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学長室の荘
しょう ごん

厳世界 学長　巌城 孝憲
学長室には、真宗大谷派の最も高名な教学者であられた曽我量深師

（1875－1971）の直筆で、「和
わ

顔
げん

愛
あい

語
ご

　 量
りょう

深
じん

」と揮
き

毫
ごう

され落
らっ

款
かん

された額

が掲げられています。『大
だい

無
む

量
りょう

寿
じゅ

経
きょう

』の言葉で、おそらく先代の学長

のどなたかが、師から戴いた直筆を大切に額に納めて掲げられたもの

と思われます。この意味は、「和らぎの顔と愛情ある言葉――分けへだ

てなく和
わ

顔
げん

愛
あい

語
ご

していますか？」という問いかけです。この言葉には、

いつも私自身が問われます。

同じ壁面に、棟方志功師の「庭前柏樹子」とタイトルのある版画（板画）

作品が掲げられています。「拝献　札幌大谷短期大学仁契　庭前の柏樹

子の柵　1970.8.31」と鉛筆で直筆されています（「仁
じん

契
けい

」は「様」の意）。

世界の棟方志功師が、特別講義のために来学されたことが２度ほどあり、

陽光に輝き、微風に踊る二葉の柏樹女子を描いて、大きな願いの輪の中

で共に生かされて生きていることを表し、学生たちの学修を遊
ゆ

戯
げ

三
ざん

昧
まい

の姿で表しているものと思われます。

「若きカフカス人」（大正8年　第6回院展出品作　中原悌次郎）と記さ

れた黒いブロンズ像も学長室にあり、美術学科の先生は、この貴重な作

品がなぜ学長室にあるのか分からない、とか言っておられましたが、学

生たちが「見せていただけますか」と訪ねて来ることもあり、貴重な価

値を学生たちから教えられることがあって嬉しく思います。

最後になってしまいましたが、学長室には、ご本
ほん

尊
ぞん

と三
みつ

具
ぐ

足
そく

が礼拝の

ために設置されています。大学協議会などの重要な会議や、表彰なども、

この尊前にて行われています。６年間、この学長室でお育てをいただき

ましたこと、知
ち

恩
おん

報
ほう

徳
とく

の思いで感謝させていただくばかりです。



芸術学部 
音楽学科

講師

小山 隼平

ご卒業、おめでとうございます。１年次の社会人基礎合宿から早４年、気がつけばみなさんを送り出す時期に
なりました。あの時は５月だというのに、雪男の私は北広島に雪を降らせて大いに顰

ひんしゅく

蹙を買いました。それ以降、
何度雪を降らせたかわかりませんが、みなさんはそれにもめげず、頑張ったように思います。それどころか、音楽
をする中でもっと過酷な出来事を体験してきたはずです。ほとんど見ず知らずの人たちばかりいる前で、はっき
りした意味を持たない音を数分間鳴らし続けるのです。鬼神ですら緊張のあまり膝が崩れる状況でありましょう。
このような状況を数多く、くぐり抜けたのです。いわば、「修羅場マスター」の称号を得たと言っても過言ではあ
りません。「修羅場の数だけ強くなれるよ」という歌。…そんな歌は存在しませんが、私が後で作曲しておきます。
どうか自信を持って、卒業後の人生に臨んでください。応援しています。

短期大学部 
保育科

教授

柘植 純一

ご卒業おめでとうございます。あっという間の２年間でした。この２年間で保育者として働くために必要な免許・
資格は取得できても、実践に必要な十分な学びができたわけではないと思います。これから実践の場で様々な問題・
困難に直面し、悩み、模索しながら学び続ける日々が続きます。大人の都合ではなく常に「子どもにとってどうか」
という視点に立つことが大切です。残念なことですが欲望を刺激し、消費を促すことで経済を回しているのが現
在の先進国です。電子ゲーム、スマートフォン、キャラクターグッズ、スナック菓子…欲望を刺激し夢中にさせる
物に囲まれて生活している時間の先にどのような育ちが待っているのかを想像する力が保育者には求められます。
喜んでいるから、夢中になっているから良いではなく、子どもと向き合いながら、子どもの10年後・20年後を見通
すことができる保育者に成長されることを心から願っています。お体を大切にご活躍ください。

短期大学部 
保育科

准教授

松井 亜樹

卒業生のみなさん、ならびに保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。一人も欠けることなく卒業式を迎え
られたことは、卒業生のみなさん自身の努力と、そして保護者の方々のお力添えによるものかと思います。この場
をお借りして心から感謝を申し上げます。

担任としては短い間でしたが、もっと長く一緒に過ごしていたかのように思えます。ｂクラスは個性派ぞろいで、
毎日笑いが絶えず、二年間とても楽しく過ごしましたね。また、ミュージカルや実習により、ぐんと成長した皆さ
んにも驚かされ、担任で本当に良かったと思える一年間でした。これから社会に出たらいろいろなことがあるか
もしれませんが、新しいことに挑戦するわくわくする気持ちを忘れずに、前を向いて少しずつ歩いてほしいと思い
ます。社会人になっても努力することの大切さや周りの方々への感謝の気持ちを忘れずに、さらに飛躍されるこ
とをお祈り申し上げます。

芸術学部 
美術学科

教授

松村 繁

卒業おめでとうございます。この４年間を振り返ってみて、皆さんの学生生活はどうでしたか。美術学科の実
技課題は、あらかじめ決められた答えなどが無いものがほとんどだったと思います。試行錯誤しながら、自分にとっ
ての正解を模索し続ける日々だったのではないでしょうか。この４年間、新しいものを生み出す努力を続けてき
た人は、心の中に新たな発想で問題を解決していく「想像力」が育ってきた筈です。この力は芸術に関わる人のみ
ならず、本来は全ての人に必要とされる力だと思います。社会に出てからは、正解の無い中で結果を求められる
事がほとんどです。卒業した後も、それぞれの立場で自らの「創造力」を更に鍛えながら、様々な問題に立ち向か
い、社会の中で、たくましく生き抜いて下さい。共に頑張りましょう！最後に、今日まで様々な側面から皆さんを
援助し続けて下さった御家族に対し、是非とも感謝の気持ちを伝えて欲しいと願っています。

社会学部 
地域社会学科

准教授

吉岡 亮

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にも、心よりお慶び申し上げ
ます。皆さんは社会学部２期生として、様々なことを学び、経験し、充実した４年間を過ごしてきたことと思いま
す。ただ、大学での学びや経験はこの４年間だけで完結するわけではありません。これから先の人生の中で、きっ
と何度も「あぁ、あの時のあの話はこういう意味だったのか」「なるほど、あの時の経験はここにつながるのか」と
大学時代を振り返ることがあるはずです。そのような形で、未来のある一時点で大学での学びや経験を再発見し
た時、この4年間はそれまでとは異なる意味や価値を持つものとなるはずです。皆さんの大学生活の真価は、そう
した過去の再発見を繰り返していく中で、徐々に表れてくるものであり、それは、過去を磨き上げていく作業と
でも言えるかもしれません。　

これから先の人生の中で、この４年間を、大切に磨き上げていって下さい。皆さんの活躍を心から願っています。

退任される先生
学長・教授　巌城 孝憲
知遇に感謝

このたび、任期により学長職を辞すこととなり、６年間支え
ていただきました大学の教職員の皆様、学生の皆さん、保護
者・同窓会の皆様には、深くお礼申し上げます。この６年間に
は、美術学科四大化と社会学部新設が成り、札幌大谷大学が大
きく陣容を発展させ得た時期でありました。それに伴う諸課題
も重くありますが、不断の努力を積み重ねていく以外に、近道
はないものと思われますし、教職員の知恵と総力を発揮できれ
ば、前途に困難なことは何一つないと思われます。学園問題で

は、真宗大谷派北海道教区と連携して、札幌大谷学園正常化への対策を推進してきましたが、今
後の学園運営に関わる方々の叡智にご期待申し上げます。大学の今後の堅実な歩みを祈念いたし
ております。６年間、皆様のご厚誼を賜り、誠に有難うございました。

芸術学部 音楽学科　教授　関谷 正子
退職を迎えて

札幌大谷大学開学から11年間、音楽療法担当教員として北
海道各地、また本州に音楽療法士を送り出せたことは感慨深
いものがありました。良き学生と教職員の皆様に支えられな
がら退職を迎えられたことに心からお礼を申し上げ、大学の
発展を心からお祈り致します。

芸術学部 音楽学科　教授　鈴木 富士雄
感謝、感謝

短い期間ではありましたが、私にとってはとても充実した
一年間でした。本気で教職を志す学生のみなさんとの出会い、
そして、教育や教育実践についての語らいは実に楽しいもの
でした。そのことに心から感謝いたします。学生の皆様、教
職員の皆様のご活躍、そして、本大学のさらなるご発展を祈
念いたします。ありがとうございました。
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卒業するみなさんへ



芸術学部  
音楽学科 
声楽コース4年

加藤 佑紀

音楽漬けの幸せな四年間
高校1年生の時、進路を考えた際に真っ先に思い付いたのは、幼い頃から大好きな音楽でした。大好きな音楽に沢山触れ、学び、充

実した4年間を終えようとしている今、卒業してしまうのが寂しい気もします。
入学して始めの頃は講義に追われる日々が続いていましたが、徐々に余裕ができ、自分の音楽にじっくりと向き合う時間も増え

