園は開園致しました。開園当初は

いと思います。お近くにお越しの際には、是非かわいい

親を求めて泣く子ども達の泣き声で溢れていましたが、

園児の姿を見にお立ち寄りください。

今では笑い声が溢れ、保育園でまだあそんでいたいと泣



くお子様もいるぐらい、皆、信愛保育園を大好きになっ
てくれています。
信愛小学校で音楽を担当していた私は、１年前の丁度
この時期、授業に一区切りをつけ、昔勤めていた保育園
へ実習に行き始めました。信愛保育園を立ち上げるため
です。行き始めはしたものの、未だこの事実が現実のも
のと思えず、右往左往しておりました。無理もありません。
130年の歴史を誇る名門学院の新しい施設の責任者だなん
て、こんな恐れ多い話を、一体誰が信じることができた
でしょう。このお話を頂いてから約10か月、長い期間を
かけてようやく自分の中に覚悟ができたように思います。
今回の保育園開設については、神様から大きな恵みを
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信愛保育園園長

中川とく子

吉川ケイ子先生を偲んで

立ちませんでした。神様は、日頃のケイ子先生をしっかりと抱きとめ、
静かに天国へお連れになったのです。神様にその時を変更して下さい
と、願う余地をお与え下さいませんでした。ケイ子先生は、神様のそ

ありがとうございました

の愛に、とっぷりとつかり
「皆様の為にお祈りしています。」とおっしゃっ

天の下では、何事にも定まった時期があり、

ているようでした。

すべての営みには時がある。

いつか、修道院をお訪ね下さった時、聖堂で敬けんに祈られていた

・・・・

故

吉川ケイ子先生

姿が目に浮びます。

神のなさることは、すべて時にかなって美しい。

生前のケイ子先生は、信愛をこよなく愛し、心から信愛の学生、生

神は、また人の心に永遠への思いを与えられた。

徒、児童、園児を愛し、信愛教育に命を捧げられました。ご主人様も



ご子息様もケイ子先生に協力的で、家族揃って教材準備などに協働し

―

伝導の書 3－1－11

―

て下さいました。

2014年1月23日の日暮どき、誰が先導するでもなく、短大の教職員

また先生は、自然を愛し、いのちを大切に、道端に咲く小さな草花

の足が、天王寺にある鉄道病院に向っていました。

に声をかけ、目立つところに活け、訪れる人々に癒しと勇気を与えられ

病室は入れ替り、たち替りいっぱいになりました。そこには、吉川

ました。誰にでもやさしい先生、しかし妥協をゆるさない、凛とした

ケイ子先生の姿がありました。えも言われぬ雰囲気が漂い、みなが祈

お姿は素晴しい教育者でした。

りたい気持ちになりました。

ここに慎んでお別れを申し上げるとともに、改めて今までいただきま

私達のグループは最後から二番目だったと思います。最後のグルー

した数々のご指導、ご厚情に対して、こころからの御礼と感謝をお捧

プが病室を去られた後、
（あとで聞いたことですが）
「もう充分です。」

げいたします。同時に先生を愛し、先生の日々をがっちりと支えておら

そしてケイ子先生は、神の時を受容し、静かに旅立たれたということ

れたご主人、ご子息様にも厚く御礼申し上げます。

です。

吉川先生、ありがとうございました。

生前の生きざま、そのままのスマートな旅立ちでした。緊急連絡の

今後は天国より、御指導くださいますよう、よろしくお願いいたします。

必要にそなえ、携帯電話を握りしめていました。しかし、何の役にも



大阪信愛女学院 Sr.

