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　私の住んでいる家の近くに大学があります。そ
の大学の構内や、周辺には、街路樹をはじめ多く
の木々があります。
　そこでは、四季折々に多彩な花が咲き、そして
散っていきます。時折、木の実を食べにやってく
る野鳥を観察しながら、自然にうつろう木々の姿
に美しさを感じています。
　毎日眺めていると、不思議に感じ方が違うのに
気がつきます。あたりまえと言えばそうなのです
が、ちょっとしたその日の心持ちによって、見方や
感じ方が変わる自然の魅力を楽しんでいます。
　人の季節感や自然観などは、様々な体験を通し
ながら、時間をかけてゆっくりと形成されていくの
でしょうが、私の場合、毎日のこれらの木々の観察
から受ける感覚が、知らずに「心の仕組み」とし
て、私の自然観や美意識を培っていると思われま
す。
　そんなことを考えていると、ふと学生の頃の体
験を思い出します。
　音楽科で学んでいた私は、初冬のある日、講義
の一環として「自然の音に親しむ」ため、大学校

舎裏手の山に登りました。
　そこでは、ゆったりと時間が流れるなか、モノ
トーンの色調に包まれた光景に強く胸を打たれま
した。それは、幽玄という言葉がピッタリとするく
らい、全ての物は青白く冷徹に輝いていました。
また、そこから聴こえてくる音には、悠久の時を思
わせる響きを感じ、荘厳な雰囲気の中で思わず自
身をふりかえってしまう不思議な体験をしました。
大袈裟な言い方をすると、私は、改めて美を感じ、
新たな思考と発見のある新鮮な自分を感じまし
た。これら人間の存在の根源にまで迫るかのよう
な厳かな自然の音の力に圧倒されたのです。こ
のことは、自然と人間の慈悲深く、血の通った触
れ合いに他ならないと強く確信したものです。
　そうした感じ方がそうさせるのか、あるいは、
歳のせいで感傷的になっているのかわかりませ
んが、最近、私は毎日繰り返される自然の営みに、
自分の人生を重ね合わせ感動を覚えることがあり
ます。
　それは、ひたすらな営みによって描き出される
自然の姿に、あるいは、永遠に続いている時間と

空間の中に、ほんの一瞬「自分という生命」が保
たれていることを感じるからです。
　私にとって、自然から感じる新鮮な感覚や感動
は、ある意味では、自分の過去を見直すのと同じ
ことであり、そして、それは過去の考え、習慣、美
意識などへの回帰体験でもあります。
　いま、私は、毎日の表情も違う木々を慈しみ、そ
ういう感覚を日々紡いでいくことに喜びを感じて
います。

　学生時代を思い返すと、今のように生活の中で
感染対策などの制約が起きることもなく過ごして
いました。医療系の大学にいたので、今も
covid19の対応で追われている先輩や同期もあ
り、心から敬意を表し、感謝を忘れないようにし
たいと思います。
　今回エッセイの依頼を受けて、学生時代を振り
返ると私はいろいろと目標が定まらない学生でし
た。特に目標もなく好きなことばかり。バイトと趣
味に没頭しつつ、学業はうまくやっていた感じで
した。そんな私にも、これまでの人生の中で色々
と転換期がありました。
　まず、20歳の時の実習で障がい児施設へ行っ
た時でした。障がいのある子どもに関わることに
興味があり、選択しました。実際にあれこれやっ
てみても上手くいかず、為す術がなかったことを
覚えています。それを見ていた施設職員からは、
いいよ！よかったよ！と評価されました。上手くい
かないのに、どうしてよかったと言われるのか。
慰められたのかとも思いました。実は、その子は
しゃべることできず、こだわりも強い子でした。慣

れない人には拒絶反応を見せることをその時は
知らずに、関わろうとしていたみたいでした。そ
の後も積極的に関わり続けると、本人から近づい
てくれました。その子の中で、安心できる存在に
なれたんだなと感じた瞬間でした。それから私
は、療育に興味を持ち、実習後もほぼ毎週ボラン
ティアに通い続け、将来は障がいに関する仕事を
しようと思っていました。
　そして、25歳の時、働きながら大学院へ行き、
障がいについて専門的な勉強を重ねていきまし
た。指導を受けていた先生からは、病院での研究
指導を含めいろいろな話を聞きました。しかし、
その先生に病気がみつかり、自分の命が短いこと
を察してか、私のこれからを指導してもらえる先
生を紹介し、道を作ってくれました。そして、私は、
先生の意思を引き継ぐことができる機会があるの
であれば、大学の専門領域として学生指導をしよ
うと思うようになりました。それから、30歳を過ぎ
た頃に御縁があり、大学の教員になりました。
　これまで良いことも悪いこともたくさん経験し
てきました。人とは何か。人生とは何なのか。わ

からないことだらけでいろいろな人に話を聞いて
もらいました。そんな中で、1人の子どものため
に全力を尽くしてみました。楽しいと思ってやって
きたことから自分の道を見つけ、それがいろいろ
な大人に導かれていきました。私もこれからは、
そんな大人になっていきたいなと書きながら思
い返しています。
　私は、これから良いことも悪いことも起きること
を期待しています。いろいろなことに挑戦し、いろ
んな人と出会ってみたいと思っています。それが、
10年、20年した時
に、また私の人生
のターニングポイ
ントになっている
気がしています。
　最後に、人には
人生のターニング
ポイントがありま
す。皆さんはいか
がですか？

学生時代の思い出 ～「自分という生命」を感じて～ 芸術学部音楽学科 教授　勝谷　友一

ターニングポイント 短期大学部保育科 講師　今西　良輔

エッセイ
e s s a y

e s s a y

　ちょうど4 年前にご縁があって札幌大谷学園に奉職いたしました。就
任初年度は、認証評価を受ける年でした。5月には学長直属のプロジェ
クトチームを立ち上げ、自己点検評価書を作成し、6月末に評価機構に
提出、10月には評価員団による実地調査を受けました。これに並行し
て様々なプロジェクトが進行いたしました。新校舎建築とそれに伴う寄
付金募集、全学カリキュラム改革（初年次教育の導入とキャリア教育の
充実、学科の枠を越えた履修を可能にする副専攻制度の導入）、教授
陣の充実、コース・専攻の再編と充実（音楽総合コース、電子オルガン
コース、作曲・サウンドクリエイションコース、ファッション・デジタル
ファブリケーション専攻、グラフィック・イラスト専攻、情報・プロダク
トデザイン専攻、行政法律コース、経済経営コース、教育福祉コース、
観光メディアコース）、授業料減免制度（希望者全員を対象とする「お
おたに減免」）の導入、ホームカミングデイの開催、入試制度改革、学
内組織再編を伴う教学ガバナンス改革などなど。またこの 4 年間、毎年
のように大きな困難にも直面いたしました。2018 年 9月の北海道胆振
東部地震による震災被害（北棟１号館の使用禁止・解体）への対応、高
等教育「無償化」への対応、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応

（基本原則の確認とオンライン授業導入など）など。こうした中、大学へ
の志願者数、入学者数は大幅に増加し、就職率はほぼ 100％を達成す
ることができました。休退学者数も激減いたしました。すべては大学教
職員の努力と学生たちの頑張りに支えられてのことと感謝しておりま
す。札幌大谷がますます発展することを心より願っております。
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　2021年度前・後期学費等は、同封の振込依頼書により期限
までに、金融機関から納付をお願いいたします。
　後期学費等は9月15日（水）まで納付してください。



この一年を振り返って

1  

この一年を振り返って

 2

在学生から「少人数制のゼミ」「学外活動のフィールドワーク」が強みと評される社会学
部の授業はオンライン授業にも引き継がれています。観光を学びのフィールドとする森
雅人教授のゼミでは、八雲町の漁業旅行オンラインツアーに6人の学生が自宅から参
加。地元漁師さんがウニの殻の剥き方や調理の方法を首都圏の観光客に伝える場面を
学生がオンラインで観察しました。リアル授業では立ち会うことが難しい生産者と消費
者が直接つながる場面をゼミ学生は“市場の観察者”視点で調査しています。オンライ

ン授業だからできる少人数のフィールドワーク授業を目指しています。
後期からは感染防止対策を徹底し、ゼミや実習系の少人数授業において部分的に対面での授業を再開して
います。オンラインと対面のそれぞれの利点を生かし「一人も取りこぼさない」教育を実践しています。

