
芸術学部美術学科・音楽学科／共同制作演習B（映像）「LIVE」

汝、自身に立て 学長　巌城 孝憲

大学の大谷記念ホールのステージ背景が、仏典に出てくる「二
に

河
が

白
びゃく

道
どう

」

をモチーフにしてデザインされたことを、かつて藤田宏達元学長から、う

かがったことがある。ステージに向かって、左が火の河、右が水の河であ

る。火の河は、怒りの炎を表し、水の河は何でも飲み込もうとする貪欲な

むさぼりを表している。仏典には、「西に向かいて行くに、忽
こつ

然
ねん

として大
たい

河
が

あり」と語られる。西に向かうことは、道を求めることを意味し、突如

現れる大河は、人が道を求めた時にはじめて見えてくる宗教的課題を表し

ている。

その火の河（南）・水の河（北）の中間に、ステージでは、下から上に

向かって白い道がある。下の此の岸（東）は迷いの世であり、上の彼の岸

（西）は極楽浄土である。白は煩
ぼん

悩
のう

に染まらない清
しょう

浄
じょう

を表し、道は生活の

幅と人生の長さを表す。この東の岸では、後ろを振り返ると、群賊・悪獣

が攻めて来ており、命をねらっている。「悩まなくていい。楽しく生きれ

ばいいではないか」という、道を求める心を萎えさせるものが群賊・悪獣

であり、これも内なる自分の本性を表している。

前に進もうにも貪
とん

瞋
じん

水
すい

火
か

二
に

河
が

、戻っても、とどまっても群賊・悪獣であ

る。しかし、死を覚悟する行きづまりにあっても、一
いち

縷
る

の望みをもって、

白き道に、「すでにこの道あり」と、かろうじて歩みの一歩を決断した時、

東
とう

岸
がん

の釈
しゃく

尊
そん

から「行くべし」という発
はっ

遣
けん

の声、西
せい

岸
がん

の阿
あ

弥
み

陀
だ

仏
ぶつ

からは「汝、

一心に来たれ」という招
しょう

喚
かん

の声が聞こえてくる。「来たれ」ということは、

「汝、自身に立て」という意味であり、「自己を自己として引き受けよ」と

いう意味である。勇気を持って踏み出した一歩によって、世界が輝き出

し、動き出す。自力から他力へのモード変換。火の河・水の河のまっただ

中の道を、他力の風の吹くままに歩ませてもらう。

マイトリー　No.80
札幌大谷大学
札幌大谷大学短期大学部 学内広報誌

2015年３月６日発行
マイトリー（maitri）は「慈しみ」という意味のサンスクリット語です



  1  

卒業するみなさんへ

退任される先生

卒業生の皆さんへ
皆さん、ご卒業おめでとう。ここに無事修了出来た事への喜びを大切にし、１人１人がそれぞれの思い

を持って、期待と不安の社会へ堂々と旅立ってくれる事を望んでいます。進路は様々とは思いますが、４
年間で学んだ音楽や、多くの授業の学びを、これからの人生に役立ててほしいです。
卒業を迎え、皆さんが先ず、すべき事は両親や家族への感謝の気持ちです。４年間、学資面、精神面で
支えてくれた方々に、心から「ありがとう」の気持ちを伝えて下さい。
さて、皆さんにとって、大学生活は如何でしたか？専攻実技の成長に実感はありましたか？親友は見
つかりましたか？私の経験からですが、大学の友達はこれからもずっと仲良しが続きます。ここで出会っ
た友を大切にして下さい。
これも私の感じる事ですが、４年間の学習の蓄積を終えて、卒業してからやっと、すべての出発が始ま

ります。挫折した時も決して挫けず、前進し続けて下さい。いつか又元気な姿を見たいものです。
皆さんの明るい人生にブラボー！！

積み重ね
ご卒業おめでとうございます。また、学生生活を支えてくださった保護者の皆様、本当にご苦労様
でした。心よりお慶び申し上げます。
皆さんは、短期大学部美術科から大学の美術学科へ編入学し、研鑚を積んできました。４年間多く
のことを感じ、お互い刺激しあい、切磋琢磨して、自己表現を深めてきたことと思います。
うまくいかないことや、落ち込むこともたくさんあったでしょうし、思うように成果を出せなかっ
た人もいると思います。でも心配ご無用。積み重ねた様々な経験のなかに価値が隠れています。急い
でもお米は実りませんし、木は太くなりません。じっくり手間と時間をかけて、それぞれの道を拓い
ていってください。お元気で。

ご卒業おめでとうございます。
ご卒業おめでとうございます。入学して２年間ひとりも退学者が出なかったことを何よりもうれし
く思っています。４月から新しい生活が始まることを心からお祝い申しあげます。たった２年間の勉
強で子どもの前に立つことに不安が一杯なのは当然です。これからは実践を通して学び続けて保育者
として人間として成長をし続けてください。
いつでも大学に遊びに来てください。� （柘植�純一）

遊びも学びも終わりません
ご卒業・ご修了おめでとうございます。当たり前のように続いていた学生生活はあっという間に終
わってしまいましたが、日々の生活から何かを学ぶことは一生続くのだと思います。これからも何気
ない出会いに喜びを感じ、毎日の変わらない景色を新しい目で見ることができる、そのような素敵な
人生を送っていただけたら、教員としてこれ以上の喜びはありません。これからもたくさん遊んで学
んで素敵な人生を歩まれてください。� （吉川�和幸）

芸術学部 音楽学科　教授 則竹 正人

芸術学部 美術学科　教授� 松隈 康夫

短期大学部 保育科　教授� 柘植 純一
短期大学部 保育科　准教授� 吉川 和幸

きれいな足跡には
平成22年から５年間、札幌大谷大学でお世話

になりました。北海道教育大学旭川校を退職後
に縁あって旭川から電車で通勤。音楽学科に所
属しながら日本語文章法や口語表現法を担当。
小・中学校の先生方を対象とした国語科指導に
関する講演では、得意な楽器の質問も…。
相田みつをさんは「きれいな足跡にはきれい

な水がたまる」と表現。きれいな足跡とは充実
した人生。本学では実直で明朗闊達な学生、心
遣いを感じる事務職員の方々、仲間を大切にす
る先生方との出会いによって毎日が楽しく、き
れいな水をため、貴重な時間を創ることができ
ました。
今後は、地域とのつながりを深め、自分自身

を磨いていきます。学園の存在価値が高まり、
発展されることを祈念致します。

エンドレスな夢を抱いて
改めて振り返ると、私の人生は札幌大谷と共
にあったと感慨深く思います。ピアノ指導者〜
チェンバリスト〜音楽療法士と、札幌大谷とい
う広いフィールドでたくさん学ばせて頂きまし
た。人は、人と出会って成長するものだと改め
て感じます。私にとっての最高の宝物は「学生
との出会い」です。
今後の社会が迎える「とき」は、境界型の児
童の増加、メンタルサポートの必要な成人、超
高齢社会と明るいだけではなさそうです。その
中で音楽の力で少しでも世の中のお役に立てる
よう、今後も音楽療法の啓蒙・育成に外野で関
わるつもりです。そして社会と学生とのコラボ
レーションの場を造れたらと夢を描いています。
最後に感謝とともに、益々の札幌大谷のご発
展を心より祈念申しあげます。

芸術学部 音楽学科 

中西 信行�
教授

芸術学部 音楽学科 

中山 ヒサ子�
教授
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卒業・修了します

退任される先生

とても充実した４年間でした。音楽を通じて様々な人と出会うことができ、そ
の出会いから多くのことを学び、人として成長できました。私の専攻楽器はピア
ノですが、一つの楽器が弾ける、ただそれだけのことで舞台に上がり人前で演奏
したりアンサンブルや伴奏で幅広い年代の人と共演し刺激しあったり。その一つ
ひとつの経験はピアノを弾ける人なら当たり前にできる経験と思うかもしれませ
んが、私にとってはとても特別なことでした。
４年間、好きなだけピアノを弾ける環境を与えてくれた両親にとても感謝して
いますし、多大な迷惑をかけ続けた先生には、これから先ずっと自分の音楽に真
剣に向き合っていくことで恩返しをしていきたいと思います。
私に関わってくださった全ての人に感謝して、これまでの経験を自分の糧にし
て卒業後もピアノを弾き続けます。最高に幸せな４年間でした。ありがとうござ
いました。

私達、札幌大谷大学短期大学部保育科の学生が、実際に大学に通った日数は約
350日です。休みの日や実習期間を引くと、実質１年に満たない登校でした。本
当にあっという間の２年間です。入学式のドキドキ感も、みんなの自己紹介もま
だはっきり覚えているのに、もう卒業がやってきてしまいます。
思い出は？と聞いたらきっとみんな「ぷりてぃ劇場」と答えるはずです…上手
く言えないけれど、とにかく最高でした。フィナーレの曲はいつまでも覚えてい
たいし、いつかまたみんなで歌える日が来ることを楽しみにしています。
もう学生ではなくなってしまう寂しさ、そして不安も正直あります。でも離れ
ていても、進む道が異なっていても、それぞれの場所でみんなが頑張っていると
思ったら、きっと私も頑張れる気がします。同じ夢を持ったみんなと出会い、同
じ夢に向かって学んだ２年間は素敵な時間でした。友人、先生等、札幌大谷に来
たからこその出逢い、そして通わせてくれた両親に感謝しています。本当にあり
がとう！

私にとって札幌大谷大学での４年間はとてもあっという間でした。私は大学２
年間油彩を学びなかなか納得のいく制作が出来ず過ごしていましたが３年生で版
画に転向し、先生方に色々アドバイスをもらい制作していくうちに、自分が本当
に表現したい納得のいく作品が出来るようになりました。
教職の授業では後輩達と一緒に中学校へ行ってワークショップをしたり貴重な
経験が沢山出来とても楽しかったです。
大学で過ごした４年間は、制作はもちろん、友人との思い出が沢山詰まった４
年間でした。また、新しい事に挑戦する機会が多く、すべてがいい経験になり充
実した４年間でした。後輩達も、恐れず何事にも挑戦して、いい経験をしてほし
いです。
４年間、私を支えてくれた家族、友人、先生方、本当に感謝します。ありがと
うございます。

札幌大谷で過ごした４年間は、充実した時間でした。短大の２年間は、たくさ
んの同級生の中で過ごしました。その中で、「ぷりてぃ劇場」やグループ実習を
通し、みんなで一つの事に取り組む大変さと達成する嬉しさを経験しました。
専攻科での２年間は８人と少ない同級生になりましたが、８人だからこその学
びがあったと思います。話し合う機会が格段に増えた事から、自分には考えつか
ないカリキュラムや保育観等を知り、自分の考えの浅さや偏りに気付きました。
また、視野を広げる事にも繋がり多くの刺激を受けながら過ごせました。
４年という時間の中には辛い事もありましたが、夢の実現や人との出会いなど
幸せな事に溢れていました。全ての経験を胸に保育士として頑張っていきたいと
思います。
最後に、これまで支えてくださった先生や職員の方々、友人に感謝していま
す。本当にありがとうございました。

