
短期大学部 保育科／こどものための作品展 会場風景

ペーチ大学連携調印式所感 学長　巌城 孝憲

このたび、ハンガリーの首都ブダペストから南へ100数十㎞の所にある

古都ペーチまで、音楽学科の研修旅行一行にご一緒させていただいた。

ペーチ大学と本学との連携協定書の調印式があるためであった。すでにブ

ダペストのリスト・フェレンツ音楽芸術大学（リスト音楽院）との国際交

流協定が結ばれて久しく、活発な交流が重ねられているところである。一

方、ペーチ大学は、10学部もあるような国立総合大学で、学生数３万人を

超え、留学生も３千人程受け入れているという。このたび、音楽・美術の

学びを持つペーチ大学と本学の芸術学部は、これまでの音楽の教員や学生

の交流の積み重ねが実を結び、正式調印に至った。ボーディシュ学長との

調印式を終えた後、学生たちによる交流コンサートと歓迎会が催され、緊

張感がある中にも、非常になごやかな雰囲気で交歓がなされた。

ハンガリーは、遠くて近い国であるらしい。言語学的には、ウラル・ア

ルタイ語族に属するらしく、異説もあるが、アジア系民族とルーツを同じ

くしているという。自国の歴史・文化・遺産を大切にする農業立国で、空

気は非常に澄んでいる。ビールがおいしく、ワインも美味らしい。

芸術学部の学部長さんからは、「ぜひとも、修士課程・博士課程ともに

整備された我々の大学院に、札幌大谷大学の卒業生をお迎えしたい。学習

の面ばかりではなく、生活の面でも、あらゆる対応を致したい」という熱

いメッセージをお聞かせ頂いた。協定書には、大学院生の交流や、教員の

交流などもうたわれており、志ある学生には、ぜひとも留学をお勧めした

いと思う。
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卒業するみなさんへ

退任される先生

皆さん、ご卒業おめでとうございます。皆さんの在学中には、この大学にもいろいろな変化
がありました。音楽学部から芸術学部になり、玄関や事務局が移動し、音楽専用の第二図書館
ができました。皆さんからの要望に応えて、副手室前にずらっと並んでいた練習室の予約方法
も変わり、学生が大谷記念ホールを使えるようになりました。なかなか教員では気付けないこ
とを指摘してくれたおかげで、少しずつ大学もより良い環境に変わろうとしています。

この学年は個性的なツワモノ揃いながら、全体のまとまりがよく明るくて、授業もやり易
かったのを覚えています。早くから就活に取り組んだ人も、まったく関心がなかった人も、い
つも堂々として頼もしい限りでした。でも、問題はこれから。どんな環境でも自分自身の生き
がいや価値観を、勇気をもって貫けるかどうか、です。迷いや不安を感じた時こそ、音楽で自
分を確認してください。あなたの音を受け止めてくれる友人たちは沢山います。では。

このたび、札幌大谷大学芸術学部美術学科として、１回目の卒業生をお送りすることは感無
量の想いです。

卒業生の皆さんは、短期大学部美術科から平成24年度美術学科に編入学され、日々、創作の
ための研鑽を積まれたことと思います。美術科の伝統を継承し、美術学科へと改組した記念す
べき2年間をお互いに共有できたことは、何にも換え難い財産になろうかと思います。特に、
美術学科として１回目の卒業制作展においては、皆さんが結束し、実行委員会を立ち上げ、制
作開始時から図録・DM 等の印刷物並びに展示のための準備を推進し、総動員で展覧会を成功
させたことは見事な帰結と言えます。

今後、北海道の美術文化において、新たな歴史を刻まれていくことと同時に、多彩な分野で
ご活躍されることを期待しています。

ご卒業おめでとうございます。

ご卒業おめでとうございます。4月からいよいよ社会人の一員になりますが、今はワクワク
する気持ちと不安な気持ちとで複雑な心境だと思います。幼稚園教諭免許状と保育士資格を取
得できても、たった2年間の勉強で保育に必要な知識と技術が本当に身についたのか不安な人
もたくさんいると思います。また大学でいくら熱心に勉強しても実際に保育現場に入らないと
分からないこともたくさんあります。実践の中で常に自分の保育を振り返り、保育者として成
長していくための勉強を続けていってください。

働いていると辛くて「もうダメだ」と思うこともあるでしょう。でもそれは誰もが経験する
ことであり、そういう辛さを乗り越えて成長していくものです。また辛くなったときに札幌大
谷で出会った仲間の支えや励ましによって救われることがきっとあると思います。