ていきました。3年次での共同制作演習 Aで初めてのオペラ公演をさせていただいた時は、多人数で一つの作品を作り上げる楽しさ
と苦労を知りましたし、公演終了後にお客様からいただいた暖かい拍手は、涙が出る程嬉しく、一生忘れられない思い出となりました。
更に、3年次からは札響の第九に、4年次からはPMFに出演させていただき、大変貴重な経験となりました。このような機会を与えて
いただき感謝しております。

未熟な私を四年間に渡りご指導ご鞭撻いただきました先生方には、どう感謝の気持ちを伝えたら良いかわからない程です。本当
に有難う御座いました。この四年間で得たものをしっかりと胸に刻み、これからも音楽を愛し続けていきたいです。

芸術学部  
美術学科 
グラフィック 
デザインコース 4年

福島 咲子

ありがとう、いい学校です。
私は学びたい学部に入学したものの、１年生の頃は具体的に将来何をしたいか明確でなかったため、ふわふわとした毎日を過ご

していました。　
２年生になった頃、先生が紹介してくれたイベントに参加したことがきっかけで、自分が将来どのようなことをしたいかはっき

りしました。夢を見つけてからの3年間はとても充実した時間を過ごすことができました。学校の課題はもちろん、学外でも学べる
場所へ積極的に参加し、学ぶことがとても楽しく感じられました。そして、就職活動も無事終わり、今年の春から希望していた職種
に就くことになりました。私が進みたい道を理解し、応援してくれた家族、先生、友達に感謝です。

社会学部  
地域社会学科4年

山際 麗花　

卒業 — そして新たなスタートへ　
大学では実践的な経験から視野を広げることを目標に様々なことにチャレンジしました。地域活性化を目的としたクリスマスイ

ベントの企画や食文化の調査、中高生の学習ボランティアなどを経験しました。
３年次より所属する観光社会学のゼミでは、積丹町や八雲町熊石などの地域に訪れ、食文化の調査をはじめ地域のお祭りに参加

するなど人とのつながりを大切にしながら地域活性化に取り組みました。地域社会学科での学びを学外で実践し、様々な人との関
わりの中で自身の成長を実感しています。

４月からはいよいよ社会人となりますが、一粒のモミとなり、また新たな場所で花を咲かせられるよう努力し続けたいと思います。
４年間お世話になりました。有難うございます。

短期大学部 
保育科2年

永野 ほのか

感謝でいっぱいの2年間
私たちの大学生活は、実習と授業がぎっしり詰まっている、忙しくてあっという間の2年間でした。その時は毎日を一生懸命に過

ごすのが精いっぱいで気が付かなかったけれど、今になって大学生活を振り返ってみると、その大変さを乗り越えたからこそ今の
成長した自分がいるのだなと思います。

特に印象に残っていることは「ぷりてぃ劇場」です。準備期間は大変だったけれど、みんなで一つになって頑張って成功させた、
あの瞬間は私の一生の宝物です。ぷりてぃを通して、仲間と協力することの大切さ、楽しさを改めて学ぶことができました。

大変だったけれど、保育科のみんなと一緒に乗り越えたから、毎日が本当に楽しかったです。保育科のみんな、先生方、職員の方々、
大学生活で出会い、支えてくれた全ての人たちに感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

短期大学部 
専攻科保育専攻2年

増田 まどか

私の4年間
札幌大谷大学で過ごした4年間はわたしにとってとても濃く、少しずつ大人に近づいていく中で、自分の力を試していく時間とな

りました。
短期大学部での2年間は今思うとあっという間でした。たくさんのクラスメイトと一緒に、保育の専門的な知識や技術を身につけ

ました。ぷりてぃ劇場や附属幼稚園でのグループ実習を通して、仲間と共に考え、悩み、喜び、そして達成感を味わいました。保育は
決して一人ではできないことを実感しました。

専攻科では、2人というとても少人数の中で自分自身と向き合う時間ができました。より専門的に学びを深め、保育者としても、
人間としても一歩成長できたと思っています。

4年間いろんな人の力をお借りしながらここまで来ることができました。お世話になった方々に感謝いたします。

新任教員の紹介
担当科目：児童家庭福祉、障害児保育、社会的養護

略　　歴：2009年、北海道医療大学大学院看護福祉学研究科臨床
福祉学専攻修士課程修了。2011年北海道大学大学院教育学院教育
学専攻修士課程修了。
2009年、札幌市子ども未来局児童福祉総合センター相談判定課判
定係児童心理司 (2014年3月 )。2012年、医療法人円山公園メンタ
ルクリニック心理士 (2016年3月 )。2014年、旭川大学保健福祉学
部コミュニティ福祉学科助教 (2016年8月 )。

平成28年9月より本学の教員としてお世話になることになりま
した。これまで様々な障害や課題を抱えた子どもたちと関わって
きました。少しでも学生の皆さんの学業に活かせられるようにで
きればと思っています。大学はいろいろな人が好きなことを学ぶ
場所です。私の専門領域はほんの一部ですが、専門家となるため
に一緒に学び合っていきましょう。

短期大学部 
保育科 
講師

今西 良輔
（平成28年9月1日就任）

短期大学部 保育科　准教授　小橋　明子
誇り高く過ごした札幌大谷の10年間、ありがとう！

私は、本学の保育科教員として10年間担わせていただきま
した。本年3月31日をもって無事に退職を迎えることができ
たのは、上司をはじめ各先生方や大学の関係者の方々の支え
とご協力の賜物であると深く感謝申し上げます。

今後も建学の精神を心髄に本学がますます発展すること
を祈念致します。
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卒業・修了します
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新入生のみなさんへ 新年度 学科長からのメッセージ

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、とことん追求してください。そのために教員も友人も職員もフル活用しましょう。

札幌大谷は、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！
どうか、１日、一瞬ごとに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。

芸術学部 音楽学科

学科長・教授　千葉 潤

人と人の絆を力に変える豊かな学びのできる社会学部へようこそ
入学おめでとうございます。
３月に第２期生が巣立っていきました。今頃職場で胸弾ませながら仕事をしていることでしょう。皆

さんにも４年後間違いなく同じことが起こるように、実行してほしいことが一つあります。それは、こ
の学部で普通に学び続けること。それだけです。社会学部には 《北海道》 という広大なキャンパスがあり
ます。４年間そこで普通に学び続けるだけで沢山の窓や扉が開き、チャンスがごろごろと転がり込んで
くる。そんな豊かな学びの場に皆さんは今足を踏み入れました。

学び続けるのに疲れることもあるでしょう。そんな時には歩みを休め、校舎に溢れる音楽や美術で心
を癒し、元気を出して再び 《北海道》 という名のキャンパスに飛び出て、色々な人とつながってくださ
い。地域に活力を与え、元気にするのはお金だけではありません。人です。人と人を結ぶ学問を学び、
心を鼓舞する芸術の力にふれているうちに、気がついたら社会を支える力がついている。それが札幌大
谷大学社会学部の学びです。ようこそ、社会学部へ。

社会学部 地域社会学科

学科長・教授　久野 寛之

大学生となった皆さまへ
入学おめでとうございます。大学に入学して最初にとまどう事は、時間割を自分で作成する事だと思

います。4年生までに必要な卒業要件単位数を満たすように、必ず取得しなければならない必修科目と自
由に選ぶ事のできる選択科目を時間割に入れて作成します。

1、2年生の時は共通科目を多く取得するようなシステムになっています。共通科目は美術系だけでは
なく、同じ芸術学部の音楽学科と社会学部・地域社会学科の授業の一部を共有しています。授業を受け、
広い範囲の教養を深める事ができます。3、4年生では主に専門科目の実技授業で各専攻に集中して受講
できる内容です。また、授業の内容は「シラバス」に載っていますので、良く確認をして自分に必要な
知識、興味のある授業を選択できます。

まず、時間割＝スケジュール管理を行い、自主性を持って大学生活に臨みましょう。ひとつひとつの
授業が皆さんの糧になるように私たちは期待し、応援しています。そしてそれが卒業後、美術の世界だ
けではなく社会人としての実力として育つように願っています。

芸術学部 美術学科

学科長・教授　鈴木 誠子

社会から求められる保育者に
新入生のみなさん、入学おめでとうございます。
数ある保育者養成校の中から本学を選択してくださったみなさんを、心より歓迎いたします。保育者

は、小さな子ども達にとって人生初めての先生となる大切な仕事。特に保育者不足が社会的に大きな問
題となっている現在、保育者を目指すみなさん達には、現場からも大きな期待が寄せられています。み
なさんの将来の夢を実現させるために、本学での学びを役立ててくださるよう願っています。

これから新しい生活が始まりますが、その中で大切にして欲しいのは、自分の頭で、自分の言葉で考
えるということです。そして授業等の機会を活かして、周りの人たちとの関わりの中でそれを練り上げ
ていくことができるとよりよいと思います。他の誰でもない、ご自身の言葉で積み上げられた理論や知
識は、きっとみなさんの将来の実践の中で役立つ確かなよりどころとなることでしょう。

短期大学部 保育科

学科長・教授　  星 信子
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札幌大谷学園開学₁₁₀周年記念式典札幌大谷学園開学₁₁₀周年記念式典札幌大谷学園開学₁₁₀周年記念式典
《園児・生徒・学生のつどい》《園児・生徒・学生のつどい》《園児・生徒・学生のつどい》

