
芸術学部音楽学科・美術学科／共同制作演習A（舞台）「魔笛」

世界が一変する 学長　巌城　孝憲
ある朝、道新の「朝の食卓」というコラムに眼が止まりました。プロ野球の元

審判の方のコラムです。自分の出身大学の野球部を久し振りに訪問したところ、

グローブやバットは放置され、スパイクはみな泥だらけのままであった。驚い

て、後輩たちに、「君たちに野球をする資格がない。道具を大切にしない野球部

が、試合に勝てるわけがない」と、思わず一喝してしまったという。かつて自分

たちの時代には、試合が終わると、15分くらい、スパイクの泥を取りながら、

試合内容を振り返り、反省する時間をもった。それは、心を磨く非常に大切な時

間であったという。よく手入れされたグローブやバット、いつもピカピカのスパ

イク。そうすると、野球の神様に愛されるという。「どうか野球の神様に愛され

る選手になってほしい」というメッセージを込めていました。

野球の神様って、本当にいるのでしょうか。

勝っておごらず、負けてくじけず、どんな時にも、心を磨くことを忘れない、

そういう内省の深い時と場こそ、人を真に育てる力となる。「自分が、自分が」

と、自己主張ばかりしてきた心には、普遍的な真理真実との出会いは起こりよう

もありません。虚心に耳を澄ます。すると、真理真実の方から、すでにして世界

が開かれていたことに気づかされます。仏教に登場する帝釈天、阿修羅神、龍神

八部衆、龍や夜叉まで、たくさんの仏弟子としての神々は、人が人として道を求

めようとする時、世界が一変することを表わしています。親鸞聖人は、「神々は

みな、道を求める人を、よるひる常に護って下さる」と言われます。迷いの中に

道をたずねていくと、歩んだ道が道となる。それは、「もう迷わない道」ではな

く、「迷っていてもいいという道」であり、「負けてもそれを力にしていける道」

ではないでしょうか。
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新任教員の紹介

2年目を迎えて

略　　歴： 北海道大学文学部英語英米文学専攻課程修了、ジョージア州立ジョー
ジア・サウスウェスタン大学教育学部修士課程（英語専攻）修了、フ
ランク・W・スペンサー小学校（1989.8～1998.6）、北海道文教大学
外国語学部教授（1999.4～2013.3）

所属学会： ACTFL（アメリカ外国語教育協会）、日本語教育学会、大学英語教育
学会、全国英語教育学会、小学校英語教育学会、実用英語教育学会、
教育システム情報学会、日本リメディアル教育学会

京都大谷高校で素晴らしい先生方の薫陶を受けた私が、30数年ののちに、こ
こ札幌大谷大学で教鞭を執ることとなり、若き日の御恩に報いるまたとない機会
に恵まれました。高校時代に漱石に憧れて志した英文学の道は、やがて日本語教
育の道につながり、日本語教師としてアメリカで過ごした11年を経て、日本の
大学での英語教育へと結ばれました。そんな人生行路の中で得た知識や経験を活
かして大谷への御恩返しができればと願っています。

芸術学部２年目を迎えて� 芸術学部音楽学科　教授　則竹　正人

平成24年にスタートしました芸術学部の学部共通専門科目の中に共同制作演習
（舞台）があります。音楽学科と美術学科が力を合わせてオペラ公演をやろうと話

がまとまり授業が始まりました。
昨年はまだ芸術学部の３年生に音楽学科がいない状態でしたので、美術学科の

授業に音楽学科の学生がお手伝いをする方法を取りました。演目はモーツァルト
作曲、歌劇『フィガロの結婚』。全体を１時間程度にまとめたハイライト版でした。

前期だけの限られた授業回数の中、音楽学科では音取りや音楽練習を重ねる一
方、美術学科では大道具、小道具、照明や衣装作りに至るまで頑張りました。共
同作業としては初めての試みでしたので、不安あり、期待ありの毎日の練習が続
き、いよいよ開演の日を迎える事になりました。

美術学科での事前の宣伝もあり、会場である大谷記念ホールは満席になり大成
功の公演となりました。

今後も、芸術学部の目玉授業として継続していけるよう教員と学生が一丸と
なって発展していきたいと思います。

なお、平成25年度は７月25日にモーツァルト作曲、歌劇『魔笛』のハイライト
を予定しています。

社会学部２年目� 社会学部長　教授　平岡　祥孝

社会学部は開設２年目を迎えました。２期生も１期生と同様、44名でした。学
部長カフェを通して、２期生一人ひとりと話ができました。社会学部での学びに
精一杯取り組んでいる様子や、課外活動に参加している状況を知ることができ、
私自身たいへんうれしく思っております。

１期生の１年間は、社会学部にとっては試行錯誤の連続でした。何よりも安心
したことはだれ一人、休学者や退学者がいなかったことです。ゼミナール担任の
先生方を中心として、一人ひとりに対してきめ細かい支援をおこなってきた成果
だと、自信を持って言えます。

野球部やサッカー部の活動も充実しています。学生会の活動、新しい同好会の
設立など、社会学部学生は積極性があります。

社会学部の学生の皆さんには日常の学びを通して、学力を伸ばし、人間性をゆ
たかにして欲しいと願っております。非常勤講師の先生方からも少人数教育の良
さを認めていただき、「私語がなく、授業がやりやすい」という感想をいただいて
おります。私たち学部教員も一体となって、これからも寺子屋式教育を実践して
いきます。

略　　歴： 北海道大学経済学部経済学科卒業 
北翔大学短期大学部に22年間勤務

所属学会： 経済統計学会

20年ほど前、約２か月間入院生活を送ったことがあります。６人部屋でした
が、ある時、同室の60代の人から、次のような話をかけられました。「お前さん、
大学の先生なんだってね。お願いなんだけど、退院したら学生さんに伝えてほし
いんだよ。社会に出たら ” 無理 ” なことするなっていうことをね」と。この方は、
長い間不動産関係の仕事をしてきて、突然破たんする企業は、「今、無理をした
な」という局面を必ず持っている、と熱く語っていました。「企業経営」の盛衰
は、経営者の戦略的意思決定に左右されます。意思決定の原理は「道理」が基本
です。これは、「実学」（稲盛和夫）や「自然的秩序絶対」（山本七平）の思想と
ほぼ同義です。授業の中で具体的に展開していきます。

略　　歴： 慶應義塾大学経済学部経済学科卒業 
コンピュータメーカ勤務 
東洋大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学 
北海道武蔵女子短期大学勤務（～2013.3）

所属学会： 実践経営学会

大学の経済学部を卒業し、コンピュータメーカに就職しました。当時は、パソ
コンが世の中に存在していない時代であり、大型コンピュータの設計・開発を担
当しました。仕事に関する専門性が高まるのと反比例して、社会現象に対する視
野が狭くなるのを感じ、10年間勤務した会社を退職しました。退職後は、社会
現象を見るための方法として法律学に関心をもっていましたので、大学院に入学
し研究を始めました。専門性という点では首尾一貫しない人間になってしまいま
したが、振り返ってみると視野を広げることができたので、選択が間違っていた
とは思っていません。

略　　歴： 北海道大学大学院文学研究科行動科学専攻博士課程単位取得退学 
北翔大学人間福祉学部准教授（～2013.3）

所属学会： 日本社会学会、日本社会福祉学会、日本 NPO 学会、日本ボランティ
ア学会、福祉社会学会、数理社会学会 等

出身は稚内市です。水産関連の企業に勤めていた父親の都合で、幼少期は苫小
牧市、宮城県石巻市、函館市などを転々としました。その習性からか、現在でも
日本各地に出かけて街めぐりをするのが楽しみです。1995年の阪神大震災の悲
惨な被害とボランティアの活躍に触発されて福祉に興味を持つようになり、以
後「支え合う社会のしくみ」の追究のため福祉の現場で調査研究を進めてきまし
た。「失われた20年」と閉塞感の故か、様々なところで柔軟性を欠いた発言が目
立っているように感じます。多様な「生」のあり方を受けとめる大切さを、授業
等で学生たちに伝えられればと考えています。

社会学部　地域社会学科　　

教授　久野　寛之
担当科目： ビジネス英語（英語Ⅵ・Ⅷ） 

専門演習Ⅰ・Ⅱ 
課題研究Ⅰ・Ⅱ

社会学部　地域社会学科　　　

教授　沓澤　隆
担当科目： 企業経営Ⅰ・Ⅱ 

専門演習Ⅰ・Ⅱ 
課題研究Ⅰ・Ⅱ

社会学部　地域社会学科　

准教授　堀内　明
担当科目： 情報処理Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ

社会学部　地域社会学科

准教授　西浦　功
担当科目： 社会調査Ⅰ・Ⅱ 

フィールドワークⅠ・Ⅱ 
福祉社会学
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教職員の異動

平成25年度学生在籍数（5月1日現在）
札幌大谷大学� ※休学者は内数

1 年 2 年 3 年 4 年 総計 研究生 科目等履修生

芸術学部

音楽学科
男 18 17 13 16 64 1 0
女 51 69 73 89 282 9 1

合計 69 86 86 105 346 10 1

美術学科
男 11 7 3 4 25 0 0
女 49 72 39 48 208 1 0
合計 60 79 42 52 233 1 0

社会学部 地域社会学科
男 26 24 − − 50 0 0
女 18 20 − − 38 0 0
合計 44 44 0 0 88 0 0

総計
男 55 48 16 20 139 1 0
女 118 161 112 137 528 10 1
合計 173 209 128 157 667 11 1

※修業年限を超える学生については、最高学年に含める。

札幌大谷大学短期大学部
本科 専攻科

総計 研究生 科目等履修生
1 年 2 年 合計 1 年 2 年 合計

保育科
男 1 1 2 0 1 1 3 0 0
女 115 108 223 8 4 12 235 0 1
合計 116 109 225 8 5 13 238 0 1

