
芸術学部音楽学科・美術学科／共同制作演習 A（舞台）「フィガロの結婚」

自己を問う言葉� 学長　巌城　孝憲
「紙ふぶきを札幌の毎年の冬の風物詩にしましょう。」札幌市内で、プロ野球の

優勝チームが、駅前通りを凱旋パレードしたときに、Ｉ選手が言った言葉です。

応援の力を一層かき立てる言葉です。新聞には、こんな言葉も載っていました。

「紙ふぶきって、いいですね。けれど、後で誰が掃除するんだろうと、ふと思い

ました。」初めてパレードに出れたというN選手の言葉でした。表舞台には必ず、

それを支える舞台裏があって、日の目を見ることがなくても、じっと支えている。

「後で誰が掃除するんだろう」という問いは、その答えを求めている問いでは

なくて、ふと心の中に引っかかってきた問いです。舞台裏の苦しみやつらさを、

見過ごすことができない心が感じた問いです。

人は人生の問題に行きづまるごとに、自分を支え励ましてくれていた世界に、

ひとつひとつまなざしが開かれる場に、立たされてきたのではないでしょうか。

経典には、「心の眼が開くことを得る（心
しん

眼
げん

得
とく

開
かい

）」という言葉が述べられていま

す。信じたり、修行したりすると、見えないものも見えてくる特別な眼が開きま

すよ、と言っている言葉ではなくて、「あなた、心の眼が開いていますか？」と、

厳しく私を問う言葉です。眼に見えるものだけにとらわれて、眼には見えないけ

れどずっと支え励ましてくれていた真実の願いに背を向け続けてきたのではない

ですか。経典の言葉はいつも、いのちの目覚めをうながそうとする、自己を問う

厳しい言葉です。他人ばかり責めて、自己を問うことをしてこなかったのではな

いですか？この身に、いのちの深いまなざしが備わることが、人の世にあって、

何よりも尊いことではないでしょうか。　
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卒業するみなさんへ

退任される先生

種がまいてあります
元�短期大学部　美術科�
（現�芸術学部　美術学科）

教授　松隈　康夫
卒業、修了おめでとうございます。

みなさんは札幌大谷大学短期大学部美術科最後の卒業生、修了生です。それぞ

れに感慨深いものがあると思います。また、学生生活を陰ながら支えてくださっ

た保護者の皆様、本当にご苦労様でした。心よりお慶び申しあげます。

今までは、与えられた課題をこなしたり、出された問題を解くことが多かった

と思いますが、これからは自分で問題を考え、自分で答えをみつけていかなくて

はなりません。でも、大丈夫。急ぐことはありませんし、答えも一つではありま

せん。みなさんの創造的思考と感性、若いエネルギーで一歩ずつ前進していって

ください。種はまいてあります。

日々手入れを欠かさず、あなただけの花を咲かせてください。不思議な色の

花、めだたないけど凛とした花、どんな新種の花が咲くことでしょう。

楽しみにしています、お元気で。

「子どもが好き！子どものために働きたい！」そんな想いで集まった105人。

４月から新しいスタートですね。子どもって純粋でエネルギーに溢れていて、

こっちも元気になりますね。そして遊びの天才。大人にとっても「こうしたら

もっと楽しいんじゃない？！」そう思う遊び心は、仕事の上でも生活の上でも大

事な意味を持っているはずです。いつも笑い声に満たされていたこのクラスの皆

さんなので心配ないと思いますが、これからも遊び心を大切にして皆さんの人生

がますます楽しく輝きますように！� （清水郁太郎）

ご卒業おめでとうございます。入学オリエンテーションで一人ずつ自己紹介を

していた時間がとても懐かしく感じます。あの時からたった２年しか経っていま

せんが、その間にみなさんは保育園、施設、幼稚園で実習をし、附属幼稚園でも

様々な実習を行い、その間にぷりてぃ劇場があり、毎日の授業があり、そして就

職活動を経て今に至っています。多忙な中でもいつも明るく温かな表情で、日々

を楽しんで過ごしていた姿を忘れません。

これからのみなさんの活躍を祈りつつ、私も一緒に頑張ります！�（飯嶋裕美）

札幌大谷短期大学音楽科に昭和40年に着任し、札幌大

谷大学芸術学部音楽学科を今年平成25年に退職いたしま

すまでの48年間いつも、わたくしは幸せでありました。

なぜなら、レッスン室に入れば、ピアノを美しく歌わせ

るようになりたい一心で若き情熱をピアノに向けて注ぎ

込んでいる研究熱心な学生さんに必ず会えたからです。

退職にあたりまして、札幌大谷大学短期大学部音楽科

と札幌大谷大学芸術学部音楽学科に心底からの感謝を申

しあげます。学生さんのひたむきな熱意に支えられた音

楽学科の、末永いご発展を切に願います。ありがとうご

ざいました。

楽しく温かい日々
短期大学部　保育科

教授　清水　郁太郎
講師　飯嶋　裕美

音楽科を御卒業の皆さん、おめでとうございます。２年前に入学なさったばか

りのあなた達に「この仲間が音楽科の最後の新入生であり、最後の卒業生になる

事。そして１期生の大先輩達が夢と希望に溢れて開いてくださった学び舎の扉を

48年の歴史と共に閉じる大役を負わされている…」と、お話しした事を覚えて

いますか？とうとうその時が来てしまいましたね。48年間で築き上げられた音

楽科の輝かしい実績は、札幌大谷大学芸術学部音楽学科誕生へと立派な役割を果

たしました。この事実に誇りを持って、卒業式には全員の手で学び舎だったかけ

がえのない音楽科の幕を沢山の感謝の気持ちと共にゆっくり降ろしましょう。そ

の大役を果たせたあとには、皆さんの新しい人生の道が開けている筈です。

この２年間で学んだ様々な事柄を活かし、新しい環境の中をしっかりと歩んで

ください。そして今後の皆さんの人生の中にいろいろな形の「音楽」が生き生き

と育まれ続けますように…と、願います。

皆さん、お元気で！そしてありがとう！！

長い歴史の終止符
短期大学部　音楽科

学科長・教授　吉川　順子

４年間（またはそれ以上）の大学生活を終え、無事に卒業される皆さん、本当

におめでとうございます。新入生宿泊研修に始まり、毎日の講義やレッスン、定

演や自主企画の演奏会、それに演奏旅行や研修旅行等、振り返れば、結構盛りだ

くさんの学生生活でしたね。様々な失敗や苦労を積み重ねる中で、人間的にも音

楽家としても大きく成長された皆さんの努力に対して、教員一同、心から敬意を

表します。

これからは一般就職、大学院進学、教員志望など、様々に人生の道を歩まれる

わけですが、音楽を愛し、学びつづける限り、札幌大谷はこれからも皆さんの学

び舎でありつづけます。どのような形であれ、大学で培った自分自身の音楽を糧

としてさらに研鑽を重ね、心豊かな響き溢れる人生を送られることを願います。

音楽を心の糧に
芸術学部　音楽学科

学科長・准教授　千葉　潤

芸術学部　音楽学科

高岡　立子�教授
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卒業・修了します

手元にたくさんの小さな自画像作品があります。

１年生油彩授業の終わりに４時間ほどで描き上げて

貰った作品です。平成元年から６年までの６年間分

で160余点です。23×16㎝（SMサムホールという

大きさです）の小画面は巧拙を超えてそれぞれが

「誰」なのか良く分かります。また、短時間で制作

したからではないのでしょうが、それぞれが極めて

個性的な表現の絵画群でありそれは見事なものです。

教員47年間のうちの30年間を大谷の学生と過ご

しました。大谷短大48年間のうちの30年間でもあ

ります。個性的で多様な表現を目指す大谷の学生諸

君であったからこそ、まがりなりにも先生を勤めら

れたのだと改めて思いました。大谷での全てのこと

に感謝申し上げます。ありがとうございました。

「この石の中には光の光が埋もれている」。ノ

ヴァーリスの閃光のような言葉に出会うのは宇

佐見英治の『石を聴く』の跋文。志村ふくみの

『一色一生』が「すべてのみえるものは、みえ

ないものにさわっている」と応答することも識

る。森羅万象、モノにむけるまなざしと態度が

裏打ちされた。美術科に着任して5�年経ち、路

上に立ち美術することを決意し、25年にわた

り開講された《人生と芸術》が、学生とともに

授業を組み立てていく時期と重なったことが感

慨深い。そのころ構想した「小さな大学」は、

丁寧に学生と学問に向き合い、人として、公平

にひたすら平等なまなざしとその応答の場とな

ることでした。「大谷の願い」もそこへとむか

う、そう願うのです。

短期大学部　美術科

川畑　盛邦�教授

短期大学部　美術科

岡部　昌生�教授

私は、1,2年次の頃は将来の事よりも、音楽を続けたいという漠然とした考えで、目の前
の課題をこなしていました。しかし、3,4年次になるにつれ卒業を意識するようになり、将
来を見つめたとき、音楽から離れるということは考えられませんでした。そして、今年度は
教育実習へ行き音楽指導のやりがいを感じることができ、３週間という限られた期間を有意
義に過ごすことができました。また、自分達で企画・運営をした演奏会では、聴き手が居て
の音楽ということ、それに対する感謝の気持ちと演奏する楽しさを改めて実感できた、良い
機会になりました。
この４年間で経験したことを踏まえて、卒業後は実績を積みながら、奏者として、また、
指導者として、一心不乱に進み続けたいです。今までご指導してくださった先生方、仲間、
後輩たち、本当にありがとうございました。

油彩コースで過ごした４年間は様々な分野を追及することができ、自分の作品とじっくり
向き合うことが出来る貴重な時間でした。
人物を描くことに苦手意識を持っていた私は、人物をメインに絵の画面を構成して研究し

てきました。しかし自分が表現したいようにはなかなか上手くいかずに、何度も困難にぶつ
かりました。そんな時に的確なアドバイスをくれた先生や、私の絵の前に立ち一緒に考えて
くれる友人が居たからこそ、私は困難を乗り越え４年間成長し続けることが出来ました。
また「今はどんな絵を描いてるの？」と私の作品を楽しみにしてくれる家族や友人が居て

くれることに幸せを感じ、これからも社会に出て様々な刺激を受け、それを作品に活かして
制作を続けていきたいと思いました。
温かく見守ってくれた家族や先生方、大学の方々、そして共に４年間過ごした友人に心か

ら感謝します。ありがとうございました。

入学してから卒業するまでの２年間は本当にあっという間でしたが、この２年間の出来事
を一つひとつ鮮明に覚えているくらい毎日が充実していて、楽しい日々でした。
思い出は多くありますが、特にぷりてぃ劇場では、初めての経験が多い中、みんなで試行
錯誤をしたことで保育科105人の絆が深まり、今までにない感動も味わうことが出来、改め
て大谷保育科に入学して105人の仲間に出逢えて良かったと心から思いました。
２年間私たちを優しく支えてくれた先生、職員の方々、温かく見守ってくれた家族、そし
てどんな時も励まし合い、支え合った仲間に、感謝の気持ちでいっぱいです。
卒業をして、春からはそれぞれの道に進みますが、私たちは２年間を共に過ごし、笑い合
い、支え合った大切な仲間です。離れても強い絆で結ばれています。大谷で過ごした思い出
を胸に、新たな道に進んでからも元気に頑張ります。大谷保育科大好きです。

