


















巌城 孝憲（学長・教授）
●講演 教行信証総説
真宗大谷派北海道教学研究所（北海道教務所）
2011年4月～2012年3月（1・8月以外毎月1回）計10回

●講演 仏教の死生論
財団法人メンタルケア協会（かでる2・7） 2011年7月17日

●論文 浄土三経往生文類の研究 本学紀要第42号（共）
2012年3月（予定）

平岡 祥孝（教授）
●論文 インターンシップ教育に関する現状と課題－北海道札
幌手稲高等学校の事例分析を中心として－ 『北海道自治研
究』507号（（社）北海道地方自治研究所）（共著） 2011年4月

●論文 インターンシップ活用と人材育成の評価システム構築
に関する研究－北海道内のホテル業界を事例として－ 『平
成22年度助成研究論文集』（（財）北海道開発協会開発総合研
究所）（共著） 2011年6月

●論文 地域密着型教養系大学における学士課程教育と
キャリア教育の融合に向けたカリキュラム構築
『経済教育』（経済教育学会）（単著） 2011年10月

森 雅人（教授）
●随筆 函館の寺町を歩く タウン誌「街」532号
2011年11月

●報告書 TNR活動報告書 タマの会 2011年10月

小林 仁（教授）
●講演 ピアノ教育連盟名古屋支部「ショパンのマズルカ」
名古屋市電気文化会館イベントホール 2011年5月15日

●講演 洗足学園特別ピアノ講演「バッハの平均律」
洗足学園大学 2011年11月22日

●講演 「ショパンの管弦楽法」 東京音楽大学
2011年12月2日

則竹 正人（教授）
●オペラ公演 札幌室内歌劇場「フォスター物語」
札幌サンプラザホール 2011年4月22日

●公演 合唱団コール・プリマ研究発表会（指揮）
ちえりあホール 2011年6月12日

●公演 雪柳会コーラス定期演奏会（指揮）
教育文化会館大ホール 2011年6月24日

高岡 立子（教授）
●演奏 フィラデルフィア管弦楽団首席ピッコロ奏者「時任和
夫ピッコロコンサート」 札幌大谷学園百周年記念館同窓会
ホール（共演） 2011年6月16日

関谷 正子（教授）
●レポート 高齢者の音楽療法 北海道女性研究者の会
2011年11月15日

●学会発表 第11回日本音楽療法学会 「介護予防の音楽療
法の現状と課題 第2報 効果評価方法について」
富山県民会館 2011年9月11日

三山 博司（教授）
●公演 東日本大震災復興支援チャリティーコンサート
vol.1、2 ヤマハアベニューホール
2011年5月16日・12月9日

●公演 三山博司テノールリサイタル
札幌サンプラザコンサートホール 2011年9月4日

●公演 混声合唱団響友会第61回研究発表会
札幌市教育文化会館大ホール 2011年10月29日

岡田 知之（教授）
●公演 第7回台湾国際打楽器コンベンション
台湾国台北市国家音楽廰・台南市文化中心演芸廰
2011年5月20日～28日

●審査 第11回東京国際和太鼓コンテスト
東京青山劇場大ホール 2011年8月27日～28日

●演奏会企画 首都圏音楽大学合同フェスティバル
オーケストラ委員長 東京文化会館大ホール
2012年3月24日

田中 賢（教授）
●演奏会指揮 三条市吹奏楽団第37回定期演奏会
新潟県加茂文化会館 2011年6月19日

●作品再演 陸上自衛隊東北方面隊創隊51周年記念 「七彩
の奥羽国（なないろのおうこく）」吹奏楽と大砲・戦車・機関銃・
ヘリコプターのために 仙台市霞目飛行場 2011年9月25日

●講師 JBA日本吹奏楽指導者協会 吹奏楽指導者のための
「第30回吹奏楽ゼミナール」編曲法講師 洗足学園大学
2011年12月29日

中西 信行（教授）
●講演 伝え合う力を高める指導の工夫「話すこと・聞くこと」に
おける指導 上川教育研修センター講座
（上川教育研修センター） 2011年6月21日