総計
男 1 1 2 0 1 1 3 0 0
女 115 108 223 8 4 12 235 0 1
合計 116 109 225 8 5 13 238 0 1

※修業年限を超える学生については、最高学年に含める。

平成24年度

○退職  
【教員】

芸術学部 音楽学科 教授� 高岡　立子
芸術学部 音楽学科 教授� 濱野　功一
短期大学部 保育科 教授� 桑野　敏明
短期大学部 美術科 教授� 岡部　昌生
短期大学部 美術科 教授� 川畑　盛邦

【職員】
学務課 課長補佐� 池田　智道
企画総務課 総務係（嘱託）� 松本　成恭
企画総務課 法規整備室（嘱託）� 阿部　勝義
学務課 保健室看護師（嘱託）� 伊原　晶子
進路支援課 進路開発係（嘱託）� 前田　梨絵
学術情報課 学術情報係（嘱託）� 梅津　愛
学術情報課 学術情報係（嘱託）� 山口　國雄
芸術学部 音楽学科 事務助手� 今野　加奈子
芸術学部 音楽学科 副手� 高木　進也
短期大学部 保育科 副手� 木村　つぐみ
短期大学部 美術科 副手� 小沼　恵子

平成25年度（8月1日現在）

○採用  
【教員】

社会学部 地域社会学科 教授� 沓澤　隆
社会学部 地域社会学科 教授� 久野　寛之
社会学部 地域社会学科 准教授� 堀内　明
社会学部 地域社会学科 准教授� 西浦　功

【職員】
企画総務課 総務係� 新谷　光貢
学務課 教務係� 田中　孝征
企画総務課 総務係（嘱託）� 長谷川　麻希子
施設課 施設係（嘱託）� 川村　令子
学務課 学生係（嘱託）� 星　聡美
学務課 教務補佐員（音楽学科担当／嘱託）　 
� 森作　紗也佳
学務課 教務補佐員（美術学科担当／嘱託）　 
� 磯　優子
学務課 教務補佐員（保育科担当／嘱託）　 
� 村木　彩乃
学務課 保健室看護師（嘱託）� 小林　后
進路支援課 進路開発係（嘱託）� 上松　恵梨菜
学術情報課 学術情報係（嘱託）� 丸山　由希子
学術情報課 学術情報係（嘱託）� 久保　美詠
進路支援課 進路推進係（嘱託）� 長内　真由美

○昇任・異動等  
【教員】

芸術学部 音楽学科 教授 
谷本　聡子［同 准教授］
芸術学部 音楽学科 教授 
山岡　望［短期大学部 音楽科 教授］
芸術学部 音楽学科 教授 
グレブ�ニキティン［短期大学部 音楽科 教授］
芸術学部 音楽学科 教授 
吉川　順子［短期大学部 音楽科 教授］
芸術学部 音楽学科 教授 
中山　ヒサ子［短期大学部 音楽科 教授］
芸術学部 音楽学科 准教授 
岡本　孝慈［短期大学部 音楽科 准教授］

【職員】
施設課 課長　 
奈良　光賢 ［同 施設係 係長］
施設課 施設係 係長 
荒井　寿一［中学・高校 庶務課］
中学・高校 庶務課 係長 
那須野　朝子［学務課 学生係］
学務課 教務係　 
蟻馬　冴子［中学・高校 庶務課］
学務課 学生係　 
神田　幸輝［施設課 施設係］
中学・高校 庶務課 
川村　蔵人［企画総務課 総務係］

学生在籍数
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入学式／新入生宣誓

新入生歓迎会（音楽学科） 新入生歓迎会（美術学科）

新入生歓迎会（地域社会学科） 新入生歓迎会（保育科）

おおたに 春・夏

PickUPレポート

❹ 3日 入学式
  4日 オリエンテーション（～6日）
  8日 前期授業開講
  13・20日 健康診断

❺ 30日 花まつり

❻ 16日 全学オープンキャンパス
  24日 食育月間健康キャンペーン（～28日）

❼ 23日 前期補講①（～24日）
  29日 前期授業終講
  30日 前期補講②（～31日）

❽ 1日 前期定期試験（～2日）

❾ 12日 前期追再試験（～13日）
  12日 集中講義（～13日）
  20日 後期開講
  28日 進路・就職スタートアップセミナー

❿ 22日 札幌別院報恩講（1年生 別院参拝）・ 
大学報恩講（全学）

  26日 橙丹祭（大学祭）（～27日）

⓬ 24日 後期補講・集中講義（～26日）
  27日 冬期休暇開始（～1月3日）

❶ 28日 後期補講（～31日）
  29日 進路・就職フェアー

❷ 5日 後期定期試験（～6日）
  下旬 卒業学年追・再試験

❸ 15日 学位記授与式・修了式

※8/13～8/16、12/29～1/3は大学休業日のため、校舎に入れません。

2013ｰ2014　 平成25年度 学年暦 　全 学 共 通

花まつり
札幌大谷学園では、お釈迦さまのご誕生をお祝いする日

として、花まつり（釈尊降誕会）を学園全体の行事として

開催しています。花まつりは本来、４月８日に行われる行

事ですが、本学園では、本学園の開校記念日に合わせて実

施しており、今年度は５月30日に行われました。

花まつりは、「生まれたことの意義と生きる喜び」につ

いてを考え、自分自身を見つめなおす機会となるよう「法

話」を聴聞するほか、幼稚園児による「白象のパレード」

や「花まつり音頭」、中学生・高校生・大学生の合唱団に

よる讃歌斉唱の音楽法要などで行われます。大学生・短大

生は、授業の関係により一部の学生の参加となっています

が、参加できない学生も灌仏できるよう、当日は正面玄関

前に花で飾った「花御堂（はなみどう）」を設置し、お釈

迦さまの誕生仏に甘茶をかけてお祝いしています。

 広報委員長　清水　郁太郎
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新入生歓迎コンサート

芸術学部社会人基礎合宿研修（1年生）／北広島クラッセホテル

赤れんがガイアナイト／道庁赤れんが庁舎特別講義／嵯峨 治彦先生（民族音楽）

特別講義／瀬山 詠子先生（日本歌曲）

特別講義／ラントシュ・イシュトヴァーン客員教授（ピアノ）

特別講義／藤本 ひろこ先生（音楽療法）

おおたに 春・夏
芸術学部 音楽学科

❹ 2日 オリエンテーション（～3日）
  6日 新入生歓迎コンサート

❺ 11日 芸術学部（音楽学科・美術学科） 
社会人基礎合宿（北広島市）（～12日）

  19日 吹奏楽セミナー

❻ 10日 ラントシュ・イシュトヴァーン客員教授 
特別講義（ピアノ）（～21日）

  16日 オープンキャンパス
  22日 瀬山 詠子先生特別講義（日本歌曲）
  22日 音楽療法研修（天塩町）

❼ 6日 村中 幸子先生特別講義（音楽指導）
  9日 藤本 ひろこ先生特別講義（音楽療法）
  11日 嵯峨 治彦先生特別講義（民族音楽）
  21日 オープンキャンパス
  25日 共同制作演習 A（舞台） 

オペラ「魔笛」公演

❽ 2日 室内楽実技試験
  3日 前期実技試験（～9日）
  8日 音楽療法研修（黒松内町）（～9日）

❿ 5日 オープンキャンパス
  5日 吹奏楽美唄公演（～6日）

⓫ 22日 ラントシュ・イシュトヴァーン客員教授 
特別講義（ピアノ）（～未定）

  28日 第8回定期演奏会
  未定 管弦打楽コース特別講義

⓬ 13日 音の輪コンサート
  20日 電子オルガンコンサート

❶ 21日 吹奏楽定期演奏会
  25日 オープンキャンパス

❷ 7日 後期実技試験（～未定）
  未定 室内楽実技試験

❸ 未定 卒業演奏会

音楽療法研修旅行（天塩町）
平成25年６月22日㈯６時、大学正面玄関前を音楽学

科音楽療法コース３年10名と引率教員２名が小雨の降

る中、天塩町に向け出発しました。日本海を眺めなが

ら４時間バスに揺られ目的地の高齢者施設「恵愛荘」

に着きました。

天塩町出身の学生をリーダーとして、１ヵ月前から

音楽療法実践の計画を立て、いよいよ実践の場がきま

した。約50名の施設利用者と職員が準備の整った会場

で学生を温かく迎えてくれました。学生はそれぞれの

所定の配置につき、音楽療法が始まりました。「世界

の国からこんにちは」「ソーラン節」など打楽器を使

いながら活発な活動が繰り広げられました。会場から

は、懐かしい、もう一度歌いたい、など積極的な声が

多く聞くことができました。また、学生の演奏で鑑賞

の時間が設けられ、最後には全員で「ふるさと」を歌

い約60分の音楽療法の活動を終わりました。

施設の職員は音楽療法の実践を体験することは初め

てでしたが、音楽療法が一瞬で利用者の表情を変える

効果に強い関心を示していました。

 芸術学部音楽学科　教授　関谷　正子

PickUPレポート
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情報デザイン分野／美唄市宮島沼フィールドリサーチ