社 会
札幌で新型コロナウイルス感染者が出始めた 2019 年度末頃から音楽学科では、どのよ
うに対策すれば対面でレッスンする事が可能なのか？ということを検討し毎日議論しま
した。
千葉学科長が街で偶然見かけた(当時はまだ一般的ではなかった )レジ前の透明カー
テンを参考に、レッスン室にビニールカーテンを設置し、道内ではいち早く対面での楽
器レッスンを再開しました。そこから派生し透明シートのパーテーションを制作して、常

に換気を心掛けながら合奏や重唱、オペラ制作等を実施しています。
まだまだ限定的ではありますが、学生、教員全員で注意深く感染防止対策を行い、音楽教育、演奏機会が止
まることのないよう引き続き進んでいければと思います。

音 楽

保育科では実習があることから、基本的にオンライン授業中心となりますが、一部の科
目では予防対策を講じた上で対面授業を実施しています。ピアノの個人レッスンは、密
にならないよう隔週で対面授業を行い、ピアノがない学生にはロールピアノを貸し出し
ています。
ミュージカル制作は、撮影、録音と編集を駆使して制作しています。撮影の前には新し
いサージカルマスクに取り替え、稽古中も窓を開けたままで行い、換気を徹底していま

す。ソーシャルディスタンスを取ることができる学生がマスクをしながらセリフを話し、演じているキャスト
は、そのセリフに合わせてマスクをしたまま演技をしています。
感染予防対策を徹底しながら引き続き取り組みますが、完成しましたらぜひご覧ください。

保 育
美術学科では、対面授業とオンライン授業を最大限 効果的に組み合わせることを意
識しながら授業を行っています。
最近では Zoom はもちろん、Google Classroom や Slack などのチャットツールを
組み合わせることにより、今までの対面授業では行えなかったようなコミュニケーショ
ンも行われるようになってきました。
今までの大学教育のあり方をただなぞるのではなく、教員と学生が、一緒に授業をつ

くっていくことのできる環境を目指し、常にアップデートをはかりながら前向きに取り組んでいます。メリ
ハリをつけた授業方針を打ち出すことにより、対面が必要な科目を実施できるように日々努力しています。

美 術

共同製作演習（舞台）舞台製作
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お知らせ卒業・修了します／お知らせ

このたび、任期満了に伴い退職することになりました。４年
間ありがとうございました。短い間ではありましたが、困難
な時期を支えてくださったすべての教職員の皆様、学生の
皆様、保護 者の皆様、同窓会の皆様に、心より感謝してお
ります。新 型コロナウィルス感 染 症の 拡 大という事 態に
伴って、大学教育は大きな変容を迫られています。地方小
規模私立大学は新たな困難の時代を迎えつつありますが、
困難の中にこそ新しい可能性が存在します。すべての学園
関係者が心を一つにして今後の学園の発展にご尽力賜りま
すよう心より念願いたします。

退任あいさつ

バレー部

　2020 年10月3日（土）に保護者懇談会を実施いたしました。
　今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、オンラインでの開催となり、音楽学科13 名、美術学科9 名、地域社会学科 6 名、保育科 4 名、計32名の
保護者の皆様にご参加いただき、多くの方にご好評をいただきました。
　学生の大学での活動の様子をお伝えしたり、ご家庭で学生が語る不安を聞き取ることができたりと相互に貴重な情報を共有することができました。また、大学
の取組みについてたくさんのご質問をいただき、直接ご説明させていただく良い機会となりました。

2020年度 保護者懇談会実施報告

3   4

音楽学科
音楽療法コース

金井 利里香

　私は商業 施設や音楽ボランティアサークル
での演奏を通して、アンサンブルをする楽しさ
を感じておりました。しかし、大学 4 年生の頃
からコロナウイルスが流行り始め、全く演奏す
ることができなくなってしまいました。最後の
1年、演奏できなかったことが一番の心残りで
すが、今まで の演奏できていた環 境がとても
恵まれているということに気づくことができま
した。
　卒業後は障がい者施設で音楽療法士として
働きますが、音楽をできる環 境 があることの

有難さを噛み締めたいと思います。そして、応援してくれた親、支えてく
れた同期、先輩方、後輩、たくさんのことを教えてくださった先生方に感
謝の気持ちを忘れず頑張ります。

音楽をできることの有難さ

美術学科
造形表現領域 日本画専攻

川村 千香

　4 年間の大学生活は思っていたよりあっと言
う間に過ぎ、そしてとても充実していました。
　私の高校では美術の授業が無く、大学入学
時には同級生より何歩も遅れている状況でし
た。初めはデッサンも絵で自分を表現する事
も充分にできず、不安になる時も多くありまし
た。励ましてくれる友人達や親身に相談に乗っ
てくれた先生方がいてくれたお陰で持ち直す
事ができ、とても感謝しています。何度も挫け
はしましたが、その度に少しずつ成長できたと
思います。美 術を学び 制 作していく中で自分

の未熟さにも向き合う事ができ、とても良い経験になりました。
　最後に、先生方、友人達、そして両親に心から感謝します。4 年間、本
当にありがとうございました。

4 年間を通して

月輪淳裕 元理事長から
ご寄付を賜りました
本学園のことをより広く知っていただくこと
を目的として、月輪 淳裕元 理事長からパン
フレットラックを寄贈いただきました。寄贈
いただいた約 80 台のパンフレットラックは
宗派関係のお寺に設置され、一般の方を含
め、より多くの方に周知いただいています。

University Student ART 
Competition 準グランプリ
美術学科3年 川村 正寿

円山動物園70周年記念
ロゴ 選定
美術学科2年 川勝 遥

国際ポスターコンペティション 
SILVER（準グランプリ）
美術学科１年 大橋 輪

札幌芸術賞 受賞
音楽学科の谷本聡子教授が「令和２年度 札
幌芸術賞」を受賞しました。
音楽家及び教育者としての幅広い活躍によ
り、本市の文化芸術の振興に大きく貢献し
ているとして贈呈されました。

第10回「タバコは健康を損なう：
動画CMコンテスト」 第3位
美術学科1年 赤川 綾乃

4 年間を通して地域社会学科

阿部 海都

　チャレンジすることは自分の可能性を広げら
れると実感した4 年間でした。「色々考えるより
も先にチャレンジすることで、今まで見えてい
なかった自分の可能性を知ることができる。」
大学生活の中で、学生自治会の会長を務めた
ことからサークルの立ち上げまで数多くのこと
にチャレンジして最も痛感したことです。
　今まで成しえなかったことや、あとから後悔し
ないようにするため行動でしたが、パソコン操作
やリーダーシップ、会計業務など私にできること
が少しずつ増え、チャレンジし続けてよかったと
思う4年間にすることができました。
　チャレンジできる環境や成長する機会をい
ただいた教職員の方々、仲間たちに心から感
謝いたします。4 年間本当にありがとうござい
ました。

なんでも
チャレンジ！

　私にとって札幌大谷大学で過ごした 2年間
はとても環境に恵まれた 2年間でした。
　大学での授業は 2年生になってからはコロ
ナウイルスで学校に通えない時間が続きまし
たが、オンラインで学生に少しでもわかりや
すく伝えようと頑張ってくださる先生方のお
かげでここまでくることができました。
　実習では毎回貴重な経験をさせていただ
き、涙が出るほど感動する体験や自分の保育
観を変えるような体験に何度も出会いました。
　2年間さまざまな人に支えられながら保育
と向き合えたおかげで、自分のやりたい事を
見つけることができました。卒業後は私がた
くさんの方に支えてもらったように、今度は自
分が子どもたちを支える立場として頑張りた
いです。

感謝の2年間

　私にとって札幌大谷大学で過ごした4 年間
は、保育について多くのことを学ぶことができ
た時間でした。
　専攻科では附属幼稚園実習や市立幼稚園実
習、んぐまーまでの実習など、実践の場での
様々な経験を通して知識や技術を身に付ける
とともに、自分自身の保育観を持つことができ
たと感じています。子どもと保護者一人ひとり
の気持ちに寄り添い、パートナーとして子育て
を支えられる保育者となるべく、これからも
日々努力していきたいと思います。
　指導してくださった先生方、学びの環境を整
えてくださった職員の方々、楽しい毎日を一緒
に過ごしてくれた友人、温かく見守り支えてく
れた家族に心から感謝いたします。ありがとう
ございました。