感謝の気持ちを	
忘れずに
芸術学部 音楽学科 ピアノコース

４年 　髙田　穂香さん

約350日の思い出	

短期大学部 保育科

２年 　山田　翔子さん

濃い４年間	

芸術学部 美術学科 絵画コース

４年 　蛭田　綾香さん

“４年”という時間	

短期大学部 専攻科保育専攻

２年 　田村　友里絵さん

音楽科との歩み
1966年、私は当時の札幌大谷短期大学音楽科３期生

として入学し、1972年から現在に至るまでの43年間、
光栄にも母校で後輩たちの指導にあたる機会を頂いて
参りました。この間、４年間オーストリー国立ウィー
ン音楽大学に学んだ私を、母校は再度温かく迎え入
れて下さいました。ドイツ歌曲を専門に学んだ私は
「リート研究」を新しく開講させて頂き、後輩達にド
イツ歌曲の魅力を存分に伝える機会を持つことが出来
ました。
声楽個人指導で関わった門下生の他にも、「リート

研究」で携わった数え切れないほどのかつての学生達
から、いまだに声をかけてもらえる幸せ…、私の生涯
の宝物です。長い間お世話になりました。願わくは、
優秀な本学出身者を迎え入れ、愛校心に満ちた教育・
指導が更なる母校の発展へと繋がりますことを願って
やみません。

出会いを通して成長する
いつの時代も、別れはさびしいもので
す。このたび３月末をもちまして退任す
ることになりました。母校でもある札幌
大谷大学は、私に教員としての自覚、厳
しさを教えてくれました。そして多くの
人に支えられ、今日を迎えることができ
ました。教員生活の途中、たくさんの学
生や教職員との出会いを通して自分自身
が成長していくのを感じました。
今後は本学での出会いを心の糧とし、
前へ進んでいけたらと思います。これま
でご厚情・ご協力いただいた多くの皆様
に深謝申し上げますとともに、本学の
益々の発展を祈念いたします。

芸術学部 音楽学科 

吉川 順子�
教授

芸術学部 音楽学科 

川合 佐知子�
助教
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新入生のみなさんへ
新入生のみなさん、入学おめでとうございます！

私自身が大学に入学した際、学部長からの挨拶で、記憶に残っている言葉があります。それは、“よく

学び、よく遊べ”です。いまだに、大学生活はこれに尽きる、と思っています。

大学は自分自身で選んだ道です。皆さんはすでに自分の将来を選択しています。これからは、自分が

やりたいこと、知りたいことを、とことん追い求めてください。そのために、教員も友人も職員もフル

活用してください。札幌大谷は、専門を極める人間の“濃ゆ〜い”集団です。学びにも遊びにも最適な環

境です。あとは皆さんの意欲と覚悟次第です。

どうか、１日一瞬ごとに自分自身が成長する手応えがつかめるような、無駄のない充実した大学生活

を送ってください。

「これから」に向けて
新入生の皆さん、入学おめでとうございます。
自分で決めた進路を新たな環境で学べる喜びと期待は、環境の変化による不安を差し引いても、とて
も大きいものであろうと思います。
私達の時代の美術大学（特に造形系）は、卒業してからの就職を考えないで進学する場所でした。
美術大学の一番良いところは、生きていくことを数年考えないで絵が描けることだ…などと言われま
した。だからみんな貧しかった。
今はそんな時代ではありません。多様な社会はクリエイティブな皆さんを待っています。ここでその
ベースを作り、適性を広げ、個性や特性をさらに伸長させて自分を磨いてください。　
そのためには、基本的な生活習慣を再点検して、普通のことを普通に行うことです。これがなかなか
難しいことなのです。
皆さんの次のステージでの活躍に向けて、私たちは全力でサポートします。

学びの場に積極的に関わる
入学おめでとうございます。

大学は、知的にも社会的にも、これまでとは大きく環境が異なります。なにより、自分とは異質な能

力や経験を持った人たちと出会う機会が増えますし、そのような環境に身を置くことこそ自己の研鑽に

とって大切なことです。

新入生の皆さんに期待しているのは、様々な学びの場に積極的に関わって欲しいということです。躊

躇していては何も進みません。幸い地域社会学科では、教室の中の学びはもちろんですが、それだけで

はなく社会調査、フィールドワーク、インターンシップ、ボランティアなど、地域社会と関わりながら

実践的力が身に付くようにカリキュラムを編成しています。この学びの機会を十分に活用していただき

たいのです。

皆さんの活躍と充実した大学生活を心から願っています。

新入生のみなさんへ
保育者を養成する学校が数多くある中で、本学へご入学されたことを心より歓迎いたします。おめで

とうございます。本学で学ぶことを通して、卒業後は仏教の精神に基づいた豊かな慈しみの心をもち、

一人ひとりの子どもと分け隔てなく向き合うことのできる保育者として活躍されることを願っています。

現在の就職状況は大変良好で、希望すればほぼ全員が保育者として働くことが可能な状況です。しか

し就職率の良さに安心しないで毎日を大切に、多くのことに興味・関心をもち貪欲に学んでください。

２年間は本当に短く、幼稚園教諭免許状と保育士資格は取得できたものの消化不良のまま卒業するこ

とになりかねません。充実した学生生活になることを願っています。

芸術学部 音楽学科

学科長・准教授　千葉　潤

芸術学部 美術学科

学科長・教授　川口　浩

社会学部 地域社会学科

学科長・教授　森　雅人

短期大学部 保育科

学科長・教授　柘植　純一
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大学報恩講

大学報恩講

大学報恩講／法話�開正寺住職�金石�潤導師

燈丹祭（大学祭）／実行委員 燈丹祭（大学祭）／模擬店

別院報恩講

進路・就職フェアー／講演（就職コンサルタント�姜�正人氏） 進路・就職フェアー／希望進路別研究会

公開講座「骨を丈夫にするために」

平成26年度後期実施報告　おおたに 秋・冬
2014ｰ2015　 平成26年度 学年暦 　全 学 共 通

❹ 2日 入学式
  3日 オリエンテーション（～5日）
  7日 前期開講
  12・19日 健康診断

❺ 2日 開学記念日
  30日 花まつり

❻ 21日 全学オープンキャンパス
  23日 食育月間健康キャンペーン（～27日）
  26日 消防訓練

❼ 12日 地域メディアシンポジウム
  23日 前期補講期間（～24、30～8月1日）
  29日 前期終講

❽ 4・5日 前期定期試験期間
  28・29日 前期追再試験

❾ 8日 集中講義（～12日）
  16日 後期授業開講
  20日 保護者懇談会（北見）
  21日 保護者懇談会（帯広）
  27日 進路・就職スタートアップセミナー

❿ 22日 報恩講（1年生 別院参拝） 
大学報恩講（全学）

  25日 橙丹祭（大学祭）（～26日） 
保護者懇談会（札幌）

⓬ 24日 後期補講・集中講義期間（～26日） 
※保育科1年生以外

  29日 冬期休暇開始（～1月3日）

❶ 5日 授業再開
  15日 後期補講・集中講義期間 

※保育科1年生以外
  20日 後期補講期間（～22日） 

※保育科1年生以外
  21日 進路・就職フェアー（大学生対象）
  21・22日 集中講義期間※保育科1年生以外
  27日 後期終講 

後期補講期間※保育科1年生以外
  28日 進路・就職フェアー（短大生対象）
  29日 後期定期試験（～31日）

❷ 18・19日 卒業学年追・再試験

❸ 14日 学位記・修了証書授与式

PickUPレポート

新・ショッピングセンター光星に教室開設
地下鉄東豊線東区役所前駅にあるショッピングセンター光星が平成27年5月にリ

ニューアルオープン予定で建設中ですが、本施設内に本学の教室が設置されます。

また、リニューアルに伴い新ショッピングセンターの名称を本学学生から募集する

ことになり、審査作業が進められています。オープン記念としての事業も予定され、

東区の新たな文化発信のシンボルとして本学との産学連携がこれから期待されます。

（写真は完成イメージ）

� 広報委員長　清水 郁太郎
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音の輪コンサート打楽器アンサンブル定期演奏会

吹奏楽定期演奏会定期演奏会

陸上自衛隊中央音楽隊・札幌大谷大学�キャンパスコンサート

電子オルガン定期演奏会

平成26年度後期実施報告　おおたに 秋・冬

PickUPレポート

芸術学部 音楽学科

「美唄サテライト・キャンパス」ジョイントコンサート
平成26年11月30日、美唄市との提携事業として、美唄市民会館大ホールにて美唄市民合唱団
に一般市民を加え、則竹教授指揮のもと本学の輪声会12名が共演するジョイントコンサートを
開催しました。
各団単独の演奏の他、第３ステージでは美唄市民合唱団と輪声会が心を一つにして「赤とん
ぼ」「花は咲く」を合唱、会場は明るい歌声に包まれました。
また、昨年の連携事業で小山講師が作曲した美唄の歌「うつくしきうた」も歌われ、演奏を
通して美唄の方々と交流する貴重な機会となりました。

※�「うつくしきうた」� �
作家・林芙美子が詩集「面影」の中で綴った「美唄の町は美しきうたとかくなり」に、小山
講師が旋律をつけたもの。昨年の連携事業「美唄式あぜ道ピクニック」にて作曲されました。

� 芸術学部音楽学科　広報委員　黒山�映

 ❹ 3日 オリエンテーション（～5日）
  4日 新入生歓迎コンサート

 ❺ 10・11日 芸術学部社会人基礎合宿（北広島市）
  18日 吹奏楽セミナー

 ❻ 5日 サウロ・ベルティ先生、藤谷奈穂美先生
特別講義（クラリネット）

  21日 オープンキャンパス
  23日 陸上自衛隊中央音楽隊・札幌大谷大学

キャンパスコンサート
  24・25日 小林仁客員教授特別講義（ピアノ）

 ❼ 7日 志村泉先生特別講義（表現法）
  24日 共同制作演習 A（舞台）オペラ「ヘンゼル

とグレーテル」公演
  26日 オープンキャンパス
  26日 ロマン・トレーケル先生特別講義（声楽）
  28日 遠藤隆子先生特別講義（音楽実技教授

法）
  29日 前期実技試験（～8月9日）

 ❾ 10日 高田由利子先生特別講義（音楽療法）

 ❿ 4日 オープンキャンパス
  9日 打楽器アンサンブル定期演奏会

 ⓫ 12日 音の輪コンサート（第1夜）
  19日 音の輪コンサート（第2夜）
  24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）（～12月4日）
  27日 第9回定期演奏会