情報デザイン分野／三角山放送局ラジオにゲスト出演

メディアアートコース特別課外講座Ⅱ／鈴木 涼子氏（美術家）

日本画分野／円山動物園での写生

メディアアートコース特別課外講座Ⅰ／ 
ミラノ在住写真家 西川 よしえ氏

日本画分野／京都での古典研修3月二条城模写室にて

美術学科入学オリエンテーション

おおたに 春・夏

PickUPレポート

芸術学部 美術学科

 ❹ 15日  メディアアートコース特別課外講座Ⅰ 
西川 よしえ氏　ミラノ在住写真家／ 
本学デザインコース1985年卒業 
による講義（美術学科講義室）

  16日  日本画分野　高橋表具店　表具実習

 ❺ 10日  メディアアートコース特別課外講座Ⅱ 
鈴木 涼子氏　札幌在住美術作家による 
ワークショップ（スタジオ・編集室）

❻ 8日 シャガール展プレイベント 
「まぁるく　シャガール」（～16日） 

❼ 21日 オープンキャンパス
  25日 共同制作演習 A（舞台） 

オペラ「魔笛」公演

 ❾ 14日 オープンキャンパス
  17・19日  絵画コース　夏期課題講評会
  

❶ 25日 オープンキャンパス
 

❸ 中旬  日本画分野　京都・奈良研修旅行 
（３泊４日）

まぁるく　シャガール
平成25年６月８日㈯から６月16日㈰まで北海道

立近代美術館においてシャガール展のプレイベン

ト「まぁるく　シャガール」が開催されました。

このプレイベントでは、シャガール展に出品さ

れるパリ・オペラ座の天井画にちなんで、本学美

術学科の学生と、市内の幼児たちがワークショッ

プで共同制作した天井画が展示されました。

プレイベントに向けたワークショップでは、本学の芸術学部美術学科の学生たちが企画から準備、実

際に幼稚園や保育園での制作、美術館での展示まで全面的に協力いたしました。

美術学科の学生が準備したシャガールカラーに染めた10m の布に札幌大谷大学附属幼稚園、札幌円

山幼稚園、さゆり幼稚園、さより保育園、大谷オアシス保育園、札幌大谷第二幼稚園の総勢300名を超

える子供たちが自由に絵を描きました。

出来上がった10本の布をサーカスのテントのような形に展示しました。その中に入るとシャガール

の天井画のような幻想的な素敵な空間が広がっていました。展覧会期間中も観覧者参加のワークショッ

プをたくさんの学生がボランティアとして協力しました。 芸術学部美術学科　准教授　平向　功一
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入学式

6月オープンキャンパス（部活紹介）

4月オープンキャンパス（ティーチングアシスタント2年生） 学外ゼミ（基礎演習Ⅰ、１年生）

6月オープンキャンパス（部活紹介）

おおたに 春・夏

PickUPレポート

フレッシュマンセミナー
平成25年４月７日㈰、ホテル札幌ガーデンパレスを会場

に、今年度入学生のためのフレッシュマンセミナーを開催

しました。 

午前の部では、さっぽろ青少年女性活動協会の穴澤義晴

氏をゲスト講師にお迎えし、「“ 学び ” の力」と題した基調

講演を行っていただきました。穴澤氏の大学時代の体験

や、地域社会の課題に深く関わる仕事の様子、さらには、

大学での学びで大切にしてほしいことなど、様々な話題が

取り上げられ、学生たちもしっかりと耳を傾けていまし

た。 

昼食時には、本学科２年生も加わり、自己紹介や大学生

活に関する情報交換をしました。

午後の部では２年生企画によるゲーム大会を行いまし

た。「あいうえお作文」を使ったゼミ紹介やクイズ大会な

どで大いに盛り上がりました。新入生にとっては、これか

ら始まる大学生活の貴重な第一歩となりました。

 社会学部地域社会学科　広報委員　吉岡　亮

社会学部 地域社会学科

❹ 7日 フレッシュマンセミナー 
（外部講師：さっぽろ青少年女性活動協会

穴澤義晴氏）
  21日 オープンキャンパス 「第２回　高校生の

ための社会学入門　ポストモダン時代
の観光を考える」

❻ 16日 オープンキャンパス  
「TPPと日本の農業について考える」

  17日 １年生学外ゼミ（盤渓）

❼ 20日 オープンキャンパス  

❽ 4日 オープンキャンパス 「第３回　高校生の
ための社会学入門　コミュニティ・メディ
アの市民参加の意味について考える 
～ラジオ番組を作るには～」

  上旬 １年生ボランティア実習
  29日 社会学部シンポジウム

❾ 14日 オープンキャンパス

❿ 中旬 １年生ボランティア実習 
プレゼンテーションコンテスト

⓬ 未定 ２年生フィールドワーク

❸ 23日 オープンキャンパス 「第４回　高校生の
ための社会学入門　福祉社会学～ボラ
ンティアを考える～」
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ミュージカルぷりてぃ劇場「白雪姫」

子育て支援センターなつまつり

親子体操発表会

ミュージカルぷりてぃ劇場「オズの魔法使い」

野外研究（ネイパル洞爺／枝のあんどん制作）

野外研究（ウトナイ湖）

保育科新入生歓迎会

子育て支援センターなつまつりグループ実習

おおたに 春・夏
短期大学部 保育科

❹ 10日 保育科新入生歓迎会

❺ 25日 2年生 子どものためのミュージカル  
ぷりてぃ劇場（～26日）

❻ 16日 オープンキャンパス

❼ 5日 1年生 野外研究（～6日）
  19日 2年生 親子体操発表会
  20日 オープンキャンパス
  20日 子育て支援センターなつまつり
  22日 2年生 保育実習Ⅱ（～8月2日）