学んだことを
これからも

保育科

多田 萌絵
専攻科保育専攻

菊地 夏未

【試合結果】
●春季大会 札幌・江別会場：5月4･5･9･10･17日【中止】
2 部リーグにて参戦予定であったが、コロナウイルス感染症拡大の影響で中
止。2 部リーグ構成《北海学園大、文教大、教育大札幌校、医療大》、秋季大会
は、2 部リーグに残留。
●大学選手権大会 札幌会場：7月4～6日【中止】
予選グループ戦から参戦の予定であったが、コロナウイルス感染症拡大の影
響で中止。
●天皇皇后杯北海道ラウンド：7月下旬【中止】
コロナウイルス感染症拡大の影響で中止。
●秋季大会 札幌・江別会場：12 月5日【コロナ感染拡大 1日開催に変更】
2・5部交流戦 2 勝 0 敗《〇北海学園大(2 部)、〇札幌学院大(5部)》
コロナウイルス感染症拡大の影響により、1部昇格・3部降格の入替戦は行
わない。2021年度春季大会は、2 部リーグに残留。
●道央地区大会：2021年2 月13・14日【中止】
前 年 度 出 場 棄 権 に
より、2 部リー グ に
て参戦予定。本年度
大会の結果で、次年
度の所属リーグが決
定。コロナウイルス
感 染 症 拡 大の 影 響
で中止。

サッカー部
【試合結果】
●知事杯札幌地区予選 大会中止　
●総理大臣杯 大会中止
●45 周年記念大会 ( 代替大会 )
[1 回戦 ] 札幌大学 0-4 ×　[ 順位決定戦 ] 教育大札幌校 1-1 PK3-1 〇
●学生リーグ (3 部 ) 5 位 

［1 節］札幌国際大学 2-7 ×　［2 節］苫小牧駒澤大学 1-6 ×
［3 節］酪農学園大学 4-7 ×　［4 節］室蘭工業大学  0-2 ×
［5 節］北海道文教大学 3-2 〇　［6 節］中止 ( 対戦相手の辞退 )
●全日本フットサル選手権  中止
●全道フットサル選手権 開催未定

札幌市民芸術祭　大賞（令和2年度)
音楽学科1年 荻原 るうか
2020年度 第44回 ピティナ・ピアノコンペティションG級  二次予選 入選
2020年度 第10回札幌大谷コンクール ピアノ部門 一般の部 努力賞
2020年度 第5回 ソナタコンクール ソナタB部門 全楽章コース 本選出場予定
音楽学科1年 山越 楓
第10回札幌大谷音楽コンクール 声楽部門 一般の部 奨励賞
音楽学科1年 荒木 さつき
第10回札幌大谷音楽コンクール 作曲部門 一般の部 奨励賞
音楽学科1年 益村 陽
第30回日本クラシック音楽コンクール 本選札幌大会通過 全国大会出場
音楽学科2年 伊藤 愛佳
第21回ショパン国際コンクール in Asia 全国大会 奨励賞、アジア大会 奨励賞
音楽学科3年 吉田 妃菜
第30回日本クラシック音楽コンクール 声楽部門大学の部 優秀賞
音楽学科3年 松本 有衣            

2020年度 学生の活躍

【試合結果】
秋季 1部リーグ戦
[ 第 1節] 9月1日( 火 ) 対東海大札幌キャンパス 1-2 × ／ 9月3日(木) 対北
海学園大学 0-1 × ／ 9月5日( 土 ) 対札幌大学 3-2 ○／ 9月8日( 火 ) 対星
槎道都大学 6-9 × ／ 9月9日(水) 対北翔大学 5-4 ○

［第 2 節］ 9月17日(木) 対北海学園大学 0-8 × ／ 9月24日(木) 対札幌 大
学 2-5 × ／ 9月26日( 土 ) 対星槎道都大学 0-5 × ／ 9月28日(月) 対北翔
大学 4-5 × ／ 9月30日(水) 対東海大札幌キャンパス 5-1 ○
秋季 1部リーグ戦成績　3 勝7敗 5 位

【2020 年度年間表彰者】
札幌学生野球連盟優秀選手賞／地域社会学科 4 年 河合 大輝投手

野球部

動画はこちら
（YouTube）



お知らせ卒業・修了します／お知らせ

このたび、任期満了に伴い退職することになりました。４年
間ありがとうございました。短い間ではありましたが、困難
な時期を支えてくださったすべての教職員の皆様、学生の
皆様、保護 者の皆様、同窓会の皆様に、心より感謝してお
ります。新 型コロナウィルス感 染 症の 拡 大という事 態に
伴って、大学教育は大きな変容を迫られています。地方小
規模私立大学は新たな困難の時代を迎えつつありますが、
困難の中にこそ新しい可能性が存在します。すべての学園
関係者が心を一つにして今後の学園の発展にご尽力賜りま
すよう心より念願いたします。

退任あいさつ

バレー部

　2020 年10月3日（土）に保護者懇談会を実施いたしました。
　今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、オンラインでの開催となり、音楽学科13 名、美術学科9 名、地域社会学科 6 名、保育科 4 名、計32名の
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　学生の大学での活動の様子をお伝えしたり、ご家庭で学生が語る不安を聞き取ることができたりと相互に貴重な情報を共有することができました。また、大学
の取組みについてたくさんのご質問をいただき、直接ご説明させていただく良い機会となりました。

2020年度 保護者懇談会実施報告
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てくれた先生方がいてくれたお陰で持ち直す
事ができ、とても感謝しています。何度も挫け
はしましたが、その度に少しずつ成長できたと
思います。美 術を学び 制 作していく中で自分

の未熟さにも向き合う事ができ、とても良い経験になりました。
　最後に、先生方、友人達、そして両親に心から感謝します。4 年間、本
当にありがとうございました。

4 年間を通して

月輪淳裕 元理事長から
ご寄付を賜りました
本学園のことをより広く知っていただくこと
を目的として、月輪 淳裕元 理事長からパン
フレットラックを寄贈いただきました。寄贈
いただいた約 80 台のパンフレットラックは
宗派関係のお寺に設置され、一般の方を含
め、より多くの方に周知いただいています。
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音楽学科の谷本聡子教授が「令和２年度 札
幌芸術賞」を受賞しました。
音楽家及び教育者としての幅広い活躍によ
り、本市の文化芸術の振興に大きく貢献し
ているとして贈呈されました。
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　チャレンジすることは自分の可能性を広げら
れると実感した4 年間でした。「色々考えるより
も先にチャレンジすることで、今まで見えてい
なかった自分の可能性を知ることができる。」
大学生活の中で、学生自治会の会長を務めた
ことからサークルの立ち上げまで数多くのこと
にチャレンジして最も痛感したことです。
　今まで成しえなかったことや、あとから後悔し
ないようにするため行動でしたが、パソコン操作
やリーダーシップ、会計業務など私にできること
が少しずつ増え、チャレンジし続けてよかったと
思う4年間にすることができました。
　チャレンジできる環境や成長する機会をい
ただいた教職員の方々、仲間たちに心から感
謝いたします。4 年間本当にありがとうござい
ました。
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チャレンジ！

　私にとって札幌大谷大学で過ごした 2年間
はとても環境に恵まれた 2年間でした。
　大学での授業は 2年生になってからはコロ
ナウイルスで学校に通えない時間が続きまし
たが、オンラインで学生に少しでもわかりや
すく伝えようと頑張ってくださる先生方のお
かげでここまでくることができました。
　実習では毎回貴重な経験をさせていただ
き、涙が出るほど感動する体験や自分の保育
観を変えるような体験に何度も出会いました。
　2年間さまざまな人に支えられながら保育
と向き合えたおかげで、自分のやりたい事を
見つけることができました。卒業後は私がた
くさんの方に支えてもらったように、今度は自
分が子どもたちを支える立場として頑張りた
いです。

感謝の2年間

　私にとって札幌大谷大学で過ごした4 年間
は、保育について多くのことを学ぶことができ
た時間でした。
　専攻科では附属幼稚園実習や市立幼稚園実
習、んぐまーまでの実習など、実践の場での
様々な経験を通して知識や技術を身に付ける
とともに、自分自身の保育観を持つことができ
たと感じています。子どもと保護者一人ひとり
の気持ちに寄り添い、パートナーとして子育て
を支えられる保育者となるべく、これからも
日々努力していきたいと思います。
　指導してくださった先生方、学びの環境を整
えてくださった職員の方々、楽しい毎日を一緒
に過ごしてくれた友人、温かく見守り支えてく
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ございました。
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【試合結果】
●春季大会 札幌・江別会場：5月4･5･9･10･17日【中止】
2 部リーグにて参戦予定であったが、コロナウイルス感染症拡大の影響で中
止。2 部リーグ構成《北海学園大、文教大、教育大札幌校、医療大》、秋季大会
は、2 部リーグに残留。
●大学選手権大会 札幌会場：7月4～6日【中止】
予選グループ戦から参戦の予定であったが、コロナウイルス感染症拡大の影
響で中止。
●天皇皇后杯北海道ラウンド：7月下旬【中止】
コロナウイルス感染症拡大の影響で中止。
●秋季大会 札幌・江別会場：12 月5日【コロナ感染拡大 1日開催に変更】
2・5部交流戦 2 勝 0 敗《〇北海学園大(2 部)、〇札幌学院大(5部)》
コロナウイルス感染症拡大の影響により、1部昇格・3部降格の入替戦は行
わない。2021年度春季大会は、2 部リーグに残留。
●道央地区大会：2021年2 月13・14日【中止】
前 年 度 出 場 棄 権 に
より、2 部リー グ に
て参戦予定。本年度
大会の結果で、次年
度の所属リーグが決
定。コロナウイルス
感 染 症 拡 大の 影 響
で中止。