本学園は、本年、前身となる北海女学校の創立から110周年を迎えました。
これを記念し、平成28年10月12日（水）、ニトリ文化ホール（札幌市中央区）を会
場に、札幌大谷学園開学110周年記念式典《園児・生徒・学生のつどい》を執り行
いました。
式典では、本学園が設置する各学校の園児・生徒・学生をはじめ、ご来賓の方々、
卒業生・卒園生、教職員合わせ約2,300人が出席し、学園開学110周年を祝いまし
た。併せて、大学開学10周年を迎えたことを期に、これまで札幌大谷大学の発展に
貢献された前学長や元教授に、名誉教授の称号が授与されました。

当日は、卒業生より本学で学んだことが卒業後に生かされていることの感話や、
参加者全体による校歌や大学歌の合唱、園児による園歌と踊りの発表もあり式典
は盛会のうちに無事終了することができました。

本学園の建学の精神は、浄土真宗の開祖 親鸞聖人（1173～1262）の、み教えにあ
ります。
この建学の精神のもと、本学園はこれからも『清く正しく只一筋に “人として、
真実を求めて共に励ましあい、只一筋に歩む”』という教育の信念が絶えること
なく続くよう歩み続けて参ります。

札幌大谷大学名誉教授称号授与者

太田 清史 札幌大谷大学前学長
小林 　仁 札幌大谷大学芸術学部元学部長
高岡 立子 札幌大谷大学芸術学部音楽学科元学科長
木村 雅信 札幌大谷大学音楽学部音楽学科（現、芸術学部音楽学科）元教授

式次第

【開会・仏教儀式・式辞・祝辞】
 1. 開会のことば（中学生代表）
 2. 『真宗宗歌』
 3. 供灯・供花・供香
 4. 焼香；理事長
 5. 合掌・礼拝
 6. 三帰依（パーリ文）・三帰依文
 7. 仏教讃歌；『みほとけは』
 8. 代表焼香；教職員・学生・生徒・園児
 9. 仏教讃歌；『礼讃無量寿』
 10. 物故者追悼
 11. 式辞
 12. 仏教讃歌；『光はみちて（同朋会の歌）』
 13. 祝辞
 14. 祝電披露
 15. 卒園生・卒業生スピーチ

【表彰・感話】
 16. 名誉教授称号授与
 17. 名誉教授挨拶
 18. 感話（大学生代表）
 19. 感話（生徒代表）

【校歌斉唱・閉会】
 20. 園児のことば・園歌
 21. 校歌
 22. 大学歌
 23. 閉式のことば（高校生代表）
 24. 合掌・礼拝
 25. 『恩徳讃Ⅰ（親鸞聖人和讃）』
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ウインドオーケストラ
第9回定期演奏会

平成28年7月16日（土）13：30～ 札幌コンサートホールKitara 大ホール
◆運命の力 序曲 ………………………………………………… G.ヴェルディ
◆ アルトサクソフォン協奏曲  ……………………………………… P.クレストン

アルトサクソフォン独奏／田中靖人（本学客員教授）

◆ バレエ音楽「風変わりな店」 ……………………………………O.レスピーギ
◆ 交響詩「ローマの祭り」   ………………………………………O.レスピーギ

指揮／井手詩朗（音楽学科教授）

札幌大谷大学芸術学部音楽学科
第11回定期演奏会

平成28年12月6日（火）19：00～ 札幌コンサートホールKitara大ホール
◆ アヴェ・ヴェルム・コルプス ……………………………………… F.プーランク
◆ 小さな声 ………………………………………………………… F.プーランク

指揮／三山博司（音楽学科教授）

◆ 詩編交響曲 ……………………………………………… I.ストラヴィンスキー
◆ ピアノ協奏曲 ………………………………………… D.ショスタコーヴィッチ

ピアノ独奏／ ［第1,2楽章］ 千葉悠也（音楽学科2年）
 ［第3,4楽章］ 清水柚衣（音楽学科3年）
トランペットソロ／山内 瞭（音楽学科4年）

◆ 組曲「ロミオとジュリエット」より
指揮／グレブ・ニキティン（音楽学科教授）

シンフォニックウインド
アンサンブル第1回定期演奏会

平成28年12月17日（土）14：00～ 札幌大谷大学 大谷記念ホール
◆祝典のための音楽 ………………………………………………… P.スパーク
◆ロシアのクリスマス音楽 ……………………………………………… A.リード
◆華麗なる舞曲 ……………………………………………………… C.T.スミス

指揮／河野泰幸（音楽学科講師）

◆リバティーファンファーレ …………………………………………J.ウイリアムズ
◆映画「遥かなる大地へ」組曲 …………………………………J.ウイリアムズ
◆映画「ハリーポッター」コンプリート ……………………………J.ウイリアムズ

指揮／井手詩朗（音楽学科教授）

｢PMF2016｣に初めて参加
札幌大谷大学芸術学部音楽学科合唱団が札幌の夏の風

物詩でもあるパシフィック・ミュージック・フェスティバ
ル2016に初登場。

平成28年8月6日（土）札幌コンサートホール Kitara 大
ホールで行われたPMF GALAコンサートと、翌7日に札
幌芸術の森・野外ステージ＜レナード・バーンスタイン・
メモリアル・ステージ＞でのピクニックコンサートで世
界的指揮者 PMF 芸術監督ワレリー・ゲルギエフ指揮によ
るPMFオーケストラでPMF 賛歌を見事に歌いました。

｢札響の第九｣で札響と
音楽学科合唱団が共演

年末恒例の「札響の第九」。昨年も本学音楽学科
合唱団が加わり年末を締めくくりました。

平成28年12月10・11日 
札幌コンサートホールKitara大ホール
◆ 歓喜の合唱
交響曲第9番ニ短調 Op.125「合唱付き」 ……… L.V.ベートーヴェン
札響合唱団、札幌アカデミー合唱団、札幌放送合唱団、
札幌大谷大学芸術学部音楽学科合唱団

札幌大谷大学芸術学部音楽学科

アンサンブル第1回定期演奏会

ウインドオーケストラ第9回定期演奏会
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Circle of Life  堂々閉幕！
全国でも珍しい美術学科と音楽学科が共同して行う科

目、共同制作演習 B( 映像 ) の発表会「Circle of Life」が去
る1月19日（木）に大学内の大谷記念ホールで行われまし
た。

当 日 は、 命 を 巡 る ２ 作 品「Where to go leave me?」
「ZOMTOPIA!」が発表され、それぞれの工夫を凝らしたス

テージに始終圧倒されました。いずれの作品も監督・脚
本・キャスト・メイク・演出など、すべて学生が制作し
ています。

「Where to go leave me?」は毎年8万頭以上の犬や猫が
殺処分される社会問題をスライドショーと影によって表
現した作品。人とペットとの関係が変わっていく様子が
繊細な音楽に乗せて描かれました。

うって変わって「ZOMTOPIA!」ではゾンビと人間が共
存する大学として札幌大谷大学が描かれ、映画とライブ
が融合した今まで見たことのないステージが繰り広げら
れました。映画の撮影はすべて大学内を使用し、普段の
大学生活とゾンビとの共存が現実味を持って描かれてい
ます。エキストラとして地域社会学科の学生も交え、共
同制作演習 B の授業としては初の全ての学科の学生の入り
交じる大作となりました。

卒業制作展を開催しました
平成29年1月25日（水）～1月29日（日）、札幌市民ギャ

ラリーにて卒業制作展を開催しました。油彩、日本画、
版画、立体、写真・映像、グラフィックデザイン、情報
デザインの7分野でそれぞれ専門性を深めた4年生が各自
のテーマ、表現方法を模索し半年以上かけて取り組んだ
作品を展示しました。

また、この制作展はオープンキャンパスのイベントと
して1月28日（土）に「卒展ツアー」を行い、高校生を引
率しました。在学生が自分の作品の解説や、制作に関す
るエピソードを話す時間もあり、高校生にとっては美術
学科の学びを間近で感じる時間となったことでしょう。

搬入風景

卒展は4年間の集大成であり、自らの代表作。これから
それぞれの道を歩んでいくことになりますが、卒業制作
展を通して学んだことは、きっと今後の自信につながっ
ていくことと信じています。

Where to go leave me?