❽ 19日 専攻科1年生 幼稚園実習（～9月6日）
  26日 2年生 教育実習Ⅱ（幼稚園）（～9月14日）

❾ 14日 オープンキャンパス

❿ 7日 専攻科2年生 修了論文提出締め切り
  中旬 幼稚園・保育園実習報告会

⓫ 11日 1年生 保育実習Ⅰ A（～22日）

⓬ 上旬 専攻科2年生 修了研究発表会
  中旬 特別講義「身体表現」

❶ 中旬 施設実習報告会
  下旬 就職活動報告会
  25日 オープンキャンパス
  25日 子育て支援センターふゆまつり

❷ 4日 こどものための作品展（～9日）
  10日 1年生 保育実習Ⅰ B 

（～3月10日 うち2週間）

専攻科保育専攻 入試日程

⓬ 6日 専攻科入学試験Ⅰ期

❸ 5日 専攻科入学試験Ⅱ期

グループ実習
附属幼稚園を午前中お借りして、学生約35名が子ど

もの発達と保育カリキュラムに応じたテーマで全園児

を対象に行う「グループ実習」。保育の実践を総合的

に学ぶ大きな取り組みです。２年生が３つのグループ

に分かれ、４月から７月にかけ順番に取り組んでいき

ます。附属幼稚園の全園児を対象にどんなごっこ遊び

やゲームや制作を行うか。テーマ設定・保育のねらい

から始まり事前の幼稚園との相談、環境構成の準備、

当日の進行などを、授業での教員のアドバイスや学生

同士のディスカッションを通して決めていきます。

子どもがどうしたらいきいきと楽しめるか、どうい

う反応が返ってくるかなど、すべて現場の保育に直結

する内容なのでじっくりと時間をかけ準備し、当日の

活動のビデオやレポートなどの記録をもとに反省会も

しっかり行います。これらの考察と実践を繰り返した

成果が２年生の７月末から始まる保育園実習、幼稚園

実習で大きく役立ち、保育者になる意欲や自信につな

がるのです。

 保育科広報委員　清水　郁太郎

PickUPレポート
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仏教コラム

教員より文化情報

キャメロン・ディアス主演「私の中のあなた」
2009年公開作品　原題「my sister’s keeper」

「デザイナーベビー」という言葉を知ってい

ますか。主人公のアナは、難病の姉を救うため

に創られて
4 4 4 4

生まれることになった妹です。11

歳になった彼女は、裁判で両親を訴えるという

行動に出ます。家族の温かさと辛さ、そして重

さ。思いやりに満ちたはずの家族に何が起こっ

たのか。彼女の強い意志に隠された秘密。生と

死の意味。言い知れぬ緊張感が続きます。

「家族」とは、私たちがリアルに生きる現場

でもあります。家族社会学を専門とする私は、家族を通して社会を捉え返

す作業を続けてきました。

実話を基にしたこの物語には、私たちへの多くの問いかけがあります。

気楽に手に取ってください。最後には、きっと優しい風が吹くはずです。

 （社会学部地域社会学科　教授　梶井　祥子）

DVD
『福島第一原発　—真相と展望』

著者：アーニー・ガンダーセン、訳：岡崎玲子　出版：集英社新書

原子力技術者として全米で原子炉の設計、建設、運用、

廃炉に携わり、原子力業界の役員も務めたアーニー・ガン

ダーセンが福島第一原発事故について専門家の立場から検

証しています。この本を読むと日本では報道されていない

多くの事実に驚かされますが、それらの中で特に印象的な

２例について紹介します。

１つめは客観的事実の積み重ねから３月14日に起きた３

号機の原子炉建屋の爆発を使用済み燃料プール内で起こっ

た臨界（穏やかな即発臨界）によるものとしています。

２つめは日本では福島第一原発から大気中へ漏洩した放射性物資の量はチェル

ノブイリの10％程度とされていますが、ガンダーセンは２～５倍と推測していま

す。事故から２年余りが経過し日本政府や産業界は事故を過去のこととし停止中

の原子炉の再稼働や外国への輸出を狙っていますが、史上最悪の原発事故の深刻

さを認識するために１人でも多くの人に読んでほしい本です。

 （保育科　教授　柘植　純一）

BOOK

ブリテン：セレナード
ピーター・ピアーズ（テノール）デニス・ブレイン（ホルン） 

ベンジャミン・ブリテン（指揮）

今年はヴェルディ、ワーグナーの生誕200

年のメモリアルイヤーですが、20世紀イギリ

スを代表する作曲家であるベンジャミン・ブ

リテンの生誕100年でもあります。

ブリテンは私の大学院修士課程、博士課程

を通しての研究テーマであり、「セレナード」

（テノールとホルンと弦楽のための）は博士

リサイタルでも取り上げた思い出の曲でもあります。この曲は弦楽オーケ

ストラという編成の珍しさに加え、当時22歳の若さで既に世界屈指のホル

ン奏者であったデニス・ブレインとテノール歌手ピーター・ピアーズのた

めに書かれた超絶技巧を要する非常に美しい歌曲ということで有名です。

（くしくも平成25年９月22日㈰ 日本ホルン協会主催のホルンフェスティバ

ル（大谷記念ホール）で北海道初演され、私が歌うことになっています。）

この CD はその伝説的録音です。声楽専攻だけでなく、ホルン専攻の学生

さんにも是非聴いていただきたい演奏です。

 （芸術学部音楽学科　教授　三山　博司）

CD
『茶の本』

著者：岡倉天心　出版：青空文庫なら無料／ 

解説付きでわかりやすいなら角川ソフィア文庫「新訳茶の本」

１世紀以上前、芸術家によって書かれた本に「茶の本」が

あります。著者はテレビの鑑定番組に作品が出ようものなら

数千万円はくだらない大作家、岡倉天心。そのような人物が

西洋に向けて日本の文化である「茶」にまつわるエピソード

を通して東洋の思想を伝えるという内容です。

現在、国内ではグローバルな人材や才能を伸ばし云々叫ば

れていますが、その前に、日本の美意識のこと。お茶のこと。

お花のこと。寺院のこと。どれだけ相手に伝えることが出来るでしょうか。自ら

のこともよくわからないままグローバルとはこれ如何に。日和見なところが日本

人らしくていいですか？

この本を読めば全てがわかるといった万能なものでは決してありませんが、こ

れから何かを生み出していこうという人にとって大

事なヒントがきっと見つかるはずです。

…さて、お茶でも飲みながら「まどか☆マギカ」

でも見るとしますか。

 （芸術学部美術学科　講師　島名　毅）

BOOK

本学教員オススメの    BOOK・CD・DVD

お数珠は、「珠
じゅ

数
ず

」「念
ねん

珠
じゅ

」ともいいます。お盆やお彼岸参り、そし

て仏教の行事や日々のお勤めの時にかならずお数珠をもちいます。ど

うして、お参りをする時に、お数珠を手に掛けて合掌するのでしょう

か。蓮
れん

如
にょ

（1415-1499）という方は「珠数の一連をももつひとなし。

さるほどに仏をば手づかみ（仏さまを軽んじ

ること）にこそせられたり」と当時の僧侶た

ちを戒
いまし

めておられます。ですが、お数珠をつ

い忘れてしまうこともありますし、その時に

お数珠を持っていなくとも「お参りをしては

ならない」ということはありません。

手を合わせるその手にお数珠を掛けて合掌する。そこには「和
わ

合
ごう

」

ということが一人ひとりに願われているのではないでしょうか。和合

とは「互いに対立することのない集
つど

い」を表わす言葉です。私たちの

こころの奥底には、他者と心が深く通い合うような関係を生きたいと

いう切実な願いがあります。しかし現実には、他者との対立に悩む自

分自身があり、時として自身のその苦しみや怒りによって、身近な人

との関係をも断絶してしまうことがあります。お数珠には、人と共に

歩み、この限りある人生をほんとうに大切に生きてほしいという私た

ちへの願いがあらわされています。

お数
じゅ

珠
ず

のこころ　短期大学部　非常勤講師　楠　宏生
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きらり! おおたに
美術学科／第68回�全道展

全道美術協会賞　

苛原　治 さん
（芸術学部美術学科 絵画コース３年）

「�ふたたび」�
180×180cm　油彩　パネル（絵画）

奨励賞　

岩野　風雅 さん
（芸術学部美術学科 絵画コース３年）

「�街」�
F100　油彩　キャンバス（絵画）

入選【絵画】
小林　由紀実さん （芸術学部美術学科 絵画コース３年）
田口　言葉さん （芸術学部美術学科 絵画コース３年）
伊能　恵理さん （卒業生　平成24年３月 専攻科美術専攻油彩コース修了）
山形　牧子さん （卒業生　平成24年３月 専攻科美術専攻油彩コース修了）
加茂川　麻衣さん （卒業生　平成25年３月 専攻科美術専攻油彩コース修了）
藤井　七海さん （卒業生　平成25年３月 専攻科美術専攻油彩コース修了）

入選【版画】
土岐　美紗貴さん（芸術学部　美術学科 絵画コース４年）

サークルの活躍／映像サークル
 
映像サークルの学生の作品が Sapporo*north2 

AWARD で最優秀賞、優秀賞を受賞しました。こ
のイベントは平成25年３月札幌市主催で実施さ
れたもので、募集テーマは「窓」。札幌駅前通地
下歩行空間にある縦型６名ディスプレイの特性
に合った映像作品が募集されました。

最優秀賞

「Windows」　3'00"
制作メンバー： 映像サークル（美術学科メディアアートコース２年　齊藤　円さん、 

泉　真奈さん、青木　千波さん、 
美術学科立体コース２年　坂井　克耶さん）

優秀賞

「大そうじ」　3'00"
制作メンバー： 映像サークル 

（美術学科メディアアートコース２年　大橋　鉄郎さん、 
 美術学科立体コース２年　眞木　裕太さん、 
 音楽学科音楽指導コース２年　境　彩香さん）

自治会

自治会新役員
平成25年度 自治会役員が選出されました。
〈執行委員長〉 永井　詩乃さん（芸術学部音楽学科３年　室蘭清水丘高校出身）
〈執行副委員長〉 三浦　玲央さん（社会学部地域社会学科２年　旭川北高校出身）
〈執行副委員長〉 掛村　奈央子さん（短期大学部保育科１年　小樽桜陽高校出身）
〈 総 務 委 員 〉 藤本　一矢さん（社会学部地域社会学科１年　札幌大谷高校出身）

〈 会 計 委 員 〉 大川　遙香さん（芸術学部音楽学科３年　天塩高校出身）
〈 厚 生 委 員 〉 山下　俊さん（社会学部地域社会学科１年　札幌大谷高校出身）
〈 企 画 委 員 〉 相神　慎之介さん（短期大学部保育科１年　札幌西陵高校出身）
〈 監 査 委 員 〉 阿部　睦さん（芸術学部美術学科２年　釧路北陽高校出身）

経験者３名と新人男性３名を含む、８名の強力な陣容で平成25年度自治会は船出をしました。活気ある大学づくりと、橙丹祭の成功を目指します。

学生総会
平成25年度学生総会が５月30日㈭に行なわれ、前年度活動報告、決算報告及び平成25年度活動計画、予算審議を行い、学生の承認を得て自治会活動がスタートを切りました。

平成24年度　大谷賞

この賞は、本学の学生及び卒業生が個人または団体として、特に優れた業績と認められた技芸または研究上の発表、あるいは学生活動を行った時に授与されます。

笹森　衣里さん

平成15年 札幌大谷短期大学美術科卒業
平成17年  札幌大谷短期大学専攻科美術専攻修了
平成19年  北海道教育大学岩見沢校大学院修了
平成21年～平成24年３月まで　 

 札幌大谷大学短期大学部美術科副手として勤務

活動歴
平成15年  第78回道展　初入選
平成21年  第84回道展　佳作賞／二紀展　初入選（以後毎年入選）
平成22年 第85回道展　佳作賞
平成23年  第86回道展　佳作賞
平成24年  第87回道展　北海道美術協会賞及び新会友推薦

平成20年頃より抽象表現に挑戦。情感に富んで奥深い空間表現は衆目を集め、道
展では平成21年から４年連続受賞。特に平成24年は道展最高賞の「北海道美術協会
賞」を受賞されました。また、活躍は道内にとどまらず、平成21年から出品を続け
ている中央有力公募「二紀展」においても受賞候補作家として近年富みに注目度を
高めています。