 ⓬ 16日 第7回吹奏楽定期演奏会
  22日 電子オルガン定期演奏会

 ❶ 14・15日 武内安幸先生特別講義（トランペット）
  15日 共同制作演習 B（映像）「LIVE」上映会 

（大谷記念ホール）
  22日 村井靖児先生特別講義（音楽療法）
  24日 オープンキャンパス
  24日 ホリチ・ラースロー先生特別講義（ピアノ）

（～26日）
  24日 ヴァシュ・ベンツェ先生特別講義（ギター）
  24日 ドラホシュ・ベーラ先生特別講義（フルー

ト）（～26日）
  24日 ラクネル・タマーシュ先生特別講義（合唱）

（～26日）
  27日 ペーチ大学・国際交流コンサート
  28日 後期実技試験（～2月10日）

 ❷ 16日 日本歌曲研究発表会
  17日 フランス歌曲研究発表会
  21日 研究生による研究発表演奏会

 ❸ 13日 卒業演奏会
  18日 リスト音楽院セミナー（～23日）
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PickUPレポート

子宮頸がん啓発プロジェクトプレゼンテーション

ロイデン・ミルズ氏特別講義

共同制作演習B（映像）

共同制作演習B（映像）

卒業制作展（日本画）／札幌時計台ギャラリー

卒業制作展（メディアアート）／�
大丸藤井セントラル�スカイホール

卒業制作展（油彩・立体）／�
札幌時計台ギャラリー

卒業制作展（グラフィックデザイン）／�
大丸藤井セントラル�スカイホール

卒業制作展（メディアアート）／�
大丸藤井セントラル�スカイホール

卒業制作展（版画）／�
札幌時計台ギャラリー

平成26年度後期実施報告　おおたに 秋・冬

フラワーアートウィーク　水上アート「輪 -rin-」
札幌国際芸術祭のPR事業のひとつとして平成26年８月２日から10日まで「前田森林

公園フラワーアートウィーク」に参加し、園内のカナール（運河）に、全長約100メー
トル以上にわたるインスタレーション作品（※１）を制作しました。
美術学科の教職課程の履修学生が中心となり、「巨大な空間を生かすためにどのよう

な作品を制作すればいいのか。」というアイデア出しからはじめ、札幌大谷高校の生徒
と共に、風によって回転しながら音の鳴るモビール作品（※２）大小60個あまりを設置、
その特徴から作品タイトルが「輪-rin-」と名付けられました。
イベント会場では、風が吹くたびに水面の表情と共に音を奏でながら水上の花が回転

し、多くの人の注目を集めました。
※１ 場所や空間全体を作品として体験させる芸術　※２ 動く彫刻の一種
� 芸術学部美術学科　広報委員　島名�毅

芸術学部 美術学科

 ❹ 15日 日本画分野 表具実習 
（高橋表具店 高橋 誠一氏）

 ❺  美術学科×地域社会学科 ポスタープロジェクト
（北海道博報堂 長岡 晋一郎氏）（～8月）

  10・11日 芸術学部社会人基礎合宿（北広島市）
  24日 特別講義 美術教育法（森實 裕里氏）

 ❻ 2日 北海道銀行ロビー展（～7月末）
  17日 がんばれ！美術の時間 in 十勝
  21日 全学オープンキャンパス
  23日 八雲町 作品展示
  26日 特別講義 エゾシカを知ろう！触ってみよう！ 

（㈱エゾプロダクト太閤 菊地 隆氏）

 ❼ 9日 特別講義 スライドショー 
（彫刻家 ロイデン・ミルズ氏 ）

  24日 共同制作演習 A（舞台）オペラ 
「ヘンゼルとグレーテル」公演

  26日 オープンキャンパス
  26・27日 伏古ふれあい祭り「アートギャラリー展」 

（東区伏古商店街）

 ❽ 2日 前田森林公園フラワーアートウィーク 
（～10日）

  19・21日 がんばれ！美術の時間 オオタニアートキャラバ
ンin 美唄

  30日 進学準備講習会

 ❾ 2日 日本画分野 知床網走日本画写生研修旅行 
（～4日）

  9日 企画展（大丸藤井セントラル7Fスカイホール） 
（～14日）

  13日 オープンキャンパス
  13日 がんばれ！美術の時間 オオタニアートキャラバ

ンin 美唄 成果発表展（アルテピアッツァ美唄） 
（～15日）

  16・19日 絵画コース 夏季課題講評会

 ❿ 18日 ホームムービーの日 さっぽろ（テラス計画）

 ❶ 6日 特別講義 日本画分野 落款制作（石狩翔陽高校
教諭 奥家 巧巳氏）

  15日 共同制作演習 B（映像）「LIVE」上映会（大谷記念
ホール）

  20日 伏古看板プロジェクト お披露目会（伏古商店街）
  20日 子宮頸がん啓発プロジェクト プレゼンテーション

（エルプラザ）
  20日 学外特別講義 ラボから生まれるアート 

（ライゾマティクス 真鍋 大度氏・石橋 素氏、
MIRAI.ST café）

  24日 オープンキャンパス

 ❷ 3日 日本画分野 知床網走日本画写生研修成果展
（網走市立美術館）（～15日）

  9日 卒業制作展 造形表現領域（札幌時計台ギャラ
リー）（～14日）

  10日 卒業制作展 メディア表現領域（大丸藤井セント
ラル7Fスカイホール）（～15日）

  10・13日 高大連携授業
  19日 立体コース 作品展（大同ギャラリー）（～24日）
  26日 日本画分野 朋翼會展（大同ギャラリー） 

（～3月3日）

 ❸ 5日 グラフィックデザイン分野 サンネンテン（大同ギャ
ラリー）（～10日）

  10日 日本画分野古典研究研修旅行（京都府・奈良県）
（～13日）

  20日 半世紀前の映像祭（8mmフィルムアーカイブ）
  26日 8mmフィルムを使ったワークショップ（元町児

童会館）
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橙丹祭（大学祭）

心ほっこり☆クリスマスキャンドルナイト

小樽雪あかりの路ボランティア

東北被災地ボランティア

小樽雪あかりの路ボランティア

インターンシップ

インターンシップ報告会

インターンシップ

インターンシップ報告会

ボランティア実習報告会

心ほっこり☆クリスマスキャンドルナイト

小樽雪あかりの路ボランティア

平成26年度後期実施報告　おおたに 秋・冬
社会学部 地域社会学科

PickUPレポート

フィールドワーク最終報告会を開催しました
平成27年１月28日（水）の１・２講目に西棟１階視聴覚室で「フィール

ドワーク」の最終報告会を行いました。
本学科の２年生は、「社会調
査Ⅰ・Ⅱ」の講義で社会調査の
基礎を学び、それを踏まえて、
「フィールドワークⅠ・Ⅱ」にお
いて調査実習を行います。今年
度は円山動物園でアンケート調
査やインタビュー調査を行いま
した。今回の最終報告会では、
「動物園の将来展望を考える」

というテーマのもと、１チーム
10分の発表時間で、７チーム
が調査に基づいたプレゼンテー
ションを行いました。
今回の報告会は、調査したこ

とを自らの手で分析・考察し、
それを他者に的確に説明すると
いう、地域社会学科の二年間の学びの集大成となるものでした。どのチー
ムの報告も聞き応えのあるもので、学生個々人の確かな成長が感じられる
ものとなりました。
� 社会学部地域社会学科　広報委員　吉岡�亮

 ❼ 26日 オープンキャンパス

 ❽ 4日 3年生 インターンシップ（～9月5日）
  4日 1年生 ボランティアⅡ実習（～9月6日）

 ❾ 13日 オープンキャンパス

 ❿ 9日 1年生 ボランティア実習報告会
  27日 3年生 インターンシップ報告会

 ⓬ 14日 心ほっこり☆クリスマスキャンドルナイト
（ショッピングセンター光星クリスマス

イベント）

 ❷ 9・10日 1年生 ボランティア実習Ⅱ 小樽雪あかり
の路ボランティア
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専攻科修了研究発表会 オープンキャンパスで�
手作りまんじゅう提供／２年生

子育て支援センターんぐまーま�
「ふゆまつり」演奏会／２年生

大学祭遊びのひろば／１年生 こどものための作品展／全学年／札幌市資料館ギャラリー

福本まあや先生特別講義身体表現／２年生 就職活動報告会／１・２年生

子育て支援センターんぐまーま「ふゆまつり」雪像ひろば／２年生

平成26年度後期実施報告　おおたに 秋・冬
短期大学部 保育科

PickUPレポート

受け継がれていく古き良き遊び
平成27年１月27日、札幌市三世代交流協会�白石ばらの会から９名の方をお呼びし、２年
生を対象とした伝承遊びの特別講義を行いました。今回は、知恵の輪、お手玉、あやとり、
折り紙、コマ、輪回し、竹馬、けん玉、竹割りが自由に体験できるよう大きな講堂を９つ
のスペースに分け、学生はそれぞれの場所でそれぞれの遊びを楽しみました。
「久しぶりに毛糸で編みものをした！」と、小学生の頃の記憶を思い出し懐かしさを感じ
ながらあやとりを作っていく学生、大人になって再び知恵の輪を手にし、なぜ外れないの
か、なぜ外れるのか不思議とつぶやきながら集中し挑戦している学生、周りは上手く輪を
回しているのに、なぜ自分は上手くいかないのか、コツを探しながら輪を追いかけ続ける
学生。伝えていくことの中には、相手をよく見合い、模倣し合う、そして達成に向けて共
感し合う、伝承遊びは、遊びだけではなく、心のつながりも伝承されていくのです。
� 短期大学部保育科　広報委員　川口�めぐみ

❹ 16日 保育科新入生歓迎会

❺ 24日 2年生 こどものためのミュージカルぷ
りてぃ劇場（～25日）

❻ 21日 全学オープンキャンパス
  27日 1年生 野外研究（～28日）

❼ 19日 オープンキャンパス、子育て支援センター
なつまつり

  22日 2年生親子体操発表会
  22日 専攻科修了研究経過報告会
  28日 2年生保育実習Ⅱ（～8月9日）

❽ 20日 専攻科1年生幼稚園実習（～9月9日）
  25日 2年生教育実習（～9月12日）

❾ 13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
  22日 保育園・幼稚園実習報告会

⓫ 10日 1年生保育実習Ⅰ A（～22日）

⓬ 2日 専攻科2年生修了研究発表会
  24日 福本まあや先生特別講義「身体表現」

❶ 16日 施設実習報告会
  24日 オープンキャンパス、子育て支援センター

ふゆまつり
  27日 白石ばらの会特別講義「伝承遊び」
  28日 就職活動報告会

❷ 3日 こどものための作品展（～8日）
  9日 1年生保育実習Ⅰ B（～3月14日うち2週

間）

専攻科入試日程

⓬ 5日 専攻科入学試験Ⅰ期

❸ 4日 専攻科入学試験Ⅱ期
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きらり! おおたに 〜学生の活躍〜
ショパン国際コンクール  
 in ASIA アジア大会
銀賞� 齊藤 聖奈さん（音楽学科 ピアノコース２年）