専攻科に入学したのはたったの５人。短大でもあまり一緒にいなかったメンバー。この５
人でやっていけるのか不安でした。しかしその不安は見事に裏切られ、それぞれ性格の違う
５人が自分らしさを出せる居心地の良い空間でした。保育に対する考え方もそれぞれ違うの
で、５人の話がまとまった時には、ワクワクするような保育が生まれる、そんな感じでし
た。附属幼稚園実習も、お互いの良い所を盗み合い、一人一人が成長できました。まさに、
みんなちがってみんないい。
他にも市立幼稚園の実習や夏休みに行った園見学では、自分達が今まで見たことのないよ

うな保育がそこで展開されており、とても刺激を受けました。もちろんそこで感じたことも
５人別々。しばらくはその話が尽きませんでした。
この５人でやっていけるか不安だったのに今ではこの５人で居られなくなるのが不安。そ

んな仲間に本当に感謝しています。

音楽と共に
芸術学部　音楽学科　４年

佐藤　香澄 さん

感謝の４年間
短期大学部　専攻科美術専攻　２年

小笠原　あかね さん

みんなで歩んだ２年間
短期大学部　保育科　２年

松原　里奈 さん

「好きなことともっと真剣に向き合ってみたい」そんな気持ちを胸に入学した大谷での２
年間は、私の世界を広げてくれるとても刺激的な日々の連続でした。
個性豊かで才能に溢れた先生方や仲間との交流、日々同じテーマのもとに生み出されてい
くまったく違った色を放つアートたち。コースの枠を越えた仲間たちとの交流もまた楽し
く、お互いに刺激を与え合うことのできる恵まれた環境の中で、新しい発想を大切に作品づ
くりをすることができました。とにかく必死に手を動かした２年間でしたが、尊敬する仲間
が周りに沢山いてくれたおかげで、皆とは違う自分らしさとは何なのか、あらためて自分の
作品と向き合い成長するきっかけを与えてくれたように思います。
短大で学んだ２年という時間、仲間たちとの出会いを大切にこれからも自分らしく美術と
向き合っていきます。先生方をはじめ、お世話になったすべての方々に深く感謝します。ど
うもありがとうございました。

かけがえのない２年間を終えて
短期大学部　美術科　２年

卯月　しおり さん

私の短期大学生活の２年間はとても充実したものになりました。その中で私は沢山の『人
との繋がり』を見つけることが出来ました。自治会活動で出会った違う学科生との繋がり。
サークル活動で出会った先輩や後輩との繋がり。そしてかけがえのない音楽科の仲間との繋
がり。そんな『人との繋がり』はまるで木の枝のように四方八方に広がり私に様々な世界を
見せてくれます。それに気付くことが出来たのもこの２年間です。これからも多くの人と
色々な繋がりを持ち自分の木の枝を増やしながら少しずつ美味しい実を付けていこうと思い
ます。

出会い　そして繋がり
短期大学部　音楽科　２年

安藤　理奈 さん

みんなちがってみんないい
短期大学部　専攻科保育専攻　２年

宮田　千紘 さん
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札幌大谷大学芸術学部に入学された皆さん、それぞれ希望に燃えて新しい生活を始められたこと

と思います。ここでは音楽学科であれ、美術学科であれ、自分の専攻分野がすでにおおむね決まっ

ていて、それぞれの専門性を深く追及することがまず基本になります。

札幌大谷大学芸術学部の特色として、自分の専攻分野の研究とともに広く芸術全体の教養を深め

る場として皆さんのお役に立てるようなカリキュラムを設定していますので、どうか十分活用して

ください。

現代の社会ではどの分野であれ、深い専門技術と広い視野を求められますから、それに対応でき

る教養を在学中に身につけていただきたいと思います。

カリキュラムとして与えられるものだけでなく、自分から目的意識を持ち、先生に積極的にアプ

ローチする姿勢を持っていただくならば、芸術学部はそれに充分こたえられるだけのスタッフをそ

ろえておりますので、なにごとであれ、ぜひ果敢に挑戦してくださることを願っております。

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。さて、皆さんはどのような目標を持って入学さ

れたでしょうか。入学動機はそれぞれであっても、将来の目標を描きつつ、その目標の実現を目指

して前向きに一歩ずつ着実に歩んで欲しいと願っています。このことを強烈に意識することが４年

間の出発点となるでしょう。

社会学部では、学部教育全体をキャリア教育の４年間でもあると考えています。もちろん大学は

就職予備校ではありません。けれども、社会学部の４年間は卒業後の進路に向け、学力を伸ばし

て、人間性・社会性を養いつつ、社会の一員となる準備をする「学びの場」と位置づけています。

そのためには謙虚な気持ちを忘れることなく、主体的かつ自発的に学んでいく姿勢が何よりも大切

です。

社会学部は「勉強させる」４年間ですが、それは「勉強できる」４年間でもあります。社会学部

の教員とともに大いに学びましょう。正しい努力は決して裏切りません。それではLet’s�begin！

３月の短期大学部美術科の発展的終焉を経て、４月より芸術学部美術学科が開設２年目を迎えま

した。同時に、美術科からは短期大学部最後の３年時編入のみなさんをお迎えし、１年生から４年

生までの全学年が揃った記念すべき年になりました。大学は、�昨年４月より継続的に協力してきた

東区役所との連携協定に加え、美唄市との連携協定をいたしました。関連して美術学科の具体的な

事例をご紹介します。東区では、継続してきたタッピー通信のポスターデザインへの協力、また東

区に由来の深いタマネギ「札幌黄」のロゴデザインへの協力、さらに美唄市では、公開講座として

「日本画」の実技指導、あるいは「美唄50音かるた」の制作を通し地域再発見を顕示しました。美

術学科では教育理念の一つとして、美術の力を通して、地域に貢献できる人材の育成を挙げていま

す。今後、教育の実践を通し、社会趨勢に対応した魅力的な人材を育てたいと考えています。新入

生のみなさん・保護者のみなさまご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保育科へのご入学、心より歓迎いたします。みなさんの中には

第一志望の大学受験に失敗して不本意ながら本学に入学した方もいらっしゃるかもしれません。

「人は宿命の下に生まれ運命によって育てられる」という言葉があります。本学保育科に入学され

たのもみなさんにとって運命です。本学で学んだことに満足して卒業できるよう私たち教職員も力

を尽くしますので、どうぞ前向きに学生生活に臨んでください。

現在保育科の就職状況は大変良好で、ここ数年は希望者全員が保育の専門職に就いています。し

かし就職率の良さに安心しないで探究心をもって貪欲に学習することが大切です。２年間という短

い期間に幼稚園教諭二種免許状と保育士資格を取得して卒業するためには大変慌ただしい学生生活

を送らなければならず、ともすれば消化不良のまま卒業することになりかねません。真の友に恵ま

れ実り多い学生生活になることを念じます。

新入生のみなさんへ
芸術学部　音楽学科

学部長・教授　小林　仁

大いに学んでこそ大学
社会学部　地域社会学科

学部長・教授　平岡　祥孝

４学年体制を迎えて
芸術学部　美術学科

学科長・教授　森田　克己

新入生のみなさんへ
短期大学部　保育科

学科長・教授　柘植　純一
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公開講座「インターンシップの現場から見た仕事論」

進路・就職フェアー／就職コンサルタント�姜�雅人�氏

全学仏教講演会／講師�真宗寺住職�畠山�明光�師橙丹祭・舞姫 橙丹祭・模擬店（似顔絵屋さん）橙丹祭・スター誕生

公開講座「近代フランスの音楽−ドビュッシーとその周辺」

報恩講

進路・就職フェアー／�
札幌市立あつべつきた幼稚園�園長�上田�道子�氏

PickUPレポート

�❹� 1日� 入学式
� � 2・3日� オリエンテーション
� � 4日� 前期授業開講
� � 14日� 健康診断

�❺� 30日� 花まつり

�❻� 16日� 全学オープンキャンパス
� � 25日� 食育月間健康キャンペーン（〜29日）

�❼� 24日� 前期補講（〜28日）
� � 30日� 前期授業終講
� � 31日� 前期定期試験（〜8月1日）

�❽� 2日� 夏期休暇開始（〜9月8日）
� � 30日� 前期追・再試験（〜31日）

�❾� 10日� 集中講義（〜13日）
� � 14日� 後期授業開講
� � 29日� 進路・就職スタートアップセミナー

�❿� 23日� 報恩講・全学仏教講演会
� � 27日� 橙丹祭（大学祭）（〜28日）

�⓬� 25日� 後期補講・集中講義（〜27日）
� � 28日� 冬期休暇開始（〜1月6日）

�❶� 24日� 進路・就職フェアー
� � 29日� 後期補講（〜31日）

�❷� 6日� 後期定期試験（〜7日）
� � 25日� 卒業学年追・再試験

�❸� 16日� 学位記授与式・修了式

2012ｰ2013　 平成24年度�学年暦 　全 学 共 通

平成24年度の実施報告　おおたに 秋・冬

芸術学部元年 共同制作演習で
切り拓く新たな表現世界
平成24年４月より芸術学部として新たなスタートを

した音楽学科、美術学科。それぞれの学科の特徴を取

り入れ融合させた画期的な授業『共同制作演習』が始

まり、７月と１月に作品発表が行われました。

前期「舞台」の演目はモーツァルトの「フィガロの

結婚」。劇の内容をよく研究し制作された大道具・小

道具・衣装や、舞台を彩るプロジェクター映像はどれ

も18世紀ヨーロッパを舞台とする物語をいきいきと表

現したものでした。熱のこもった歌唱と演技、ピアノ

演奏によるオペラ・ブッファ（喜劇性のあるオペラ）

が、夏の大谷記念ホールを大いに沸かせました。

後期は「映像」。４つの作品のそれぞれのねらいに

沿った曲を音楽学科が、プロジェクター映像・ムー

ビー・アニメーションを美術学科が担当しました。両

学科の共通言語は「時間」と言えましょう。ときには

ダイナミックに、ときにはゆったりと流れる時間の中

に音楽と映像を見事に融合させ、観客の心に残るメッ

セージを届けました。

全国でも類を見ない試みの「共同制作演習」。新しい

総合芸術作品としての期待は高く、またこの取り組み

が芸術学部学生のインスピレーションを呼び起こす確

かな槌音（つちおと）となったことは間違いないでしょ

う。� 広報委員長　清水　郁太郎
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おおたに 秋・冬

PickUPレポート

音の輪コンサート

電子オルガン定期演奏会

定期演奏会

電子オルガン特別講義／冴咲�賢一先生

定期演奏会吹奏楽定期演奏会吹奏楽定期演奏会

�❹� 2・3日� オリエンテーション
� � 3日� 新入生歓迎コンサート

�❺� 13日� 吹奏楽セミナー
� � 21日� 志村 泉先生特別講義（表現法）

�❻� 2・3日� �芸術学部音楽学科・美術学科　��
社会人基礎合宿（北広島）

� � 5日� �ラントシュ・イシュトヴァーン先生�
�特別講義（ピアノ）（〜16日）

� � 10日� 日露合同音楽交歓コンサート
� � 12日� �ジュンジュシ・ゾルターン先生��

メモリアルコンサート
� � 23日� �エレナ・オブラスツォワ先生��

特別講義（声楽）

�❼� 7日� 吹奏楽浦河演奏旅行
� � 19日� �共同制作演習A（舞台）オペラコンサート��

（フィガロの結婚・ハイライト版）
� � 21日� オープンキャンパス
� � 24日� 本村 久子先生特別講義（音楽指導）
� � 25日� 前期実技試験（〜8月8日）
� �
�❽� 9・10日� 音楽療法黒松内研修