●講演 言語活動を充実させるための方策 上川管内教育研
究会中部地区大会（東神楽東聖小学校） 2011年10月6日

●講演 国語科新教材の指導の具体策 
宗谷教育研究会（稚内南小学校） 2011年10月26日

西堀 ゆり（教授）
●出版 『英語教育におけるメディア利用 － CALLからNBLT
まで』 大修館書店英語教育学大系第12巻（共著）
2011年5月10日

●論 文 Collaborative Knowledge Construction Using Concept 
Maps for Cross-cultural Communication, The Fifth Interna-
tional Conference on Mobile Ubiquitous Computing,Systems, 
Services and Technologies（共著） 2011年11月24日

●講演 イギリスの言語と文化－社会を映す言葉の鏡－
放送大学公開講演会（函館市中央図書館） 2011年11月12日

谷本 聡子（准教授）
●公演 道民オーケストラコンサート
モーツアルト：2台のピアノのための協奏曲
（共演 指揮：新田ユリ・道民オーケストラ） ちえりあホール
2011年8月14日

●公演 トマムセミナー講師コンサート バルトーク：アレグロ
バルバロ他 アルファリゾート・トマム 2011年8月

●公演 ジュンジュシ・ゾルターン フルートコンサート
ロッシーニ：ダンツァ他（共演 ジュンジュシ・ゾルターン）

千葉 潤（准教授）
●講演 「音楽史を楽しむ」 NHK文化センター札幌教室
2011年10月～2012年3月まで月1回

●雑誌論文 「各曲の原風景・未完の断章が問いかけるもの」
『フィルハーモニー』NHK交響楽団 2012年1月
●新聞コラム 「魚眼図」北海道新聞夕刊 2011年6月～

黒山 映（准教授）
●公演 K－コンサート Vol.4「スペインの風にのせて」
札幌サンプラザ 2011年9月10日

●公演 札幌シンフォニエッタ第49回演奏会
札幌サンプラザ 2011年12月4日

●公演 黒山映と若い芽のコンサート
えぽあホール（江別市） 2011年12月28日

倉橋 健（専任講師）
●公演 札幌交響楽団第539回定期演奏会 ローマ3部作
札幌コンサートホールKitara 2011年6月10日～11日

●審査 第53回北見地区吹奏楽コンクール審査員
北見芸術文化ホール 2011年8月5日～7日

●講演・演奏 北海道高等学校教育研究会
芸術部会全体会 札幌白陵高等学校 2012年1月12日

菊地 秀夫（専任講師）
●審査 第56回吹奏楽コンクール釧路地区予選大会
釧路市民文化会館 2011年8月

●公演 アンサンブル・ノマド韓国・嶺南音楽祭招待公演
ソウル市・テグ市 2011年11月

●公演 菊地秀夫クラリネットリサイタル
門仲天井ホール 2011年12月

小山 隼平（専任講師）
●公演 ジョン・ケージ生誕100周年記念プレ・コンサート
札幌大谷大学百周年記念館同窓会ホール 2011年12月10日

●出品 札幌音楽家協議会創立50周年記念演奏会
チャイコフスキー作曲 組曲《くるみ割り人形》より
「花のワルツ」編曲 札幌コンサートホールKitara大ホール
2012年3月18日

●作曲 真駒内公園小学校校歌 2012年3月26日

清水 郁太郎（教授）
●講演 平面的な造形遊びと色彩の基礎知識 北海道幼稚園
教諭養成連絡協議会・免許更新講習 2011年8月2日

●講演 子どもが興味を持ち、自主性を引き出す造形遊び
北海道私立幼稚園協会・中堅教員研修 2011年8月3日

●論文 積み木の形による表現の可能性と新しい積み木の
考案 本学紀要第42号（単著） 2012年3月（予定）

大西 道子（教授）
●学会発表 保育実習生の記述するエピソード
－保育者として成長するために－
日本保育学会第64回大会 玉川大学 2011年5月22日

●講演 「んぐまーまのねがい」
～波紋効果による「みんなで大きくなろう」の実践～
北見芸術文化ホール 2011年7月12日

●論文 実習から学ぶ保育者の専門性 －年中男児「R」の
「イスないの？」エピソード事例を通して－ 
本学紀要第42号（共著） 2012年3月（予定）

柘植 純一（教授）
●学会発表 こども環境学会2011年度集会「複数の親子で行う
自然体験が自然との触れ合いに消極的な母親におよぼす効
果について」 東京 2011年12月11日