日本ピアノ教育連盟主催 
 「第31回ピアノ・オーディション」
【大学生部門】
地区優秀賞	 	鈴木 詩音さん（音楽学科 ピアノコース２年）�

松本 愛絵里さん（音楽学科 ピアノコース２年）

【一般部門】
地区優秀賞	 駒崎 彩子さん（音楽学科 ピアノコース３年）

地域社会学科 成績優秀者

平成25年度に成績が最優秀であった学生及び成績優秀で正課外活動でも
活躍した学生が表彰されました。

成績最優秀者（平成25年度の成績最優秀者）
中村 　昌寛さん（地域社会学科３年）
西川 由美香さん（地域社会学科２年）

成績・正課外活動優秀者（平成25年度の成績・活動）
木村 優美さん（地域社会学科３年）
辻 　雄太さん（地域社会学科２年）

KOKOさろん秋フェスタinアリオ札幌参加

平成26年11月12日、アリオ札幌イベント広場で行われた、東区元気なま
ちづくり支援事業「KOKOさろん秋フェスタinアリオ札幌」に保育科の２
年生が人形劇公演や手遊びでボランティア協力しました。
主催は東区健康・子ども課子育て支援係で、短期大学部子育て支援セン
ター「んぐまーま」とも関わりのある事業です。イベント広場にいた子ど
もたちは、学生が手遊びを始めるとステージの前に皆集まってきて手や体
を動かして参加していました。人形劇後の交流の時間も、子どもたちが人
形に触ったり学生と話したりと楽しい時間になりました。

全国美術大学奨学日本画展2014
奨励賞

佐々木 彩加さん（美術学科 絵画コース日本画分野３年）

第４回 行啓通ショートフィルムコンテスト
最優秀作品賞・観客賞

「真夜中の儀式」

チーム名：バッタ（仮）　
・齊藤 　円さん（美術学科 メディアアートコース３年）
・早坂 真優さん（美術学科 メディアアートコース１年）
・宮嶋 風花さん（美術学科 メディアアートコース１年）
・坂井 克耶さん（美術学科 立体コース３年）
・柳川 晴香さん（美術学科 絵画コース１年）

第89回 道展

佳作賞（油彩部門）
大澤 朋代さん
（�美術学科 �
絵画コース油彩分野３年）

「シーユー」

佳作賞（油彩部門）
山﨑 愛彦さん
（�美術学科 �
絵画コース油彩分野３年）

「４脚」
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平成26年度卒業予定者について、2月20日現在の就職決定状況をご報告いたします。今後の決定状況につきましては、大学ホームページ及び次号にて報告いたします。

◆主な就職先一覧� ◆平成26年度就職決定状況一覧� 平成27年2月20日現在
芸術学部�音楽学科

音楽系
・音楽教室講師  
（株）エルム楽器
（株）河合楽器製作所
（一財）ヤマハ音楽振興会

・音楽療法士  
（福）天塩町社会福祉協議会
（福）麦の子会
（株）ツクイ
（医）徳洲会介護老人保健施設徳洲苑なえぼ
（福）麦の子会むぎのこ�むぎのこ児童発達支援センター

民間企業
札幌駅総合開発（株）
北海道旅客鉄道（株）
メディカル・ケア・サービス（株）
（株）マテック
（株）JTB北海道
北海道日産自動車（株）
札幌トヨペット（株）
藤井設備（株）
（株）韋駄天
第一生命保険（株）
（株）ストロベリーフィールズ
（株）ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング

芸術学部�美術学科

美術系
◦デザイン職  
極東高分子（株）
東洋印刷（株）
（株）DMM.com�OVERRIDE

◦イラストレーター  
（株）エイトビットロケット

◦映像制作  
（株）三新�ビデオセンター

◦プリプレス職  
山藤三陽印刷（株）

民間企業
（株）北洋銀行
中央化学（株）
（株）真和エンタープライズ
（株）ダイイチ
（株）合田観光商事
網走交通（株）

短期大学部�保育科

幼稚園

札幌市内 ････････････････････････32名
道内（札幌市以外） ････････････････15名
道外 ･････････････････････････････ 1名

（学）ふしこ学園�ふしこ幼稚園
（学）札幌塩原学園�栄光幼稚園
（学）山の手学園�平和幼稚園
（学）真駒内キリスト教学園�まこまない明星幼稚園
（学）星置学園�星の子幼稚園
（学）大藤学園�あいの里大藤幼稚園
（学）長岡学園�清田幼稚園
（学）東学園�美晴幼稚園
（学）旭川宝田学園�めいほう幼稚園
（学）リズム学園�恵庭幼稚園
（学）北見竜谷学園�北見さくら幼稚園

保育所

札幌市内 ････････････････････････27名
道内（札幌市以外） ･･･10名（公務員5名含む）
道外 ･････････････････････････････ 2名

小樽市公務員(保育士）
北見市公務員(保育士）
釧路町公務員(保育士）
枝幸町公務員(保育士）
（学）松田学園�まつば保育園
（福）イケソー福祉会�かりき保育園
（福）光星子どもの家福祉会�モエレはとポッポ保育園
（福）札幌稲勝会�前田保育園
（福）札幌報恩会�まごころ保育園
（学）川畠学園�旭川あゆみ幼稚園付属保育園
（福）志文保育会�志文保育園
（福）洗心会�なかふらの保育園

認定こども園

札幌市内 ･････････････････････････ 7名
道内（札幌市以外） ･･････････････････ 4名

（学）近代学園�発寒にこりん子ども園
（学）幌北学園�認定こども園ひまわり保育園
（学）前田学園�認定こども園夢の国幼稚園・保育園
（福）高陽福祉会�当別夢の国幼稚園・保育園

施設・その他

札幌市内 ･････････････････････････ 7名

（福）扶桑苑�児童養護施設柏葉荘
（福）後志報恩会�(配属園未定）
（株）北海道銀行
十勝三菱自動車販売（株）

専攻科�保育専攻

幼稚園

札幌市内 ･････････････････････････ 5名

（学）相愛学園�大通幼稚園
（学）清明学園（配属園未定）

保育所

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

（福）愛敬園�手稲曙保育園
（学）高陽学園�さくら保育園

学科

内訳

大 学 短 大

総合計音楽 
学科

美術 
学科 合計 保育科 専攻科 

保育 合計

A� 卒業・修了予定者数 81 46 127 118 8 126 253
B� 就職希望者数 38 37 75 110 8 118 193
C� 就職決定者数 25 18 43 105 8 113 156
D� 未決定者数 13 19 32 5 0 5 37
C/B� 内定率（就職率）％ 65.8 48.6 57.3 95.5 100 95.8 80.8
E� 　進学予定者数 17 1 18 3 0 3 21

内

訳

専攻科 0 0 0 2 0 2 2
研究生 4 0 4 0 0 0 4
留学 4 0 4 0 0 0 4
大学院進学 6 1 7 0 0 0 7
専門学校進学 2 0 2 0 0 0 2
その他進学 1 0 1 1 0 1 2

F� その他進路予定者数 23 7 30 2 0 2 32

内

訳

芸術活動を続ける 9 2 11 0 0 0 11
次年度、教員・公務員受験予定 5 1 6 1 0 1 7
次年度、音楽教室講師受験予定 1 0 1 0 0 0 1
アルバイト 7 4 11 1 0 1 12
その他・家事手伝い 1 0 1 0 0 0 1

（C+E+F）/A� 進路決定率％ 80.2 56.5 71.7 93.2 100 93.7 82.6
G� 進路未定者数 3 2 5 0 0 0 5

本学では、キャリア支援科目を中心に就職支援講座やイベント開催など、さまざまな進路支援を行っております。進路に関する個別相談や履歴書添削・面接練習も予約制で随時受付しています。どうぞお気軽に進路支援課窓口までお越しください。

進路支援

学びを活かして仕事に就きます

就職決定状況報告

私は春から小樽市職員（保育士）として働くことになりました。公立の施設は長く働くことができ、また保育所や子育て支援セ
ンターや障がい児施設など様々な勤務先で、ベテランの先生がいる中で保育を学んでいけることに魅力を感じ志望しました。
２年生夏休みの実習の２週後に一次試験という日程が不安でしたが、早めに公務員試験問題集を購入し時間を見つけて少しずつ
勉強しました。また公務員模試や講座、学外講習にも積極的に参加しました。二次試験の面接では先生方に面接カードの内容の相
談にのっていただき、面接練習を何度もしていただきました。
不安なこともたくさんありますが、４月から保育士として働くことを新たなスタートとして、初心と日々の学びを大切にして前
向きに仕事に取り組んでいきます。
２年間の学生生活や就職活動では家族や友達、先生方の存在が大きな支えとなりました。ありがとうございました。

帯広の東洋印刷株式会社よりプランナーとして内定を頂きました。お客様の意向に沿って企画・提案を行う仕事です。
私は大学でデザインを学び、卒業後も“ものづくり”を続けたかったのと、人と関わる職種ということで印刷・広告業界を志望し
ていました。途中、なかなか内定が決まらず職種を変えようかとも思いました。ですから、最終的に希望通り印刷会社に就けたこ
とを改めて嬉しく思います。
就職活動を通して一番大切だと感じたことは「自己分析」をすることです。自分はどんな人間なのか、どんな仕事がしたいのか
などを明確にすることによりどうやって就職活動を進めていけば良いかが自然と見えてくるでしょう。
これからどのような仕事を任され、どのような形で自分の力を発揮出来るかということを考えるととても楽しみです。
会社やお客様のためになれるよう精一杯努力したいと思います。

ゲームデザイナーとして株式会社DMM.com�OVERRIDEに就職が決まりました。４月からはグラフィックス全般を担当する予定です。
高校生の頃からフリーランスのイラストレーターとしてゲームイラストの仕事を請け負っていたので、ゲーム業界でデザイナーと

して活躍して好きなことを仕事にすることを夢見ていました。
就職氷河期から回復傾向にあると言われていたものの、不安を払拭することはできず就職活動が本格化する前から進路支援課の方

や先生にインターン先などを紹介して頂きました。就職活動本番ではそのご支援が大きな励みとなり希望業界への就職につながりま
した。
こうして憧れていた業界に入れたのは、好きなことを伸び伸びと学ばせてくれた両親と先生方のお陰だと感じています。感謝の気
持ちを忘れず、これからも興味のあることを楽しんで学んでいきたいです。