中島　幸治さん

平成22年　 札幌大谷大学音楽学部音楽学科卒業
平成23年　 札幌大谷大学音楽学部音楽学科研究生修了

受賞暦
平成19年　 日本ピアノ教育連盟ピアノオーディション 

奨励賞、本選（東京）出場
平成20年　  北海道学生ショパンコンクール金賞受賞
平成24年　 札幌コンサートホール・キタラ主催「リスト音楽

院セミナー」受講生コンサート最優秀賞
平成25年　 ソロ・リサイタル（札幌・時計台ホール） 

「ブダペストの春 音楽祭」でピアノ・リサイタル
（ハンガリー）

平成24年、札幌コンサートホール・キタラ主催の「第15回リスト音楽院セミナー」
において最優秀賞を受賞し、平成25年３月に行われたハンガリー・ブダペストに於
ける世界的に由緒ある「プダペストの春 音楽祭」に派遣されリサイタルを開催され
ました。ヨーロッパの伝統ある音楽祭に招待されての演奏会は、好評をはくし、成
功を収めました。これからの演奏活動に大きな注目を浴びています。
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札幌大谷大学サッカー部

●主将　社会学部地域社会学科２年　三浦　昂大さん
「チーム全員が自信と勇気を持って、もっと良いチームへ！」

僕たちサッカー部は創部当初６人という少ない人数でしたが、２年目で
ある今年は新入部員が入部し、選手、マネージャー含め16人になりました。

試合ができる人数になったため、５月に行われた総理大臣杯に出場する
ことができました。結果は敗れましたが、チーム、個人として得るものは
数多くあり、次につながる試合だったと感じています。

これからシーズンが始まり、リーグ戦が入ってきます。日々の練習で課
題を克服し、もっと良いチームになれるよう、チーム全員が自信と勇気を
持って取り組みます。

さらに、地域と密接に関わりたいという思いから、小学生大会の運営や審判活動を行ってい
ます。今後も活動を通じて、地域貢献をしていきたいです。

●マネージャー　社会学部地域社会学科２年　佐藤　李華さん
「サッカー部のマネージャーになってよかった」

本気でサッカーをしたいと集まった13名の選手たち。練習や試合での彼
らの眼差しは、いつも真剣で、サッカーに対する熱い思いが伝わってきま
す。そんな彼らの姿を間近で見ていると、「サッカー部のマネージャーに
なってよかった」という気持ちが溢れてきます。

事務作業、大会運営、ボール拾い。精神的にも体力的にも限界を感じる
ことが多々ありますが、さまざまな経験を通じて自分自身が成長している
ことは間違いありません。

私たちマネージャーにできることは「選手を陰ながら支えること」で
す。試合中に声をかけて一緒に戦ったり、練習中に水のボトルを手渡ししたり。本当に些細な
ことですが、選手の力になっていければ幸いです。

●大会成績と今後の試合予定
北海道学生サッカーリーグ３部 EAST（８チーム・リーグ戦）

１節　7月 7日㈰　VS　東京農業大学網走（０−２）
２節　7月15日㈪　VS　北海道工業大学（０−１）
３節　8月25日㈰　VS　釧路教育大学

監督　佐藤　祥平から
サッカー部は今年度より学生サッカー連盟に登録し本格的に活動

をスタートしました。公式戦への出場、少年サッカー大会の運営活
動や審判活動を行い社会へ積極的に関わりを持ち始めています。こ
のような活動は学生にとって貴重な学びの場となっています。

社会に認められる人、チームになれるよう前進していきたいと思
います。また、活動を通じて学生が心身共に成長し社会で活躍でき
る人となってもらえればと考えています。応援宜しくお願い致します。

きらり! おおたに
札幌大谷大学野球部

●主将　社会学部地域社会学科２年　千里　佑太郎さん
「春季リーグ戦で多くの収穫」

僕たち硬式野球部は５月14日より行われた春季リーグ戦に参加し、最終
結果は３勝７敗という結果でしたが、そこから多くの収穫がありました。
９人という少ない人数の中で10試合を戦い抜くことは自分たちが思ってい
る以上に大変で、気力・体力面の強化が必要であるとわかりました。今後
は、野球の厳しさを、気力、体力、質の高い練習でカバーしていきます。

厳しい戦いの中でも、僕たちはリーグを少しだけ変えることができまし
た。それはあいさつです。グラウンド整備後に整備をしてくれた人たちに
対して「ありがとうございました」と伝える、ただそれだけのことである
かもしれませんが、最初は僕たちだけがしていたことが、最終戦頃になると全チームがあいさ
つするようになりました。

小さな変化ですが、自分たちの大切にしてきたあいさつが無駄ではなかったと実感しまし
た。自分たちがやるべきことがわかった今、とにかく一生懸命練習に取り組み、目標である明
治神宮球場へ行けるように精進していきます。

●マネージャー　社会学部地域社会学科　２年 八木橋　静さん
「選手が思いっきりプレーできるように支えていきたい」

昨年、千里主将ひとりでスタートした野球部は現在、２年生２人、１年
生７人、マネージャー２人という少ない人数の中で活動しています。今年
度より札幌学生野球連盟に加盟し、初めてのリーグ戦10試合を９人で戦い
抜いてきました。

４月の練習試合から現在まで、試合を重ねるごとにチーム全体、個人の
技術が向上しています。「まずは３部で優勝し２部へ昇格、最終目標は１部
で優勝し神宮球場へ」という共通意識のもと、日々練習に励んでいます。
マネージャーとしても選手が思いっきりプレーできるように支えていきた
いと思います。文武両道、皆に愛される部員を目指し日々頑張っていきたいと思います。

●大会成績と今後の試合予定
平成25年５月　札幌学生野球 平成25年度春季リーグ戦３部　４位（３勝７敗）
平成25年８月13日㈫～　札幌学生野球　平成25年度秋季リーグ戦３部

監督　神田　幸輝から
札幌大谷大学野球部は、平成24年５月に創部し平成25年２月よ

り札幌学生野球連盟に加盟し、まだ産声をあげたばかりの部です。
部員11名（選手９名・マネージャー２名）の小さな部活ではあり

ますが、志は高く学園及び地域の方々から、愛される部・愛される
部員となるよう努めていきます。

また、大学生活・野球活動を通じて自らの考えで行動できるよう
な人になってほしいと願い日々指導しています。今後とも応援よろしくお願いします。
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平成24年度就職決定状況報告�平成25年6月30日現在

学科
内訳

大
学

（
音
楽
学
科
）

短大（本科） 短大（専攻科）
総
合
計

保
育
科

音
楽
科

美
術
科

合
計

保
育

美
術

合
計

A 卒業・修了者数 77 105 22 72 199 5 40 45 321

B 就職希望者数 48 96 13 16 125 5 34 39 212

C� 就職決定者数 40 96 10 9 115 5 22 27 182
D 未決定者数 8 0 3 7 10 0 12 12 30

C/B 内定率（就職率）％ 83.3 100 76.9 56.3 92.0 100 64.7 69.2 85.8

E� 　進学者数 10 8 7 50 65� 0 1 1 76

内

訳

専攻科進学 0 8 0 0 8 0 0 0 8

併設大学編入学 0 0 3 41 44 0 0 0 44

研究生 6 0 3 0 3 0 1 1 10

留学 3 0 0 1 1 0 0 0 4

他大学編入学 1 0 0 4 4 0 0 0 5

専門学校進学 0 0 1 4 5 0 0 0 5

F� その他進路希望者数 18 1 2 6 9� 0 5 5 32

内

訳

音楽活動を続ける 9 0 0 0 0 0 0 0 9

美術活動を続ける 0 0 0 2 2 0 2 2 4

次年度も教員・公務員受験予定 4 0 0 0 0 0 1 1 5

職業訓練に参加する 1 0 0 0 0 0 0 0 1

進学予定者 1 0 0 1 1 0 0 0 2

アルバイト 2 0 1 3 4 0 1 1 7

家事手伝い・その他 1 1 1 0 2 0 1 1 4

（C+E+F）/A 進路決定率％ 88.3 100 86.4 90.3 95.0 100 70.0 73.3 90.3

G� 進路未定 1 0 0 0 0� 0 0 0 1

進路支援

広い世界への挑戦 就職委員長　谷本　聡子

今、みなさんは、自分が選択した興味のあることを、自身の持てる時間の大部
分を使って学んでいることと思います。

大学を卒業するということは、今度は社会の大海原で、今まで学んだ知識や体
験を活かし、応用して、自分を頼りに生きていくということです。

この大学で成長した自分自身を、更に磨きながら生きるステージは目の前です。
まず、どの世界に漕ぎ出すかを大学が用意している支援講座等を存分に活用し

て見つけてください。みなさんが今、専門に学んでいることは専門分野のみなら
ず、色々な分野で活きてきます。柔軟に興味を広げ、たくさん挑戦してみてくだ
さい。今までの自分が知らない世界へ導いてくれるかもしれません。

高い進路決定率を維持する本学では、充実した就職支援で、皆さんの次なる一
歩を応援しています。

自分の進路について考え、行動し、やり遂げる力を身につけるためのさまざまな講座
本学では就職活動に取り組むための幅広いキャリア支援の体制を整えております。将来の進路について自ら考え、行動し、学生一人ひとりがやり遂げる力を身につけるた

めに、さまざまな就職支援や資格取得の講座を実施しています。毎回多くの学生がそれらの講座に参加しており、進路に関する多くの情報の中から自己理解を深め内定に向
けて積極的に就職活動に励んでいます。これから就職活動を迎える在学生のみなさんも支援講座に参加して、一歩ずつ準備を進めていきましょう。