伊藤 克実（教授）
●講義 保育所のクレーム対応と安全管理
道社協・社会福祉研修所 2011年7月20日、11月15日

●発表 北海道子ども学会第16回大会 「新システムとこども
園構想から見える子どもの危機と可能性」
北星学園大学 2011年8月20日

●論文 保育士が「親支援に困難を感じる場面」とは
どのような場面か 乳幼児療育研究24号
北海道乳幼児療育研究会（単著） 2011年9月28日

星 信子（准教授）
●講演 平成23年度教員免許状更新講習「子どもの変化につ
いての理解（必修A）」 札幌ガーデンパレス
2012年1月12日

●論文 成人用気質質問紙（ATQ）の心理測定的性質の
予備的検討 本学紀要第42号（共著） 2012年3月（予定）

吉川 和幸（専任講師）
●学会発表 障害幼児の実態把握におけるマップ型記録の有
効性の検討 日本保育学会第64回大会 2011年5月

●論文 幼稚園での自由遊び場面における高機能自閉症児に
対する社会的スキル指導 子どもロジー 15号 2011年6月

●論文 私立幼稚園における特別な支援を要する幼児の個別
の指導計画の書式の分析 本学紀要第42号
2012年3月（予定）

松井 亜樹（専任講師）
●公演 第1251回札幌市民劇場松井亜樹ソプラノリサイタル
「スラブ音楽の夕べ」
～ロシア、チェコ、ポーランドの作曲家より～
ザ・ルーテルホール 2011年3月5日

●公演 東京二期会ロシア歌曲研究会第15回定期演奏会
東京文化会館小ホール 2011年9月22日

●公演 アレンスキー生誕150年記念シンポジウム＆
コンサート 札幌サンプラザホール 2011年11月27日

飯嶋 裕美（専任講師）
●学会発表 幼児の随意的な動作速度調節能力に影響する
要因 日本発育発達学会第10回大会
2012年3月18日（予定）

●論文 親子で行うリズム体操の創作を通した保育体育の
取組み 本学紀要第42号（共著） 2012年3月（予定）

小橋 明子（専任講師）
●講演 「骨粗鬆症の予防について」
鉄西集会所 2011年5月

●出版 「現代の社会福祉」 中央法規（共著） 2012年2月

秋山 ゆみ子（専任講師）
●学会発表 保育実習生の記述するエピソード
－保育者として成長するために－
日本保育学会第64回大会 玉川大学 2011年5月22日

●論文 実習から学ぶ保育者の専門性 －年中男児「R」の
「イスないの？」エピソード事例を通して－ 
本学紀要第42号（共著） 2012年3月（予定）

竹口 敦子（専任講師）
●学会発表 日本幼児体育学会第7回大会
「身近な道具を使った親子遊び」ポスター発表
大阪教育大学 2011年8月6日～7日

●講師 札幌市東保健センター子育て支援課
「ニコニコキッズ親子遊び」講師 2011年12月12日
●論文 親子で行うリズム体操の創作を通した保育体育の
取組み 本学紀要第42号（共著） 2012年3月（予定）

吉川 順子（教授）
●審査員 「風がみつけた街」
たきかわ音楽祭コスモスコンサート
新十津川町ゆめりあホール 2011年4月29日

●公演 第8回北海道フーゴー・ヴォルフ協会定期演奏会
ザ・ルーテルホール 2011年6月10日

●講座 たきかわ文化村推進事業「吉川順子の発声講座」
滝川市たきかわホール 2012年1月29日

木村 雅信（教授）
●公演 第77回木村雅信作品リサイタル
パガニーニのテーマによるヴァリエーション OP160ほか
大谷記念ホール 2011年11月３日

●公演 「螺鈿RADEN」フルートオーケストラのための［初演］
－札幌フルート協会Presents SPECIAL CONCERT Vol.5
札幌サンプラザホール 2012年２月18日

●講演 「仏心は非戦の願い」第29回宗教者懇談会
真宗大谷派北海道教務所 2012年３月19日

米谷 久男（教授）
●審査 全日本吹奏楽コンクール山形県大会
山形市文化ホール 2011年7月30日～31日

●指揮 北海道ディレクターズバンド第19回定期演奏会
札幌コンサートホールKitara大ホール 2011年12月26日

 

 

      
 

    
  

    
      

      
 

  

 

 
 
 
 
   

 

  

 

    

音楽学部音楽学科

2011.4 ｰ 2012.3 主な教育・研究・社会活動の報告

一般教育

短期大学部保育科
短期大学部音楽科
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