�❾� 1日� オープンキャンパス

�❿� 6日� 村井 靖児先生特別講義（音楽療法）

⓫� 22日� �ラントシュ・イシュトヴァーン先生��
特別講義（ピアノ）（〜12月8日）

� � 26日� 第7回定期演奏会（Kitara�大ホール）
� � 27日� �ウーヴェ・コミシュケ先生�

特別講義�（管弦打楽）

�⓬� 4日� �陸上自衛隊音楽隊合同キャンパス�
�コンサート（吹奏楽）

� � 21日� 電子オルガン定期演奏会

�❶� 19日� オープンキャンパス
� � 22日� 吹奏楽定期演奏会（Kitara�大ホール）
� � 27日� 札幌大谷音楽コンクール
� � 29日� 後期実技試験（〜2月13日）

�❸� 15日� 卒業演奏会

芸術学部 音楽学科／短期大学部 音楽科

キャンパスコンサート
平成24年12月４日㈫�陸上自衛隊北部方面音楽隊（50

名編成）と、札幌大谷大学芸術学部音楽学科吹奏楽履

修生（80名）による吹奏楽合同演奏会を、札幌大谷

記念ホールで開催した。昨年度は、海上自衛隊東京音

楽隊との合同演奏会を企画し、今年度で２回目となっ

た。音楽隊と本学学生との合同演奏を通じて、学生の

更なる演奏技術及びステージマナー並びに自衛隊に所

属する音楽隊への就職意識等の向上、加えて地域住民

との交流を目的とした「キャンパスコンサート」は大

成功であった。音楽隊に入隊する学生は、今年度で４

年連続輩出しており、今回のコンサートでは、平成23

年度に卒業した和田翔太君（クラリネット）も参加し

ていただき、後輩からは尊敬の眼差しで見つめられ、

リハーサルから本番まで大変興奮した演奏会になっ

た。一昨年の東日本大震災時に多くのメディアが、自

衛隊音楽隊の活動を紹介してからは、本学学生が将

来の仕事として音楽隊を意識する学生が多くなって

きた。今年度もまた１名音楽隊への入隊が決まってい

る。この演奏会でとても有意義であったことは、プロ

の演奏家と共に音楽を作る作業はもちろんのことだっ

たが、何より東区の地域住民・中学生・高校生が聴衆

として来場していただいたことだ。４年制大学として

７年の間にこれだけ多くの来場者数は今までに無かっ

たことである。ようやく、本学も地域に根ざした大学

として地域に受け入れられていることは、本学学生・

教職員共に嬉しい事であった。今度ともこのような活

動を行っていきたい。

� 芸術学部　音楽学科　広報委員　倉橋　健

音の輪コンサート

室内楽特別講義／木ノ脇�道元先生（フルート）、菊地�知也先生（チェロ）
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PickUPレポート

おおたに 秋・冬

美唄市との地域連携活動 
「美唄50音かるた」実施報告
本学と美唄市との連携事業「美唄サテライト・キャ

ンパス」の一環として、平成24年８月『美唄50音かる

た』を実施しました。

『美唄50音かるた』は、美唄市に住む方々と、本学

学生、美唄の高校生たちが一緒に美唄市内を歩き、美

唄の魅力を感じる写真を撮ってきたものに文章をつけ

て、50音のかるたを完成させるワークショップです。

日常のくらしの中にある美しさや愛おしさ、驚きを、

写真と文章で表現することで、美唄の良さを再発見

し、共有します。

ワークショップでは、４つのグループにわかれて美

唄市内で写真を撮り、かるたを制作しました。天気に

も恵まれ、参加者のみなさんは美唄市内各所でいろい

ろな人やできごとと出会い、それぞれ個性的でユニー

クな写真を撮ってくることができました。２週間後に

は、完成したかるたを使ってアルテピアッツァ美唄で

かるた大会をおこないました。優勝者には賞品として

美唄のお菓子が贈られましたが、それだけでなく、そ

れぞれが美唄での楽しい出会いや発見の思い出を抱え

て、帰途についたのでした。

� 芸術学部　美術学科　講師　宮田　雅子

芸術学部 美術学科／短期大学部 美術科

特別講義／デザインコース／鎌田�順也先生�
（LEVAN�inc.アートディレクター・デザイナー）

筆の講習会／中里�勝�氏特別講義／油彩コース／笠井�誠一先生�
（愛知県立芸術大学�名誉教授）

専攻科展2012

�❻� 21日� ���美術科２年　専攻科２年制作研修��
（〜23日）

� � � ・函館（油彩）　・ニセコ（デザイン）
� � � ・岩内（総合造形）

�❼� 19日� �共同制作演習A（舞台）�オペラコンサート��
（フィガロの結婚・ハイライト版）

� � 21日� �オープンキャンパス

�❽� 1日� �佐藤 時啓先生特別講義（総合造形）��
（〜2日）

�❾� 10日� �鎌田 順也先生特別講義（デザイン）��
（〜11日）

� � 11日� �笠井 誠一先生特別講義（油彩）
� � 11日� �専攻科企画展［大丸藤井セントラル�

7F�スカイホール］（〜16日）
� � 15日� �オープンキャンパス

�❶� 19日� �オープンキャンパス（予定）
� � 22日� �卒業制作展・修了制作展��

［札幌市民ギャラリー］（〜27日）

第48回卒業制作展・第46回修了制作展

特別講義／総合造形コース／佐藤�時啓先生
（東京芸術大学美術学部先端芸術表現科�教授）
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PickUPレポート

ボランティアⅡ実習／北海道文学館 ボランティアⅡ実習／札幌市博物館活動センター ボランティア実習プレゼンテーションコンテスト

おおたに 秋・冬

ショッピングセンター光星クリスマスイベント

�❽� 5日� �ボランティアⅡ実習（〜９月11日）

�❿� 11日� �ボランティア実習プレゼンテーション�
コンテスト

�⓫� 15日� �第２回リーダーシップ研修

�⓬� 15日� �基礎力・教養確認試験
� � 22日� �社会学部学生プロデュース　�

ショッピングセンター光星クリスマス�
イベント

�❶� 17日� �社会人基礎Ⅴ　ディベート大会
� � 26日� �オープンキャンパス�

「高校生のための社会学入門」

�❷� 14日� �ボランティア実習Ⅱ　小樽雪あかりの路
ボランティア及び報告会（〜２月16日）

社会学部 地域社会学科

橙丹祭・模擬店橙丹祭・模擬店社会人基礎Ⅴ／ディベート大会第２回リーダーシップ研修

「小樽雪あかりの路」でボランティアを行いました
平成25年２月14日と15日の２日間、地域社会学科の一年生は、ボランティアⅡの

授業の一環として、「小樽雪あかりの路」でボランティアを行いました。雪あかり

の路は、小樽市内の各所をキャンドルの光で照らすイベントで、今回のボランティ

アでは、そのメイン会場となっている運河と手宮線跡地の二か所で、オブジェとス

ノーキャンドルの作成・補修を行いました。基礎演習の８つのゼミを半分に分け、

４ゼミごとに２日間の活動を行い、現地でもゼミ単位で作業に従事しました。作業

の合間には、スタッフや地元の方々、観光客の方々と話をしたり、同じようにボラ

ンティアに来ていた中国人や韓国人の方々と交流したりと、様々な出会いを楽しみ

ました。

また、２月16日には、ボランティア活動を振り返る報告会を実施しました。「地

域社会とボランティア〜ボランティアは地域社会にどう貢献できるか〜」という

テーマのもと、８ゼミそれぞれが、今回の活動で得た成果や反省点を発表しました。

� 地域社会学科　広報委員　吉岡　亮
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PickUPレポート

おおたに 秋・冬

んぐまーま・ふゆまつり／雪遊び広場

ふゆまつり・オープンキャンパス

スポーツフェスティバル1・2年生特別講義／福本まあや先生／幼児と身体表現

ふゆまつり／2年生演奏会ふゆまつり／2年生雪像制作

スポーツフェスティバル

スポーツフェスティバル

�❻� 9日� �ぷりてぃ劇場［札幌市こどもの�劇場��
やまびこ座］（〜10日）

� � 11日� �特別講義「民話の語り」�佐々木 健先生�
「保育内容（言葉）」

� � 29日� �１年生野外研究�
［北海道立洞爺少年自然の家、ウトナイ湖
ネイチャーセンター］（〜30日）

�❼� 6・12日� �特別講義「人形劇鑑賞（だるまちゃんと�
てんぐちゃん�他）・ペープサート制作」�
劇団グ・こぶた

� � 13日� �１年生ピアノ試験
� � 20日� �２年生ピアノ試験
� � 21日� �オープンキャンパス
� � 21日� �んぐまーま・なつまつり
� � 23日� �２年生保育実習Ⅱ（〜8月4日）

�❽� 27日� �２年生教育実習Ⅱ（〜9月15日）

�❾� 15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

�⓫� 5日� �１年生保育実習ⅠA（〜17日）

�⓬� 7・8日� 特別講義「身体表現」�福本 まあや先生

�❶� 26日� �オープンキャンパス
� � 26日� �んぐまーま・ふゆまつり
� � 29日� スポーツフェスティバル

�❷� 1日� �１・２年生ピアノ試験
� � 5日� �子どものための作品展��

［札幌市資料館］（〜11日）
� � 12日� �１年生保育実習ⅠB（〜3月16日）

短期大学部 保育科

保育科「こどものための作品展」に多くの来場者
保育科「こどものための作品展」が、平成25年２月５日から11日に札幌市資料館ギャ

ラリー（大通13丁目）で開催されました。例年通りさっぽろ雪まつりに合わせた会期と

し、今年も1,200名を超える観光客や地元の親子に観ていただきました。

保育科各学年の美術の授業で制作した木のおもちゃ、羊毛フェルト、焼き物、パペッ

ト人形のほか、大きなレリーフや大型遊具、創作絵本など合計200点ほどの作品を展示

し、子どもがゆっくり時間をかけて楽しんだり、大人の方が技法や内容について熱心に

質問される場面も見られました。オリジナルフレームによる無料プリクラ撮影も行い、

当番学生は来場者と交流することにより、自分たちの作品の手応えを感じることができ

ました。

大型遊具の汽車は、希望があった札幌市内の児童福祉施設に寄贈しました。制作者の

専攻科１年生５人は１年間苦労して作った作品が手を離れる少しの寂しさ、そしてこれ

から多くの子どもたちに愛される大きな喜びを感じていました。

� 保育科　広報委員　清水　郁太郎
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きらり! おおたに
学生の活躍

美術学科／第87回 道展

新人賞　彫刻部門
山川　英輝�さん

（芸術学部　美術学科�立体コース３年）

「�０から間へ間から１へ、１から間へ間から０へ」
山川君の新人賞受賞は、スタートしたばかりの立体コースにとっ

て大変うれしいお知らせでした。不思議な空間を感じるこの作品
は、鉄を素材として制作されています。日々作品と向き合う彼の姿
勢は大変意欲的かつ独創的なもので、今後がとても楽しみです。
� 美術学科　教授　松隈　康夫