支援講座 ～支援講座に参加して就職活動をスタートしよう～
「知って得する給与のしくみ・会社のしくみ」求人票を見ながら、給与や社会保

険について学びます。

「就活コンピテンシー検査」就職活動で必要なアピールポイントを見つけられ、
自己分析にもつながる講座です。

「『企業で働く』を体験しよう」実際の企業で「働く」体験をすることにより、自
分が大きく成長できます。

「企業分析」就職活動において重要な企業分析をワーク形式の講座で学びます。

「公務員採用試験支援講座」幅広い公務員試験に対応しており、傾向と対策を的
確に把握することができます。

「教員採用試験支援講座」教員としての心がまえや自覚を養成し、合格へ向け幅
広く学びます。

「道新就活講座」企業の採用担当者が大学生に求めるポイントと、それを身につ
けるための方法を学びます。

「職業研究（民間）」さまざまな企業の方から実際の仕事の話を聞くことで業界・
職種選択の視野が広がります。

「筆記試験対策」採用試験に大きなウエイトを占める SPI 試験・一般常識試験の模
擬試験と対策講座を実施します。

「就職サイト活用講座」就職サイトの利用を通して、就職活動のポイントを知る
ことができます。

学科ごとの就職支援講座
〈音楽〉
「音楽の仕事研究・音楽教室講師・道警音楽隊説明会」音楽の学びを活かした仕

事に就きたいと考えている学生対象の講座です。

〈美術〉
「美術の仕事研究」美術系専門職の企業の方々にお越しいただき、仕事内容等の

話を通じて職業理解を深めます。

「ポートフォリオ作成講座」美術系専門企業の採用選考時に提出が必要となるポー
トフォリオ作成の知識と技能を学びます。

資格取得支援講座 ～就職活動で自分のスキルをアピールできる資格を取得しよう～
「MicrosoftOfficeSpecialist検定」「Excel」・「Word」の資格は企業の採用担当者が

注目する資格の一つです。

「CGクリエイター検定」CG デザイナー、グラフィックデザイナーを目指す学生が
アピールできる資格です。

「Illustrator®・Photoshop®クリエイター能力認定試験」認定試験では実際のワー
クフローに準じた問題が出題されるので、実践的なスキルをアピールすること
ができる資格です。

「色彩検定」理論に裏付けられた色彩の
実践的活用能力を身につけることがで
きる資格です。幅広い業界・職種で活
用できます。

「介護職員初任者研修講座」介護・福祉
の業界で注目され、実践的なスキルの
証明になる資格です。

保育者を目指す学生への支援体制
就職活動の受験園相談から履歴書添削、面接練習まで担任教員を中心に一人ひと
りに合ったきめ細やかな指導を行っています。

公務員保育士を目指す学生のための支援講座
１年次10月～１月  

公務員保育士を目指す学生の支援講座（教養試験分野26時間） 
この講座から公務員採用試験対策の基礎講座がスタート

２年次 6 月～７月  
公務員採用試験直前の集中学習（模擬試験＋専門試験分野６時間） 
この直前の講座では専門試験の分野を中心に学習します。

平成24年度卒業生の７名が

公務員保育士・幼稚園教諭として採用されています。

主な就職先一覧
芸術学部�音楽学科
音楽系
◦音楽教諭  

北海道津別高等学校（臨時）
◦音楽教室講師  

（株）帯広旭楽器商会
（株）エルム楽器
（株）河合楽器製作所
島村楽器（株）
他

◦音楽療法士  
（株）ツクイ
（福）黒松内つくし園養護老人ホーム慶和園
（福）伏古福祉会 特別養護老人ホーム藤苑
民間・その他

エイチ・テー・ビー映像（株）
（株）アイティ・コミュニケーションズ
（株）きのとや
（株）キャリアバンク
（株）パブリックリレーションズ
（株）京王プラザホテル札幌
（福）倶知安福祉会
北海道旅客鉄道（株）
北見信用金庫
シンセメック（株）
陸上自衛隊（公務員）
他

短期大学部�音楽科
音楽系
◦音楽教諭  

安平町立追分中学校（臨時）
民間・その他

帯広市公務員（行政職）
航空自衛隊（公務員）

（株）北洋銀行

（株）北海道銀行
ホクレン農業協同組合連合会
他

短期大学部�美術科
美術系
◦その他専門職  

（株）葉山
（株）北海道画廊
民間・その他

（株）エースプロジェクト
さかい眼科クリニック
他

短期大学部�専攻科美術専攻
美術系
◦デザイン職  

（株）三新 三新ビデオセンター
（株）ラヴィ
（株）ビジービー
（株）北彩
有限会社ポップボックス

（株）トライシス
◦アニメーター  

有限会社アトリエムサ
◦その他専門職  

日本綜合テレビ（株）
エイチ・テー・ビー映像（株）

（株）写真工芸社
他
民間・その他

（株）デンコードー
（株）ヨシモト
大丸藤井（株）
長谷川産業（株）
三井住友海上火災保険（株）

中道リース（株）
（財）さっぽろ青少年女性活動協会
他

短期大学部�保育科
幼稚園

札幌市内･･･････････････････････････ 34名
道内（札幌市以外） ･･･14名（公務員1名含む）

更別村教育委員会 （幼稚園教諭）
（学）高陽学園 百合が原幼稚園
（学）星置学園 星の子幼稚園
（学）聖徳学園 なかのしま幼稚園
（学）川畠学園 旭川あゆみ幼稚園
（学）帯広同朋学園 帯広東幼稚園
（学）余市杉の子学園 小樽杉の子幼稚園

保育所

札幌市内･････ 23名（公務員2名含む）
道内（札幌市以外） ･･･13名（公務員5名含む）
道外･･･････････････････････････････････ 2名

札幌市公務員（保育士）
帯広市公務員（保育士）
礼文町公務員（保育士）
浜頓別町公務員（保育士）

（福）札幌みどり福祉会 前田中央保育園
（福）にれ福祉会 東月寒にれ保育園
（福）恵愛会 住吉保育園
（福）太平福祉会 太平保育園
（福）知進会 みどり保育園
（福）北翠会 なかよし保育園

認定こども園

札幌市内･････････････････････････････ 3名
道内（札幌市以外） ･････････････････ 1名

（学）小樽桂岡学園認定こども園 桂岡幼稚園
（学）大藤学園認定こども園 新さっぽろ保育園
（学）北邦学園 東橋いちい認定こども園
（学）北邦学園認定こども園 いちい幼稚園

施設・その他

札幌市内･････････････････････････････ 6名

（公財）さっぽろ青少年女性活動協会
（福）札幌報恩会  札幌報恩学園
他

短期大学部�専攻科保育専攻
幼稚園

札幌市内･････････････････････････････ 2名
道内（札幌市以外） ･････････････････ 1名
道外･･･････････････････････････････････ 1名

（学）湘南やまゆり学園 （配属先未定）
（学）清明学園  清明幼稚園・丘珠幼稚園
（学）宝流学園 第２もなみ幼稚園
（学）北広島竜谷学園 広島幼稚園

保育所

札幌市内･････････････････････････････ 1名

（福）高田福祉事業団 大谷地たかだ保育園
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教育後援会
総会の内容

平成25年４月３日㈬入学式終了後、学内の大谷記念ホールにおいて、本年度の総会が
開催された。

総会では、先ず任期満了に伴う役員選出において、「久郷さゆり」氏が会長に就任する
こととなった。続いて、教職員選出の副会長に「谷本聡子」大学・短大の組織である就職
委員会委員長が選任され、会則による副会長２名及び監事２名の選出は、名誉会長（学
長）・久郷会長に一任された。

議事については、前年度の事業報告と決算、今年度の事業計画と予算が上程され、それ
ぞれ原案どおり可決承認された。その他として、「保護者懇談会」の開催、「消費税増率に
伴う教育後援会費増額の協議開始」、また教育後援会費をはじめとする各種納付金につい
ての説明と納付の依頼がなされた。

最後に、学長・事務局から大学・短大の現況が報告され、総会は閉会した。

協議題
１） 平成24年度　収支決算報告

２） 監査報告

３） 平成25年度　収支予算

４） 役員選出〔会長・副会長・監事：敬称略〕 
・会　長：久郷さゆり 
・副会長：宮本きよみ、岩見裕恵、谷本聡子（本学教員） 
・監　事：青山さとみ、駒崎良子

５） その他 
①教育後援会費・授業料等の納入について〔お願い〕 
②消費税増率に伴う教育後援会費増額の協議開始について〔説明〕 
③「保護者懇談会」について〔報告・説明〕

札幌大谷大学及び札幌大谷大学短期大学部の 
財務状況について

決算額 ( 実績 ) による平成23年度及び平成24年度の財務状況をお知らせします。
表示した ｢資金収支計算書｣ は、当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支

出の内容並びに支払資金 ( 現金及び預貯金 ) の収入及び支出の結果を明らかにする計算書
で、｢学校法人会計基準｣ ( 文部省令 ) に基づいて毎会計年度継続して作成することを義務
付けられています。

なお、会計処理についても、同基準に基づく公認会計士による監査・指導を定期的に受
けて行い、公認会計士、学園監事による監査及び理事会・評議員会の承認を経て文部科学
省に報告しています。報告は法人として提出していますが、その中の大学及び短期大学部
の内容です。

また、ホームページ (http://www.sapporo-otani.ac.jp) では、法人全体の「財産目録」、「資
金収支計算書」、「消費収支計算書」、「貸借対照表」、学園監事の「監査報告書」、大学・短
大の「事業報告書」も公開しておりますので、併せてご覧いただければと思います。