ZOMTOPIA!
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セレスタ札幌　
おしえたがりサンタ

平成28年12月、大学の近くにあるショッピングセンター光星の店主の皆
さんと協力し、「セレスタ札幌　おしえたがりサンタ」を開催しました。
ショッピングセンター光星の店主の皆さんが先生となって、プロならでは
の生活に役立つ豆知識を教えてくれるミニ講座を主とした内容となりまし
た。その他にも、芸術学部の学生が演奏や歌を披露したり、子どもたちの
ためのブースを作ったり等、多くの方々のご尽力によって成り立ったイベ
ントでした。このイベン
トを行うに当たって課題
はまだまだたくさんあり
ます。ですが、来てくれ
た お 客 さ ん が「 来 て よ
かった。また来年も楽し
みにしています」などと
声をかけてくださいまし
た。 地 域 の 活 性 化 を 目
的として活動をしてい
る「まちけん」にとって
は、このイベントをやり
遂げて良かったと感じま
した。これからもたくさ
んの地域の方と積極的に
関わっていき、地域を盛
り上げていきたいと考え
ています。

卒業論文発表会を行いました　
学期末試験も終えた平成29年2月6日・7日の午後、2日間の日程をかけて、

4年生が卒業論文発表会を行いました。4年ゼミ担当以外の教員や下級生も
参加して聴く中で、作成した資料をプロジェクターでスクリーンに投影し
ながら全員が発表しました。

前年の11月11日に一度、ポスターセッション形式による中間発表会を実
施しており、学生たちは相互の発表を間近で聴きながらコメントを交わし
合いました。中間発表の時点ではまだ論文の結論のゆくえも見えないよう
な状態の学生も散見されましたが、1月末にはそれぞれ約2万字の論文を書
き上げました。

発表会では2つの会場に
分 か れ て、10分 間 の 発 表
とその後の5分間の質疑応
答を行いました。自ら集め
たデータや資料を根拠に導
き出した主張を堂々と発表
する学生の姿には、大学生
活4年間の成果が凝縮され
ており、一人ひとりの成長
を目の当たりにすることが
できました。

鴨々川ノスタルジアに参加しました
平成28年９月30日から10月２日までの３日間、今年で３回目となる「鴨々川ノスタ

ルジア」（実行委員長：石川圭子様（鴨々堂））が開催され、社会学部の学生が参加し
ました。初日は、新善光寺で行われた「現代版羅生門」の朗読イベントで、社会学部
の狩野智滉君（２年）と櫻田悠太君（２年）が朗読の内容を演じるパフォーマンスに
参加しました。中島咲里さん（２年）は、名所を巡るガイドツアーのガイド役として、
事前講習から参加し、イベントが終了した後も継続的に関わっています。また、本学
短期大学部保育科の学生も、昔遊び体験に参加しました。

このイベントは、札幌の歴史や文化を地域の暮らしの中から見出し、愉しみながら
記録・保存・発展させていこうとする目的で企画され、北海道・札幌開拓にゆかりの
深い真宗大谷派（東本願寺）札幌別院も実行委員会に加わっています。今後も継続的
に参加する予定です。 名所を巡るガイドツアーの様子

まちけんによる「ふゆまつり」



平成28年度 後期
ピックアップレポート 秋・冬
保育科

    8

こどものための作品展（１/３１～２/５）
保育科の美術の授業で制作した木や布のおもちゃ、大型遊具、絵本、絵

画など200点ほどを札幌資料館ギャラリーに展示しました。６日間の会期
中、制作者の学生が交代で会場当番をします。訪れた親子連れから自分の
作品に注目してもらったり、作ったおもちゃで遊んでもらう事は、制作の
苦労が報われる大きな喜びとなります。

授業では木材や羊毛・陶芸粘土などの自然素材、布や紙などの子どもに
も優しい素材を多く使い制作しています。工業製品があふれ、手作りしな
くても生活に不自由しない今の時代にこそ、自然素材を生かす技術を覚え
ることや、自分の手で作って身近な人に楽しんでもらうという行為はとて
も大切なことと考え、これからも保育科の美術の授業で大事にしていきた
いと思います。（授業担当教員／清水郁太郎）

親子体操・ダンス発表会（2年 10/15）
2年生が授業で取り組んだ親子体操と

子どものための創作ダンスの選抜グルー
プが、市内の親子サークルと協力し、発表
を行いました。

キッズフェスティバル（1・2年 10/22）
大学祭で子どもの遊びのコーナーを保

育科同窓会と共同で開催しました。人形
劇・器楽サークルの公演などで、たくさん
の子どもたちに楽しんでもらいました。

特別講義「身体表現」（2年 11/11）
子どもの身体表現、体の仕組みを実践

的に学びました。グループの即興で、思
わぬよい表現ができて歓声が湧いていま
した。

専攻科修了論文発表会（専1・2年 1/24）
専攻科2年生が「保育雑誌」や「デジタ

ル絵本」の研究など、保育に関わるテーマ
を自ら設定し、研究の成果をスライドで
発表しました。専攻科1年生からの積極
的な質問もありました。

オープンキャンパス・ふゆまつり（1・2年 1/28）
同イベントで2年生が保育科の特徴的

な科目「特別研究」の成果発表をしまし
た。「美術」と「運動」は雪像づくりと当日
の雪遊び、「自然」は畑で育てた小豆でま
んじゅうを作り提供しました。

オープンキャンパス・ふゆまつり（1・2年 1/28）
特別研究「音楽」の学生は子どもたちに

親しみのある曲を器楽や合奏で演奏しま
した。白雪姫の劇も歌唱を交えて披露し
ました。1年生はオープンキャンパスの
スタッフとして活躍しました。

特別講義「伝承遊び」（2年 1/27）
指導団体の遊び名人の方から、竹馬、コ

マ回し、けん玉、お手玉、割り竹、輪回し、
竹とんぼなどの伝承遊びを教えていただ
きました。

就職活動報告会（1・2年 1/31）
卒業を控えた15名の学生が、1年生に対

して各自の就職活動について報告しまし
た。個別相談も行い、内容の濃い報告会
になりました。

こどものための作品展
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きらり! おおたに 〜学生の活躍〜

第10回 横浜国際音楽コンクール
管楽器部門 大学の部

【第3位】　天内 芽生さん（音楽学科管弦打楽コース4年 オーボエ専攻）

日本ピアノ教育連盟 
ピアノオーディション D部門
【 地区優秀賞】 

三本木 力哉さん（音楽学科ピアノコース1年）

札幌市民芸術祭新人音楽会
【 札幌市民芸術祭大賞】 

ピアノ部門 鈴木 詩音さん（音楽学科ピアノコース4年）

【 札幌市民芸術祭奨励賞】 
作曲部門 鈴木 雅史さん（音楽学科作曲コース3年） 
管弦打楽部門 工藤 僚さん（音楽学科研究生 打楽器専攻） 
ピアノ部門 吉田 朝子さん（音楽学科ピアノコース卒業生）

第21回  
TIAA全日本作曲家コンクール* ソロ部門 

【 奨励賞】 「6音音階による組曲」 
作曲部門 鈴木 雅史さん（音楽学科作曲コース3年）

＊ 第21回 TIAA 全日本作曲家コンクールについて：有能な作曲家を発掘し、もって音楽文化の
発展、向上に寄与することを目的として開催している。

第31回  
全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
木管部門大学生の部 

【 奨励賞】 
三澤 のどかさん（音楽学科管弦打楽コース3年 クラリネット専攻）

第26回 日本クラシック音楽コンクール
テューバ大学部門 

【4位】 金子 慎一郎さん （音楽学科管弦打楽コース4年 テューバ専攻）

第33回 JPTAピアノ・オーディション D部門 
【奨励賞】 藤村 美里さん（音楽学科ピアノコース 2年）

第20回 北海道ショパン学生ピアノコンクール 
大学生の部 

【銅賞】 道端 玲音さん（音楽学科 ピアノコース 1年）

CCMC2017* 公募作品 
【 入選】 「refusion −再融合」  

鈴木 慎哉さん（音楽学科作曲コース 3年）
＊  CCMC（Contemporary Computer Music Concert）について：音楽を通じた日仏の交流を目

指して設立されたもので、日仏音楽家の電子音響音楽の上演、若手音楽家育成のためのコ
ンクールなどを毎年行っている。

アジア・ユース・オーケストラ* 2016 
ヴァイオリンオーディション合格
白取 絵里子さん（音楽学科管弦打楽コース4年 ヴァイオリン専攻）

20 16年7月16日〜8月31日 
香港、天津、北京、上海、シンガポール、ハノイ、台北、嘉義、名古屋、綾瀬、
東京（11都市17公演）

＊ アジア・ユース・オーケストラについて：アジア初のプレ・プロフェッショナルオーケストラ
であり、著名な指揮者やソリストとの海外演奏旅行などができるオーケストラ。各地で行
われるオーディションに合格し、このツアーに参加できる。

DOTMOV FESTIVAL 2016

優秀作品選出
「 Filter」 宮嶋 風花さん（ 美術学科メディアアートコース 写真・映像分野3年）

世界中から作品募集を行ったデジタル・フィルム・フェスティバルで、今年
で14回目の開催となります。「投影」をテーマにしたこのアニメーション
作品は海外でも上映されたほか、新千歳空港国際アニメーション映画祭で
も上映されました。

札幌デザインウィーク2016で 
マスキングテープを販売

笹木 志穂さん
（ 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）

HOKKAIDO FLOWERS：
札幌駅前通地下歩行空間を中心に行われる札幌デザインウィーク2016で
本学学生のデザインしたマスキングテープが販売されました。北海道で見
ることが出来る四季折々の美しい花を、温かみのあるアナログ描画の雰囲
気でイラストレーションした作品です。