サッカー部
【試合結果】
●知事杯札幌地区予選 大会中止　
●総理大臣杯 大会中止
●45 周年記念大会 ( 代替大会 )
[1 回戦 ] 札幌大学 0-4 ×　[ 順位決定戦 ] 教育大札幌校 1-1 PK3-1 〇
●学生リーグ (3 部 ) 5 位 

［1 節］札幌国際大学 2-7 ×　［2 節］苫小牧駒澤大学 1-6 ×
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［5 節］北海道文教大学 3-2 〇　［6 節］中止 ( 対戦相手の辞退 )
●全日本フットサル選手権  中止
●全道フットサル選手権 開催未定

札幌市民芸術祭　大賞（令和2年度)
音楽学科1年 荻原 るうか
2020年度 第44回 ピティナ・ピアノコンペティションG級  二次予選 入選
2020年度 第10回札幌大谷コンクール ピアノ部門 一般の部 努力賞
2020年度 第5回 ソナタコンクール ソナタB部門 全楽章コース 本選出場予定
音楽学科1年 山越 楓
第10回札幌大谷音楽コンクール 声楽部門 一般の部 奨励賞
音楽学科1年 荒木 さつき
第10回札幌大谷音楽コンクール 作曲部門 一般の部 奨励賞
音楽学科1年 益村 陽
第30回日本クラシック音楽コンクール 本選札幌大会通過 全国大会出場
音楽学科2年 伊藤 愛佳
第21回ショパン国際コンクール in Asia 全国大会 奨励賞、アジア大会 奨励賞
音楽学科3年 吉田 妃菜
第30回日本クラシック音楽コンクール 声楽部門大学の部 優秀賞
音楽学科3年 松本 有衣            

2020年度 学生の活躍

【試合結果】
秋季 1部リーグ戦
[ 第 1節] 9月1日( 火 ) 対東海大札幌キャンパス 1-2 × ／ 9月3日(木) 対北
海学園大学 0-1 × ／ 9月5日( 土 ) 対札幌大学 3-2 ○／ 9月8日( 火 ) 対星
槎道都大学 6-9 × ／ 9月9日(水) 対北翔大学 5-4 ○

［第 2 節］ 9月17日(木) 対北海学園大学 0-8 × ／ 9月24日(木) 対札幌 大
学 2-5 × ／ 9月26日( 土 ) 対星槎道都大学 0-5 × ／ 9月28日(月) 対北翔
大学 4-5 × ／ 9月30日(水) 対東海大札幌キャンパス 5-1 ○
秋季 1部リーグ戦成績　3 勝7敗 5 位

【2020 年度年間表彰者】
札幌学生野球連盟優秀選手賞／地域社会学科 4 年 河合 大輝投手

野球部

動画はこちら
（YouTube）
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私は来年度から公立中学校の音楽教員として働く予定です。教員という夢
を実現するために私は講義やレッスン、実習などの他に、常に"どのような
人間で在るべきか"を考え行動し、日々を過ごしました。それは、教員という
仕事は教科を教えるだけではなく、常に生徒の模範でなくてはならないと
思っているからです。そのような中で、自分らしさを見失ってしまったり、教
員を目指すことに辛さを感じたりしましたが、先生方、友人、事務局の方々
などたくさんの人に支えていただき教員採用試験にも合格することができ
ました。決して自分自身の力だけで叶えられた夢ではないと思っています。
感謝の気持ちを忘れずに常に学び続ける教員になりたいです。

大谷だから叶えられた夢
［内定先］ 北海道公立中学校 ( 音楽 )

音楽学科
ピアノコース

岡田 和乃歌

私は4月からご縁がありました「中西印刷株式会社」に勤務します。コロナ
ウイルスの影響により今年は、説明会やインターンシップなどが相次いで中
止、企業との出会いの場が減ることとなり企業探しが最も困難となりまし
た。対策として“自分の特技や経験を活かすことが出来る職“を軸にアプリ
や新聞から情報を集め、積極的に動くよう心がけました。今回内定をもらえ
た大きな要因は、“積極的に挑戦したこと“であると考えています。自身の
短所改善のためタスク管理、毎日絵日記、大通の雪像造りや展示会のリー
ダーなどさまざまな経験を積むことで、それらは財産となり新しい考え方や
出会いがありました。4月からは新社会人として仕事に責任と誇りを持ち、
自身がより成長していけるよう心がけていきたいです。

経験が財産
［内定先］ 中西印刷株式会社

美術学科
メディア表現領域
グラフィックデザイン専攻

小林 夏海

私は北海道文化放送の制作会社である株式会
社オーテックから内定を頂きました。大学入学
時からメディア業界を志望しており、３年次の夏
休みからテレビ局や広告代理店を中心にイン
ターンシップや企業研究などの本格的な就職
活動を始めました。在学中はどんなことでも必
ず役立つ瞬間が訪れる、という思いから何事に
も興味関心を持つことを習慣づけ、とにかく学
業に励みました。就職活動においては、入学時
から培ってきた様々な分野の知識や経験に何度
も救われました。内定先を決める際、テレビは
自分の視野の外側を知ることが出来る仕事とし
て魅力を感じ、最終的な進路を決定しました。
入社後はこれまで私を支えてくれた社会に還元
することを目標に、日々精進してまいります。

大学での学びが力に

［内定先］
株式会社オーテック

地域社会学科

増茂 界心

私は、学校法人清明学園から内定をいただき、
4月から保育教諭として働きます。入学当初は、
保育士を目指していましたが、実習や就職活動
を通して自分の中での保育観や自分に合って
いるものが何かを改めて考えることができまし
た。今のこの大変な状況の中で、無事に就職
する事が出来たのは共に支え合った友人やサ
ポートしてくださった先生方などたくさんの
方々のおかげであると思っています。周りのた
くさんの方々に感謝の気持ちでいっぱいです。
札幌大谷での学びを糧に春から保育教諭とし
て頑張っていきます。

2年間の学びを通して

［内定先］
学校法人清明学園

保育科

宮崎 野乃花

私は、認定こども園当別夢の国幼稚園の保育
教諭として内定をいただきました。短大からす
ぐ就職することに不安を抱き、より保育につい
て学んだうえで現場に就きたいという思いから
専攻科へ進学しました。専攻科では保育の専
門性をより深め、附属幼稚園・市立幼稚園での
実習を行うことで、自分なりの理想の保育が 
少しずつ考えられるようになりました。その理
想を実現できる園として就職先を決めました。
まだまだ不安な面はありますが、自分の理想
が少しずつ形になるよう、学びつつ頑張りたい
と思います。

専攻科を経て

［内定先］
社会福祉法人高陽福祉会
認定こども園当別
夢の国幼稚園

専攻科
保育専攻

扇 愛佳

【四国アイランドリーグplusとは】 四国4県を活動地域とするプロ野球独立リーグ。2004 年の設立から今年のドラフト
会議まで日本プロ野球機構（NPB）の各球団に59名が指名を受けており、独立リーグとしては国内屈指の実力者が揃
う。愛媛マンダリンパイレーツの監督は、読売ジャイアンツで抑えのエースとして活躍した河原純一氏。

硬式野球部 大山航平（地域社会学科 ４年） 
愛媛マンダリンパイレーツに特別合格
四国アイランドリーグplusの愛媛マンダリンパイレーツに特別合格しました。
今後は球団と契約後、正式に入団となり、来春から遠く四国の地でプレーをする予定です。