並びに、各学校の事務所に、利害関係人に対して閲覧できる「計算書類」、「事業計画
書」、「事業報告書」、「監査報告書」を備えておりますので、ご希望の方は、法人本部財務
課までお申し出願います。

会計報告
平成24年度決算書・平成25年度予算書
経常会計（教育後援会） （単位　円）

収入の部 24年度決算額 25年度予算額

入会金 6,500,000 5,800,000 

会費 13,483,750 13,485,000 

雑収入 71,066 100,000 

前年度繰越金 2,697,142 3,974,715 

合計 22,751,958 23,359,715 

支出の部 24年度決算額 25年度予算額

学芸活動補助費 4,571,729 3,755,000 

教育活動調査補助費 538,177 500,000 

課外活動補助費 1,735,276 5,090,000 

学生指導支援補助費 810,434 2,000,000 

行事補助費 551,224 850,000 

就職開拓補助費 4,243,324 4,300,000 

入学者管理補助費 1,575,000 1,575,000 

「学内広報誌」発行補助費 418,273 510,000 

見真文庫図書費 790,683 800,000 

奨学基金補助費 1,000,000 1,000,000 

地域振興活動費 994,288 500,000 

教育後援会積立金 1,500,000 1,500,000 

会議費 29,945 50,000 

慶弔費 5,000 50,000 

事務費 13,890 30,000 

予備費 0 500,000 

次年度繰越金 3,974,715 349,715 

合計 22,751,958 23,359,715 

特別会計（教育後援会積立金） （単位　円）

収入の部 24年度決算額 25年度予算額

本年度積立金 1,500,000 1,500,000 

預金利息 3,133 5,000 

前年度繰越金 1,935,968 3,439,101 

合計 3,439,101 4,944,101 

支出の部 24年度決算額 25年度予算額

次年度繰越金 3,439,101 4,944,101 

合計 3,439,101 4,944,101 

札幌大谷大学・資金収支計算書 （単位　千円）

収入の部 支出の部

科目 平成23年度 平成24年度 科目 平成23年度 平成24年度

学生納付金収入 511,444 744,955 人件費支出 357,827 692,876

手数料収入 4,840 10,208 教育研究経費支出 70,249 125,735

寄付金収入 2,210 2,200 管理経費支出 23,832 57,724

補助金収入 58,713 76,161 借入金等利息支出 67 0

資産運用収入 719 1,136 借入金等返済支出 0 0

資産売却収入 0 0 施設関係支出 37,789 3,900

事業収入 939 0 設備関係支出 25,935 106,173

雑収入 7,766 23,892 資産運用支出 200,000 50

借入金等収入 300,000 0 その他の支出 889,244 227,941

前受金収入 150,213 264,470 − − −

その他の収入 214,300 49,785 − − −

資金収入調整勘定 △ 150,554 △ 174,451 資金支出調整勘定 △ 101,770 △ 79,942

前年度繰越支払資金 578,163 175,580 次年度繰越支払資金 175,580 39,479

収入の部合計 1,678,753 1,173,936 支出の部合計 1,678,753 1,173,936

札幌大谷大学短期大学部・資金収支計算書 （単位　千円）

収入の部 支出の部

科　　　目 平成23年度 平成24年度 科　　　目 平成23年度 平成24年度

学生納付金収入 496,945 334,011 人件費支出 410,408 275,748

手数料収入 6,576 7,062 教育研究経費支出 98,295 60,172

寄付金収入 3,761 3,310 管理経費支出 48,290 34,365

補助金収入 86,923 43,085 借入金等利息支出 470 344

資産運用収入 1,279 766 借入金等返済支出 12,500 12,500

資産売却収入 0 0 施設関係支出 19,514 903

事業収入 104 62 設備関係支出 32,646 3,306

雑収入 4,885 7,986 資産運用支出 44,104 1,010

借入金等収入 0 0 その他の支出 326,538 148,844

前受金収入 101,075 96,300 − − −

その他の収入 57,470 33,645 − − −

資金収入調整勘定 △ 192,481 △ 108,682 資金支出調整勘定 △ 31,024 △ 7,868

前年度繰越支払資金 563,484 168,280 次年度繰越支払資金 168,280 56,501

収入の部合計 1,130,021 585,825 支出の部合計 1,130,021 585,825
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お知らせ
授業料減免・特待生制度が変わりました

授業料減免制度
区分 減免率 対象 備考
減
免
Ａ

授業料年額の
50%

人物及び学業の特に優れた者 音楽学科（音楽指導・音楽療法コース
のみ）各学年コース合わせて3名音楽学科（音楽指導・音楽療法コースのみ）…2、3、4年生

減
免
Ｂ

授業料年額の
40%

学業継続の熱意があるにもかかわらず、経済的理由により学業継続が困難な者で、日本学
生支援機構奨学金あるいは地方公共団体等の奨学金の貸与を受け、なお困窮している者

音楽学科………………………計4名
美術学科………………………計4名
地域社会学科…………………計4名
保育科…………………………計2名
専攻科保育……………………計2名

音楽学科―各学年1名 地域社会学科―各学年1名
美術学科―各学年1名 保育科―各学年1名 専攻科保育―各学年1名

芸術特待生制度
対象学科コース 募集区分 SA特待生 AA特待生 A特待生 B特待生 C特待生

音楽学科�
ピアノコース 
声楽コース 
管弦打楽コース 
作曲 ( 作曲系・ 
電子オルガン系 ) コース

美術学科�
全領域・全コース

入学時 全額免除 入学料 +
授業料免除

入学料 + 
授業料50% 免除

入学料 + 
授業料25% 免除 入学料免除

2年次 全額免除 授業料免除 授業料50% 免除 授業料25% 免除

3年次 全額免除 授業料免除 授業料50% 免除 授業料25% 免除

3年次編入学時 全額免除 入学料 +
授業料免除

入学料 + 
授業料50% 免除

入学料 + 
授業料25% 免除 入学料免除

4年次 全額免除 授業料免除 授業料50% 免除 授業料25% 免除

※ SA 特待生：委託諸費は免除の対象になりません。　※ SA 特待生以外：施設費・委託諸費は免除の対象になりません。　※特待生は1年毎の審査です。

地域社会学科特待生制度
対象年次 採用条件 免除内容 人数 備考

2・3・4年次

〈A 特待生〉 
学業成績におけるGPA 評価と通常成績評価が特に優れた者

〈B 特待生〉 
学業成績と正課外活動がともに特に優れた者

A・B 特待生ともに、 
各年次の学費（授業料・施設費）
の50% 免除

各年次に 
A 特待生1名、 
B 特待生1名

特待生は 
1年毎の審査です

保育科特待生制度
対象年次 採用条件 免除内容 人数 備考

1・2年次 本学の建学の精神と教育理念を充分に体得して、将来、 
保育者として地域社会で貢献できる人物と思われる者

〈入学時特待生〉 
入学料 + 初年次授業料50% 免除

〈2年次特待生〉 
当該年度授業料50% 免除

若干名 特待生は 
1年毎の審査です

※そのほかに、奨学金として「日本学生支援機構奨学金」「札幌市奨学金」「交通遺児育英会奨学金」「あしなが育英会奨学金」「その他市町村奨学金」等があります。

平成25年度 公開講座一覧 
区分 開催日時 講座名 講師 会場 定員 受講料

仏教 10月 6日 ㈰ 10：00～11：30 現代と仏教 非常勤講師　楠 宏生 札幌大谷大学内 70名 無料

保育 10月19日 ㈯ 10：00～11：30 赤ちゃんの世界 保育科 教授　星 信子 札幌大谷大学内 70名 無料

図書館 11月 4日（月・祝）10：00～11：30 「まち文化」について考える 塚田 敏信氏 
（札幌大谷高校講師・「まち文化研究所」主宰） 札幌大谷大学内 70名 無料

社会 11月23日（土・祝）15：00～17：00 思いやりと想像力があなたの英語学習を変える�
―英語がなくても生きていける国で英語を学び続けるための戦略―

社会学部地域社会学科 教授　久野　寛之
紀伊國屋書店札幌本店 

sapporo55ビル1階インナーガーデン 
（中央区北5条西5丁目7番地）

100名 無料

美術 11月30日 ㈯ 10：00～11：30 モノのデザインの変遷とこれから 芸術学部美術学科 講師　鳥宮 尚道 札幌大谷大学内 70名 無料

音楽
平成26年 
 1月18日 ㈯ 14：00～15：30

“アインシュタインのピアノ”�
修復記念レクチャー・コンサート

講師：山本 宣夫氏 
（オーストリア・ウィーン芸術史博物館 専属修復士） 

出演：音楽学科 非常勤講師　高岡 立子　他
札幌大谷大学内 100名 無料

※公開講座の日程・内容については予定です。変更となる場合がございますのでご了承ください。決定情報及び申込方法は本学ホームページにて８月中旬に公開予定です。 お申し込み・お問い合せ：企画総務課 TEL 011-742-1651
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お知らせ
食育月間健康キャンペーンを 
終えて

学務課学生係長　村上　千晶

平成25年６月24日～28日に食育月間健康キャンペーンを
開催いたしました。

今年は「いかに食生活を軸にした健康的な生活を維持す
ることが大切か改めて考える」というテーマで、普段の食
事バランスについて栄養士からアドバイスを受け、栄養に
ついても考える機会になりました。