第58回 学生美術全道展

【北海道新聞社賞】
「紫幹翠葉」 加藤 愛子さん（美術学科絵画コース 日本画分野4年）



    10

〜学生の活躍〜 きらり! おおたに

【北海道美術協会賞】 〈油彩部門〉  

「巡（めぐる）」  
磯崎 瑞恵さん（美術学科絵画コース油彩分野4年）

【新人賞】 〈油彩部門〉  

「瓦礫」 松原 明季美さん（美術学科絵画コース2年）

【佳作賞】 〈日本画部門〉  

「黄昏出現図」
橘 つづりさん

（ 美術学科絵画コース 
日本画分野4年）

第91回 道展
【佳作賞】 〈油彩部門〉  

「passage」 市川 美緒さん 
（美術学科絵画コース油彩分野4年）

「箝口」 嶋﨑 由真さん
（美術学科絵画コース油彩分野3年）

「午後3時に公園で」 永川 奈美さん（専攻科美術専攻卒業生）
「vitale」 大山 莉奈さん（美術学科卒業生）
「秋天のかなた」 折目 桃子さん（専攻科美術専攻卒業生）

【会友賞】 〈油彩部門〉  
「鏡の中の果樹園」 佐藤 綾香さん（専攻科美術専攻卒業生）

【入選】
〈日本画部門〉  

加藤 愛子さん（美術学科絵画コース日本画分野4年）

栗林 芽以さん（美術学科絵画コース日本画分野4年）

橘 つづりさん（美術学科絵画コース日本画分野4年）

田丸 夏実さん（美術学科絵画コース日本画分野4年）

久村 芽生さん（美術学科絵画コース日本画分野4年）

平川 静さん（美術学科絵画コース日本画分野4年）

本間 紀泉さん（美術学科絵画コース日本画分野4年）

若狭 大雅さん（美術学科絵画コース日本画分野4年）

上杉 かほりさん（専攻科美術専攻卒業生）

佐々木 美加さん（美術学科卒業生）

〈油彩部門〉  
池畑 有紗さん（美術学科絵画コース油彩分野4年）

磯崎 瑞恵さん（美術学科絵画コース日本画彩分野4年）

市川 美緒さん（美術学科絵画コース油彩分野4年）

前田 有優花さん（美術学科絵画コース油彩分野4年）

浅窪 しおりさん（美術学科絵画コース油彩分野3年）

嶋﨑 由真さん（美術学科絵画コース油彩分野3年）

竹田 茜さん（美術学科絵画コース油彩分野3年）

松岡 奈々美さん（美術学科絵画コース油彩分野3年）

犬塚 春香さん（美術学科絵画コース2年）

小澤 桃子さん（美術学科絵画コース2年）

兼平 瑞姫さん（美術学科絵画コース2年）

後藤 寧々さん（美術学科絵画コース2年）

佐藤 美緒さん（美術学科絵画コース2年）

髙岡 優香さん（美術学科絵画コース2年）

春木 ひなたさん（美術学科絵画コース2年）

松原 明季美さん（美術学科絵画コース2年）

茂木 怜成さん（美術学科絵画コース2年）

遊佐 あさひさん（美術学科絵画コース2年）

小野寺 弘実さん（美術学科造形表現領域1年）

石野 沙羅さん（美術学科卒業生）

馬継 幸恵さん（専攻科美術専攻卒業生）

永川 奈美さん（専攻科美術専攻卒業生）

大山 莉奈さん（美術学科卒業生）

折目 桃子さん（専攻科美術専攻卒業生）

佐藤 茜さん（美術学科卒業生）

松田 由姫穂さん（美術学科卒業生）

森谷 有沙さん（専攻科美術専攻卒業生）

渡辺 泰子さん（専攻科美術専攻卒業生）

〈版画部門〉  
湯川 瑛二さん（美術学科卒業生）

〈彫刻部門〉  
江田 恭平さん（美術学科立体コース立体分野3年）

品田 大輝さん（美術学科立体コース立体分野3年）

原 健太さん（美術学科立体コース2年）

中駄 莉菜さん（美術学科メディア表現領域1年）

図書館標語・ポスター2016
図書館利用促進を目的に、読書と図書館に関する思いや考えを新鮮な切り口で
表現した標語を本学学内で公募した「図書館標語・ポスター2016」入賞作品が、
実行委員会の選考により決定しました。

図書館標語2016入賞
入選  私の心、めくる場所。図書館。 

（保育科1年　吉村 美春さん）

次点  ほんの ひととき ほんとの ひといき 
（地域社会学科1年　中道 琴子さん）

佳作  さあ 本の森へ． 
今日は何に出会うかな？ 

（美術学科4年　前田 有優花さん）

図書館ポスター2016入賞
金賞  安藤 綾音さん （美術学科2年）

銀賞  中島 咲里さん （地域社会学科2年）

銅賞  山崎 亜紗乃さん （美術学科3年） 金賞入賞作品

硬式野球部
大会成績
平成28年度札幌学生野球連盟

〇 札幌学生野球秋季2部リーグ　7勝3敗　優勝 
1・2部入れ替え戦　0勝2敗　2部残留

〇 秋季2部リーグ表彰者 
◆最優秀選手賞　伊藤 太郎捕手（地域社会学科 4年） 
◆ 優秀投手賞・ベストナイン　 

髙橋 大樹投手（地域社会学科 3年）　4勝1敗 防）1.575
〇 平成28年度年間表彰者 

札幌学生野球連盟 
◆功労賞　大石 彩稀（地域社会学科 4年） 
◆功労賞　磯野 草夏（保育科 2年） 
◆年間最多勝利投手賞　髙橋 大樹投手（8勝）（地域社会学科 3年）

 男子サッカー部
◆ 北海道学生サッカーリーグ 2部 

リーグ戦 　5勝7敗2分　5位　2部残留

◆ 4年間全試合出場　村上 一哉（地域社会学科 4年） 
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進路支援
学びを活かして仕事に就きます

芸術学部 
音楽学科 
管弦打楽コース4年

佐藤 春奈
内定先： 
中学校教諭（音楽） 

［北海道］

諦めない心
私は教員採用試験に合格し、4月から公立の中学校教員として勤務することになりました。小学生の

頃から音楽に関わる仕事がしたいと思っていましたが、教師を目指そうと決めたのは中学生の時です。
高校から親元を離れ音楽の勉強をしてきましたが、自分が何をしたいのかわからなくなってしまった

時期があり、初めて将来について真剣に考えたことがありました。考えた結果やはり私は教員になりた
いと思い、きちんと勉強し始めたのは大学生になってからです。

予備校にも通い、とにかく勉強が大変で両立が難しく、途中で諦めてしまおうかと思うほど苦しい時
もありました。

ですが、教員を目指す私のわがままに応えてくれて支えてくれた親に恩返しをしなければと、途中で
諦めることは決してありませんでした。諦めず結果に繋げることができた経験を通して、努力が報われ
る日は来るのだと深く感じました。

ここからまた新しいスタート地点として、常に学び続けていく教師を目指して行こうと思います。

芸術学部  
美術学科 
絵画コース4年

藤田 美里
内定先：航空自衛隊

就職活動を終えて
私は、航空自衛隊に入隊することになりました。４年の春には教育実習があったこともあり、３年の

夏休みの段階から就職活動をはじめ、当初は就職活動をしながら自分のやりたい職業を見つけようと考
えていました。そして、教育実習が終わり内定を頂いて一段落した６月に、本当にやりたいことが何か
を改めて考え、人のために尽くす仕事がしたいと思い、昔から憧れのあった航空自衛隊を受験すること
を決めました。進路選択は最初から最後まで悩みましたが、最後は自分が納得する形で終われたのでよ
かったです。

私が就職活動を通して感じたことは、教職課程や美術を学んできた事は美術系の企業はもちろん一般
企業等の就職活動に於いても強みになったという事です。私の選んだ道は大学で学んだ事を直接活かす
道ではありませんが、入隊後は様々な経験を積み重ねていきながら、制作も続けていきたいと思います。

社会学部 
地域社会学科4年

村上 一哉
内定先： 
ほくでんサービス 
株式会社

すべての経験が力に
私は北海道電力グループのほくでんサービス株式会社より内定を頂きました。生活には欠かせない電

気という資源をサービスとして提供することで、地域に貢献していきたいと考えています。
大学では、社会調査やフィールドワークを通じて、調査対象のニーズを見極め、解決策を考察するノ

ウハウを学んできました。またボランティア活動では、幅広い年代の方々と出会う中で、自分とは違っ
た価値観と触れ合うことができ、自身を多角的に見つめなおす機会を多く得られました。こういった経
験が、就職活動でも大きく活かされたと自負しています。

また、この春から私は、ほくでんサービス株式会社の一員となりますが、社会人となってからも大学
での学びを大いに活かしていきたいと思います。

これまでご協力してくださった社会学部の先生方、学生支援課の方々、そして家族や友人にこの場を
お借りしてお礼申し上げたいと思います。ありがとうございました！

短期大学部 
保育科2年

角野 そのか
内定先： 
札幌市職員（保育士）

豊富な環境で多くの経験を
私は札幌市から内定をいただき、公務員保育士として春から働かせていただきます。
公務員保育士は保育園だけではなく児童相談所や支援センターと働く場所が様々あり、どこに配属さ

れるかはまだわかりませんが働く環境が多くある分、より多くの経験を積むことが出来、自分自身より
一層成長していけるだろうという期待を強く抱いています。

公務員試験では専門科目と必修科目だけでは補えない教養試験がありました。試験前にはぷりてぃ劇
場や実習と大忙しで勉強に集中出来ず、不安もありましたが、最後まで諦めず目標に向かって進むこと
が出来て良かったと思います。面接では何が正解かではなく、自分の考えを自分の言葉で相手にどれだ
け伝えられるかが大切だと思いました。先生方も面接練習に付き合ってくれたりアドバイスをくれたり
ととても心の支えとなりました。