私が内定をいただいたのは、札幌駅に直結しているJRタワーの４つの商業施設の管理・運営を担う会社です。私は総合職として
様々な運営業務に携わります。入学当初は漠然と「卒業後は音楽専門職に」と考えていましたが、いざ就職活動が始まると「これか
ら音楽を続けてくためにも民間企業へ就職してまずは自立したい」という思いが強くなりました。
就職活動は辛く大変で、音楽を勉強してきたことを理解してもらえないと感じることもありました。しかし、それも毎日の地道な
練習や厳しいレッスンによって培われた様々な力があったからこそ乗り越えることができましたし、音楽を続けてきたことは社会に
出てどんな仕事に就いても必ずプラスになると信じています。
大切なのは「何を学んだか」ではなく「学んだことをどう活かすか」。今まで音楽を学べたことに感謝し、これから社会人として
頑張っていきたいと思います。

音楽に関する仕事をすることが幼い頃からの夢で、大学に入学して音楽療法を学ぶうちに音楽療法士になりたいという気持ちは
強くなっていきました。私の就職先は、大学３年の夏に行った初めての実習先です。５日間という短期間ではありましたが、施設
の雰囲気や職員の方の対応が魅力的で「ここで働きたい」と思いました。
４年生になっても気持ちは変わらなかったので、音楽療法士として働きたいという意志を伝えたところ「受けてみませんか」と
お話をいただきました。実習では、音楽療法だけでなく小集団のキーボードを囲んだ歌唱など音楽を用いた活動も積極的に取り入
れ、利用者の方の笑顔が見られたときはとても嬉しく思いました。
卒業後は今まで共に頑張ってきた仲間がいなくて心細いですが、経験を積み、少しでも早く一人前の音楽療法士になれるよう頑
張ります。

「新たなスタート」
短期大学部 保育科２年�

佐々木　深里�さん
就職先：小樽市職員（保育士）�

「やりたい仕事を見つける」
芸術学部 美術学科�
メディアデザインコース�
グラフィックデザイン分野４年

菊谷　幸平�さん
就職先：東洋印刷株式会社

「�札幌大谷で学び、�
好きなことを仕事に」
芸術学部 美術学科 メディアデザインコース�
グラフィックデザイン分野４年

武田　紗朱香�さん
就職先：株式会社DMM.com�OVERRIDE

「全ての道は音楽に通ず」
芸術学部 音楽学科�
ピアノコース４年

植木　咲子�さん
就職先：札幌駅総合開発株式会社�

「夢が叶いました！」
芸術学部 音楽学科�
音楽療法コース４年

永井　詩乃�さん
就職先：医療法人徳洲会　�
老人保健施設　徳洲苑なえぼ
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主な教育・研究・社会活動の報告　 平成26年4月ｰ平成27年3月

一般教育

巌城�孝憲（学長・教授）
執筆　「阿弥陀経」　月刊『大法輪』「特集 親鸞と浄土教聖
典」所収　平成26年7月　大法輪閣出版社　
講演　仏教入門　平成26年11月　本学公開講座　
学術論文　教行信証における涅槃経の研究　平成27年3月
（予定）　本学紀要第45号（単著）

鈴木�正實（副学長・教授）
講師　ヨーロッパの美術　平成26年4月　NHK文化センター
札幌教室　
評論　＜線＞による虚構の表象　平成27年1月　市立小樽
美術館・谷口明志展パンフレット　

芸術学部 音楽学科

千葉�潤（学科長・准教授）
著書　音楽療法ハンドブック（第2章「音楽と文化・社会」）　
平成26年7月　星雲社（共著）
執筆　魚眼図「展覧会の絵」　平成26年8月　北海道新聞夕
刊（単著）
講演　近代ヨーロッパの都市と音楽　平成26年10月〜平成
27年3月（月1回）　NHK文化センター札幌教室　

グレブ・ニキティン（教授）
演奏　沖縄ミュージックキャンプ　Spring�Concert　〜春を
呼ぶ弦楽の調べ〜　平成26年4月　STUDIO��T・Tutti　
演奏　オーケストラ・セレーナ　平成26年8月　杉並公会堂�
大ホール　
演奏　モーツァルト・マチネ第20回　平成27年3月　ミュー
ザ川崎シンフォニーホール　

関谷�正子（教授）
講演　千歳社会福祉協議会研修会「音楽療法」　平成26年6
月　千歳社会福祉協議会　
学会発表　高齢者の音楽療法がストレス軽減に及ぼす影響　
平成26年9月　日本音楽療法学会第14回学術大会（名古屋
国際会議場）（共著）
講演　小樽市中学校音楽教員研修会「音楽療法」　平成26
年11月　小樽市立青園中学校　

田中�賢（教授）
審査　全日本吹奏楽コンクール東京大会　平成26年8月　
東京都職場一般の部　
編曲　ルーマニア民族舞曲（B・バルトーク）　平成26年12月　
本学芸術学部第7回吹奏楽定期演奏会　
講師　編曲について　平成26年12月　日本吹奏楽指導者協
会講習会　

谷本�聡子（教授）
演奏・企画　Sounds�of�Sapporo　南　聡：From�Bihind�the�
Songs他　平成26年10月　ブダペスト現代芸術祭（ハンガ
リー・ブダペスト）　
演奏・企画　バルトーク：アレグロバルバロ他　平成26年10月　
バルトーク記念館（ハンガリー・ブダペスト）　
演奏　バルトーク：ラプソディ他　平成27年1月　ニューイヤー
コンサート（京都府）　

中西�信行（教授）
講演　文学的文章指導の諸課題と解決策　平成26年10月　
比布中央小学校　
講演　「読み取る学習」から「読み解く学習」へ　平成26年10
月　斜里町立以久科小学校　
講演　「書くこと」を生かしたコミュニケーション学習　平成
26年11月　砂川中央小学校　

中山�ヒサ子（教授）
講演　人間の健康と音楽の力　平成26年4月　さっぽろがん
特別セミナー（札幌市）　
講演　日本の緩和ケアにおける音楽療法の実践から〜その
可能性と課題　平成26年6月　日本緩和医療学会全国大会
（神戸市）　
著書　音楽療法ハンドブック〜看護と福祉領域のための　
平成26年7月　株式会社ストーク（共著）

西堀�ゆり（教授）
学術論文　複数の院内学級を結ぶ遠隔教育とその問題点　
平成26年9月　教育システム情報学会「第39回全国大会講演
論文集」（共著）
学術論文　院内学級におけるライブ配信サイトを併用した
遠隔教育　平成26年12月　大学ICT推進協議会2014年度年
次大会論文集（F3F-4）（共著）
学術論文　「過剰接続」時代の英語教育−新たな脅威に
立ち向かう視点を探る−　平成27年3月　Seijo�English�
Monographs��No.44（成城大学）（単著）

則竹�正人（教授）
演奏　合唱団リラ　平成26年5月　岩内文化センター　
指揮　コール・プリマ研究発表会　平成26年5月　札幌時計
台ホール　
指揮　お母さんコーラス北海道大会　平成26年7月　北見
市民会館　

三山�博司（教授）
演奏　水芭蕉コンサートin札幌Vol.4〜中田喜直と歌曲〜　
平成26年5月　札幌コンサートホールKitara小ホール　
演奏　三山博司テノールリサイタル　平成26年9月　札幌サ
ンプラザコンサートホール　
演奏　北海道の作曲家個展シリーズⅢ二橋潤一の世界　平
成26年10月　札幌コンサートホールKitara小ホール　

山岡�望（教授）
審査　北海道ショパン学生ピアノコンクール　平成26年5月　
札幌コンサートホールKitara小ホール　
審査　日本教育連盟ピアノオーディション　平成26年11月　
ヤマハアベニューホール（札幌市）　

吉川�順子（教授）
演奏　シューベルト1818年〜1822年の作品　平成26年6月　
北海道フーゴー・ヴォルフ協会第11回定期演奏会ザ・ルーテ
ルホール
審査　東京国際声楽コンクール北海道地区予選　平成26年
7月　ザ・ルーテルホール（札幌市）
審査　札幌市新人音楽会　平成26年9月、11月　札幌市教
育文化会館

吉田�徹也（教授）
学術論文　魔の芸術—トーマス・マン「ファウスト博士」の
謎—　平成27年3月（予定）　本学紀要第45号（単著）

岡本�孝慈（准教授）
演奏　岡本孝慈ピアノソロ･リサイタル　平成26年10月　エ
ルムホール（札幌市）（独奏）
演奏　「桑園ふれあいコンサート」岡嶋晋ヴァイオリン夜会�
Vol.22　平成26年11月　JR北海道本社ロビー（JR北海道主催）
（共演）
演奏　とましん市民ロビーコンサート　平成26年11月　苫
小牧信用金庫本店苫小牧信用金庫主催（共演）

倉橋�健（准教授）
演奏　札幌交響楽団定期演奏会　平成26年6月　札幌コン
サートホールKitara大ホール　
審査　北見地区吹奏楽連盟コンクール　平成26年8月　北
見市民会館大ホール　

黒山�映（准教授）
演奏　東区役所ロビーコンサート　平成26年5月　東区役
所ロビー　
審査　日本ピアノ教育連盟オーディション　平成26年11月　
本学大谷記念ホール　
演奏　ウィンターコンサート　平成26年12月　札幌コンサー
トホールKitara小ホール　

菊地�秀夫（講師）
CD　アンサンブル・ノマド「めぐる」　平成26年5月　ZIPANG�
PRUDUCTS�ZIP-0048　
演奏　Festival�Internacional�Cervantino　平成26年10月　
Templo�de�la�Valenciana　
審査　札幌新人音楽会　平成26年9月、11月　札幌市教育
文化会館　

小山�隼平（講師）
編曲　聖歌によるメドレー　平成26年5月　北星学園女子中
学高等学校スミス記念講堂　

編曲　グリーン・スリーブス他2曲　平成26年5月　岩内地方
文化センター大ホール　

作曲　モーツァルトがいっぱい　平成26年9月　札幌コンサー
トホールKitara小ホール　

川合�佐知子（助教）
学会発表　予測タッピング課題におけるタイミング動作の精
度とADHD傾向との関連　平成26年9月　第14回日本音楽
療法学会学術大会（名古屋国際会議場）（共著）

講師　音楽の楽しさを通じて、音楽のパワーを実感！　平成
26年9月〜11月　美唄市役所　

芸術学部 美術学科

森田�克己（学部長・教授）
学会発表　幾何曲線をベースにした連続曲線による構成　
平成26年5月　2014年度日本図学会春季大会（九州大学日新
プラザ）（単著）
学会発表　楕円をモチーフとした幾何学模様の生成　平成
26年11月　2014年度日本図学会秋季大会（東京藝術大学）
（単著）
学会発表　幾何曲線を用いた幾何学模様生成システムの提
案　平成26年12月　第9回パーソナルコンピュータ利用技術
学会（慶應義塾大学）（単著）

川口�浩（学科長・教授）
出品　第69回全道展　平成26年6月　札幌市民ギャラリー　
出品　第8回北海道現代具象展　平成26年12月　札幌時計
台ギャラリー、　恵庭市夢創館、千歳市民ギャラリー、室蘭市
民美術館、深川市アートホール東州館、中山峠森の美術館　
巡回　