また、料理教室では料理の基本やプロのテクニックを学
び、エクササイズ（ボディーコンバット）では、バランス
感覚や瞬発力などの運動効果を体験しました。

実践をとおして食事
と健康のかかわりにつ
いて理解を深め、自ら
の食生活や生活リズム
を振り返ることができ
ました。

地域連携

東区及び区内２教育機関と本学との４者連携事業
本協定では、相互の発展と東区のまちづくり推進に寄与することを目的に、札幌市東区、

学校法人天使学園 天使大学、学校法人吉田学園 専門学校北海道体育大学校との４者で地域連
携協定を締結しています。

今年度の取組みは次のとおりです。

○区民センターロビーコンサート

○タッピー通信 PR ポスター制作

○さわやか健康まつり PR ポスター制作

○北光ピカピカ子育てフェア参加

○丘珠文化祭参加

○ひがしく雪まつりウェルカム協議会事業参加

○東区健康づくりフェスティバル参加

大谷・天使・道体による東区健康づくり公開リレー講座
10月22日㈫  北海道体育大学校 
 10月29日㈫ 天使大学 
 11月 5日㈫ 札幌大谷大学

※公開講座の内容等詳細は９月上旬に本学ホームページにて紹介いたします。

保護者懇談会
今年度の保護者懇談会の開催日程は下記のとおりです。当日は担当教職員から大学の現

況、就職、教務、学生生活等について説明を行い、その後、学科教員との個別面談の時間も
設けております。成績、授業への出席状況等を資料に基づいて細かく説明し、お伝えさせて
いただきますので、どうぞご出席いただきますようご案内申しあげます。

旭川会場
平成25年９月21日 ㈯  
13：00～16：00

ホテルクレッセント旭川　 
旭川市５条８丁目緑橋通り　TEL 0166-27-1111

帯広会場
平成25年９月22日 ㈰  
13：00～16：00

十勝ガーデンズホテル　 
帯広市西２条南11丁目16　 TEL 0155-26-5555

札幌会場
平成25年10月26日 ㈯  
10：00～14：00

本学　札幌市東区北16条東９丁目１番１号　 
TEL 011-742-2233（学務課直通）

ウェブサイトリニューアル

このたび、大学ウェブサイトをリニューアルしました。
今回のリニューアルの大きな変更点は、学科ごとのオリジナルサイト及び
スマートフォンサイトの立ち上げです。
学科の特長にあわせた情報発信をしていきますので、ぜひご覧ください。

http://www.sapporo-otani.ac.jp/

平成24年度実施 北光ピカピカ子育てフェア

時間：10：00～12：00
場所： 東区民センター２階大ホール 

（札幌市東区北11条東７丁目）

オープンキャンパス日程（9月以降）

芸術学部�音楽学科 
10月5日 ㈯ ／1月25日 ㈯ （予定）

芸術学部�美術学科 
9月14日 ㈯ ／1月25日 ㈯ （予定）

社会学部�地域社会学科 
9月14日 ㈯ ／3月23日 ㈰ （予定）

短期大学部保育科 
9月14日 ㈯ ／1月25日 ㈯ （予定）

進学準備講習会日程
芸術学部�音楽学科��� 

第1回 9月14日 ㈯  ～16日（月・祝） 
第2回 12月21日 ㈯  ～23日（月・祝）

芸術学部�美術学科 
第1回 8月31日 ㈯  
第2回 12月21日 ㈯

社会学部�地域社会学科 
第1回 10月12日 ㈯  
第2回 12月14日 ㈯

お申し込み・お問い合せ：進路支援課
TEL 011-742-1643（直通） FAX 011-742-1654



エッセイ
e s s a y

e s s a y
デザインするという行為は、言い換えれば、意

図を視覚化する行為だといえるかもしれない。ポ
スターやリーフレット、駅の看板など、デザイン
されたものは見る人になにかを伝えようとして、
街には「これを見て！」というメッセージがあふ
れている。デザインした人の意図が見る人にうま
く伝われば、それは良いデザインだといえる。

しかしこうしたメッセージにあふれた街の中を
歩いていると、ときには意図のあまりの多さに
目眩がするような気がすることもある。「これを
買って」「ここに自転車をとめないで」「お得です
よ」「一列に並んでください」「開店は10時です」
など、さまざまな意図がさまざまな表現になって
渾然一体と街を覆っていると、もう「意図」はた
くさんだ、と感じてしまうのだ。そんなとき、ふ
と、「意図していないのにこんなんなっちゃいま
した…」というものに出会うと、思わずはっとし
たり、微笑ましく感じたりしてしまうことがある。

写真は、名古屋郊外の飲食店の駐車場で見かけ
た看板である。「駐車場内における車両事故、人
身、物品事故等については、当店は一切の責任を

負 い か ね ま す。」
と書かれている。
た だ 残 念 な こ と
に、看板自体が風
雨にさらされた結
果、白い文字の縁
が剥がれかけており、全体としてなんだかおどろ
おどろしい雰囲気になってしまっている。この駐
車場に車を駐めると、悪いことが起こりそうな気
配さえ感じずにはいられない。決してお店の人が
意図してこうなったわけではないはずだが、これ
を見てお店の人は今どう思っているのか、ぜひ尋
ねてみたくなる看板である。

次の写真は、札幌市内で冬に撮ったものであ
る。道ばたに倒して置かれた自転車の上に雪が積

もり、砂糖菓子のよ
うになっている。こ
の自転車の持ち主が
どんな意図でここに
自転車を置いていっ
たのかはわからない

が、一晩経ってこんなふうに可愛いオブジェに変
身しているとは思っていなかったはずだ。

３枚目の写真は、都内の駅で見かけた張り紙で
ある。「ゴールデンウィーク期間臨時休業のお知
らせ」とある。要は、５月１日から６日まで窓口
を休業することを伝えるためのメッセージなのだ
が、赤字で書かれた「休」の文字のインパクトが
あまりにも強すぎて、異様な存在感を放ってし
まっている。見ていると、とにかく休みたいとい
う気持ちの方が伝わってきてしまう。

こうした「意図とは違ってしまったもの」をと
きどき目にすると、その鮮やかな裏切られ方に
はっとしてしまう。そして、自分がつくるものも
含めて、意図に押しつぶされそうなときには、こ
うして街に目を向
けてみるのも良い
も の か も し れ な
い、と改めて思う
のである。

意図の狭間で　芸術学部　美術学科　講師　宮田　雅子

大学入学で上京したとき、まだ大学構内に貼ら
れたままの名簿に自分の名前を見つけて合格の実
感を噛みしめていた私を暖かく包んでくれたのは
満開の桜だった。道産子の私は、この時初めて桜
が入学式と深く結びついていること、新しい出会
いを彩る花だということを得心した。

間もなく講義が始まり、希望に満ちた充実した
日々を過ごし始めた。英文科は僅か26名、個性豊
かな心優しい仲間との出会い。初対面のぎこちな
さが取れ、互いの気心が知れる頃には、それぞれ
のお国訛りが出始めた。教室の清掃時に、「その
ゴミ投げてきて。」と言ってギョッとされたのは
道産子の私。「ゴミは放るって言うんよ。」と徳島
県人。しばしの方言談義は各地の比較文化論にま

で発展し、北
は北海道から
南は九州鹿児
島まで出身地
が様々なだけ
に、それぞれ
の「常識」の

違いに愕然と
し た こ と も
あった。

「 出 が ら し
ノート」なる
交換日記が始
まったのもこ
の頃。抱える不安や思いの丈を綴ると、誰かが共
感や助言、時には反論を書き加えてくれた。こん
な文章のリレーをクラス全員で続けたことで、考
え方の違いを認めて、仲間を深く理解し合えたの
だと思う。発案者は誰だったのか？

寮に買い込んだ食糧を持ち込んでのコンパで
は、一晩中飽きることなく語りあった。寮内での
開催に「こんな会に声をかけられたのは初めて
だ。」と戸惑いながらクラス担任も出席。出来の
悪い子ほど可愛いものなのか、未だにわがクラス
の会合にだけは参加して下さる。「出がらしノー
ト」の存在意義を高く評価して下さったこの高名
な先生の影響も大きかったかもしれない。この会
の発起人は、そして敢えて先生にまで声をかけて

くれたのは誰だったのか？
学園祭にはクラスとしてお茶漬け専門の「出が

らし茶屋」を出店、体育系クラブ所属者の多かっ
たお転婆集団は球技大会に参加しては上位入賞、
運動会（女子大ながら騎馬戦もあり、某有名週刊
誌のグラビアを飾ったことも．．．。）でも大活躍と、
兎にも角にも先生方も驚くほどの団結力だった。
卒業時には様々な折に撮りためた写真をもとに、
クラスだけの「卒業アルバム」を自分たちの手で
作りあげた。あの時の仕掛け人は誰だったのか？

決して目立ち過ぎることなく仲間を引っ張り続
けてくれた様々な級友たちは、私の大学時代をか
けがえのない思い出で埋め尽くしてくれた。毎年
春になると、彼女たちとの出会いをもたらしてく
れた、大学構内
のあの満開の桜
を思い出す。

遠き日の思い出～友との出会い　社会学部　地域社会学科　教授　柴田　晶子
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後期学費納入は ９月13日㈮までに
平成25年度学費後期分は、本号に同封の振込用紙により、��
９月13日㈮までに、最寄りの銀行から納入をお願いいた
します。� お問合せ：財務課 TEL.011-742-8804（直通）


