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さて、教育の根本は人間教育であろう。夙川学

ピアスーパーバイザーからのコメント

院短期大学は、幼児教育の教育者を育成すること

本論文は私立学校の特色に目を向け、キリス

を掲げている。その教育者にとって最も重要なこ

ト教精神の視点を中心に、夙川学院の教育理念

とは、愛であろう。教師は、児童や園児に対して

に関して、本学の創立から現在までの長い歴史

一人ひとりを大切にする愛がなければ健全な教育

に沿って、詳細に考察されている。『夙川学院

をすることができない。短期大学の教育理念とし

百年史』より引用の「時間がかかってもよいか

て「愛と誠実」を掲げていることは、この点で非

ら形の崩れないように、丁寧に縫いなさい」と

常に的を射ていると思う。夙川学院の教育理念と

いう創設者増谷かめが塾生らにかけた言葉や、

して「イエス・キリストの教えを教育の根本とし」

自由にならない体を持つことによって自身の

とあるが、愛と誠実ということは、このイエス・

内に痛みを抱えることでより深い教育者とし
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育理念に意味を見つけ、各自が自分なりの理解
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を深めるうえにおいても貴重な論考ある。ｍｍ
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ｍｍｍｍｍｍ

なかろうか。
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ら形の崩れないように、丁寧に縫いなさい」と

常に的を射ていると思う。夙川学院の教育理念と

いう創設者増谷かめが塾生らにかけた言葉や、

して「イエス・キリストの教えを教育の根本とし」

自由にならない体を持つことによって自身の

とあるが、愛と誠実ということは、このイエス・

内に痛みを抱えることでより深い教育者とし

キリストの教えにおいても中心的なことである。

ての姿勢が育まれたのではないかと感じられ

イエス・キリストは、最も重要なこととして、
「心

る点、また「創設者かめは進歩的進取的で創造

を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あな

性豊かな才能の持ち主であった」との分析は印

たの神である主を愛しなさい」ということと、
「隣

象深く、質の高い保育・教育者を育てようと取

人を自分のように愛しなさい」ということを教え

り組み、様々な時代の中で柔軟に人間教育のあ

た（マタイによる福音書 22:37-39）。また、イエ

り方を探ってきたこれまでの本学の礎となる

ス・キリストは、
「正義、慈悲、誠実を最も重要な

部分が示された。教育理念は生きたことばをと

こととして行うべきだ」と教えている（マタイに

おして学生たちに伝えられることにより、そこ

よる福音書 23:23）。質の高い保育者を世に送り出
すことを目指している夙川学院短期大学の課題は、
このようなイエス・キリストの教えの中心である

を深めるうえにおいても貴重な論考ある。ｍｍ

送り出すことによって、社会に貢献することでは

ｍｍｍｍｍｍ

なかろうか。
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る大切なものともなっていく。本学における教
育理念に意味を見つけ、各自が自分なりの理解

「愛と誠実」を身につけた質の高い教育者を世に

7．引用文献・参考文献

で学ぶ者としての誇りとその後の人生を支え
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