縄田

訷子

卒業生は今…
子どもの居場所

念願の看護師、２年目、頑張ってます！

志水裕子（旧姓：山崎）（初等教育学科昭和58年度卒）

北村明香里（看護学科平成24年度卒）

私が15年間働いているＭ市の放課後児童クラブ「わいわい」

念願の看護師になって今年２年目を過ごしています。学生時
代に実習でお世話になった公立の総合病院で働いています。

は、学童保育とは別で、全学年が対象で無料で利用できます。

祖母の闘病生活をきっかけにして看護師を志したのは19歳の

月〜金の放課後と土曜日及び長期休暇中も開いています。土曜

時でした。看護とは違う分野に進学していた私は、一度社会人

日及び長期休暇中は、朝9時から夕方の5時までの間、好きな時

を経験した後、22歳の時に、若い現役生の皆と仲良くやってい

間に来て過ごすことができ、お弁当の持参も可能です。小学校

けるかなど、さまざまな不安を抱きつつ、大阪信愛女学院の看

の空き教室を利用していますので、校内公園のような場所です。

護学科に入学しました。入学後はそのような不安もなく、新し

自由な行動が基本ですが、登下校時間の記入、おやつ・ゲーム機・

くできた大切な友人たちや、温かく見守って下さった先生方の

現金の持ち込みは禁止です。もちろん、喧嘩など度の過ぎた児

おかげで、充実した３年間を過ごすことができました。

童への対処はします。

人の命に直結した看護の仕事は、やはり、想像していた以上

夏休み中のある児童の1日を紹介します。9時に登校。宿題、

に過酷なものでした。入職当初は仕事が終わると一目散に自宅

10時校庭で虫取り、11時校内水泳教室。12時みんなでお弁当、

に帰り、一日の振り返りをしながら気がつくと倒れこむように

1時昼寝をしながらビデオ鑑賞、3時大人気の卓球トーナメント、

眠る日々でした。１年目は一人で出来る看護技術も少なく、患

4時学童と合同のキックベースボール、5時下校。夏の1日を満

者さんへの対応がすぐに出来ないときなど自分の無力さに落ち
込み、病棟で泣いていました。日々の行動を振り返りながら患

喫して帰ります。

者さんと向き合い、より良い看護を行うためにはどうすればい

私は、児童を見守る立場にあります。大勢来ますので、個々

いかを考えながら１年が瞬く間に過ぎ去りました。

に着くことはありませんが、虫取りに付き合い、一緒にお弁当

２年目になった今、夜勤の回数も増え、重症患者さんを複数

を食べ、ときには高学年の恋の話を聞くこともあります。短大

担当するなど、任される仕事も変わってきました。責任感が増

時代に卓球部に所属していたので、大人気の卓球の相手もしま

すとともに病棟で涙を流すことも少なくなったように思いま

す。ときには、難しい宿題も一緒に考えます。毎日同じ顔ぶれ

す。また仕事を頑張るために、休日は趣味を充実させ、友人と

ではありませんが、毎日が大家族のようで、私自身も大きなや

会う時間を作るなど息抜きをするようになりました。

りがいを感じています。

看護師を志したあのときの思い、また今までに経験したこと

初等教育学科を卒業して、30有余年、幼稚園教諭を経て、今、

がないくらい緊張し張り詰めていた病院での実習や国家試験の
経験を大切にし、これからも、丁寧な看護を心がけ、勉強を続

児童とかかわる仕事ができること。信愛で学んだ2年間が一生を

けながら日々成長し、自分が目指す看護師像に近づいていける

左右する2年間だったと気づき、改めて感謝しています。

よう努めたいと思っています。
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第28回 総会

＆

楓 祭 出 店 ！ のお知らせ

11月2日（日）大阪信愛女学院短期大学

めぐみ会総会

城東学舎
302教室

城東学舎にて
めぐみ会会員の
皆さま

総会や同窓会のつ
どいに参加してく
ださった方に記念
品をお渡しします !!

午前10：15 受付
10：30 開会

お茶とお菓子の用意をして
おります。どうぞ、お気軽
にお立ち寄りください。当
日、同窓会を予定の方は、
302教室をお使いいただく
ことができます。ご希望の
方は短期大学までご連絡く
ださい。
連絡先：06-6939-4391

（短期大学 竹内まで）

挨拶
会計報告 他

看護学科 同窓会のつどいも開催 !!
午前11：00〜12：00 302教室

楓祭出店

Osaka S h i n - A i

Megumikai

午前10：00〜午後3：00

今年も出店します !!
ヘルシー

焼き菓子も販売 !!

城東学舎テニスコートテント内

鶏のからあげ＆おにぎり
とりとう

〔千林のエール館内「鳥藤たなか」協力！〕

おうちでほっこりおやつ
お菓子作りの楽しさに出会い、食べ

てくれる人の笑顔に喜びを感じて以来

おうちで作って・食べて・ほっこり楽

しんでいます。

おっとり鶏太

おいしいよ
!!

当日お手伝い
できる方募集 !!

この度、めぐみ会よりお話しをいた

だき楓祭に出品させていただくことに

なりました。

お菓子を通

らっしゃいましたら、ご協力
を宜しくお願い致します。

午前10時30分〜15時までの

間で２時間程度。

交通費は実費、昼食はこち

じてぜひ皆

らでご用意させていただき

楓祭でお会

受付締切
10月15日（水）まで
連 絡 先 06-6939-4391

様の笑顔に

いできるこ

とを楽しみ

にしていま
す。

そうの あき

【アクセス】
〒536-8585 大阪市城東区古市2-7-30
TEL.06-6939-4391

当日会員の皆様の中で、お

手伝いしていただける方がい

ます。



（短期大学 竹内まで）

＊＊＊ 編 集 後 記 ＊＊＊
めぐみ会の皆さん、お元気ですか？
今年は第28回総会と楓祭の出店をダブルで行うことにいたしました。 今回
から総会や同窓会のつどいに来てくださった方に、オリジナル記念品をお渡

●地下鉄長堀鶴見緑地線「今福鶴見」①出口から北へ徒歩15分

しすることになりましたので、 皆さんの参加をお待ちしております。 また、

●地下鉄今里筋線「新森古市」①出口から南へ徒歩5分

昨年も好評だった 「鶏のからあげ」 も再登場！ 髙坂学長様からも美味しいと

（京阪「関目」から地下鉄今里筋線「関目成育」は隣接）

太鼓判を押していただきましたよ！ また、新しく「焼き菓子」 も販売します
ので、賑やかになりますね。是非、同窓生お誘い合わせの上、ご来場ください。

●近鉄「布施」から市バス86乗車、
「緑一丁目中」下車

総会＆楓祭への参加とともに、同封の葉書にメッセージ （ご意見・ご感想

「緑一丁目中」下車
●阪急京都線「上新庄」から市バス86乗車、

など） をお寄せくださればうれしく思います。これからもご協力のほど、よ
ろしくお願いします。

お車でのご来場はご遠慮下さい。
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