下濱�晶子（教授）
講師　知っておきたい日本美術　平成26年4月〜9月　NHK
センター新さっぽろ教室　
講師　知っておきたい西洋美術　平成26年10月〜平成27年
3月　NHKセンター新さっぽろ教室　

審査　東京藝術大学美術学部論叢（紀要）　平成26年度　東
京藝術大学　

鈴木�誠子（教授）
個展　鈴木誠子版画展　平成26年8月　ギャラリーミヤシタ
（札幌市）　
出品　Print�Worksー北の版画家たち　平成27年1月　ヒラ
マ画廊（旭川市）　

堀�じゅん子（教授）
学会発表　海外における展示と日本文化—エグジビション
ブース・デザインの試み　平成26年5月　情報文化学会北海
道支部会（北海道大学）（単著）

出品　札幌デザインウィーク北海道デザイン協議会デザイン
フェスタ2014　平成26年9月　札幌駅前通地下歩行空間　
講演　浮世絵とジャポニスム　平成27年2月　一般社団法
人いけばなインターナショナル例会（札幌グランドホテル）　

松村�繁（教授）
出品　それぞれのスカラベ展〜藤林叡三へのオマージュ2〜
part1　平成26年6月　あかね画廊（東京都）　

出品　EXHIBITION�by�ZERO!�展　平成26年12月　あかね画
廊（東京都）　

山川�真一（教授）
出品　七彩展　平成26年5月　道新ギャラリー（札幌市）　
個展　山川真一展　平成26年6月〜7月　北陸銀行アート
ギャラリー（札幌市）　
出品　第89回道展　平成26年9月　札幌市民ギャラリー　

今�義典（准教授）
審査　北海道札幌平岡高等学校�学級旗審査　平成26年9月　
講演　高文連石狩支部写真部顧問技術講習会　� �
Photoshop講座　平成26年12月　

執筆　映画評「炎628」O.tone�vol.76　平成27年2月（単著）

佐々木�剛（准教授）
出品　星の会　平成26年9月　田島美術店（東京都）　
出品　白日会会員選抜展　平成26年12月　三越本店（東京
都）　

出品　シメイの会　平成27年1月　アートもりもと（東京都）　
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平向�功一（准教授）
出品　プラットホーム−彼方へ−　平成26年6月　プラニス
ホール（札幌市）　
出品　オルタナティブ　鼓動する日本画　平成26年9月　品
品法邑（札幌市）　
出品　第8回北海道現代具象展　平成26年12月　札幌時計
台ギャラリー他　

藤本�和彦（准教授）
出品　畏怖　平成26年4月　北の脈�-North�Line-　（500m
美術館／札幌）　
出品　現象界・滲　平成26年8月　Plus�1�展� �
〜間・�IN�BETWEEN�〜（コンチネンタルギャラリー／札幌）　

出品　Worldly��desires　平成26年11月　光州・北海道特別
交流展（光州国立博物館／韓国）　

小町谷�圭（講師）
講演　札幌国際芸術祭センシング・ストリームズ�トークシリー
ズ#4�クロストーク「さっぽろメディアスケープ：つながる都市」　
平成26年8月　創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会主
催（札幌市）　
執筆　人と自然が響きあう都市のかたち−札幌国際芸術祭
2014ドキュメント　平成26年12月　平凡社（共著）
審査　第18回文化庁メディア芸術祭　平成27年2月　国立
新美術館（東京都）　

島名�毅（講師）
講演　地域とデザイン　平成26年7月　地域メディアシンポ
ジウム（本学大谷記念ホール）　
作品　びゅーん　平成26年7月　ロイヤルパークホテルザ羽
田　
社会活動　8ミリフィルムアーカイブ化による歴史伝承事業　
「あのころ×これから」　平成27年3月（予定）　東区の公共
施設各所　

社会学部 地域社会学科

平岡�祥孝（学部長・教授）
研究レポート　持続可能な地域生活を目指す社会資本整備
−北海道の生活基盤づくりに向けた高規格幹線道路整備と
その活用−　平成26年8月　一般社団法人北海道商工会議
所連合会（単著）
学会発表　EU生乳クォータ制度に関する経済分析−英国
酪農業を事例として−　平成26年11月　日本EU学会第35回
（2014年度）研究大会（立正大学）（単著）
学術論文　英国酪農業の構造変化に関する一考察　平成27
年3月（予定）　本学紀要第45号（単著）

森�雅人（学科長・教授）
執筆　北海道の石造物研究における新たな視点　平成26年
12月　北海道地域文化学会「北海道地域文化学会ニュース
レター」（単著）
執筆　新東神楽町史（生活文化・観光・宗教・文化財・スポー
ツ）　平成27年3月（予定）　東神楽町（共著）

梶井�祥子（教授）
学会発表　地域愛とソーシャル・キャピタル　平成26年11月　
日本計画行政学会北海道支部研究会（単著）
書評　何を怖れるーフェミニズムを生きた女たち　平成27
年1月　北海道新聞本紙書評欄（単著）
講演　おおた区民大学講座「家族の変容〜家族の個人化の
ゆくえ〜」　平成27年2月　東京都大田区民センター　

沓澤�隆（教授）
講演　ランテスター戦略と孫子の兵法　平成26年10月　北
翔大学短期大学部　

久野�寛之（教授）
執筆　シリーズ�「小学校からはじまる実用英語教育」（第6回�
「“Sir”�と“Ma’am”」）　平成26年11月　「実用英語教育学会
ニュースレター」第3巻第2号（単著）
学術論文　「フォニックスによる英語の文字指導の潜在的効
果の実証」　平成26年12月　『実用英語教育学会紀要』第4号
（ISSN�2187-4123）（単著）
学術論文　「グローバル化時代に求められる英語教育−大
学の役割と課題」　平成27年3月（予定）　『SGU教師教育研
究』第29号（単著）

柴田�晶子（教授）
学会発表　The�Point�at�Issue�Using�English�during�an� �
Internship�Abroad--Analysis�Based�on�Speech�Data　平成
26年8月　第53回大学英語教育学会国際大会（広島市立大学）
（共著）
学会発表　Using�English�during�an�Internship�in� �
Singapore--Vocabulary�Analysis　平成26年11月　� �
Joint�JACET/JALT�Hokkaido�Chapter�Meeting（札幌学院大学）
（共著）
審査　北海道高等学校文化連盟主催　第15回全道高等学
校英語弁論大会「弁論の部」　平成26年11月　札幌市

中原�准一（教授）
講演　TPP（環太平洋連携協定）交渉をどう見るか　平成26
年7月　日本基督教団札幌教会「木曜講座」　
書評　林美香子著「農業・農村で幸せになろうよ」（安曇出版）　
平成26年9月　NPO法人北海道食の自給ネットワーク機関誌
「てんとう虫」第58号所収、p.10（単著）
書評　緻密な実証に裏づけられた肉用牛繁殖経営の内在的・
動態的研究　大呂興平著『日本の肉用牛繁殖経営ー国土周
辺部における成長メカニズム』農林統計協会、2014年8月刊　
平成27年3月（予定）　㈱昭和堂発行『農業と経済』2015年3
月号（vol.81�No.3）所収、p.107（単著）

永田�志津子（教授）
委員　札幌市介護保険制度推進委員会副委員長　平成24年
9月〜平成27年3月　札幌市　
社会活動　ジブラルタ生命小樽支部社員勉強会講師　高
齢期生活と費用〜住まい・介護を中心に〜　平成26年11月　
ジブラルタ生命株式会社北エリア小樽支部　
学術論文　高齢者向け住宅における生活相談業務に関する
実証的研究　平成27年3月（予定）　本学紀要第45号（単著）

山内�一也（教授）
著書　社会人基礎Ⅰ,Ⅱ　平成26年9月　本学社会学部（単
著）
社会活動　人にやさしい数学〜ファジイ数学への招待〜　
平成26年11月　本学公開講座（紀伊國屋書店札幌本店）　

和田�佳子（教授）
講演　大学キャリア教育はどこへ向かうのか−キャリア教育
の過去・現在・未来−　平成26年6月　日本私立大学協会北
海道支部第19回就職指導実務担当者研修会（札幌市）　
学会発表　教室内PBLの効果と課題　平成26年11月　平成
26年度日本ビジネス実務学会北海道ブロック研究会（札幌市）
（共著）
執筆　若者と地域のつながりに関するアンケート調査中間報
告書　平成27年3月　北海道ソーシャルキャピタル研究会（北
海道開発協会）（共著）

荒井�眞一（准教授）
著書　「教職自主ゼミナール」を足場とした高大接続の取り
組み　平成26年5月　全国私立大学教職課程研究連絡協議
会編集「私立大学の特色ある教職課程事例集」（単著）
委員　全国私立大学教職課程研究連絡協議会北海道地区担
当理事　平成24年5月〜平成26年6月　全国私立大学教職
課程研究連絡協議会北海道地区担当理事　
学術論文　「経済学批判」の枠組みを基盤とした授業実践　
平成27年3月（予定）　本学紀要第45号（共著）

石川�希美（准教授）
審査　北海道高等学校文化連盟第15回全道高等学校英語
弁論大会「ディベートの部」審査委員　平成26年11月　札幌
市　
通訳　平成26年12月　北海道キャリア教育職業教育フォー
ラム　基調講演　
学術論文　社会学部英語科目における書く活動の試み　� �
平成27年3月（予定）　本学紀要第45号（単著）

北郷�裕美（准教授）
学会発表　地域活性化に寄与する地域メディア−公共性指
標による北海道コミュニティFMの実態分析−　平成26年7月　
地域活性学会第6回研究大会（北海道網走市�東京農業大学
オホーツクキャンパス）（単著）
執筆　平成25年度研究助成サマリー�北海道のコミュニティ
放送�:�地域活性、防災、災害時および復旧・復興媒体としての
現状と可能性に関する研究　平成26年10月　（一財）北海道
開発協会発行�　開発こうほう　レポート（単著）

著書　コミュニティFMの可能性　公共性・地域・コミュニケー
ション�　平成27年1月　株式会社青弓社（単著）

西浦�功（准教授）
講演　震災とボランティア　平成26年6月　公益財団法人北
海道女性協会「えるのす連続講座〜女性大学〜」　

学会発表　老人福祉法施行以前のホームヘルプ事業の形成
と展開—ホームヘルプ事業の多様な展開と在宅福祉史にお
ける含意—　平成26年11月　日本社会福祉学会第62回大会
（早稲田大学）（単独）
学術論文　生活支援サービスにおける「専門性」のゆくえ　
平成27年3月（予定）　本学社会学部論集第3号（単著）