美術科・美術学科／第６回道展 U21

U21大賞
大家　ひさ子�さん

（芸術学部　美術学科�立体コース３年）

「森の海」

UHB賞
中駄　彩緒里�さん

（芸術学部　美術学科�絵画コース３年）

「To�the�end�of�samsara」
中西出版賞

田中　麻衣�さん

（芸術学部　美術学科�立体コース１年）

「流れる」
優秀賞

眞木　裕太�さん（芸術学部　美術学科�立体コース１年）　「風」
小林　由紀実 さん（短期大学部　美術科�油彩コース２年）　「朝生まれ」
奨励賞

安田　ことみ�さん�（芸術学部　美術学科�絵画コース３年）「朝ぼらけ」
會澤　美咲�さん� （芸術学部　美術学科�絵画コース１年）「葛藤」
渡辺　優美子�さん�（短期大学部　美術科�油彩コース２年）「黄金の月　均衡」
亀田　真央�さん� （短期大学部　美術科�油彩コース２年）「金魚」
田中　由姫穂�さん�（短期大学部　美術科�油彩コース２年）「溢れる兆し」
三上　智子�さん� （短期大学部　美術科�油彩コース２年）「進化−私を見つけて−」
大澤　絵理香�さん�（短期大学部　美術科�油彩コース２年）「インソムニア」

U21の最高賞が本学立体コースから輩出されました。作品には派手さはないもの
の、実に素直な気持ちで対象と向き合い、自己の内面を深く見つめる静謐で存在感
のある作品となりました。立体コースは更に１年生２名の受賞もあり、またその表
現の多様化が一層目覚ましくなってきています。

美術学科／公開ロードアート制作
�

美術学科メディア表現領域の学生が平成24年９月27日〜30日の４日間に渡り
開催された札幌駅前通地区活性化検討委員会主催のイベント「エキマエドオリ
HANACAFE�-札幌駅前通地区活性化実験-」に参加しました。文化芸術を活用した創
造的空間づくりの一環として学生がロードアート（床絵）を用いたアニメーション
の公開制作を行い、多くの方に参加していただき盛況のうちに終了しました。
学生が制作したHP:http://mos-k.netにて制作した動画を公開していますので是非
ご覧ください。

音楽科・音楽学科／新人音楽会

平成24年11月３日に行われた平成24年度札幌市民芸術祭「新人音楽会」において、
本学学生３名が受賞しました。

札幌市民芸術祭大賞
ピアノ部門

　押切　雄太�さん（芸術学部　音楽学科３年・演奏クラス）

札幌市民芸術祭奨励賞
管弦打楽器部門／サクソフォン

　富田　果奈�さん（芸術学部　音楽学科３年・演奏クラス）

管弦打楽器部門／マリンバ

　石川　千華�さん（短期大学部　研究生音楽専攻）

地域社会学科／プレゼンテーションコンテストで受賞

平成24年12月８日、日本ビジネス実務学
会北海道ブロック研究会主催の学生プレゼン
テーションコンテストが北海商科大学で開催
されました。北海道内の大学生６組10名が
出場の内、地域社会学科からは、本学科１
年、丸猛さん・坂本燎さんチームと早川秀さ
ん・吉武佑記さんチームが出場しました。両
チームとも夏休みに参加したボランティア実

習の体験をベースにしたプレゼンテーションを披露し、審査の結果、丸さん・坂本
さんチームが最優秀賞、早川さん・吉武さんチームが奨励賞を受賞しました。�

保育科／ピンクリボン月間イベントで、「にこにこおんがくたい」が演奏

平成24年10月14日、ウィングベイ小樽／
ヲタル座で、ピンクリボンファミリー実行委
員会主催のピンクリボン月間イベントとして
「にこにこおんがくかい」が健康セミナーな
どと共に開催されました。音楽会は、保育科
の器楽サークル「にこにこおんがくたい」が
担当し、子どもに親しみのある童謡やアニメ
メドレーを歌や踊りを交えてブラスバンド演奏しました。会場に集まったたくさん
の親子の手拍子や歌声も聞こえる楽しい音楽会となりました。企画担当者からは「次
は円山動物園などまた違う所でも親子向けのコンサートを披露してもらいたい」と、
うれしい言葉をいただけました。

サークルの活躍／バレー部

平成24年度の全ての大会で “ 全勝優勝 ”
女子バレーボール部は、平成23年度春リーグから北海道大学バレーボール連盟に
加入して以来、着実に昇格し続けています。平成24年度は、全ての大会で“全勝優勝”
し、上部リーグへの昇格を果たすことができました。25年度は、新チームになりま
すが、さらに上部昇格を目指して頑張りますので、ご声援をよろしくお願いいたし
ます。

バレー部 平成24年度の大会実績
春季大会：平成24年４月
・�５部Aリーグにて、藤女子・帯畜大に勝利し、５部Aリーグ全勝優勝。
・�４部リーグへの入替戦進出、不戦勝により、秋季大会から４部リーグ昇格。

秋季大会：平成24年10月
・�４部リーグにて、酪農大・札医大・医療大・帯畜大に勝利し、４部リーグ全勝優勝。
・�３部リーグへの入替戦進出、武蔵短大に勝利し、25年春季大会から３部リーグ昇格。

道央地区大会：平成24年11月
・�４部リーグにて、札医大・札学院B・道薬科・札東海Bに勝利し、４部リーグ全勝優勝。
・�25年道央地区大会から３部リーグ昇格。
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平成24年度卒業予定者について、2月28日現在の就職決定状況をご報告致します。今後の決定状況につきましては、大学ホームページおよび次号にて報告致します。

◆主な就職先一覧 ◆平成24年度就職決定状況報告 平成25年2月28日現在

芸術学部 音楽学科
音楽系
◦音楽教室講師��
（株）帯広旭楽器商会
（株）エルム楽器
（株）河合楽器製作所
島村楽器（株）
他
◦音楽療法士��
（株）ツクイ
（福）黒松内つくし園養護老人ホーム慶和園
（福）伏古福祉会�特別養護老人ホーム藤苑
◦教員��
（学）希望学園�札幌第一高等学校（臨時）

民間・その他
（株）アイティ・コミュニケーションズ
（株）パブリックリレーションズ
（株）京王プラザホテル札幌
（福）倶知安福祉会�羊蹄ハイツ
北海道旅客鉄道（株）
北見信用金庫
陸上自衛隊（公務員）
他

短期大学部 音楽科
音楽系
◦教員��
安平町立追分中学校（臨時）

民間・その他
帯広市公務員（行政職）

航空自衛隊（公務員）
（株）北洋銀行
（株）北海道銀行
ホクレン農業協同組合連合会
他

短期大学部 美術科
民間・その他
（株）エースプロジェクト
さかい眼科クリニック
他

短期大学部 専攻科美術専攻
美術系
◦デザイン職��
（株）ラヴィ
（株）ビジービー
◦アニメーター��
（有）アトリエムサ
◦その他専門職��
エイチ・テー・ビー映像（株）
（株）写真工芸社
日本綜合テレビ（株）
他

民間・その他
（株）デンコードー
（株）ヨシモト
長谷川産業（株）
三井住友海上火災保険（株）
中道リース（株）

（財）札幌市青少年女性活動協会
他

短期大学部 保育科
幼稚園

札幌市内･･･････････････････････････ 33名
道内（札幌市以外）�･･･14名（公務員1名含む）

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

保育所

札幌市内･････22名（公務員2名含む）
道内（札幌市以外）�･･･13名（公務員5名含む）
道外･･･････････････････････････････････2名

札幌市公務員（保育士）
帯広市公務員（保育士）
礼文町公務員（保育士）
浜頓別町公務員（保育士）
（福）札幌みどり福祉会�前田中央保育園
（福）にれ福祉会�東月寒にれ保育園
（福）恵愛会�住吉保育園
（福）太平福祉会�太平保育園
（福）知進会�みどり保育園
（福）北翠会�なかよし保育園

認定こども園

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

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

施設・その他

札幌市内･････････････････････････････4名

（財）札幌市青少年女性活動協会
（福）札幌報恩会�（配属先未定）
他

短期大学部 専攻科保育専攻
幼稚園

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

（学）湘南やまゆり学園�（配属先未定）
（学）清明学園�（配属先未定）
（学）宝流学園�（配属先未定）
（学）北広島竜谷学園�広島幼稚園

保育所

札幌市内･････････････････････････････1名

（福）高田福祉事業団�大谷地たかだ保育園

学科
内訳

大
学

本 科 専 攻 科 総
合
計保育科 音楽科 美術科 合計 保育 美術 合計

A� 卒業・修了予定者数 91 105 22 72 199 5 40 45 335

B� 就職希望者数 49 96 12 14 122 5 34 39 210

C� 就職決定者数 29 95 8 3 106 5 15 20 155

D� 未決定者数 20 1 4 11 16 0 19 19 55

C/B 内定率（就職率）％ 59.2 99.0 66.7 21.4 86.9 100 44.1 51.3 73.8
E� 　進学予定者数 11 8 8 52 68� 0 3 3 82

内

訳

専攻科 0 8 0 0 8� 0 0 0 8

併設大学編入学 0 0 3 41 44� 0 0 0 44

研究生 5 0 4 0 4� 0 0 0 9

留学 2 0 0 1 1� 0 1 1 4

他大学編入学 1 0 0 3 3� 0 0 0 4

専門学校進学 0 0 0 3 3� 0 1 1 4

その他進学 3 0 1 4 5� 0 1 1 9

F� その他進路予定者数 17 1 2 5 8� 0 3 3 28

内

訳

芸術活動を続ける 9 0 0 3 3� 0 1 1 13

教員・公務員受験予定 6 0 2 1 3� 0 0 0 9

アルバイト 1 0 0 1 1� 0 1 1 3

家事手伝い他 1 1 0 0 1� 0 1 1 3

（C+E+F）/A 進路決定率％ 62.6 99.0 81.8 83.3 91.5 100 52.5 57.8 79.1
G� 進路未定者数 14 0 0 1 1� 0 0 0 15

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下さい。

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、株式会社エルム楽器からピアノ講師の内定を頂きました。春から、１