4月からは市の職員としてより多くの人の暮らしを支えていけるよう精一杯頑張っていきたいと思い
ます。

短期大学部 
保育科2年

三浦 夕奈
内定先： 
学校法人坂本学園　
大地太陽幼稚園

相談することで道が拓けました
私は幼稚園教諭として内定をいただきました。２年生の前期は進学か就職か迷っていたのですが、実

習を通して現場でのやりがいを感じたり、先生や子ども達の優しさに触れたりするうちに、就職をした
いという気持ちが強くなりました。その実習の最中に、興味を持っていた幼稚園の求人が来ていると担
任の先生から連絡が来たことも、就職を決めた理由でした。また、実際に足を運んで園を見学したことで、
幼稚園の魅力を自分の目で確かめ、理解も深まりました。今となっては一人で抱え込まず、先生方や友
人に相談していて良かったなと感じ、感謝しています。

この園で働きたいという意思が固まってからは、面接や実技の試験に向けて自分はどんな保育者にな
りたいのかなどを改めて考え、自分を客観的に見つめ直すことでより一層保育に対する思いが強くなっ
たように思えます。

これらの思いを忘れずに、春からは子ども達と一緒に成長できるような先生になりたいです。
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芸術学部 音楽学科

音楽教室講師  
（株）北海道教育楽器

音楽療法士  
（福）帯広福祉協会
（一社）音楽セラピー樹音
（福）麦の子会
（福）カナンの園
厚別老人保健施設ディ・グリューネン

音楽教員  
公立中学校
旭川龍谷高等学校

民間企業  
（株）フーレイ
（株）ツルハ
（株）ジョンソンホームズ
（株）アルファベット パステル
千代田サービス販売（株）

（株）ロゴスホーム
（株）城山
トヨタカローラ札幌（株）
恵庭開発（株）

（株）ドン・キホーテ
（有）ジャンクテリア
（株）ベネッセスタイルケア
（福）わらしべ会

芸術学部 美術学科

美術教諭  
幕別町立札内東中学校（臨時）

デザイン職  
ダイアモンドヘッド（株）
トランスコスモス（株）

（株）魚長食品
ひまわり印刷（株）
極東高分子（株）
 （株）ヴァンガード

アニメーター  
（株）MAPPA

広告代理店の営業等  
（株）イザ

カメラマン  
（有）パイナップル・アソシエイツ

インテリアコーディネーター  
（株）ロゴスホーム

民間企業  
（株）テクノプロ
苫小牧信用金庫

（株）工房
（株）もりもと
明治安田生命保険相互会社

（株）ジェイアイエヌ 
日本郵政（株）

（株）お教室運営
（株）ホーム企画

公務員  
航空自衛隊
陸上自衛隊

社会学部 地域社会学科

金融・保険  
東京海上日動火災保険（株）　

（株）北海道銀行　
（株）JCB　
小樽信用金庫
北央信用組合
日本郵便（株）

（株）ニッセンレンエスコート【2名】

中道リース（株）
エネルギー  

北海道エア・ウォーター（株）
北ガスフレアスト南（株）
ほくでんサービス（株）

運輸・旅客  
ANA 新千歳空港（株）
北海道旅客鉄道（株）（JR 北海道）
日本貨物鉄道（株）（JR 貨物）【2名】

（株）エース
共通運送（株）

メディア  
（株）ライズプランニング（TV 制作）
（株）オーテック（映像制作）

教育・福祉  
（株）れんせい
（株）札幌進学プラザ
（福）北ひろしま福祉会

卸売・小売  
北海道マツダ販売（株）　
ネッツトヨタ札幌（株）　
佐藤水産（株）　
北一ミート（株）

（株）サッポロドラッグストアー
北海道キヨスク（株）

（株）福原（アークスグループ）
日本観光商事（株）

（株）とんでん
メーカー・設備  

石垣電材（株）
（株）日弘ヒーティング
（株）川本第一製作所
日本製紙北海道紙工

不動産  
（株）エイブル
（株）レオパレス21

情報・通信  
トランスコスモス（株）

（株）エイチ・アイ・ディ　

短期大学部 保育科

幼稚園  

札幌市内������������ 22名
道内（札幌市以外） ��������� 9名

（学）養和学園 
（学）長岡学園 清田幼稚園
（学）小樽龍谷学園 小樽幼稚園
（学）聖公会北海道学園 聖ミカエル幼稚園
（学）市村学園 芦別みどり幼稚園
（学）日本メノナイト学園 中標津愛光幼稚園
（学）松本学園 よいこのくに幼稚園
（学）聖徳学園 なかのしま幼稚園
（学）北広島竜谷学園 広島幼稚園
（学）西野学園【2名】 
（学）ふしこ学園 ふしこ幼稚園【2名】
（学）豊川学園 
（学）育英学園 手稲育英幼稚園
（学）札幌学園 真駒内幼稚園
（学）高陽学園 百合が原幼稚園
（学）江別大谷学園 江別大谷幼稚園
（学）育英学園 新琴似育英幼稚園【2名】
（学）石田学園 美しが丘幼稚園
（学）創成学園 そうせい幼稚園
（学）大関学園 北栄幼稚園
（学）旭川カトリック学園 天使幼稚園
（学）三浦学園 さわらび幼稚園【2名】
（学）札幌白ゆり学園 札幌白ゆり幼稚園
（学）愛基学園 札幌円山幼稚園
（学）坂本学園 大地太陽幼稚園
（学）札幌昭和学園 札幌若葉幼稚園
（学）広島大谷学園 広島大谷幼稚園

保育所  

札幌市内������� 20名（公務員2名含む）

道内（札幌市以外） ��� 7名（公務員4名含む）

札幌市公務員（保育士）【2名】 
江別市公務員（保育士） 
北見市公務員（保育士） 
小樽市公務員（保育士）【2名】 

（福）札幌みどり福祉会 三和新琴似保育園
（福）大藤福祉会 屯田大藤保育園

（福）星光福祉会 北の星東札幌保育園【2名】
（福）幸友福祉会 北栄みどり保育園【2名】
（福）いずみ福祉会 北栄マスカット保育園
（福）慧誠会 
（福）光星子どもの家福祉会 光星はとポッポ保育園
（福）救世軍社会事業団 救世軍桑園保育所
旭川赤十字病院 病院内保育園

（福）大石福祉会 苗穂保育園
（福）光の園 発寒ひかり保育園
（福）大藤福祉会 手稲やまなみ保育園
（福）札幌黎明福祉会 幌北ゆりかご保育園
（福）星光福祉会 北の星白石保育園
（福）札幌東勤労者医療福祉協会 勤医協ぽぷら保育園
日本赤十字社 小樽保育所

（福）札幌稲勝会 前田保育園
（福）札幌慈恵会 啓明ともいき保育園
（福）札幌さより会 さより第二保育園

認定こども園  

札幌市内������������ 14名
道内（札幌市以外） ��������� 9名

（学）北海道キリスト教学園 ひばりが丘明星幼稚園【2名】
（福）陽光福祉会 南線光の子保育園
（学）北海大谷学園 
（学）あけぼの学園 認定こども園あけぼの
（学）高陽学園 認定こども園ミナクル幼稚園【2名】
（学）清明学園【8名】 
（福）北見福祉会 
（学）宝誠学園 認定こども園別海くるみ幼稚園
（福）知進会 おおあさ認定こども園
（学）北見光華学園 認定こども園北見北光幼稚園
（学）北邦学園【2名】 
（学）大藤学園 新さっぽろ幼稚園・保育園
（学）幌北学園 認定こども園こうほく
（福）高陽福祉会 認定こども園当別夢の国幼稚園

施設・その他  

札幌市内������������� 6名

（株）北海道銀行 
（公財）さっぽろ青少年女性活動協会 【2名】
（福）常徳会 児童養護施設興正学園
（福）麦の子会 
（福）はるにれの里 

進路支援
就職決定状況報告
平成28年度卒業予定者について、2月22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28年度就職決定状況一覧 平成29年2月22日現在

学科
内訳

大 学 短 大
総合計

音楽学科 美術学科 地域社会学科 合計 保育科 合計

A 卒業・修了予定者数（前期卒業者含む） 64 57 43 164 106 106 270 
B 就職希望者数 40 47 42 129 95 95 224 
C 就職決定者数 23 23 42 88 87 87 175 
C/B 内定率（就職率）％ 57.5% 48.9% 100% 68.2% 91.6% 91.6% 78.1%
D 未決定者数 17 24 0 41 8 8 49 
E 　進学予定者数 13 3 0 16 9 9 25 

内

訳

専攻科進学 0 0 0 0 7 7 7 
併設大学編入学 0 0 0 0 1 1 1 
研究生 8 1 0 9 0 0 9 
留学 1 0 0 1 0 0 1 
他大学編入学 0 0 0 0 1 1 1 
大学院進学 4 1 0 5 0 0 5 
専門学校進学 0 1 0 1 0 0 1 
その他 0 0 0 0 0 0 0 