西脇�裕之（准教授）
執筆　地域の記憶を呼び覚ます　─史跡探訪への招待─　
平成26年11月　わっか特別号（札幌市東区環状通東商工振
興会発行）（単著）

学術論文　管理表示・管理放送に関する認知と評価の不協
和について　──コミュニケーションからアーキテクチャへ（2）
──　平成27年3月（予定）　本学社会学部論集第3号（単著）

吉岡�亮（准教授）
社会活動　国文学文献資料調査員　平成26年4月〜平成27
年3月　国文学研究資料館　

学術論文　内田魯庵『文学一斑』におけるヘーゲル―その典
拠とドラマ論―　平成27年3月（予定）　本学社会学部論集
第3号（単著）

口頭発表　明治二〇年代の歴史と文学—民友社の歴史叙述
の研究（2）—　平成27年3月（予定）　国文学研究資料館（単
著）

岡部�敦（講師）
学会発表　A�Comparative�Study:Career�Oriented�and� �
Vocational�Education�in�high�schools　平成26年6月　� �
International�Conference�for�Educational�and�Vocational�
Guidance�2014　（カナダ・ケベック）（単著）

学術論文　カナダの高校教育における職業教育の動向　平
成26年11月　教育制度学研究第21号（日本教育制度学会）
（単著）
社会活動　北海道キャリア教育・職業教育フォーラム企画・
運営　平成26年12月　本学響流ホール　

佐藤�弘直（講師）
社会活動　特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道理
事・検討グループ員　平成24年〜　

課外活動　公務員受験対策ゼミナール　平成26年度（随時）　
本学社会学部

短期大学部 保育科

柘植�純一（学科長・教授）
学会発表　保育者養成教育における農作物の栽培・加工体
験の効果について　平成26年5月　日本食育学会第2回学術
大会（神奈川県）（単著）

社会活動　札幌市私立幼稚園教育研究大会西区公開保育助
言者　平成26年10月　幸明幼稚園　

清水�郁太郎（教授）
作品設置　転がす遊具　平成26年4月　札幌市こどもの劇
場やまびこ座　

講演　枝を使った制作　平成26年7月　北広島市大曲児童
センター　
論文レポート　音の出るおもちゃの制作　平成27年3月（予
定）　全国造形美術教育研究2014（単著）

星�信子（教授）
講演　赤ちゃんの世界　平成26年7月　北海道高等学校家
庭科教育研究協議会�保育セミナー（単著）

学会発表　Factors�Influencing�Japanese�Preschoolers’� �
Involvement�in�Musical�Play�at�Home　平成26年8月　� �
ICMPC13（International�Conference�on�Music�Perception�
and�Cognition：Seoul,�South�Korea）（共著）
学会発表　母親の気質と子育て　平成26年11月　日本教育
心理学会第56回総会（神戸市）（共著）

小橋�明子（准教授）
著書　相談援助・保育相談支援　平成26年5月　中山書店
（東京）（共著）
講演　骨を丈夫にするために　平成26年11月　本学公開講
座　

講演　認知症の理解　平成26年11月　静香園福祉学園　
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主な教育・研究・社会活動の報告　 平成26年4月ｰ平成27年3月

“手” ―「人間」であること―　短期大学部　非常勤講師　楠 宏生
京都の大谷中・高等学校で校長をなさっていた真

ましろ

城 義
よしまろ

麿先生は、宗教の時間の中
で、中学一年生の生徒たちに向かって、〈「この中に、人間でない人はいますか」と聞
くと、みんな笑います。そこで、「では、あなたは自分が人間であることを証明でき

ますか」と聞くと、みんな黙ってしまいます。「自分が人間で
あることを証明しなさい」と言われたら、皆さんどうですか。
これはなかなか難問です〉（真城義麿『真の人間教育を求めて』
法蔵館，2005年）という問いを投げかけておられます。私自
身、真城先生のこの問い掛けについて、人間の「手」という
ことが思い返されてきます。

人間、そして他の動物にも手があります。しかし、人間と動物は異なる「手」を具
そな

えもっているのではないでしょうか。その一例として、辞書に「手を合わす」、「手を
取る」、「手を切る」、「手を返す」、「手を結ぶ」など、それ以外にも「手」について多
くの慣用句が見いだされ、そこには人間の〈姿〉や〈生き方〉が表現されています。
作家の司馬遼太郎さんは、人間の生存について「人間は人間との関係においてのみ生
存できる動物である」と述べられ、人間であることの意味を教えてくださっていま
す。この「手」から、人間であること、そしてどのような関係を生きつつある「私」
であるのかが問われてきます。

人間、そして他の動物にも手があります。しかし、人間と動物は異なる「手」を具
そな

えもっているのではないでしょうか。その一例として、辞書に「手を合わす」、「手を
取る」、「手を切る」、「手を返す」、「手を結ぶ」など、それ以外にも「手」について多

仏教コラム

『世界の図書館』� BOOK
ジェームズ・W.P.キャンベル著 
〈本館 010.2/C14/H1〉

古代メソポタミアから21世紀の現代日本まで、世
界の図書館の変遷を建築の視点からとらえて、集大
成した一冊。時代時代で文字や情報がどのような役
割を持ち、どのような設計のもとで受け継がれて
いったかが多くの図版ととも
に解明されます。豪華で荘厳
な図書館の構造にときに眩暈
を覚えながら、国と地域の差
異を超えて、図書館の歴史が
人間の「知」の歴史であるこ
とがじかに伝わってくる贅沢
な一冊です。

『日本文学全集』� BOOK
池澤夏樹＝個人編集 〈本館 913/I35/1〉

古典と近代文学の枠を取り払い、世界の中の日本
文学を見据え直し、かつてないスケールで構成され
た全30巻の文学全集。第１巻は個人編集者でもある
池澤夏樹訳の「古事記」。続刊として角田光代が訳
す「源氏物語」や内田樹訳「徒然草」など、斬新な
取り合わせが今を生きる私たちと古典を切り結び、
楽しませてくれそうで
す。これを機に古典に親
しむもよし、未読の日本
文学を発見するもよし。
読書の楽しみと奥行きが
広がる全集です。

『銀河鉄道の夜』� DVD
宮沢賢治原作　藤城清治影絵・演出　
コロムビアミュージックエンタテイメント
第２図書館AVコーナー

星祭りの夜、ひとり丘の上にいたジョバンニは、
気が付くと銀河鉄道に乗っていた。向かいの席には
親友のカムパネルラもいて…。鉄道で銀河を巡りな
がら、「本当の幸せ」とは何か
を探す物語です。宮沢賢治の物
語が藤城清治によって美しく彩
られています。アナログだから
こそできる表現が素晴らしい。
影絵劇をご覧になったことがな
い方は、是非とも見て頂きたい
作品です。

図書館おすすめの本    BOOK・DVD

堤�裕美（准教授）
学術論文　不安定面上で顕在化するボールリフティングの
技能差　平成26年6月　体育学研究第59巻第1号�pp.103-114
（共著）

吉川�和幸（准教授）
学会発表　障害幼児に対するラーニング・ストーリーを用い
た保育実践　平成26年5月　日本保育学会第67回大会（大
阪総合保育大学）（共著）
学術論文　私立幼稚園に在籍する特別な支援を要する幼児
の個別の指導計画に記述される「目標」に関する研究　平成
26年6月　北海道大学大学院教育学研究院紀要第120号（単
著）
講演　保育に活かせる特別支援教育のノウハウ　平成26年
12月　平成26年度特別な教育的支援を必要とする幼児の支
援担当者研修（札幌市幼児教育センター主催）　

秋山�ゆみ子（講師）
学会発表　実習体験後の保育者志向の変容についてー幼稚
園教諭への変容に焦点をあててー　平成26年5月　日本保
育学会第67回大会（大阪総合保育大学）（単著）

川口�めぐみ（講師）
学会発表　視覚的選好は揺らがないのか—図と地2条件呈
示と単純接触の関連—　平成26年12月　日本基礎心理学会
第33回大会（東京）（単著）

鈴木�ゆみこ（講師）
社会活動　清田区保育・子育て支援センター子育てボラン
ティア　平成26年4月〜　清田区内の子育てサロン等　

砂田�眞理子（講師）
演奏　カルチャーナイト・コンサート2014−ピアノ連弾の調
べ−　平成26年7月　道立三岸好太郎美術館ホール　

竹口�敦子（講師）
講演　「保育に生かせる子どもの発達に合った運動遊び」　
平成26年8月　市立室蘭看護学院　

学会発表　靴の履き方による走運動の変化　平成26年8月　
幼児体育学会第10回大会（早稲田大学所沢キャンパス）（単
著）

講演　事業所内保育施設等の保育従事者研修会　平成26
年10月　ホテルポールスター　

松井�亜樹（講師）
講演　平成26年度教員免許状更新講習選択A講師　平成26
年7月　かでる2・7　

著書　「ほどよいレベルで弾ける�保育者のためのピアノ＆童
謡曲60」　平成27年3月　圭文社（共著）

演奏　松井亜樹ソプラノリサイタル〜ロシアオペラの夕べ〜　
平成27年3月　ザ・ルーテルホール　

I. 論文
○巌城�孝憲
教行信証における涅槃経の研究

○吉田�徹也
魔の芸術−トーマス・マン『ドクトル・
ファウストゥス』の謎

○小山�隼平
多様な音楽文化に応じた和声法学習
−音楽学科必修科目「和声法」の構想に
向けて−

○森田��克己
周期関数を適用した幾何学模様生成シ
ステムの提案

○堀�じゅん子
イギリスのポスター美術におけるジャ
ポニスム−雑誌『The�Poster』をてがかり
に

○平向�功一
アートキャラバンによる美術鑑賞教育
の試み

○平岡�祥孝
英国酪農業の構造変化に関する一考察

○永田�志津子
高齢者向け住宅における生活相談業務
に関する実証的研究

○北郷�裕美
コミュニティ放送の公共性指標分析　
−北海道と鹿児島県との実態比較

○荒井�眞一、岡部�敦、酒井�義信
『経済学批判』の枠組みを基盤とした授
業実践

○石川�希美
社会学部英語科目における英語で書く
活動の試み

○松井�亜樹、坂田�朋優
保育者養成校における弾き歌い指導に
関する一考察−過去３年間における教
育実習の調査から

II. 作品
○藤本�和彦
（作品写真）「畏怖」「現象界・滲」
「Worldly�desires」

○山川�真一
・Roma�2013.9.6　・Foro�Romano��
・Tokyo.�Ginza

札幌大谷大学紀要第45号（2015年３月刊行予定）
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平成27年度の全学行事予定

  4月  
 1日  オリエンテーション
 2日  入学式
 3日  短大保育科2年生授業開講
 3・4日  オリエンテーション
 6日  前期授業開講（短大保育科2年生以外）
 11・18日  健康診断

  5月  
 2日  開学記念日
 28日 花まつり

  7月  
 17日  前期補講期間（短大保育科2年生のみ）
 23・24日  前期補講期間
 28日  前期補講期間（短大保育科2年生以外）
 29日  前期終講
 30・31日  前期補講期間（短大保育科2年生以外）