北海道から遠く離れた愛媛県で野球をすることになりました。目標であるNPB12球団入り
に向けて頑張りますのでご声援や球場に足を運んで頂けたら幸いです。

進路・就職状況
2020年度卒業者について、2021年2月24日現在の就職決定状況をご報告いたします。（敬称略・順不同）

◆主な就職先一覧 

【音楽専門職】
学校法人札幌大蔵学園
石見音楽文化振興会
社会福祉法人麦の子会

【教員】
北海道教育委員会（中学校教員・正規採用）
北海道教育委員会（高等学校教員・正規採用）

【一般就職】
コスモ建設株式会社
株式会社浜野製作所
株式会社オーテック
青山商事株式会社
株式会社キャン

コネクシオ株式会社
トヨタカローラ札幌株式会杜
株式会社俄
ヤンマーアグリジャパン株式会社
株式会社クラーク総研
株式会社ジャストプロ
学校法人光輪学園 網走幼稚園
社会福祉法人札幌報恩会
公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

【建設業】
株式会社中山組 
北海道セキスイハイム株式会社
【製造業】

北海道コカ・コーラボトリング株式会社
株式会社原工業
ワコオ工業株式会社
【情報通信業】
株式会社エーティー・プランニング
株式会社オーテック 
株式会社TBSテレビ

【運輸業・郵便業】
札樽自動車運輸株式会社 
日本貨物鉄道株式会社 
北海道旅客鉄道株式会社 
松岡満運輸株式会社
【卸売業・小売業】
株式会社エミヤ 
株式会社エネサンス北海道 
生活協働組合コープさっぽろ 

札幌トヨタ自動車株式会社 
株式会社ツルハホールディングス
 日ハムマーケティング株式会社 
株式会社ニッセン産業 
株式会社ビックカメラ 
株式会社フォーバル 
富士ゼロックス北海道株式会社 
株式会社ほくやく 
株式会社ホクレン商事 
リコージャパン株式会社 
渡辺パイプ株式会社
【金融業・保険業】
帯広大正農業協同組合 
道銀カード株式会社 
ほくほくTT証券株式会社 
株式会社北海道銀行
【不動産業・物品賃貸業】
株式会社黒船 
株式会社三光不動産 
中道リース株式会社 

株式会社マルベリー 
【宿泊業・飲食サービス業】
株式会社プリンスコーポレーション
【生活関連サービス業・娯楽業】
愛媛マンダリンパイレーツ 
株式会社新和 
美唄ブラックダイヤモンズ
【教育・学習支援業】
札幌市教育委員会（臨時採用）
【医療・福祉】
株式会社ツクイ 
株式会社ベネッセスタイルケア
【複合サービス事業】
ホクレン農業協同組合連合会
【サービス業】
株式会社KDDIエボルバ
【公務】
北海道警察

【建設業】
株式会社中山組 
北海道セキスイハイム株式会社
【製造業】

北海道コカ・コーラボトリング株式会社
株式会社原工業
ワコオ工業株式会社
【情報通信業】
株式会社エーティー・プランニング
株式会社オーテック 
株式会社TBSテレビ

【運輸業・郵便業】
札樽自動車運輸株式会社 
日本貨物鉄道株式会社 
北海道旅客鉄道株式会社 
松岡満運輸株式会社
【卸売業・小売業】
株式会社エミヤ 
株式会社エネサンス北海道 
生活協働組合コープさっぽろ 

札幌トヨタ自動車株式会社 
株式会社ツルハホールディングス
 日ハムマーケティング株式会社 
株式会社ニッセン産業 
株式会社ビックカメラ 
株式会社フォーバル 
富士ゼロックス北海道株式会社 
株式会社ほくやく 
株式会社ホクレン商事 
リコージャパン株式会社 
渡辺パイプ株式会社
【金融業・保険業】
帯広大正農業協同組合 
道銀カード株式会社 
ほくほくTT証券株式会社 
株式会社北海道銀行
【不動産業・物品賃貸業】
株式会社黒船 
株式会社三光不動産 
中道リース株式会社 

株式会社マルベリー 
【宿泊業・飲食サービス業】
株式会社プリンスコーポレーション
【生活関連サービス業・娯楽業】
愛媛マンダリンパイレーツ 
株式会社新和 
美唄ブラックダイヤモンズ
【教育・学習支援業】
札幌市教育委員会（臨時採用）
【医療・福祉】
株式会社ツクイ 
株式会社ベネッセスタイルケア
【複合サービス事業】
ホクレン農業協同組合連合会
【サービス業】
株式会社KDDIエボルバ
【公務】
北海道警察

【幼稚園】
学校法人坂本学園 大地太陽幼稚園
【保育所】

社会福祉法人光星子どもの家福祉会 モエレはとポッポ保育園
【社会福祉施設】
社会福祉法人麦の子会

【認定こども園】
学校法人大畑育英学園  認定こども園札幌愛珠

学校法人カトリック学園  認定こども園カトリック聖園こどもの家
学校法人宝誠学園  認定こども園別海くるみ幼稚園
社会福祉法人高陽福祉会  認定こども園おとぎのくに
社会福祉法人高陽福祉会  認定こども園当別夢の国幼稚園
 【公務員(保育士)】
札幌市
 【一般就職】
学校法人札幌大谷学園

【幼稚園】
学校法人坂本学園 大地太陽幼稚園
【保育所】

社会福祉法人光星子どもの家福祉会 モエレはとポッポ保育園
【社会福祉施設】
社会福祉法人麦の子会

【認定こども園】
学校法人大畑育英学園  認定こども園札幌愛珠

学校法人カトリック学園  認定こども園カトリック聖園こどもの家
学校法人宝誠学園  認定こども園別海くるみ幼稚園
社会福祉法人高陽福祉会  認定こども園おとぎのくに
社会福祉法人高陽福祉会  認定こども園当別夢の国幼稚園
 【公務員(保育士)】
札幌市
 【一般就職】
学校法人札幌大谷学園

音楽学科

【美術専門職】
中西印刷株式会社
株式会社エカチエピルカ
有限会社石栗写真館
ゲームドゥ有限会社
東洋株式会社
ソフト・オン・デマンド株式会社
株式会社ユーアール（スタジオ事業部 代官山スタジオ）

【教員】
北海道教育委員会（正規採用）
学校法人角川ドワンゴ学園 N高等学校

【一般就職】
株式会社日本防災技術センター
株式会社アイティ・コミュニケーションズ
株式会社恵和ビジネス
株式会社ゼロシステム
株式会社きのとや
株式会社三星
株式会社大創産業
株式会社リラィアブル
稚内信用金庫
株式会社TomoniSolutions
株式会社リオ・ホテルズ北海道
医療法人社団札幌道都病院

美術学科

【幼稚園】
学校法人大関学園  北栄幼稚園
学校法人角谷学園  富丘つくし幼稚園
学校法人北見小林学園 高栄幼稚園
学校法人小池学園  苫小牧いずみ幼稚園、苫小牧のぞみ幼稚園
学校法人駒沢苫小牧学園  駒沢苫小牧幼稚園
学校法人高陽学園  おおぞら幼稚園
学校法人高陽学園  クラーク幼稚園
学校法人坂本学園  大地太陽幼稚園
学校法人札幌学園  真駒内幼稚園
学校法人札幌昭和学園 札幌若葉幼稚園
学校法人札幌白ゆり学園  札幌白ゆり幼稚園
学校法人清光学園  つきさむ幼稚園
学校法人相愛学園  大通幼稚園
学校法人西野学園  西野桜幼稚園、西野第2桜幼稚園
学校法人二番通福音学園  元野幌めぐみ幼稚園
学校法人発寒学園  あづま幼稚園
学校法人ふたば学園  苫小牧ふたば幼稚園
学校法人三浦学園  さわらび幼稚園
学校法人有和学園  Cinq Perles幼稚園
学校法人米永学園  澄川幼稚園

【保育所】
学校法人大藤学園 認可保育園大藤子ども園
学校法人北広島竜谷学園 小規模保育園こどものもり
社会福祉法人石狩友愛福祉会 小規模保育事業所A型カシオペア
社会福祉法人イケソー福祉会 かりき保育園
社会福祉法人小樽四ツ葉学園 中央保育所
社会福祉法人札幌協働福祉会 あいの里協働保育園
社会福祉法人札幌みどり福祉会 あかつき篠路保育園
社会福祉法人札幌黎明福祉会 幌北ゆりかご保育園
社会福祉法人太平福祉会 太平保育園
社会福祉法人苫小牧市福祉事業協会 
社会福祉法人東苗穂福祉会 東苗穂保育園
社会福祉法人福美会 厚別もえぎ保育園
社会福祉法人よいち福祉会 にき保育園
日本赤十字社 小樽保育所

