奨学制度について
聖カタリナ大学・短期大学部では、受験生を対象としたさまざまな奨学制度を設けています。
部活動や学習に対する意欲を経済面からも力強くサポートします。
対象学科

[ 人間健康福祉学部 ] ●社会福祉学科

●人間社会学科

●健康スポーツ学科

[ 短期大学部 ] ●保育学科

名称

選抜区分

特典

対象条件

総合型選抜

学園奨学生

両親の収入合計が 800 万円以下の者、かつ ( 独 ) 日本学生
支援機構の「給付奨学金」の家計基準に該当しない者

指定校推薦選抜（前期）

専願特待生
( 大学のみ)

指定校推薦選抜
専願推薦選抜

高等学校の学習成績の状況（評定平均値）が 4.5 以上で、

授業料の

30% を給付

ひとり暮らし

全選抜

生支援機構の「給付奨学金」の家計基準に該当しない者

一般選抜または共通テスト利用選抜の
成績優秀者

利用選抜

※社会人・外国人留学生・
第 3 年次編入は除く

書類
審査

両親の収入合計が 8 0 0 万円以下の者、かつ ( 独 ) 日本学
※( 独 ) 日本学生支援機構の「給付奨学金」との併用不可

一般選抜

共通テスト

スタート支援金

※( 独 ) 日本学生支援機構の「給付奨学金」との併用不可

スポーツ推薦選抜

特待生

入学者
選抜の
成績
・
書類
審査

高等学校の学習成績の状況（評定平均値）が 4.0 以上で、

（短大は 1 期のみ）

総合型選抜

選考方法

授業料から

30 万円を免除

適応期間

正規の
修業年限
大学 4 年間
短大 2 年間

成績
優秀者

高等学校の学習成績の状況（評定平均値）が
3.0 以上で、遠隔地により下宿や寮でひとり
暮らしをする者、かつ両親の収入合計が 500
万円以下の者

書類
審査

入学時
１回のみ

※特典が「給付」の奨学制度は、授業料から奨学金額に該当する額を免除することで給付したものとします。
※ひとり暮らしスタート支援金は、他の制度との併用ができます。

学生寮について
北条キャンパス内に、女子専用の学生寮『いずみ寮』
（63 名収容）があります。各部屋には、
ベッドや机、クローゼットがあり、全室個室になっています。
全国各地から入学した学科の異なる寮生とも知り合いになることができ、寮生活を通し
てならではの良き友人も見つかることでしょう。
寮費
入寮費 ( 入寮時 )
寮費 (１年間 )

25,000 円
635,000 円

●寮費は年４回の分納になります。
●朝夕２食分の食費が含まれます。（長期休暇を除く）

[ 人間健康福祉学部 ]
[ 短期大学部 ]

●社会福祉学科

●人間社会学科

●健康スポーツ学科

●看護学科

●保育学科

〒799-2496 愛媛県松山市北条 660
https://catherine-nyushi.com/

089-993-0702 ( 代 )

Basketball
聖カタリナ大学 女子バスケットボール部
入部案内

指導歴
聖カタリナ高校 ヘッドコーチ（1984~2013）
U-18 日本代表ヘッドコーチ（2008~2015）
アイシン AW ヘッドコーチ（2016~2020）

Message

一色 建志
1961/8/11

聖カタリナ大学女子バスケットボール部は、2021年度に創部された若いチームです。9年

監督

いま

振りに愛媛に戻ってきた現在、バスケットボールを通じて、常にチャレンジャーであり、

安藤 菜津 Natsu Ando

岩崎 日香 Hikaru Iwasaki

出身校
選手紹介

出身校
選手紹介

愛媛県立新居浜商業高等学校
ドライブのキレと力強いリバウ
ンドでチームを勝利に導く。

PF

PG

強い志をもった人物を育成できるよう、培った経験を学生に還元していきたいと思います。

ライセンス

藤蔭高等学校 ( 大分 )
得意な 3Ｐに加え、力強いドライ
ブ、またインサイドのポストプレ
イなどどこからでも得点を取れる
PG。
司令塔としてチームをまとめあげ
勝利に導ける選手を目標とする。