  8月  
 1日  音楽学科実技試験期間（～9日）
 3・4日  前期定期試験期間

  9月  
 7日  集中講義期間（～12日）
 14日  後期授業開講

   保護者懇談会（未定）

  10月  
 21日  別院報恩講・大学報恩講
 24・25日  橙丹祭（大学祭）
 24日  保護者懇談会（札幌）

  11月  
 13日  後期補講期間（午前）（短大保育科1年

生以外）
 23日  通常授業（大学、短大保育科1年生）

  12月  
 24日  後期補講・集中講義期間（～26日）（短

大保育科は25日まで）
 29日  冬期休暇（～1月5日）

  1月  
 6日  授業再開
 14日  後期補講期間（保育科1年生以外）
 21日  進路就職フェアー（大学）
 25日  後期終講
 26日  後期補講期間（大学～28日）（短大保育

科1年生以外～27日）
 28日  後期補講期間（保育科1年生）
 28日  進路就職フェアー（短大）
 29日  音楽学科実技試験期間（～2月1日）
 29日  後期補講期間（短大保育科1年生以外）
 29日  後期定期試験期間（大学～2月1日）

  2月  
 1日  後期終講（短大）
 5日  後期定期試験期間（短大）
 5日  音楽学科実技試験期間（～9日）

  3月  
 12日  学位記・修了証書授与式

（学校閉鎖期間：8/13～16、12/29～1/3）
※ 上記日程は予定です。変更する場合は学内掲示板で

随時周知いたします。

お知らせ
教育後援会からのお知らせ

会員各位� 教育後援会会長　久郷�さゆり
下記のとおり平成27年度総会を開催いたしますのでご参集ください。

記
日時� 平成27年4月2日㈭  14：35予定
場所� 大谷記念ホール
議案� �平成26年度決算報告

平成27年度予算案・役員改選

※入学式終了後のため、開始時間が多少前後することがありますが、ご了承ください。� 以上

「東本願寺奨学金」を新設しました
平成27年度の募集日程（予定）
⑴募集期間：平成27年４月から５月
⑵決定時期：平成27年６月
⑶支給時期：平成27年８月

※�募集は学内掲示で行います。

学科別人数と給付金額
学科 人数 給付金額（1人あたり）

音楽学科 1人 40万円
美術学科 1人 35万円
地域社会学科 1人 25万円
保育科 2人 25万円
専攻科保育専攻 2人 15万円

対象者
下記全てに該当する者とする。ただし、当該年度の授業料減免、芸術特待生及び特待生に

採用された者は除く。

⑴建学の精神を深く理解している者
⑵修学の熱意がある者
⑶経済的理由により学費の支弁が困難な者

連携協定締結
地域の活性化とともに、人材育成や学術の振興に寄与することを目的として連携協定を締結

しました。

八雲町
平成26年6月24日、はぴあ八雲コミセンホールにおいて

調印式を行いました。今後、八雲町の観光や物産の振興に
関わる交流プログラムの展開に対しての協力や、本学が行
うフィールド調査やワークショップ、コンサート、展覧会
など実践的教育の場を提供いただくなど、地域活性化や人
材育成面について連携協力を行います。

苫小牧信用金庫
平成26年12月5日、苫小牧信用金庫本店において署名式

を行いました。今後、苫小牧市の地域資源である「樽前
山」「紙」などを活かした、多様な交流プログラムの展開
に対しての協力や、本学が行うフィールド調査やワーク
ショップ、コンサート、展覧会など実践的な教育の場の提
供、特別講義の実施、地域活性化や人材育成の面で連携し
て取り組みます。

札幌大谷学園「教育振興資金（寄付金）」のお願い
本学園では、教育・研究環境の一層の充実、学生・生徒の奨学金、課外活動への支援及び施

設・設備の充実を図るために札幌大谷学園「教育振興資金（寄付金）」を募集しております。
この寄付金は、ご支援をいただく方が学校や使途をお選びいただけるようになっております。
皆様からのご支援を賜りますようお願い申しあげます。

【対　　象】� 個人・法人・企業・団体のどなたでもお受けいたします。
【期　　間】� 随時
【受付金額】� 一口10,000円（上限なし。10,000円以下の場合もお受けいたします）
【学校の指定】� �札幌大谷学園／札幌大谷大学／札幌大谷大学短期大学部／札幌大谷高等学校／

札幌大谷中学校／札幌大谷大学附属幼稚園
【教育振興資金（寄付金）の使途】
・教育研究充実資金、教育充実資金：学校の研究・教育に関する費用として活用する資金。
・奨学資金：学生・生徒に対する奨学金として活用する資金。
・課外活動支援資金：部活動やサークル活動等の課外活動の費用として活用する資金。
・施設・設備充実資金：施設・設備の充実のための費用として活用する資金。

詳細は大学ホームページをご覧ください（�http://www.sapporo-otani.ac.jp/kifu/�）



エッセイ
e s s a y

e s s a y
ガラパゴスOL時代　社会学部 地域社会学科　教授　和田 佳子

大学卒業後、札幌市内にあるホテルに就職し、
OL生活を送った。三十数年前の話である。研修
を終えて最初に配属されたのは営業企画部だっ
た。当時、ホテルを舞台にしたTVドラマ（「姉さ
ん、事件です！」の『HOTEL』ではありません。）
が放映されていたため、友人達からは「企画ウー
マンだなんて、かっこいい。女優の多岐川裕美が
演じているような仕事なのでしょう？」と冷やか
されたが、現実はドラマからはほど遠いものだっ
た。
ワープロもパソコンもない時代。冷房も効かな
い狭いオフィスで、上司から渡される山のような
原稿を清書し、電卓をたたき、パンフレットを揃
えたり、図面に色塗りをしたりで一日が終わった。
レストランメニューの制作やディナーショーのポ
スター撮影の際には連絡係として終日、電話の前
にひとり座って過ごす日もあれば（もちろん携帯
電話はないため）、無理難題の会議資料作りを急
かされる日もあった。やっても、やっても終わら
ない雑務を抱えて泣きそうになりながら、最終時
刻の地下鉄に飛び乗って帰宅するという日が続い

ていた。
そんなある日、上司から、「来月から社長室に
入って社長秘書の仕事を引き継ぐように」と異動
を命じられた。多忙ながら、多彩な人と接触でき
る企画業務の面白さをわかりかけていた矢先だっ
ただけに、悔しくて涙が出そうになった。「これ
からは社長室に引き籠って黒子役か……」と思う
と目の前が真っ暗になった。そんな私の表情を察
して上司が言った。「秘書の仕事をつまらないも
のだと思っているでしょ。仕事を面白くするのも、
つまらなくするのも自分次第。お留守番秘書では
なく、ブレイン秘書になるつもりでやってみなさ
い」と背中を押されて翌月から社長室に入った。
40代半ばのオーナー社長は毎朝３時に起きる人
だった。早朝に経営判断をし、７時になるのを
待って私に電話をかけてくることも珍しくなかっ
た。「あれはどうなっている？　それはこうして
おいて」とたくさんの指示が飛んできて眠気も吹
き飛ぶのだった。繰り返すが、ネットも携帯電話
もない時代の話である。今、話題のブラック企業
の規準に照らせば、明らかに“ブラック”というこ

とになろうが、上
司や先輩たちから
厳しく、かつ温か
く見守られたあの
時代の経験は私に
とっては財産だ。
時代の風を読む
指標のひとつとな
る、日本経済新聞
の今年の元旦一面
記事は「働き方が
変わるNext」とい
う特集だった。人
口減少、グローバル化、IT化の進行を背景に人々
の価値観や人生観は大きく変わり、働き方や暮ら
し方が大転換することが予測される。
今や死語となりつつあるOLというガラパゴス
ワークを美化するつもりはない。しかし、過酷さ
の中にも成長実感があり、誰もが将来に大きな夢
や希望を抱くことを許された時代が、ちょっとだ
け懐かしい。

社長秘書時代の和田教授

ここではないどこか　芸術学部 美術学科　教授　松村 繁
上京して初めての大学生活は六畳一間のアパー
トから始まった。
翌年に同じアパートの隣部屋に引っ越し、３年
になる時には、自宅で大きな絵が描ける様にと六
畳と四畳半・台所付きの物件へ転居した。
その建物の隣には西武鉄道が通っていて、列車
が通過するたび轟音と共に部屋中が揺れた。日当
たりは最悪で、梅雨時には全ての物にカビが生え
た。持病の喘息は悪化し、１年を待たずにそこを
去る事にした。
次の住処は、二階に一世帯のみ入居可能な古い
木造のアパートだった。陽当たりは良好で、眼前
に玉川上水の雑木林が広がる静かな場所だ。もち
ろん近くに線路は無い。引っ越し作業に疲れて寝
転んでいると、聞き慣れた轟音と共に部屋が揺れ
出し、慌てて飛び起きる。急いで地図を開いて周
辺を調べると…なんと、アパートの真下を武蔵野
線の地下トンネルが通っていたのだ。
しかし、それを除けば文句のつけようの無い部
屋で、大学院修了後も３年間住み続けた。

何の不満も無かった部屋だったが、ある日突然
引っ越したくなった。
その後は、プレハブを無造作に継ぎ合わせた妙
な物件に入居した。そこは某女子大の森に隣接し
ており、壁や床の隙間からは枯れ葉や虫が入り込
んで来る様な部屋だった。梅雨には雨漏りで床全
体が海になるので、二段ベッドを購入した。生ま
れて初めての心霊現象も体験した。
その後も、八王子の寂れた商店街の空き店舗で
暮らしたり、東秩父の山奥に取り残された古い一
軒家にも住んでみた。
水道は錆びて使えず、湧水を汲んで来て飲用や
料理に使った。大雨の日には沢蟹が玄関までやっ
てくる。蒸し暑い梅雨の夜には大量の蛍が飛び交
い、蛙の声を聴きながら眠りにつく。春は山ツツ
ジ、秋にはコスモスが咲き乱れ、狸やマムシにも
出会った。
そんな生活を送るうちに、ごく自然に北海道へ
帰ろうという気持ちになった。画材と少しの家財
道具を車に詰め込み、入らない物は潔く捨てた。

18年間暮らした
内地への想いに折
り合いをつける為、
関東から北陸・東
北と気の済むまで
走り続け、北海道
に辿り着いた時に
は一ヶ月が経って
いた。
札幌に戻ってか
ら今春で18年にな
る。関東で暮らし
ていた年月と同じ
時間が過ぎ去ろうとしている。故郷に帰って定職
に就き、結婚し、母の介護をし、この18年間は定
住生活を続けてきた。
あの頃は、何を求めて引っ越しを繰り返してい
たのだろうか。理由は今も解らないが、あの衝動
は今も心の奥で静かに息づいている。

玄関までやってきた沢蟹
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