株式会社トレーディングサービス 企業主導型保育事業所キッズルームアップルはなぞの
【公務員（保育士）】
札幌市 
北見市
清里町
猿払村 猿払村立鬼志別保育所
【社会福祉施設】
社会福祉法人常徳会 児童養護施設興正学園
社会福祉法人羊ケ丘養護園 児童養護施設羊ケ丘養護園
社会福祉法人よいち福祉会 児童養護施設櫻ヶ丘学園
公益財団法人鉄道弘済会 札幌南藻園

【認定こども園】
学校法人アソカ学園 島松幼稚園
学校法人網走大谷学園 網走若葉幼稚園
学校法人高陽学園 認定こども園さくら
学校法人高陽学園 認定こども園ミナクル幼稚園
学校法人札幌大蔵学園
学校法人清明学園
学校法人千歳栄光学園 認定こども園千歳第２幼稚園
学校法人美心学園 認定こども園花川わかば幼稚園
学校法人北海大谷学園
学校法人北海道カトリック学園 認定こども園カトリック聖園こどもの家
学校法人北海道キリスト教学園 認定こども園名寄幼稚園
社会福祉法人太陽育生会 北郷ピノキオ認定こども園
社会福祉法人石狩友愛福祉会 札幌西友愛認定こども園
社会福祉法人いずみ福祉会 保育所型認定子ども園栄町マスカット保育園
社会福祉法人高陽福祉会 認定こども園ピッコリーノ学院
社会福祉法人高陽福祉会 認定こども園おとぎのくに
社会福祉法人高陽福祉会  認定こども園メルシー学院
社会福祉法人高陽福祉会  認定こども園当別夢の国幼稚園
社会福祉法人大五京 こども園ソレイユ
社会福祉法人夢工房 幼保連携型認定こども園しらゆき夢

保育科地域社会学科

専攻科保育専攻

2020年度
（2021年3月卒業生）

就職率
98.0%

2020年度
（2021年3月卒業生）

就職率
100%

2020年度
（2021年3月卒業生）

就職率
77.8%

2020年度
（2021年3月卒業生）

就職率
68.4%
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17.0%

10.7%

7.1%

50.0%

10.7%

32.2%

31.9%

40.4%

建設業
製造業
情報通信業
運輸業・郵便業
卸売業・小売業
金融業・保険業
不動産業・物品賃貸業
宿泊業・飲食サービス業
生活関連サービス業・娯楽業
教育・学習支援業

幼稚園
保育所
認定こども園
社会福祉施設
公務員（保育士）
進学（専攻科等）

音楽専門職
教員
一般就職
進学

医療・福祉
複合サービス事業
サービス業
公務

2.0%2.0%2.0%
4.0%
2.0%
6.0%
2.0%

8.0%
38.0%

8.0%

6.0%
6.0%
4.0%

11.6%

6.3%

9.5%

28.4% 15.8%

28.4%

10.0%
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私は来年度から公立中学校の音楽教員として働く予定です。教員という夢
を実現するために私は講義やレッスン、実習などの他に、常に"どのような
人間で在るべきか"を考え行動し、日々を過ごしました。それは、教員という
仕事は教科を教えるだけではなく、常に生徒の模範でなくてはならないと
思っているからです。そのような中で、自分らしさを見失ってしまったり、教
員を目指すことに辛さを感じたりしましたが、先生方、友人、事務局の方々
などたくさんの人に支えていただき教員採用試験にも合格することができ
ました。決して自分自身の力だけで叶えられた夢ではないと思っています。
感謝の気持ちを忘れずに常に学び続ける教員になりたいです。

大谷だから叶えられた夢
［内定先］ 北海道公立中学校 ( 音楽 )

音楽学科
ピアノコース

岡田 和乃歌

私は4月からご縁がありました「中西印刷株式会社」に勤務します。コロナ
ウイルスの影響により今年は、説明会やインターンシップなどが相次いで中
止、企業との出会いの場が減ることとなり企業探しが最も困難となりまし
た。対策として“自分の特技や経験を活かすことが出来る職“を軸にアプリ
や新聞から情報を集め、積極的に動くよう心がけました。今回内定をもらえ
た大きな要因は、“積極的に挑戦したこと“であると考えています。自身の
短所改善のためタスク管理、毎日絵日記、大通の雪像造りや展示会のリー
ダーなどさまざまな経験を積むことで、それらは財産となり新しい考え方や
出会いがありました。4月からは新社会人として仕事に責任と誇りを持ち、
自身がより成長していけるよう心がけていきたいです。

経験が財産
［内定先］ 中西印刷株式会社

美術学科
メディア表現領域
グラフィックデザイン専攻

小林 夏海

私は北海道文化放送の制作会社である株式会
社オーテックから内定を頂きました。大学入学
時からメディア業界を志望しており、３年次の夏
休みからテレビ局や広告代理店を中心にイン
ターンシップや企業研究などの本格的な就職
活動を始めました。在学中はどんなことでも必
ず役立つ瞬間が訪れる、という思いから何事に
も興味関心を持つことを習慣づけ、とにかく学
業に励みました。就職活動においては、入学時
から培ってきた様々な分野の知識や経験に何度
も救われました。内定先を決める際、テレビは
自分の視野の外側を知ることが出来る仕事とし
て魅力を感じ、最終的な進路を決定しました。
入社後はこれまで私を支えてくれた社会に還元
することを目標に、日々精進してまいります。

大学での学びが力に

［内定先］
株式会社オーテック

地域社会学科

増茂 界心

私は、学校法人清明学園から内定をいただき、
4月から保育教諭として働きます。入学当初は、
保育士を目指していましたが、実習や就職活動
を通して自分の中での保育観や自分に合って
いるものが何かを改めて考えることができまし
た。今のこの大変な状況の中で、無事に就職
する事が出来たのは共に支え合った友人やサ
ポートしてくださった先生方などたくさんの
方々のおかげであると思っています。周りのた
くさんの方々に感謝の気持ちでいっぱいです。
札幌大谷での学びを糧に春から保育教諭とし
て頑張っていきます。

2年間の学びを通して

［内定先］
学校法人清明学園

保育科

宮崎 野乃花

私は、認定こども園当別夢の国幼稚園の保育
教諭として内定をいただきました。短大からす
ぐ就職することに不安を抱き、より保育につい
て学んだうえで現場に就きたいという思いから
専攻科へ進学しました。専攻科では保育の専
門性をより深め、附属幼稚園・市立幼稚園での
実習を行うことで、自分なりの理想の保育が 
少しずつ考えられるようになりました。その理
想を実現できる園として就職先を決めました。
まだまだ不安な面はありますが、自分の理想
が少しずつ形になるよう、学びつつ頑張りたい
と思います。

専攻科を経て

［内定先］
社会福祉法人高陽福祉会
認定こども園当別
夢の国幼稚園

専攻科
保育専攻

扇 愛佳

【四国アイランドリーグplusとは】 四国4県を活動地域とするプロ野球独立リーグ。2004 年の設立から今年のドラフト
会議まで日本プロ野球機構（NPB）の各球団に59名が指名を受けており、独立リーグとしては国内屈指の実力者が揃
う。愛媛マンダリンパイレーツの監督は、読売ジャイアンツで抑えのエースとして活躍した河原純一氏。

硬式野球部 大山航平（地域社会学科 ４年） 
愛媛マンダリンパイレーツに特別合格
四国アイランドリーグplusの愛媛マンダリンパイレーツに特別合格しました。
今後は球団と契約後、正式に入団となり、来春から遠く四国の地でプレーをする予定です。

北海道から遠く離れた愛媛県で野球をすることになりました。目標であるNPB12球団入り
に向けて頑張りますのでご声援や球場に足を運んで頂けたら幸いです。

進路・就職状況
2020年度卒業者について、2021年2月24日現在の就職決定状況をご報告いたします。（敬称略・順不同）

◆主な就職先一覧 

【音楽専門職】
学校法人札幌大蔵学園
石見音楽文化振興会
社会福祉法人麦の子会

【教員】
北海道教育委員会（中学校教員・正規採用）
北海道教育委員会（高等学校教員・正規採用）

【一般就職】
コスモ建設株式会社
株式会社浜野製作所
株式会社オーテック
青山商事株式会社
株式会社キャン

コネクシオ株式会社
トヨタカローラ札幌株式会杜
株式会社俄
ヤンマーアグリジャパン株式会社
株式会社クラーク総研
株式会社ジャストプロ
学校法人光輪学園 網走幼稚園
社会福祉法人札幌報恩会
公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会

【建設業】
株式会社中山組 
北海道セキスイハイム株式会社
【製造業】

北海道コカ・コーラボトリング株式会社
株式会社原工業
ワコオ工業株式会社
【情報通信業】
株式会社エーティー・プランニング
株式会社オーテック 
株式会社TBSテレビ