対１でピアノを教えます。一人でも多くの方に音楽の楽しさを伝えたいという

思いから、ピアノ講師を志望しました。

受験するにあたって力を入れたことは、ヤマハグレードの取得と演奏力の向

上です。即興演奏が苦手で、なかなか取得できず苦労しましたが、合格した時

の喜びと達成感は大きなものでした。

これから実際に働くことを考えると不安はありますが、大好きな子ども達と

共に音楽を楽しみながら、親密な信頼関係を築いていきたいです。時には、生

活面での指導も忘れず、個々の生徒に合う明るいレッスンを展開していけるよ

う、日々努力していきたいと思っています。

４年間、お世話になったすべての方々に感謝しています。本当にありがとう

ございました。

私は札幌市地方公務員の保育士として、春から働くことになりました。

１年生の頃から公務員試験を受けようと考えていましたが、実習やぷりてぃ

劇場に向けての準備もあったため、本格的に勉強に打ち込み始めたのは２年生

の６月からでした。短期集中になってしまったため、結果が出るまではとても

不安でした。また、二次試験の作文と面接に向けては、自分の考えを精一杯伝

えようと思い試験を受けました。

札幌市の子育て支援が充実しているところに魅力を感じていたため、私もそ

れに携わっていけることになり期待に胸を膨らませています。今はまだ配属先

が決まっていませんが、どの職場においても自分のできることを一生懸命取り

組みたいと考えています。

札幌大谷で過ごした２年間が充実していたのは、家族や友だち、先生方のお

かげだと思っています。支えてくれた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。

芸術学部　音楽学科　４年

穂積　さゆり さん
就職先：株式会社エルム楽器（音楽教室講師）

短期大学部　保育科　２年

小菅　千夏 さん
就職先：札幌市公務員（保育士）

昨年７月に北洋銀行の内定をいただきました。北洋銀行を選んだ理由は、大

学で行われた就職セミナーで金融関係は短大生対象の学校推薦があるというこ

とを知り、「大手企業だし、とりあえず受けてみよう」最初は正直このようなと

ても軽い気持ちでした。それからS：LABOを活用し、どのような試験なのか、

どのような準備をすれば良いのかを調べました。進路支援課にも通い、履歴書

の添削や面接練習のお手伝いをしていただきました。そのような準備の中で企

業研究をしていくうちに、企業の魅力的な所をたくさん見つけ「このような活

動を行っている北洋銀行に入りたい」という想いが明確になり強くなっていき

ました。音楽とは全く関係の無い企業ですが、今まで音楽を勉強してきて音楽

で身についた日々努力すること、そして根性は人の何倍もあると思っているの

で、音楽を続けながらそれらを活かして、立派な銀行員になれるよう頑張りた

いと思います。

短期大学部　音楽科　２年　

髙本　捺美 さん
就職先：株式会社北洋銀行

私は高校生の時から好きだった「写真」関連の企業に内定を頂きました。主

な業務内容は、写真を撮りに来てくださったお子様のヘアメイクや着付けを担

当し、私の場合はカメラマンを希望したので写真撮影も行います。

私は、初めから写真関連の仕事を探していたわけではありませんでした。

様々な業種の企業を受験し、就職活動を通して様々な人の価値観を学び、自分

が将来どうなりたいかを明確にしていきました。面接の時にはどんなに取り

繕っても、相手はプロなので必ず見抜かれます。考えが定まらないまま答えて

も相手には何も伝わりません。就職活動での面接は言葉だけではなく、「自分自

身」が成長していかなければなりません。今となっては、自分の成長を感じる

と共に大好きな写真の仕事に就けたことを誇りに思っています。訪れたお客様

の最高の思い出となるような写真を撮り続けていきたいと思います。

短期大学部　専攻科美術専攻　２年

片丸　七彩 さん
就職先：株式会社写真工芸社（スタジオ・アン）
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主な教育・研究・社会活動の報告　 2012.4 ｰ 2013.3 

一般教育

巌城　孝憲（学長・教授）
研究レポート　「他力回向としての正定聚」　2012年８月　�
『真宗大谷派北海道教学研究所第13期研究レポート　落在』
（単著）
法話録　「よきひとのおおせ」�『在家仏教』　2012年９月号　�
在家仏教協会
学術論文　「浄土三経往生文類の研究（続）」　�
2013年３月（予定）　札幌大谷大学紀要第43号（単著）

芸術学部音楽学科

小林　仁（学部長・教授）
企画・出演　ショパンフェスティバル・in・表参道　�
一週間にわたるショパンウイークのコンサート、講演　�
2012年５月
著書　新刊「ピアノが上手になる人・ならない人」（単著）　
2012年９月
演奏　コンサート（四日市・とまりむら例会）ショパン・「マズル
カでショパンの生涯をたどる」　2012年12月

千葉　潤（学科長・准教授）
学会発表　日本音楽学会東日本支部例会�
シンポジウム「ロシア・ソヴィエト音楽研究の新しいパースペ
クティヴ」司会・パネリスト　2013年３月（予定）　�
札幌大谷大学響流ホール（共著）
執筆　北海道新聞夕刊コラム「魚眼図」　2012年４月〜　�
北海道新聞
講師　講座「音楽史を楽しむ」　2012年４月〜2013年３月　�
NHK文化センター札幌教室

岡田　知之（教授）
審査　群馬県吹奏楽コンクール　2012年８月　�
群馬県民会館（ベイシア文化ホール）
公演企画　音楽大学オーケストラ・フェスティバル�
実行委員長　2012年11月、12月　東京芸術劇場
執筆　たいころじい（太鼓と人間の研究情報誌）　�
2012年12月　浅野太鼓文化研究所（単著）　

関谷　正子（教授）
学会発表　在宅高齢者における受動的音楽療法の生理的・
心理的効果　2012年５月　日本音楽療法学会北海道支部�
第21回研修会　北翔大学北方圏学術センター
学会発表　介護予防の音楽療法の現状と課題　第３報　
2012年９月　日本音楽療法学会第12回学術大会　宮崎市
シーガイアコンベンションセンター
講演　東区健康づくり公開リレー講座　�
「音楽の力・生きる力」　2012年11月　東区民センター

高岡　立子（教授）
審査　第18回北海道ショパン学生ピアノコンクール（予選審
査・本選審査）　2012年４月、５月　札幌コンサートホール
Kitara小ホール
審査　第28回ピアノ・オーディション北海道地区予選審査　
2012年11月　札幌大谷大学・大谷記念ホール

田中　賢（教授）
作品再演　日米親善コンサートに於いて全日本高校選抜ウ
インド・オーケストラにより「紅炎の鳥」が再演される。　�
2012年12月　カーネギー・ホール　
講演　JBA日本吹奏楽指導者協会主催　吹奏楽指導者のた
めの「第31回吹奏楽ゼミナール」編曲法講師　2012年12月　
洗足学園音楽大学
CD　「七彩の奥羽国（なないろのおうこく）」吹奏楽作品　
2013年２月発売　キングレコード（共著）

中西　信行（教授）
講演講師　・小学校における説明的文章指導の実際　・授業
による検証と助言　2012年５月　赤平市立平岸小学校
講演　説明的文章指導　〜読み取る学習から読み解く学習
へ〜　2012年９月　芦別市立上芦別小学校
講演　読み解く力をつける説明文指導の実際　〜課題学習
の新視点〜　2012年10月　稚内市立稚内南小学校

西堀　ゆり（教授）
学術論文　院内学級における遠隔教育　�
−テレビ会議システムとライブ配信サイトの利用−　�
2012年８月　『教育システム情報学会第37回全国大会講演
論文集』、254−255（共著）
学術論文　Method�for�Evaluating�Discussion�Status�in�
Online�Text�Discussions�Using�Network�Analysis　2012
年11月　Proceedings of  ICCE （International Conference on 
Computers in Education） 2012、172−176�（共著）
論文レポート　情報メディア時代の英語教育　−可能性
と危険性−　2012年11月　『北海道女性研究者の会通信』、
No.68、23−27��（単著）

則竹　正人（教授）
演奏　コダーイ合唱団、メサイアのバス・ソロ　2012年12月　�
北１条教会／小樽マリンホール
演奏　教文オペレッタ「小人の靴屋」　2013年１月　�
札幌市教育文化会館小ホール

三山　博司（教授）
演奏　女声合唱団虹の会第18回定期演奏会（指揮）　�
2012年10月　札幌サンプラザコンサートホール
演奏　混声合唱団響友会第62回研究発表会（指揮）　�
2012年10月　札幌市教育文化会館大ホール
演奏　東日本大震災復興支援チャリティコンサートvol.3　
2012年12月　ヤマハアベニューホール

吉田　徹也（教授）
口頭発表　20世紀ユダヤ思想史研究−その二　2012年９月　
メタファー研究会2012年第５回研究発表会（北海道大学）
講師　「ウィーン世紀末とヴァイマル」放送大学対面授業（集
中講義）　2012年11月　放送大学北海道教育センター
学術論文　「メシアと救済−20世紀ユダヤ思想史における
ローゼンツヴァイクの位置をめぐって」　2013年３月（予定）　�
札幌大谷大学紀要第43号（単著）

黒山　映（准教授）
演奏　ピアノセミナーin由仁　オープニングコンサート　�
ラヴェル：ラ・ヴァルス他　2012年８月　�
由仁町文化交流館「ふれーる」
演奏　プログレッシェンド　ショパン：幻想ポロネーズ　
2012年12月　札幌大谷学園百年記念館・同窓会ホール
講師　黒山映ピアノ公開レッスン　2012年12月　�
ザ・ルーテルホール

谷本　聡子（准教授）
演奏　ジュンジュシ・ゾルターン　メモリアルコンサート　
2012年６月　札幌大谷大学・大谷記念ホール　�
谷本聡子、ラントシュ・イシュトヴァーンピアノ連弾　�
谷本聡子、金野里奈（fl）デュオ
演奏・講師　サマーセミナー講師コンサート　2012年８月　�
トマムリゾートオスカー　谷本聡子・竹内啓子ピアノ連弾
演奏　第11回ゾンゴラコンサート　「リスト全曲演奏シリー
ズⅠ」　2013年１月　札幌コンサートホールKitara　ピアノ
ソロ　リスト：オーベルマンの谷

菊地　秀夫（専任講師）
演奏　アンサンブル・ノマド第44回定期演奏会　�
2012年６月　東京オペラシティ・リサイタルホール
審査　第57回北海道吹奏楽コンクール日胆地区予選　�
2012年７月　室蘭市文化センター
演奏　Opus�Medium�Project�vol.7　2012年10月　�
すみだトリフォニーホール

倉橋 　健（専任講師）
演奏　室内楽の夕べ　2012年10月　�
深川市文化交流ホールみ・らい
演奏　Kitaraランチタイムコンサート　2013年１月　�
札幌コンサートホールKitara小ホール
審査　北海道吹奏楽連盟ソロ・アンサンブルコンクール審査
委員　2013年２月　帯広文化センター

小山　隼平（専任講師）
編曲　L’aquoiboniste　2013年１月　「ブラストライブ」�
（株式会社ブラストライブ社）第26号に掲載（共著）
演奏　札幌大谷大学芸術学部・共同制作演習発表会�
「奏でる映像・描く音楽」　2013年１月　�
札幌大谷大学・大谷記念ホール�

作曲　The�Storyteller　2013年１月　�
札幌コンサートホールKitara（単著）

川合　佐知子（助教）
学会発表　予測タッピング課題を用いたタイミング動作の正
確性に関する実験的検討　−リズムを伴った音声カウントの
有用性−　2012年５月　日本音楽療法学会北海道支部�
第21回研修会　北翔大学北方圏学術センター

学会発表　予測タッピング課題を用いたタイミング動作に
ついての実験的検討　−リズムを伴った掛け声の有用性−　
2012年９月　日本音楽療法学会第12回学術大会　�
宮崎市シーガイアコンベンションセンター

学術論文　音楽療法研修旅行が大学生の気分や認知に�
与える影響　2013年３月（予定）　�
札幌大谷大学紀要第43号（共著）

芸術学部美術学科

森田　克己（学科長・教授）
学会発表　幾何曲線を用いた結び目と絡み目の造形　�
2012年６月　日本デザイン学会�第59回�春季研究発表大会、
札幌市立大学（単著）

著書　かたち創造の百科事典　2012年10月　�
丸善出版（共著）

学会発表　幾何曲線による構成　2012年11月　�
パーソナルコンピュータ利用技術学会、立正大学（単著）

川口　浩（教授）
出品　第67回全道展　2012年６月　�
札幌市民ギャラリー

出品　第６回北海道現代具象展　�
2012年12月　札幌時計台ギャラリー　千歳、室蘭、深川巡回
個展　川口浩�小品展　2012年10月〜11月　�
いまぁじゅ（札幌）