F その他進路希望者数 9 3 1 13 2 2 15 

内

訳

芸術活動を続ける 1 2 0 3 0 0 3 
次年度も教員・公務員受験予定 0 0 0 0 0 0 0 
次年度も音楽教室講師受験予定 0 0 0 0 0 0 0 
アルバイト 2 0 0 2 2 2 4 
その他・家事手伝い 6 1 1 8 0 0 8 

（C+E+F）/A 進路決定率％ 70.3% 50.9% 100% 71.3% 92.5% 92.5% 79.6%

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います。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受付しています。どうぞお気軽に事務局担当窓口までお越しください。
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お知らせ

音楽学科 准教授　高田 由利子先生のオススメ 美術学科 講師　小町谷 圭先生のオススメ

『試行錯誤に漂う』
著　者：保坂　和志
出版社：みすず書房

『Anarchive n°5 - FUJIKO NAKAYA　中谷 芙二子　 
FOG 霧 BROUILLARD』

“ 試行錯誤 ”は私が好きな言葉の一つでもある。自分にも学生にも、何かの対象（人でも
作品でもなんでも）と真剣に向き合う時には、既存の知識や学識に頼らず、己の感性を信
じて失敗を恐れずに試してみることを課している。本著は芸術の作品がもつ意味や表現
者としての直感の重要性などが思うままに綴られているが、精神分析の創始者「フロイト」
の解釈に目がとまった。筆者にとってフロイトとの出会いは新潮文庫の「精神分析入門

（上下）」（これもお薦め）であったが、思春期にリビドーなどの性欲理論はあまりにも抵
抗があり目を背けた。また、治療哲学を問われると決まってフロイディアンではなく“ロ
ジャリアン”（人間性心理学を提唱したカール・ロジャース派）と答えた。しかし40歳を過
ぎ、人生の折り返しについて再考するとき、やはりフロイトの存在が意識に上がってくる。
保坂氏がフロイトの無意識理論を小説の世界へと置き換えていく作業は圧巻である。

北海道、札幌生まれのアーティスト、中谷芙二子の全容に迫った初のドキュメント集。
画家として活動の後、芸術を通じ科学技術の本来的な性質や方向性を検証する活動を行っ
てきたE.A.Tのメンバーとともに、70年の大阪万博「ペプシ館」のデザインチームに加わり、
パビリオン全体を人工霧で覆う大規模な作品を発表。またゲリラ・テレビジョンの翻訳
を手掛け、ビデオアートの日本での先駆的な取り組みも行ってきた作者のテキストやド
ローイング、霧の彫刻作品など、アートと科学・技術を横断しながら独創に満ちた活動が
紹介されている。Anarchiveは、コンテンポラリー・アートのデジタル・アーカイブシリー
ズで、本巻は第5番目となる。シリーズ最新巻「Anarchive 6 Masaki Fujihata」は、作家自身
がアーカイブの作成に関わったデジタルアーカイヴの概念自体を問うたデザインとなっ
ていて、特別なアプリを用いることで書籍との新たな関わり方が提示されており、こち
らも必見です。

地域社会学科 准教授　石川 希美先生のオススメ 保育科 教授　横田 由紀子先生のオススメ

『ききりんご紀行』
著　者：谷村志穂
出版社：集英社

『 占領下の児童出版物と
GHQの検閲 ｰゴードン　
W.プランゲ文庫に探るｰ』

著　者：谷　暎子
出版社：共同文化社

りんごに目がない私にとって、このタイトルを見過ごすことはできませんでした。青
森に行ったときにはジュースやシードルの飲み比べに始まり、商店のバラ売りりんごを
一つずつ買ってみるという「りんご尽くし」の旅をしていたほどです。

この本は27の小編で構成されていて、りんごの種類が多数登場することはもちろんで
すが、りんご研究所の方やりんご農家さんといったその道のプロのお話、アップルパイ
や英アップル・レコードや米アップル社など、りんごにまつわる話題は多岐にわたります。
中でも、日本で最初にりんごが栽培されたのは北海道七飯町であること、そして蜜入り
りんごの蜜は、りんごにかかる低温などのストレスによってできることは驚きでした。

読みすすめていくうちに、りんごと関わる方たちは皆さん丁寧に愛情をこめて向き合っ
ている人達だということが、じんわり伝わってきます。そして、無性にりんごが食べたく
なることうけあいです。

第二次世界大戦後の占領下の日本は、長い間児童文学・児童文化の「空白期」と言われ
てきた。しかし、そうではなく、占領下で約8000タイトルの児童書、37都道府県で約375
もの児童雑誌、43都道府県で約292もの児童新聞が発行されていたのであった。このよ
うに、全国各地で多様で多量な児童出版物が刊行されたのは、児童文学・文化史上初めて
のことであった。

しかし、占領下の出版活動は、言論の自由と統制という矛盾のなかで展開されていた。
この児童出版物の検閲について、長い間地道な研究を続け、その成果をまとめたものが、
谷暎子氏のこの本である。検閲というと難しく思われるが、具体的な資料をもとに書か
れていて興味深く読むことができる。戦後の日本の児童出版物に、検閲の名の下で何が
起きていたのか。ぜひ、読んでいただきたい本である。

教員オススメの BOOK ※ これらの書籍・DVDは 
本学図書館に所蔵しています。

第48回大学祭「橙丹祭」

今年の札幌大谷大学・札幌大谷大学短期
大学部大学祭「橙丹祭」は10月22日 ( 土 )
～23日 ( 日 ) で開催され、2日間で昨年よ
りも280名多い1,091名の方にお越しい
ただきました。
今年のテーマは「MIX ！～旬の大谷炊き
込みご飯～」で「Otani Music Festival」

「キッズフェスティバル」や「アニメシ
ンポジウム」など各学科の特色を混ぜ合
わせた大学祭となりました。最終日には
ゲストの『インパルス』さんと『すずら
ん』さんをお迎えしたお笑いライブがあ
り、大盛況のうちに終了いたしました。

第６回札幌大谷音楽コンクール実施報告

札幌大谷学園創立100周年を記念して創設されたこのコンクールも第６
回目を迎え、今回からは毎年開催として実施されることになりました。
札幌市にある４つの楽器店の店名を冠した副賞を設けたほか、これまで
のテープ審査による予選を廃止する等、新しい試みを導入した結果、例
年よりもはるかに多い約60名の参加者を獲得することができました。
 （札幌大谷音楽コンクール実行委員長　千葉潤）
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  4月  
 3日 新入生対象事前オリエンテーション
 3日 前期授業開講（短大保育科2年のみ）
 4日 入学式
 5・6日 オリエンテーション
 7日 前期授業開講（短大保育科2年以外）
 8日  教職課程履修希望者対象

オリエンテーション（大学）
 15日・22日 健康診断

  5月  
 1日 臨時休業日
 2日 開学記念日
 6日 臨時休業日（大学）
 19日 花まつり
 下旬 学生総会

  7月  
 下旬 前期補講期間

  8月  
 3日 前期終講日
 13日 学校閉鎖（～16日）（※）

  9月  
 上旬 集中講義期間
 9日 後期授業開講（大学のみ）
 11日  後期授業開講

（短大保育科1年、専攻科のみ）
 19日 後期授業開講（短大保育科2年のみ）
 下旬 スタートアップ学科別ガイダンス

  10月  
 7日 保護者懇談会（札幌）
 7・8日  橙丹祭（大学祭）
 24日 別院報恩講・大学報恩講
 中旬～下旬 保護者懇談会（地方）

  12月  
 下旬 集中講義期間・後期補講期間
 29日 学校閉鎖（～1月3日）（※）

  1月  
 5日 後期授業再開
 下旬  大学生対象進路別企業研究フェア

短大生対象就職フェア
後期補講期間
後期定期試験

 29日 後期終講日

  3月  
 10日 学位記・修了証書授与式

（※）学校閉鎖期間は校舎の利用はできません。

平成29年度の全学行事予定音楽×美術×地域社会 3学科共同
伏古ふれあい祭りで「玉ちゃんアイス」のPR
東区の地域活性化活動として、平成26年から続く
伏古商店街とのコラボレーション。
今年は、伏古ふれあい祭りに参加して、昨年商品化
された「玉ちゃんアイス」の普及活動を行いました。

●玉ちゃんオリジナルソングの制作
作詞： 蝦名佑美・小林三奈・佐藤美桜・澤田有李

（いずれも地域社会学科1年）
作曲：佐藤怜奈（音楽学科作曲コース2年）
映像： 飯野美由紀

（美術学科メディアデザインコース 情報デザイン分野3年）
素材イラスト：
小沼紗英・中野真琴

（いずれも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3年）

● うちわの色塗りワークショップ（美術学科）

● ｢玉ちゃんアイス｣に関するアンケート調査・分析
山下俊・山本将武（いずれも地域社会学科４年）

玉ちゃん
昨年作られた伏古商店街のイメージキャラクター　
美術学科メディアデザインコースの卒業生 安藤優美花さんがデザインしました。

連携協力協定を締結しました
音楽を通じた地域・文化・教育の発展のために、今後もより一層の交流推進を図ります。

 札幌交響楽団 （平成28年 3月 1日 締結）
 札幌コンサートホール （平成28年11月10日 締結）
 札幌音楽家協議会 （平成29年 2月 9日 締結）

教育後援会からのお知らせ
平成29年度教育後援会総会
本学教育後援会は毎年4月に定期総会を開催しております。会員の皆様が集まる貴重な機会となり
ますので、多数ご出席くださいますようご案内申しあげます。 （教育後援会会長　齊藤 香織）