【運輸業・郵便業】
札樽自動車運輸株式会社 
日本貨物鉄道株式会社 
北海道旅客鉄道株式会社 
松岡満運輸株式会社
【卸売業・小売業】
株式会社エミヤ 
株式会社エネサンス北海道 
生活協働組合コープさっぽろ 

札幌トヨタ自動車株式会社 
株式会社ツルハホールディングス
 日ハムマーケティング株式会社 
株式会社ニッセン産業 
株式会社ビックカメラ 
株式会社フォーバル 
富士ゼロックス北海道株式会社 
株式会社ほくやく 
株式会社ホクレン商事 
リコージャパン株式会社 
渡辺パイプ株式会社
【金融業・保険業】
帯広大正農業協同組合 
道銀カード株式会社 
ほくほくTT証券株式会社 
株式会社北海道銀行
【不動産業・物品賃貸業】
株式会社黒船 
株式会社三光不動産 
中道リース株式会社 

株式会社マルベリー 
【宿泊業・飲食サービス業】
株式会社プリンスコーポレーション
【生活関連サービス業・娯楽業】
愛媛マンダリンパイレーツ 
株式会社新和 
美唄ブラックダイヤモンズ
【教育・学習支援業】
札幌市教育委員会（臨時採用）
【医療・福祉】
株式会社ツクイ 
株式会社ベネッセスタイルケア
【複合サービス事業】
ホクレン農業協同組合連合会
【サービス業】
株式会社KDDIエボルバ
【公務】
北海道警察

【建設業】
株式会社中山組 
北海道セキスイハイム株式会社
【製造業】

北海道コカ・コーラボトリング株式会社
株式会社原工業
ワコオ工業株式会社
【情報通信業】
株式会社エーティー・プランニング
株式会社オーテック 
株式会社TBSテレビ

【運輸業・郵便業】
札樽自動車運輸株式会社 
日本貨物鉄道株式会社 
北海道旅客鉄道株式会社 
松岡満運輸株式会社
【卸売業・小売業】
株式会社エミヤ 
株式会社エネサンス北海道 
生活協働組合コープさっぽろ 

札幌トヨタ自動車株式会社 
株式会社ツルハホールディングス
 日ハムマーケティング株式会社 
株式会社ニッセン産業 
株式会社ビックカメラ 
株式会社フォーバル 
富士ゼロックス北海道株式会社 
株式会社ほくやく 
株式会社ホクレン商事 
リコージャパン株式会社 
渡辺パイプ株式会社
【金融業・保険業】
帯広大正農業協同組合 
道銀カード株式会社 
ほくほくTT証券株式会社 
株式会社北海道銀行
【不動産業・物品賃貸業】
株式会社黒船 
株式会社三光不動産 
中道リース株式会社 

株式会社マルベリー 
【宿泊業・飲食サービス業】
株式会社プリンスコーポレーション
【生活関連サービス業・娯楽業】
愛媛マンダリンパイレーツ 
株式会社新和 
美唄ブラックダイヤモンズ
【教育・学習支援業】
札幌市教育委員会（臨時採用）
【医療・福祉】
株式会社ツクイ 
株式会社ベネッセスタイルケア
【複合サービス事業】
ホクレン農業協同組合連合会
【サービス業】
株式会社KDDIエボルバ
【公務】
北海道警察

【幼稚園】
学校法人坂本学園 大地太陽幼稚園
【保育所】

社会福祉法人光星子どもの家福祉会 モエレはとポッポ保育園
【社会福祉施設】
社会福祉法人麦の子会

【認定こども園】
学校法人大畑育英学園  認定こども園札幌愛珠

学校法人カトリック学園  認定こども園カトリック聖園こどもの家
学校法人宝誠学園  認定こども園別海くるみ幼稚園
社会福祉法人高陽福祉会  認定こども園おとぎのくに
社会福祉法人高陽福祉会  認定こども園当別夢の国幼稚園
 【公務員(保育士)】
札幌市
 【一般就職】
学校法人札幌大谷学園

【幼稚園】
学校法人坂本学園 大地太陽幼稚園
【保育所】

社会福祉法人光星子どもの家福祉会 モエレはとポッポ保育園
【社会福祉施設】
社会福祉法人麦の子会

【認定こども園】
学校法人大畑育英学園  認定こども園札幌愛珠

学校法人カトリック学園  認定こども園カトリック聖園こどもの家
学校法人宝誠学園  認定こども園別海くるみ幼稚園
社会福祉法人高陽福祉会  認定こども園おとぎのくに
社会福祉法人高陽福祉会  認定こども園当別夢の国幼稚園
 【公務員(保育士)】
札幌市
 【一般就職】
学校法人札幌大谷学園

音楽学科

【美術専門職】
中西印刷株式会社
株式会社エカチエピルカ
有限会社石栗写真館
ゲームドゥ有限会社
東洋株式会社
ソフト・オン・デマンド株式会社
株式会社ユーアール（スタジオ事業部 代官山スタジオ）

【教員】
北海道教育委員会（正規採用）
学校法人角川ドワンゴ学園 N高等学校

【一般就職】
株式会社日本防災技術センター
株式会社アイティ・コミュニケーションズ
株式会社恵和ビジネス
株式会社ゼロシステム
株式会社きのとや
株式会社三星
株式会社大創産業
株式会社リラィアブル
稚内信用金庫
株式会社TomoniSolutions
株式会社リオ・ホテルズ北海道
医療法人社団札幌道都病院

美術学科

【幼稚園】
学校法人大関学園  北栄幼稚園
学校法人角谷学園  富丘つくし幼稚園
学校法人北見小林学園 高栄幼稚園
学校法人小池学園  苫小牧いずみ幼稚園、苫小牧のぞみ幼稚園
学校法人駒沢苫小牧学園  駒沢苫小牧幼稚園
学校法人高陽学園  おおぞら幼稚園
学校法人高陽学園  クラーク幼稚園
学校法人坂本学園  大地太陽幼稚園
学校法人札幌学園  真駒内幼稚園
学校法人札幌昭和学園 札幌若葉幼稚園
学校法人札幌白ゆり学園  札幌白ゆり幼稚園
学校法人清光学園  つきさむ幼稚園
学校法人相愛学園  大通幼稚園
学校法人西野学園  西野桜幼稚園、西野第2桜幼稚園
学校法人二番通福音学園  元野幌めぐみ幼稚園
学校法人発寒学園  あづま幼稚園
学校法人ふたば学園  苫小牧ふたば幼稚園
学校法人三浦学園  さわらび幼稚園
学校法人有和学園  Cinq Perles幼稚園
学校法人米永学園  澄川幼稚園

【保育所】
学校法人大藤学園 認可保育園大藤子ども園
学校法人北広島竜谷学園 小規模保育園こどものもり
社会福祉法人石狩友愛福祉会 小規模保育事業所A型カシオペア
社会福祉法人イケソー福祉会 かりき保育園
社会福祉法人小樽四ツ葉学園 中央保育所
社会福祉法人札幌協働福祉会 あいの里協働保育園
社会福祉法人札幌みどり福祉会 あかつき篠路保育園
社会福祉法人札幌黎明福祉会 幌北ゆりかご保育園
社会福祉法人太平福祉会 太平保育園
社会福祉法人苫小牧市福祉事業協会 
社会福祉法人東苗穂福祉会 東苗穂保育園
社会福祉法人福美会 厚別もえぎ保育園
社会福祉法人よいち福祉会 にき保育園
日本赤十字社 小樽保育所

株式会社トレーディングサービス 企業主導型保育事業所キッズルームアップルはなぞの
【公務員（保育士）】
札幌市 
北見市
清里町
猿払村 猿払村立鬼志別保育所
【社会福祉施設】
社会福祉法人常徳会 児童養護施設興正学園
社会福祉法人羊ケ丘養護園 児童養護施設羊ケ丘養護園
社会福祉法人よいち福祉会 児童養護施設櫻ヶ丘学園
公益財団法人鉄道弘済会 札幌南藻園