下濱　晶子（教授）
講演　「近代フランスの美術−印象派の魅力」　2012年10月　
札幌大谷大学公開講座

講師　「ルネサンスの芸術」　2012年11月　�
放送大学（於：北海道大学）

鈴木　誠子（教授）
個展　鈴木誠子版画個展”EXISTENCE”　�
2012年８月〜９月　ギャラリーミヤシタ（札幌）

出品　PRINT��WORKS��2012�「北の版画家達」　2012年12月　
ヒラマ画廊（旭川）

堀　じゅん子（教授）
講演　第３回美唄地域経済活性化戦略会議　「米粉商品の
パッケージとPOP」　2012年８月　美唄商工会議所

出品　北海道デザイン協議会創立30周年記念展「風を聴き、
風を興す」　2012年８月　�
JRタワーエスタ　プラニスホール

著書　『創立30周年展図録／北海道のデザイン・４』　�
2013年２月　北海道デザイン協議会（共著）

松村　繁（教授）
出品　「−重力−」　2012年９月　Gallery�Suchi
出品　ASIA�HOTEL�ART�FAIR�HONG�KONG�2013　�
2013年２月　Mandarin�Oriental�Hong�Kong

山川　真一（教授）
個展　風景’12展　2012年６月　いまぁじゅ
出品　北区アーティスト展　2012年11月　札幌サンプラザ
出品　第87回道展　2012年10月〜11月　�
札幌市民ギャラリー

今　義典（准教授）
出品　Media�Arts�Summer�Festival�2012［Final�Cut］　�
2012年７月　インタークロス・クリエイティブセンター（札幌）

講師　株式会社ピクトリコとの産学連携ワークショップ�
「デジタルネガフィルムによるモノクロ銀塩写真」　�
2012年８月　札幌大谷大学

出品　京都版画トリエンナーレ　2013年２月〜３月　�
京都市美術館
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平向　功一（准教授）
課外活動　「日本絵画の魅力を探る」　�
2012年９月〜10月（全５回）　美唄サテライトキャンパス
出品　札幌美術展「パラレルワールド冒険譚」　�
2012年９月〜11月　札幌芸術の森美術館
出品　第39回創画展　2012年10月〜11月　�
東京都美術館・京都市美術館

藤本　和彦（准教授）
出品　意識の形�Plus1�meets�Deagu　�
2012年４月　Artspace�PURL（大邱広域市、韓国）

出品　第87回�道展　2012年10月〜11月　�
札幌市民ギャラリー
出品　札幌のアーティスト50人展　�
2012年12月〜2013年１月　ギャラリー�レタラ

小町谷　圭（専任講師）
講演　分科会（B）「DIY�Money（Maker�Faireのためのお金
をつくる）」　Maker�Conference�Tokyo�2012　2012年６月　
日本科学未来館（7F�みらいCANホール）
出品　時間の枝　Media�Arts�Summer�Festival�2012［FINAL�
CUT］　2012年７月　インタークロス・クリエイティブ・センター
出品　「不思議な一日」アニメーション公開制作　2012年９月　
エキマエドオリHANA�CAFE�−札幌駅前通地区活性化実験−、
北海道庁旧本庁舎前

島名　毅（専任講師）
出品　EXHIBITION�C−DEPOT　TOKYO−YOKOHAMA　
2012年９月　青山・スパイラルガーデン

製品　浅草寺歳の市　告知ポスターイラストレーション　
2012年12月　東京歳之市羽子板商組合　�
浅草寺、都営地下鉄　他

鳥宮　尚道（専任講師）
学術論文　問題発見のための観察手法と解決方針�
−プリンタを事例に　2013年３月（予定）　�
札幌大谷大学紀要第43号（単著）

宮田　雅子（専任講師）
口頭発表　メディアリテラシー実践「ローカルの不思議」の
情報デザインへの展開の可能性：札幌の地域イメージの交
換の例から　2012年６月　日本デザイン学会�第59回春季研
究発表大会、札幌市立大学（単独）
課外活動　美唄50音かるたワークショップ　2012年８月　
美唄サテライト・キャンパス、北海道中央コンピュータ・カレッ
ジ、アルテピアッツァ美唄（単独）
講師　情報デザイン：関係性を可視化する　�
2012年９月、11月　札幌大谷高校普通科、美術科

社会学部地域社会学科

平岡　祥孝（学部長・教授）
著書　分担執筆「共通農業政策」　2012年10月（単著）　�
辰巳浅嗣編著　EU欧州統合の現在［第３版］pp.130〜138
口頭発表　インターンシップ活用と人材評価システムに関す
る基礎的研究　2012年11月　北海道開発協会開発調査研
究所　「第８回助成研究発表会」
学術論文　道民の道内観光促進に寄与する社会資本整備　
−道東の事例を中心として　2013年３月（予定）�
札幌大谷大学紀要第43号（単著）

森　雅人（学科長・教授）
学会発表　北海道における生活文化の観光対象化に関する
研究　−祝祭を中心として−　2012年10月　�
日本国際観光学会　第16回全国大会　�
東海大学代々木キャンパス（共同発表）
学術論文　地域観光資源に向けられるまなざしの変化と教
育機関の役割　−観光地「函館」における高等学校の取り組
みを事例として−　2013年３月（予定）　札幌大谷大学社会
学部論集第１号（単著）

梶井　祥子（教授）
講演　男女共同参画週間講演会　「これからの男女平等社
会〜　子どもたちの未来を見つめて」　2012年６月　�
北海道立女性プラザ（北海道女性協会主催）
講演　「支えあう豊かな地域社会のために」　2012年10月　�
美深町文化会館（美深町教育委員会主催）�

講演　「未来への投資〜家庭教育支援における企業の役割」　
2012年11月　道立教育研究所（北海道教育庁主催）

柴田　晶子（教授）
審査　高等学校文化連盟第13回全道高等学校英語弁論大
会　2012年12月　北海道札幌国際情報高等学校
講師　出前講義「仕事で英語が使えるようになるために」　
2012年12月　北海道千歳高等学校
学術論文　「非英語専攻生の英語教育に関する一考察�−新
設社会学部における英語教育の在り方を巡って−」　�
2013年3月（予定）　札幌大谷大学社会学部論集第１号�
（単著）

山内　一也（教授）
教育研究報告書　社会人基礎Ⅰ�講義ノート　�
2012年12月　札幌大谷大学社会学部
教育研究報告書　社会人基礎Ⅱ�講義ノート　�
2012年12月　札幌大谷大学社会学部

和田　佳子（教授）
学会発表　高等教育におけるキャリア教育の現状と課題−
キャリア教育の類型化と方向性−　2012年11月　2012年度
日本ビジネス実務学会北海道ブロック研究会（於：北海商科
大学）
学術論文　キャリア教育科目における学修評価の課題�
−パフォーマンス評価とルーブリックの活用可能性を求めて−　�
2013年３月（予定）　札幌大谷大学社会学部論集第１号�
（単著）
講師　出張講義「高校生のためのキャリア・デザイン」�
2012年11月　北海道鹿追高等学校

荒井　眞一（准教授）
学術論文　「地域とのかかわりの中から一般性を抽出するこ
とを目指した授業づくり」　2012年８月、合同教育研究全道
集会実行委員会発行『北海道の教育�2012年版』、�
196−201頁（単著）
学会発表　「教育研究集会参加による実践的学びの教職課
程講義への接続」　2012年９月　日本教師教育学会第22回
研究大会自由研究発表、東洋大学（単著）
著書　『地域を学びの場とした教職実践のあゆみ�第１号』　
2012年11月　編集および第２章（「実践的な学びの実現を目
指した地域社会学科教職ゼミの取り組み」３頁）を執筆、�
札幌大谷大学社会学部地域社会学科発行、全63頁（単著）

石川　希美（准教授）
審査　第４回全道高等学校英語ディベート大会　�
2012年10月　札幌市
講師　出前講義「英語で表現してみよう」　2012年12月　�
北海道千歳高等学校
学術論文　「大学入学レベルにおける英語ライティング能力
育成の課題−英語総合能力判定テストの結果から−」　�
2013年３月（予定）　札幌大谷大学社会学部論集第１号�
（単著）

北郷　裕美（准教授）
講演　2012年度課題対応型学習活性化セミナー特別講演
『地域情報・コミュニケーションの過去と現在〜失われた空
間の意味するところ〜』　2012年８月　�
会場：道民活動センタービル「かでる２・７」　�
主催：北海道立生涯学習推進センター
課外活動　まちづくりを担う人材養成講座『市民との連携、
協働したまちづくりをどう進めるか』　�
2012年７月〜８月（全５回）　美唄サテライトキャンパス
学術論文　「災害時メディアとしてラジオが果たす役割　�
試論　−コミュニティ放送の事例を中心に−」　�
2013年３月（予定）　札幌大谷大学社会学部論集第１号�
（単著）

西脇　裕之（准教授）
書評　内田司著『現代社会と感情コミュニケーション−日常
生活におけるミクロな人間関係分析の社会学−』　2012年
６月　『現代社会学研究』第25巻、北海道社会学会、（単著）
課外活動　まちづくりを担う人材養成講座『安全、安心なま
ちづくりに向けて』　2012年６月〜７月（全５回）　�
美唄サテライト・キャンパス

吉岡　亮（准教授）
社会活動　国文学研究資料館国文学文献資料調査員�
2012年４月〜

学術論文　「三遊亭円朝『蝦夷錦古郷之家土産』論−その
文脈を探る」　2012年５月　�
『日本近代文学会北海道支部会報』第15号（単著）
学術論文　「大江健三郎『同時代ゲーム』論−共同体の神
話と歴史の語り方−」　2013年３月（予定）　�
札幌大谷大学社会学部論集第１号（単著）

岡部　敦（専任講師）
講師　北海道高等学校文化連盟国際交流専門部英語ディ
ベート学習会　2012年６月　演題：『大学の秋季入学への移
行について〜ディベートに向けた検討』　北海道札幌国際情
報高等学校

口頭発表　日本教育政策学会第19回大会自由研究発表分科
会B　2012年７月　発表題目：『高等学校におけるキャリア
教育の在り方に関する研究−カナダとアメリカの比較を通し
て−』　東京学芸大学
口頭発表　日本キャリア教育学会第34回研究大会口頭発表
第３分科会　2012年10月　『学校から職業社会への移行プ
ログラムの研究−札幌市内A高校のキャリア教育における
実践と課題−』　滋賀大学大津キャンパス

佐藤　浩史（専任講師）
委員　日本マネジメント学会第66回全国大会　実行委員　
2012年11月　北海学園大学

学術論文　「日本企業従業員における価値参照行動の考察」　
2013年３月（予定）　札幌大谷大学社会学部論集第１号�
（単著）

佐藤　弘直（専任講師）
社会活動　適格消費者団体　NPO法人　消費者支援ネット
北海道（通称　ホクネット）　2012年６月〜　�
与信問題検討グループ員

短期大学部保育科

柘植　純一（学科長・教授）
講演　幼児が身近な自然と触れ合える保育環境　�
2012年12月　札幌大谷大学公開講座

学術論文　Unique�gangliosides�synthesized�in vitro�
by�sialyltransferases�from�marine�bacteria�and�their�
characterization:�gangliosides�synthesis�by�bacterial�
sialyltransferases,�Journal of Lipid Research,54(3)571-580　�
2013年３月（共著）