愛媛の地を、女性スポーツで一緒に盛り上げて行きましょう。

JBA 公認 S 級コーチ

大野 和紗 Kazusa Ono
出身校
選手紹介

『 全国で戦えるチームへ 』

『 魅力ある素敵なチーム 』
〜 Thinking ahead 〜
私たちは自分を知るために、常に自分と向き合い、仲間を
認め、高め合う。
どんな相手にも立ち向かい、戦い続ける！
！

私達は、ハイレベルな環境で練習ができる喜びを感じな

SG

がら、日々礼儀を忘れず練習に取り組んでいます。

済美高等学校
高校 3 年間のブランクを乗り越
え、新たなバスケ生活を始める。
目 標 は 高 く、チ ャ ン ス を く だ
さった方々への感謝を忘れず完
全燃焼を目指す。

菊地 桃子 Momoko Kikuchi

出身校
選手紹介

愛媛県立東温高等学校
粘り強いディフェンスが持ち
味。ボールへの執着心を忘れず
プレーする。

SG

自分の目標に対して、今の自分の姿を照合し、その都度
自己分析を行い課題をクリアすることを心掛けています。
また、常にチャレンジャー精神を持ち全国大会という終
着点に向けて戦い続けます。

『 幸せになるため 』
私たちは、創部 1 年目で全国大会で戦えるチームになるため
の練習がスタートしました。ミーティングでは、チームの土台
作りとして「なぜバスケットボールをしているのか｣、
｢4 年後自
分達がどういう人物になりたいか｣という理念を決めました。

小山 ひよ Hiyo Koyama

Instagram
Instagram

出身校
選手紹介

PG

聖カタリナ学園高等学校
味方のいいところを引き出せる PG
になり、チームの勝利に貢献する。
そして、前向きにひたむきに努力
し続け、誰からも信頼される、応
援されるような選手になる！！

坂本 玲佳 Reika Sakamoto
出身校
選手紹介

済美高等学校
リバウンドが持ち味。一つ一つ
のプレーが力強くチームに貢献
する。

PF

聖カタリナ大学 女子バスケットボール部

その結果、
「幸せになるために」をチームビジョンの柱とし、結

@scu̲basketball̲0315

果だけを目的とせず、目標を目指す｢過程｣を重視し、全国を意

試合や選手紹介などを定期的
に更新していきます！

識した練習を行っています。人生最後の部活動が｢聖カタリナ
大学で良かった！｣と思えるように、同じ目標を持った仲間と高

曽我部 実莉 Minori Sogabe
出身校
選手紹介

め合う日々を大切にしています。

Schedule
Schedule

SG

聖カタリナ学園高等学校
鋭いドライブで相手を抜き去
る。自信をもち、冷静な判断を
出来るようにバスケット IQ を
高めていきたい。

藤田 真優 Mayu Fujita
出身校
選手紹介

PF

全日本大学バスケット
ボール選手権大会

３地区大学バスケット
ボール選手権大会

全四国大学バスケット
ボール連盟秋季大会

全日本大学バスケット
ボール新人戦

四西日本大学バスケット
ボール選手権大会

四国大学総合体育大会
︵四国インカレ︶

全四国大学バスケット
ボール連盟新人大会

森貞 弥夕 Miyuu Morisada
出身校
選手紹介

SG

山崎 佳音 Kanon Yamasaki

済美高等学校

唯一の 2 年生。高校でやりきれな
かった思いを最後にこの 4 年間に
かける。外れることを恐れず、ス
リーポイントシュートを狙う。

聖カタリナ学園高等学校
相手に応じて、中と外の攻撃を
使い分けることができる。
外角シュートの確率を上げてい
きたい。

出身校

選手紹介

MGR

広島修道大学ひろしま協創高等
学校
マネージャー 1 人で大変なこと
は沢山あるけど、どこの部活よ
りも女子バスケットボール部の
マネージャーが 1 番って言われ
るのが目標。