日 時 平成29年4月4日（火）14：35（※） 場 所 大谷記念ホール

議 案 １ 役員選出
２ 平成28年度事業実施・収支決算報告
３ 監査報告　

４ 平成29年度事業計画・収支予算案
５  その他  ⑴ 平成28年度就職状況について

⑵ 保護者懇談会について

※入学式終了後の開催のため、開始時間が前後する場合があります。

札幌大谷大学紀要第47号（平成29年3月刊行予定）

執 筆 者 所 属 タ イ ト ル

論

文

1 巌城孝憲 学長 教行信証における涅槃経の研究（続々）

2 千葉潤 音楽学科 エディソン・デニーソフ《死は永き眠り》における変奏技法の諸特徴

3 関谷正子・磯田公子 音楽学科 受動的音楽療法によるストレス軽減効果の検討

4 谷本聡子 音楽学科 演奏法の口頭伝承と伝統～ハンガリー音楽教育との対話～

5 下濱晶子 美術学科 日本の伝統工芸と絵画の鑑賞と指導 -アクティブラーニングを使って

6 堀じゅん子 美術学科
イラストレーションとナラティブ及び時間軸の関係
メディア表現の基礎演習と応用のために

7 松隈康夫・藤本和彦 美術学科 共同制作による空間造形の考察

8 島名毅・森雅人・小山隼平 美術学科 異なる分野協力による地域貢献事業の実践 - 伏古ふれあい祭りを例に

9
鳥宮尚道・川口浩・松村繁・
山川真一・佐々木剛

美術学科 絵画指導における学生の理解度に関する一考察

10 平岡祥孝 地域社会学科 生乳クォータ制度廃止以降のEU 酪農部門の現状分析

11 森雅人 地域社会学科 離島の文化とその活用

12 荒井眞一・勝谷友一・酒井義信 地域社会学科 アクティブ・ラーニングにおける能力論とその源流

13 清水郁太郎 保育科 幼児の木材を使った制作について

14
秋山ゆみ子・星信子・
大澤亜里・大西道子

保育科 実習事前指導としての指導実習 - 実習力アップに焦点をあてて-

15 大澤亜里・星信子・秋山ゆみ子 保育科 子どもを理解し言葉の発達を支える保育者の養成

16 鈴木ゆみこ 保育科
幼保連携型認定こども園の教育・保育・障がい児保育を考える
- 幼保連携型認定こども園教育・保育要領から-

17 砂田眞理子　 保育科 ピアノ初心者の心を開く子供の歌の実用伴奏法

18 竹口敦子・吉村眞由美 保育科 幼児体育における靴教育導入の試み

作品 1 島名毅 美術学科 45°14ʼ24. 0”N147° 51ʼ00. 0”E

伏古商店街と
札幌大谷大学の学生が
共同開発したアイスで、
東区のブランド玉ねぎ

「札幌黄」を
原料としています。



� 教育学者になったきっかけ　社会学部地域社会学科 講師　岡部 敦
カナダ・アルバータ州メディスンハット市のク

レセントハイツ高校の生徒玄関を入ると、たくさ
んの国の国旗に目を奪われる。これは「どの子も同
じ」という意味で、在籍している子どもたち全ての
出身国を表している。カナダは、サラダボウルの国
とか、多文化主義の国とか言われるが、意外と人種
間での差別や偏見はある。特に、先住民族に対する
偏見は、時に教師の言動からも感じることがある。
英語が話せないものはかなり不利益を被ることに
なる。実際に全ての子ども達を平等に扱うのは難
しい。

日本の教育基本法には、「すべて国民は、ひとし
く、その能力に応じた教育を受ける機会を与えら
れなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、
経済的地位又は門地によって、教育上差別されな
い」とあり、これは1947年に制定された旧法からほ
とんど変更されていない。ここで規定される教育
機会均等の原則には、戦前の公教育による過ちを
反省し、教育の力をもって新たな民主的な国家を

建設しようという意図があった。しかし、戦後70年
以上経過した現在においても、まだその原則は完
全には達成されていない。グローバル経済競争の
中で、経済格差が拡大し就学困難な子どもが発生
し、社会的排除の問題が深刻化している。

こうやって、あれこれ考えていると、小学校３年
生の時の自分の被教育体験を思い出す。生まれて
初めて色覚検査を受けた時のことだ。その日は、身
体検査の日で教室では担任の先生が色覚検査を担
当していた。私は、最初の１ページ目のみ識別でき
たが、他のページについては、いろんな色の点の集
まりにしか見えず、「数字があるだろ？」と言われ
ても全く見つけることができなかった。他の生徒
はあっという間に検査を終えていくのに対して、
私は「うーん」とうなるだけで、かなり時間がかかっ
た。担任の言動からかなりイライラしている様子
が見て取れた。とうとう、しびれをきらしたのか、
最終的には「もういい、お前は色弱だ！頭が悪いな
んてもんじゃない！」といわれ、なんとも言えない

絶望感に襲われたのを覚えている。これがきっか
けかどうかはわからないが、その後もその担任か
らは、かなり理不尽な扱いを受けた記憶がある。

極端な事例かもしれないが、現在でも職場、学校、
家庭などで他者の気持ちをうまく考えられずにい
るのではと思われるような問題が生じている。こ
れは個々の子どもたちや大人の問題に限らず、地
域社会のあり方にかなり大きな影響を与えている。

改めて振り返ってみると、あの時の体験は、私が
教育学者になったきっけけではなかっただろうか。

「雪」　芸術学部美術学科 講師　小町谷 圭
12月には50年ぶりとなる積雪を記録した札幌。

毎年、当たり前のように降り積もる雪の季節にも
慣れてきましたが、数年前を振り返れば、目新しく
もどう付き合うべきか、東京に住んでいた時分に
は全くといって見当がつきませんでした。寒冷地
の暮らしとその地で培われる芸術や文化について
知る由もなかった私は、札幌への赴任が決まった際、
学生時代から知っていた中谷宇吉郎の「雪」という
本を手にしました。「雪は天から送られてきた手紙
である」というフレーズで知られる中谷宇吉郎は、
北海道で1932年ころから雪の結晶の研究を始め、
1936年3月12日には北海道大学の低温実験室にて
人工雪の製作に世界で初めて成功し、気象条件と
結晶が形成される過程の関係を研究することで低
温科学に大きな業績を残した人物です。文中には、
雪の素性を知ることが暮らしの支えになるのでは
ないか、そう考えた中谷宇吉郎が謙虚な態度で雪
を知るために基礎研究を行ってきたことが書かれ
ています。読み進める中で赴任前の私にとって文
中には一つ気がかりな内容がありました。それは、
北海道は冬になると無尽蔵に積もる雪の除雪とい
う不毛な作業に明け暮れ、文化的な土壌が耕され
ていないといった中谷の危惧についてでした。

現代の芸術文化は、通史感を持って眺めれば時

代を超えて通底する普遍性が認められる一方、極
めて同時代性を帯びた表現として捉えることがで
き、いわば現代の芸術は新しい時代精神の提示や
問題定義、そして映像やコンピュータなど新しい
技術によって、そうした概念が実験的、先鋭的に
よって顕在化されてきた過程があります。貿易で
栄えた17世紀オランダや、産業革命による経済発
展や都市大改造をなした19世紀のパリで栄えた芸
術文化を見てもわかるように、地域が繁栄するこ
とによって新しい芸術文化が芽吹いてきました。
近代や現代の芸術文化には、都市の近代化やメディ
ア化が必要条件であったと換言することもできる
かもしれません。そうした認識を持っていたためか、
中谷の言葉によって私の中で北海道は文化的な土
壌は肥えることのない貧困なイメージが作られて
いました。

しかし、それは誤った認識だったのかもしれま
せん。私が読んでいた北海道は、考えてみれば昭和
初期当時の様子であり、中谷の研究によって、汽車
のレールや道路の霜柱による被害を防ぐための基
礎研究、プロペラの着氷を溶かすための基礎研究
など現在の北海道の交通網を支え、また体調を壊
してからペチカで室内を暖めガラスとふすまを逆
にした熱のバリアをつくる熱効率の良い寒冷地用

の住居を作り、現在の寒冷地住宅モデルの基礎を
築きました。また農家が発見した知恵を聞き取り、
化学的に解析することで農業の知識集積にも貢献
し、現在の北海道の豊かで都市化した暮らしを支
えていました。中谷宇吉郎は科学者としての側面
だけではなく、最先端の映像機器を用いた科学映
画を製作するなど文化的な関心も高く、日本の現
代芸術に深く寄与しているアーティスト中谷芙二
子を育てた父でもあります。2014年の札幌国際芸
術祭では、芸術として雪の甲板写真や科学映画、ダ
イアグラムなどが再評価され、娘の中谷芙二子の
作品やゆかりある作品群も紹介されました。芸術
祭やデザインの祭典、雪を楽しむ祭典が各地で開
催され、北海道は、都市と自然のあり方を再考する
格好の実験場となってい
ました。

こうした目で外を眺め
てみれば、無尽蔵に降り注
ぐ雪との暮らしも違って
見えてくるのかもしれま
せん。
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