学術論文　「幼児が身近な自然と触れ合える環境の整備�
−幼稚園におけるバタフライガーデンの設置と活用−」�
2013年３月（予定）　環境教育、22（3）（共著）

伊藤　克実（教授）
書評　宮崎隆志（編）「協働の子育てと学童保育」　�
2012年７月　北海道臨床教育学会編「北海道の臨床教育学」
創刊号（単著）

講師　2012年度障がい児保育担当保育士等研修　�
2012年12月　北海道社会福祉協議会　社会福祉研修所

学術論文　保育所の現場から「子ども・子育て支援システム」
をどう見るか　2012年３月（予定）　�
季刊「福祉労働」第134号　現代書館発行（単著）

大西　道子（教授）
学会発表「保育実習生の記述するエピソード（２）　−保育
者への自覚につながる保育所実習と幼稚園実習の比較−」　
2012年５月　日本保育学会第65回大会　東京家政大学�
（単著）
講演　「コミュニティの再生・子育て文化の創造にむけて」
2012年度第61回北海道・東北ブロック保育研究大会　�
2012年７月　札幌コンベンションセンター

講演　「幼児期と子育て」2012年度札幌大谷大学附属幼稚
園子育て講演会　2012年12月　�
札幌大谷学園百周年記念館

清水　郁太郎（教授）
講演　平面的な造形遊びと色彩の基礎知識、立体的な表現
遊びと素材　2012年８月　北海道幼稚園教諭養成連絡協議
会・免許更新講習

講演　木材の特徴と木を使った制作　2012年８月　�
北海道私立幼稚園協会・初任教員研修

学術論文　仕掛け紙芝居の特徴と制作　2013年３月（予定）　�
札幌大谷大学紀要第43号（単著）
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主な教育・研究・社会活動の報告　 2012.4 ｰ 2013.3 

I. 論文
○巌城孝憲
浄土三経往生文類の研究（続）

○吉田徹也
メシアと救済−20世紀ユダヤ思想史に�
おけるローゼンツヴァイクの位置を�
めぐって

○宮田雅子、三山博司、黒山映、倉橋
健、平向功一、島名毅
本学芸術学部における初年次教育�
「社会人基礎」合宿の取り組み

○菊地秀夫
バスクラリネットソロのための
「SOLITARIO」

○川合佐知子、関谷正子
音楽療法研修が大学生の気分や認知に�
与える影響

○堀じゅん子
ジャポニスムと浮世絵�
−都市とメディアの時代を背景に

○鳥宮尚道
問題発見のための観察手法と解決方針−
プリンタを事例に

○宮田雅子
地域におけるメディア・デザイン実践
「美唄50音かるた」の試み

○平岡祥孝
道民の道内観光促進に寄与する社会資本
整備−道東の事例を中心として

○荒井真一
教育研究集会参加による実践的学びの�
教職課程講義への接続

○岡部敦
高校教育における普通教育と職業教育の
統合に関する研究

○清水郁太郎
仕掛け紙芝居の特徴と制作

○松井亜樹
幼児の歌唱表現指導について

○森田克己
回転対称性に基づいた幾何曲線による�
構成

○小町谷圭
再帰的な関係

○岡部昌生
終わりのない応答のダイナミズム

II. 作品
○岡部昌生
ビッキに触れて

○川畑盛邦
「12−I　雲の上で遊ぶ」、�
「12−III　雲の上で遊ぶ」　

○川口浩
「６月の風景」、
「'12.�風景」

○鈴木誠子
EXISTENCE

○松村繁
the�lamina�world

○今義典
「かごめ」、「阿部マリア」、�
「スタンド・バイ・ミー」

○平向功一
「パンドラの帰還」、「午後の訪問者」　

○藤本和彦 
「The�origin」、「端緒・潜」、「端緒・多端」

○島名毅
「2012浅草寺�歳の市ポスター原画」、�
「未来化石」

札幌大谷大学紀要第43号（2013年３月刊行予定）

星　信子（教授）
講師　子どもの変化についての理解　2012年７月　�
2012年度教員免許更新講習必修A
学会発表　子どもと母親の気質と生活　−母親の気質に関
連する諸要因についての予備的検討−　2012年11月　�
日本教育心理学会第54回総会（共著）
著書　子どもの育ちを支える発達心理学　2013年１月　�
朝倉書店（共著）

秋山　ゆみ子（専任講師）
学会発表　保育実習生の記述するエピソード（２）−保育
者への自覚につながる保育所実習と幼稚園実習の比較−　
2012年５月　日本保育学会第65回大会　�
東京家政大学（共著）

飯嶋　裕美（専任講師）
学会発表　幼稚園における特別な支援を要する幼児の�
個別の指導計画の分析②　2012年５月　�
日本保育学会第65回大会（共著）
学会発表　幼稚園における特別な支援を要する幼児の�
個別の指導計画の分析①　2012年５月　�
日本保育学会第65回大会（共著）

竹口　敦子（専任講師）
学会発表　日本幼児体育学会第８回大会　2012年８月　
「運動スキルを高めるための棒あそび〜のぼる・つかむ〜」�
（単著）
講演　「しっかりしたこどもの体を育てる」　2012年７月　�
「子どもたちの心身の健全な発達を向上させるために」　�
９月　札幌　琴似教会幼稚園　
講師　札幌市東保健センター子育て支援課　�
2012年12月　「親子リズム体操」

松井　亜樹（専任講師）
演奏　東京二期会ロシア歌曲研究会第16回定期演奏会　
2012年９月　東京文化会館小ホール
講師　第32回北海道幼児音楽研究会札幌大会分科会講師　
2013年１月　大藤学園札幌白樺幼稚園
演奏　文化庁委託事業「新進演奏家育成プロジェクトリサ
イタルシリーズSAPPORO4」　松井亜樹ソプラノリサイタル　
2013年３月（予定）　札幌コンサートホールKitara小ホール

吉川　和幸（専任講師）
著書　保育者養成シリーズ　障害児保育　第11章　保育計
画の作成と協働　2012年８月　一藝社（共著）　

学会発表　幼稚園において特別な支援を要する幼児の「個
別の指導計画」の作成支援に関する研究　−記入内容の妥
当性と一貫性を高めるための書式とマニュアルの効果−�　
2012年８月　日本発達障害学会第47回大会（単著）　�

学会発表　発達支援における保育の「土台（foundation）」と
は　2012年11月　北海道乳幼児療育研究会第26回研究大会
（単著）

短期大学部音楽科

吉川　順子（学科長・教授）
公演（コンサート）　第９回北海道フーゴー・ヴォルフ協会定
期演奏会　2012年６月　ザ・ルーテルホール
講師　たきかわ文化村「どんぐりと山猫」歌唱指導　�
2012年10月　滝川市たきかわホール
審査　東京国際声楽コンクール　2012年６月　�
江別・えぽあホール

グレブ・ニキティン（教授）
演奏　練馬区演奏家協会コンサート　2012年9月　練馬区
文化会館小ホール(つつじホール)�
演奏　シューベルト鱒を聴く〜：シューベルト�ピアノ五重奏曲
(鱒)／ブラームス�ハンガリー舞曲�第6番／クライスラー�ロン
ドンデリー（Violin�グレブ・ニキティン、Viola�諸橋�健久、Cello�
ベアンテ・ボーマン、Contrabass�遠藤�柊一郎、Piano�小池�ち
とせ）
演奏　Mozart�Matinee�第12回　2013年2月　NEC玉川ル
ネッサンスシティホール　Mozart：Exsultate,�Jubilate,�K.165
／March�K.215／Serenade�No.5�in�D�major�K.204（指揮�ユ
ベール・スダーン、ソプラノ�森�麻季、ヴァイオリン�グレブ・ニ
キティン、Tokyo�Symphony�Orchestra）

中山　ヒサ子（教授）
講演　緩和ケアにおける音楽療法　2012年５月　�
札幌厚生病院研修室
学会発表　在宅患者と家族への訪問音楽療法を継続して　
2012年９月　日本音楽療法学会第12回学術大会　�
宮崎シーガイアコンベンションセンター
講演と演奏　第23回パーキンソン病と共に歩む会　�
2012年12月　中央区民センター

山岡　望（教授）
演奏　フィーレファルベンコンサート　2012年９月　�
ザ・ルーテルホール
審査　札幌市新人音楽会　2012年11月　�
札幌市教育文化会館大ホール

岡本　孝慈（教授）
演奏　道銀ライラックコンサート　2012年５月　札幌コンサー
トホールKitara大ホール　モーツァルト作曲「ピアノ協奏曲
第23番」　ピアノ　岡本孝慈　指揮　尾高忠明　札幌交響
楽団

演奏　岡嶋晋ヴァイオリン夜会Vol.20�　2012年11月　エル
ムホール　㈱エルム楽器主催　ラヴェル作曲「ピアノ三重奏
曲」他　ヴァイオリン　岡嶋晋　チェロ　フランソワ・ラゴー　
ヴィオラ　岡本潤也　ピアノ　岡本孝慈
演奏　第1296回札幌市民劇場�岡本孝慈・恵里ピアノデュオ
リサイタル�　2012年12月　札幌サンプラザホール　ラヴェ
ル作曲「ラ・ヴァルス」他　ピアノ　岡本孝慈　岡本恵里

短期大学部美術科

川畑　盛邦（学科長・教授）
出品　第87回道展　2012年10月　札幌市民ギャラリ−
出品　第６回北海道現代具象展　2012年12月　�
札幌時計台ギャラリー　千歳、室蘭、深川を巡回

岡部　昌生（教授）
展覧会とシンポジウム／日中国交回復40周年記念現代美術
交流展「個園」、シンポジウム「植民地化」、（人可芸術中心）
特別講義「わたしたちの過去に、未来はあるのか」（中国美術
院）2012年４月〜５月　杭州　中国

展覧会とトーク／岡部昌生×港千尋「色は憶えている」CAIO2
（札幌）／TOKI�Art�Space（東京）／gallery�G（広島）　ゲスト
スピーカー：佐藤友哉、香川檀、アーサー・ビナード　2012年
５月〜９月

はま・なか・あいづ文化連携プロジェクト文化庁芸術振興事
業／福島県立博物館／南相馬市博物館�
（2012年８月、11月〜12月�2013年２月、３月　福島　飯舘　
会津若松　南相馬）

鈴木　正實（教授）
講師　「ヨーロッパの美術」　2012年４月〜2013年３月　�
NHK文化センター札幌教室

講師　暁天講座／「仏像に日本人のこころを探る」　�
2012年７月　真宗大谷派札幌別院

講師　「色彩学」　2012年11月　装道礼法着物学院札幌校
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平成25年度の全学行事予定

  4月  
� 2日� �事前オリエンテーション
� 3日� �入学式
� 4日� �オリエンテーション（〜6日）
� 8日� �前期授業開講
�13・20日� �健康診断