【認定こども園】
学校法人アソカ学園 島松幼稚園
学校法人網走大谷学園 網走若葉幼稚園
学校法人高陽学園 認定こども園さくら
学校法人高陽学園 認定こども園ミナクル幼稚園
学校法人札幌大蔵学園
学校法人清明学園
学校法人千歳栄光学園 認定こども園千歳第２幼稚園
学校法人美心学園 認定こども園花川わかば幼稚園
学校法人北海大谷学園
学校法人北海道カトリック学園 認定こども園カトリック聖園こどもの家
学校法人北海道キリスト教学園 認定こども園名寄幼稚園
社会福祉法人太陽育生会 北郷ピノキオ認定こども園
社会福祉法人石狩友愛福祉会 札幌西友愛認定こども園
社会福祉法人いずみ福祉会 保育所型認定子ども園栄町マスカット保育園
社会福祉法人高陽福祉会 認定こども園ピッコリーノ学院
社会福祉法人高陽福祉会 認定こども園おとぎのくに
社会福祉法人高陽福祉会  認定こども園メルシー学院
社会福祉法人高陽福祉会  認定こども園当別夢の国幼稚園
社会福祉法人大五京 こども園ソレイユ
社会福祉法人夢工房 幼保連携型認定こども園しらゆき夢

保育科地域社会学科

専攻科保育専攻

2020年度
（2021年3月卒業生）

就職率
98.0%

2020年度
（2021年3月卒業生）

就職率
100%

2020年度
（2021年3月卒業生）

就職率
77.8%

2020年度
（2021年3月卒業生）

就職率
68.4%

5

17.0%
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進学
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サービス業
公務
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　私の住んでいる家の近くに大学があります。そ
の大学の構内や、周辺には、街路樹をはじめ多く
の木々があります。
　そこでは、四季折々に多彩な花が咲き、そして
散っていきます。時折、木の実を食べにやってく
る野鳥を観察しながら、自然にうつろう木々の姿
に美しさを感じています。
　毎日眺めていると、不思議に感じ方が違うのに
気がつきます。あたりまえと言えばそうなのです
が、ちょっとしたその日の心持ちによって、見方や
感じ方が変わる自然の魅力を楽しんでいます。
　人の季節感や自然観などは、様々な体験を通し
ながら、時間をかけてゆっくりと形成されていくの
でしょうが、私の場合、毎日のこれらの木々の観察
から受ける感覚が、知らずに「心の仕組み」とし
て、私の自然観や美意識を培っていると思われま
す。
　そんなことを考えていると、ふと学生の頃の体
験を思い出します。
　音楽科で学んでいた私は、初冬のある日、講義
の一環として「自然の音に親しむ」ため、大学校

舎裏手の山に登りました。
　そこでは、ゆったりと時間が流れるなか、モノ
トーンの色調に包まれた光景に強く胸を打たれま
した。それは、幽玄という言葉がピッタリとするく
らい、全ての物は青白く冷徹に輝いていました。
また、そこから聴こえてくる音には、悠久の時を思
わせる響きを感じ、荘厳な雰囲気の中で思わず自
身をふりかえってしまう不思議な体験をしました。
大袈裟な言い方をすると、私は、改めて美を感じ、
新たな思考と発見のある新鮮な自分を感じまし
た。これら人間の存在の根源にまで迫るかのよう
な厳かな自然の音の力に圧倒されたのです。こ
のことは、自然と人間の慈悲深く、血の通った触
れ合いに他ならないと強く確信したものです。
　そうした感じ方がそうさせるのか、あるいは、
歳のせいで感傷的になっているのかわかりませ
んが、最近、私は毎日繰り返される自然の営みに、
自分の人生を重ね合わせ感動を覚えることがあり
ます。
　それは、ひたすらな営みによって描き出される
自然の姿に、あるいは、永遠に続いている時間と

空間の中に、ほんの一瞬「自分という生命」が保
たれていることを感じるからです。
　私にとって、自然から感じる新鮮な感覚や感動
は、ある意味では、自分の過去を見直すのと同じ
ことであり、そして、それは過去の考え、習慣、美
意識などへの回帰体験でもあります。
　いま、私は、毎日の表情も違う木々を慈しみ、そ
ういう感覚を日々紡いでいくことに喜びを感じて
います。

　学生時代を思い返すと、今のように生活の中で
感染対策などの制約が起きることもなく過ごして
いました。医療系の大学にいたので、今も
covid19の対応で追われている先輩や同期もあ
り、心から敬意を表し、感謝を忘れないようにし
たいと思います。
　今回エッセイの依頼を受けて、学生時代を振り
返ると私はいろいろと目標が定まらない学生でし
た。特に目標もなく好きなことばかり。バイトと趣
味に没頭しつつ、学業はうまくやっていた感じで
した。そんな私にも、これまでの人生の中で色々
と転換期がありました。
　まず、20歳の時の実習で障がい児施設へ行っ
た時でした。障がいのある子どもに関わることに
興味があり、選択しました。実際にあれこれやっ
てみても上手くいかず、為す術がなかったことを
覚えています。それを見ていた施設職員からは、
いいよ！よかったよ！と評価されました。上手くい
かないのに、どうしてよかったと言われるのか。
慰められたのかとも思いました。実は、その子は
しゃべることできず、こだわりも強い子でした。慣

れない人には拒絶反応を見せることをその時は
知らずに、関わろうとしていたみたいでした。そ
の後も積極的に関わり続けると、本人から近づい
てくれました。その子の中で、安心できる存在に
なれたんだなと感じた瞬間でした。それから私
は、療育に興味を持ち、実習後もほぼ毎週ボラン
ティアに通い続け、将来は障がいに関する仕事を
しようと思っていました。
　そして、25歳の時、働きながら大学院へ行き、
障がいについて専門的な勉強を重ねていきまし
た。指導を受けていた先生からは、病院での研究
指導を含めいろいろな話を聞きました。しかし、
その先生に病気がみつかり、自分の命が短いこと
を察してか、私のこれからを指導してもらえる先
生を紹介し、道を作ってくれました。そして、私は、
先生の意思を引き継ぐことができる機会があるの
であれば、大学の専門領域として学生指導をしよ
うと思うようになりました。それから、30歳を過ぎ
た頃に御縁があり、大学の教員になりました。
　これまで良いことも悪いこともたくさん経験し
てきました。人とは何か。人生とは何なのか。わ

からないことだらけでいろいろな人に話を聞いて
もらいました。そんな中で、1人の子どものため
に全力を尽くしてみました。楽しいと思ってやって
きたことから自分の道を見つけ、それがいろいろ
な大人に導かれていきました。私もこれからは、
そんな大人になっていきたいなと書きながら思
い返しています。
　私は、これから良いことも悪いことも起きること
を期待しています。いろいろなことに挑戦し、いろ
んな人と出会ってみたいと思っています。それが、
10年、20年した時
に、また私の人生
のターニングポイ
ントになっている
気がしています。
　最後に、人には
人生のターニング
ポイントがありま
す。皆さんはいか
がですか？

学生時代の思い出 ～「自分という生命」を感じて～ 芸術学部音楽学科 教授　勝谷　友一

ターニングポイント 短期大学部保育科 講師　今西　良輔

エッセイ
e s s a y

e s s a y

　ちょうど4 年前にご縁があって札幌大谷学園に奉職いたしました。就
任初年度は、認証評価を受ける年でした。5月には学長直属のプロジェ
クトチームを立ち上げ、自己点検評価書を作成し、6月末に評価機構に
提出、10月には評価員団による実地調査を受けました。これに並行し
て様々なプロジェクトが進行いたしました。新校舎建築とそれに伴う寄
付金募集、全学カリキュラム改革（初年次教育の導入とキャリア教育の
充実、学科の枠を越えた履修を可能にする副専攻制度の導入）、教授
陣の充実、コース・専攻の再編と充実（音楽総合コース、電子オルガン
コース、作曲・サウンドクリエイションコース、ファッション・デジタル
ファブリケーション専攻、グラフィック・イラスト専攻、情報・プロダク
トデザイン専攻、行政法律コース、経済経営コース、教育福祉コース、
観光メディアコース）、授業料減免制度（希望者全員を対象とする「お
おたに減免」）の導入、ホームカミングデイの開催、入試制度改革、学
内組織再編を伴う教学ガバナンス改革などなど。またこの 4 年間、毎年
のように大きな困難にも直面いたしました。2018 年 9月の北海道胆振
東部地震による震災被害（北棟１号館の使用禁止・解体）への対応、高
等教育「無償化」への対応、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応

（基本原則の確認とオンライン授業導入など）など。こうした中、大学へ
の志願者数、入学者数は大幅に増加し、就職率はほぼ 100％を達成す
ることができました。休退学者数も激減いたしました。すべては大学教
職員の努力と学生たちの頑張りに支えられてのことと感謝しておりま
す。札幌大谷がますます発展することを心より願っております。
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　2021年度前・後期学費等は、同封の振込依頼書により期限
までに、金融機関から納付をお願いいたします。
　後期学費等は9月15日（水）まで納付してください。