  5月  
� 2日� �開学記念日
� 30日� �花まつり

  7月  
� 23・24日� �前期補講期間
� 29日� �前期終講
�30・31日� �前期補講期間
�30・31日� �実技試験期間（音楽学科）

  8月  
� 1・2日� �前期定期試験
� 3日� �実技試験期間（音楽学科）（〜10日）

  9月  
� 12・13日� �集中講義・追再試験期間
� 17日� �後期授業開講（保育科１年生）�

集中講義・追再試験期間（〜19日）
� 20日� �後期授業開講（保育科１年生以外）
� 21日� 保護者懇談会（旭川）
� 22日� 保護者懇談会（帯広）

  10月  
� 22日� �報恩講
�26・27日� �橙丹祭（大学祭）
� 27日� 保護者懇談会（札幌）

  12月  
� 24日� �後期補講・集中講義期間（〜26日）
� 27日� �冬期休暇（〜1月3日）

  1月  
� 6日� �授業再開
� 28日� �後期補講期間（〜31日）
� 28日� �実技試験期間（音楽学科）（〜2月1日）
� 31日� �後期終講

  2月  
� 5・6日� �後期定期試験期間
� 7日� �実技試験期間（音楽学科）（〜13日）

  3月  
� 15日� �学位記授与式

（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。

社会学部のウェブサイトを開設しました
平成24年11月に社会学部のウェブサイトを開設しました。
本サイトでは、社会学部の特徴や学生の取り組みなどを詳しく掲
載しています。記事の執筆や写真撮影は学生も制作に携わり、
学部全体でホームページの運営を行っています。ぜひ一度のぞ
いて見てください。
http://www.soc-sapporo-otani.com/

お知らせ

短期大学部音楽科・美術科 48年の歴史に幕

音楽科�卒業演奏会 美術科�授業風景

第４回札幌大谷音楽コンクール　実施報告

平成25年１月27日、大谷記念ホールにおいて、第４回札幌大谷
音楽コンクールの本選会が開催されました。札幌大谷学園創立百
周年を記念して、音楽学部が開学した平成18年に第１回が行われ
て以来２年に一度開催され、これで４回目を数えます。今回の本
選出場者は39名で、ピアノ、電子オルガン、声楽、管弦打楽、作
曲の５部門、小学校高学年の部（ピアノ、作曲のみ）から高等学
校の部まで、熱演が繰り広げられました。
最優秀の大谷賞に選ばれたのは、ピアノ部門高等学校の部で
ショパンの《スケルツォ第４番》を演奏した清水�柚衣（しみず�
ゆい）さん。とても表情豊かで完成度の高い演奏に満場の拍手が
おくられました。
� 札幌大谷音楽コンクール実行委員長　音楽学科長　千葉　潤

『精選女性随筆集』
川上　弘美�/�小池　真理子選　文藝春秋社／本館：書庫　914.68/Se19
川上弘美と小池真理子。この二人を選者に、近現代の女性が書いた随筆

（エッセイ）を紹介するシリーズです。幸田文や森茉莉といった有名どころ
から、白洲正子や須賀敦子など、気になる書き手が揃っています。しかも
二人の選者が、紹介する書き手の全ての随筆を読んだ上で、自分の気に入っ
たものだけを載せているという、とっても贅沢なアンソロジーなのです。
装丁も洒落ていますし、ぜひ一度手に取って頂きたい本です。

『北の無人駅から』
渡辺　一史著　北海道新聞社／本館：社会　302.11/W46

�北海道内の無人駅を取材し、その町の歴史や人々の生活を丹念かつ精緻に書
き留めた臨場感溢れるルポルタージュ。障害者とボランティアの関わりを取り上
げた前作「こんな夜更けにバナナかよ」から８年。題材は違っても、真摯に対象
と向き合い、偽りのない、まっすぐな視線で人々の哀歓をすくい上げる著者の誠
実な姿勢は変わらない。各種データも充実し、北海道にとって貴重な財産ともい
える労作です。

『毎日映画コンクール 大藤信郎賞短編アニメーション全集 7』
第２：AVコーナー　DVDE913.8/O19/7（300018783）
日本最初のアニメーション賞である大藤信郎賞の’87、’90、’91年の受賞作を
収録。
87年の「森の伝説」、90年の人形アニメーション「いばら姫またはねむり姫」、
どれも印象深い作品ですが、91年の「注文の多い料理店」をお薦めします。原
作は宮沢賢治の童話で、台詞なしの短編アニメーションです。絵本が動いてい
るような独特の絵柄と、どことなく不安にさせる音楽が、原作とは違った印象
を残します。

図書館おすすめの    BOOK・DVD

創設期の短大校舎

音楽科・美術科の歴史は古く、昭和39年に始まります。北海道ではじめての音楽・美術が学べ
る女子短大として、開設以来これまで意欲に燃えた多くの学生を迎え、社会に送り出してきました。
平成12年には専攻科を１年制から２年制に改め、大学評価・学位授与機構の認定を受け、「学士」

の取得が可能となりました。これは、当時の教員の尽力や多くの卒業生たちの願いにより実現でき
たことで、４年制大学開設への大きな一歩となりました。
音楽科・美術科は３月で幕を閉じますが、両学科がこれまで築いてきた伝統を、芸術学部におい

てしっかりと受け継いでいきます。
音楽科・美術科の卒業生の皆様をはじめ、ご支援していただきました皆様に深く感謝申しあげま

す。



エッセイ
e s s a y

e s s a y
日本には古くから野性の猫は棲息していたが、
北嶋廣敏『不思議猫の日本史』（グラフ社、平成
22年）によると、野生の猫が家猫になったわけで
はないという。『源氏物語』などに登場する「飼
いならされた猫」（家猫）は朝鮮や中国から渡来
したものらしい。猫にまつわる噺も多く、『日本
霊異記』の膳臣広国蘇生譚には、死後に猫（狸、
禰古）に化身して供物を食らったと記されてい
る。古来より説話に登場するほど身近で飼いなら
されているはずの猫が今や住宅地で野生化し、し
ばしば嫌悪の対象になっているのは皮肉なことで
ある。
野生化した猫は、予防接種を受けていないため
病気に罹りやすく短命でもある。去勢や避妊治療
をして不幸な猫を増やさない方策もあるが、野良
猫に税金を使うことには異論もあって行政は及び
腰である。仮に身銭を切って動物病院に連れて行
く篤志家が現れたとしても、動物病院の方で野良

猫の手術は躊躇するという。野良猫は何とも厄介
な存在なのだ。憐憫の情にかられて給餌を続ける
人も、時が来れば野良猫を生み出す側にまわって
しまう。猫のせいで近所付き合いも疎遠になりが
ちだ。やりきれない話だが、それが真実である。
そんな不幸な猫を救済しようという運動がTNR
である。Trap（捕獲）、Neuter（不妊去勢手術）、
Return（元のテリトリーに戻す）の活動を展開し
ながら、飼い主のいない猫の繁殖を抑え、自然淘
汰で数を減らしていくことが目的だが、札幌で組
織的にTNR活動を行っている例は案外少ない。
私がTNR運動を知ったのもまったくの偶然で、
行きつけの蕎麦屋がこの運動に熱心だったからで
ある。この蕎麦屋はタマの会の名称で活動してお
り、私もブックレットの出版、イベントの開催、
猫シェルターの建設などに関わってきた。今は
NPO法人化を目指している。
正直言ってさほどの愛猫家でもない私がタマの

会のメンバーになったのは、厄介者扱いされてい
る猫の存在や行動について地域全体で議論すべき
だと考えるからである。つまり、猫嫌いの人も地
域で猫を管理する「地域猫」という考えを共有す
ることで、その数や行動の適正化に繋げられない
かという問題意識である。ただし、捕獲・安楽死
からTNRに軸足を移したとしても、それで問題
が解決するとは思えない。とりわけTNR先進国で
あるアメリカでは生態
系にマイナスインパク
トを与えるReturnを見
直し、室内飼いの徹底
を図るべきとの声も上
がっている。厄介な問
題を内包する地域猫だ
が、猟奇的な事件だけ
は避けなければならな
い。

私と地域猫活動　社会学部　地域社会学科　教授　森　雅人

演奏家の主なフィールドといえば、コンサート
で演奏をすることがメインとなります。その一方
で、あまり表には出てこない知られざる演奏家の
シゴトというものも存在します。今回はその中の
ひとつ「スタジオワーク」についてご紹介したい
と思います。
映画で使われる音楽や、テレビドラマのBGM、
CM中の音などは、どのように作られているのか
ご存じでしょうか？これらのものはレコーディン
グ・スタジオと呼ばれる録音専用の施設で、スタ
ジオ・ミュージシャンと呼ばれる演奏家たちが演
奏したものを録音しているのです。その内容は多
岐にわたり、カラオケやゲーム音楽、ポップス関
係のCDなど、ここではありとあらゆるジャンル
の商業音楽を録音します。
この仕事がコンサートとは決定的に違う点、そ
れは「初見で演奏する」ということです（初見と
は楽譜をチラッと見ていきなり演奏すること）。
通常のコンサートでは、本番のために何度かリ
ハーサルを行います。ところが、スタジオ業界と
いうのは作曲家も、音楽事務所も非常にタイトな
スケジュールで動き回っており、慣習として譜面

は事前には配られません。収録の本番30分前に
曲が出来上がったなどということもあります。仕
事の依頼も簡潔かつスピーディで、音楽事務所か
ら、大抵の場合電話で「○月○日の○時〜○時、
空いてますか」「はい、大丈夫です」「じゃあ、
NHK506スタジオです。よろしくお願いします」
「わかりました」以上で契約完了。この時点では
内容はわかりません。
事前に楽譜が無いということの、演奏家にとっ
てのメリットはなんといっても「練習しなくて良
い！」こと。したくてもできません。デメリット
は「どんなものが来るかわからないので、楽譜を
見るまではちょっとドキドキする」ことです。普
段は楽譜が配られるとそれをチェックしながら
ウォームアップし、仲間たちと談笑したりしな
がら和やかに過ごすのですが、ある日のこと、
「今日は東京ディズニーシーで使うオーケストラ
です」とのアナウンス。皆が「へー、楽しそう」
「じゃあ今度行ってみよう」とか言っていたので
すが、譜面を見て「★×△！！」。登場したのは
真っ黒な（音符だらけの）楽譜。非常に格好い
い曲なのですがとにかく難しい…。そういえば、

ディズニーランドのパレードとかって、速い曲多
かったな…。こうなると、現場は一転して修羅場
と化します。誰も口をきく者はいなくなり、全員
が収録開始までのわずかな時間になんとか間に合
わそうと鬼の形相に。録音するときは誰かがミス
をすると、録り直しになってしまうので、もう必
死です。なんとか無事録り終えた後は皆で「ふ〜
〜〜っ」。スタジオを出た後の外の空気の美味し
かったこと。
この仕事はコンサートと違ってプレーヤーの名
前が表に出ることのない、文字通りの「知られざ
るシゴト」ですが、自分が録音したCMやドラマ
を見るのは密かに楽し
みでもあり私にとって
は好きな仕事の一つで
す。大学に勤める今、
以前のように機会はあ
りませんが、出来る範
囲で続けていきたいと
思っています。突然訪
れる「恐怖の楽譜」と
闘いながら。

知られざる演奏家のシゴト　芸術学部　音楽学科　講師　菊地　秀夫
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前期学費納入は

４月19日㈮までに
平成25年度学費前期分は、本号に
同封の振込用紙により、 4月19日㈮
までに、最寄りの銀行から納入をお
願いいたします。
 （法人本部財務課 TEL.011-742-8804）

会員各位� 教育後援会会長　平澤　芳明

下記のとおり平成25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25年４月３日㈬　入学式終了後
場所／�大谷記念ホール
議案／�平成24年度決算報告�

平成25年度予算案・役員改選� 以上

NHK506スタジオ