大学にはいつでもお立ち寄りください。私たち教員は卒業生のがんばっている姿に大変励ま
され刺激を受けます。

自分の音楽を貫いて
芸術学部 音楽学科 　学科長・准教授 千葉 潤

記念の卒業に向けて
芸術学部 美術学科　学科長・教授 森田 克己

卒業おめでとう
短期大学部 保育科　学科長・教授 柘植 純一

平成26年3月31日付で芸術学部長の職を辞す

ることになりました。ご縁があって札幌大谷大

学音楽学部の４年制大学立ち上げにあたり、微

力ながら力を尽くしてまいりました。当面、音

楽学部が軌道に乗るまで、という元学長、故柴

田先生とのお話し合いでお仕事を始めさせてい

ただきましたが、その域をこえて、芸術学部美

術学科の立ち上げにもかかわり、結局8年の在

職となりました。その間諸先生方の絶大なご助

力を得て、なんとか職務を全うできましたこと

を心より厚く御礼申し上げる次第です。

今後管理職の任ははずれますが、客員教授の

形で学生にはときおり接することになります。

後任の森田克己先生ご指導のもと、芸術学部の

ますますのご発展を切に祈念いたします。

旅行鞄をゴロゴロ、ご近所の方から「ご旅行

どちらへ」「ちょっと札幌まで」「観光ですか！

いいですね」「いや、仕事です」「札幌でお仕事

とは羨ましい」と言った会話を交わしてから6

年経過。東京12度札幌0度の冬、東京36度札幌

18度の夏、温度差を一時間半で体感する航空機

利用は往復で110回、美味いものあり、広い空

気ありの素晴らしい札幌に仕事場を提供下さっ

た「札幌大谷大学」に深く感謝。同時に私の希

薄な知識や技術が学生にいかに役立ったのか、

との反省は頻り。感覚と技術で創造する「藝

術」を若人に与え心豊かな人材を育成する「札

幌大谷大学芸術学部」の存在価値のさらなる上

昇を祈念し札幌で頂いた厚情に感謝を捧げます。
芸術学部 音楽学科

小林 仁 
学部長・教授

芸術学部 音楽学科

岡田 知之
教授
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卒業・修了します

退任される先生

私の札幌大谷大学での学生生活はとても充実したものでした。四年間の講義や
演奏活動によって多くの出会いがあり、信頼できる師や先生方、友達ができたこ
とが大きな財産です。

管楽器は一人で舞台に立つことが少ない楽器です。 最も少なくてもピアノと
二人、多ければオーケストラや吹奏楽のように何十人もの大人数で一緒に演奏し
ます。沢山の人が一つの音楽に関わることで考えの違いが生まれますが、それを
話し合い、まとめることで音楽もまとまってきます。他人と関わることは課題で
あり、楽しみでもあることを、クラリネットアンサンブルや木管五重奏などの
様々な編成の室内楽を経験して実感しました。在学中の後輩やこれから入学する
学生には、よりよい音楽を作るためにも多くの人との出会いで学ぶことが必要
だ。と一足先に卒業する先輩としてアドバイスしたいと思います。

この2年間を振り返ると本当にあっという間の2年間でした。入学してすぐの
宿泊研修では、みんなすっかり打ち解け、楽しい短大生活の始まりを感じまし
た。それからというもの、日々の勉学やテスト、数えきれないほどの実習があり
ました。ですがいつも、みんなも頑張っている、一人じゃないという仲間の存在
があったから今日まで乗り越えることができました。

ぷりてぃ劇場では何度も意見の衝突や、涙を流した日もありましたが、最終日
には全員が達成感、そして仲間の素晴らしさに涙が止まりませんでした。

思い出を振り返ればキリがありませんがそんな私たちも、もう卒業です。何気
なく交わしていた友達とのたあいのない会話も、「また明日ね」の一言も言えな
くなってしまうのが本当に寂しいです。ですが、離れていてもみんなは強い絆で
繋がっています。これからは、それぞれの道で一人ひとりが活躍できることを
願っています。

最後に…札幌大谷の保育科大好きです。

札幌大谷で過ごしたこの4年間は本当にあっという間でした。失敗や成功を繰
り返し、ここには書ききれない程多くを学び考え、泣く事もありそれ以上に友人
達や様々な人々と笑い合う、沢山の感動に出会えた忘れ難い4年間です。

授業では個人制作が多いですが、同じアトリエで共に切磋琢磨出来た環境は良
きライバルを産み、そして良き仲間が出来たことを嬉しく思います。

学生一人一人に合った指導をして下さったお陰で私も自由に制作できました。
制作時だけでなく迷った時悩んだ時いつも優しく背中を押して頂けた事を先生方
には感謝しております。まだまだ絵を描く上で課題は山積みですが、絶えず挑み
卒業後も自分に芯を持って制作を続けていきます。

ここまで支えてくれた家族や、先生方、友人、札幌大谷に居たからこそ出逢え
た人々には感謝してもしきれません。本当にありがとうございました !!

私は、札幌大谷大学短期大学部に入学し、4年間の学生生活を送りました。
短大での2年間は、100人近くいる同級生たちの中に埋もれながら、なんとな

く過ごしました。勉強はぼちぼち遊びはがっつり！ぷりてぃやサークルを通し
て、同期と一つのイベントに取り組み、達成する楽しさを経験しました。

短大では、なんとなくやり過ごしていた私でしたが、専攻科へ進学し、自分の
考えが浅いことに気付かされました。自分の考えを見つめ直すだけでなく、同期
との話し合いを通して、様々な保育観や価値観を共有し、自分の考えを広げるこ
とができました。修了研究では、書くことの難しさを痛感しました。

札幌大谷で過ごした4年間は、楽しい、嬉しい、辛い、悲しいなどの様々な感
情と、友人とのたくさんの思い出が詰まっています。どれもかけがえのない思い
出です。春からは、夢だった幼稚園の先生になります。札幌大谷で得た心に残る
経験を、次は子どもたちと一緒にできたらと思います。

卒業にあたって�

芸術学部 音楽学科 管弦打楽コース

4年 　高橋 良輔さん

2年間終えて、�
今伝えたいこと。
短期大学部 保育科

 2年　菅野 ひかるさん

絶えず進む。�

芸術学部 美術学科 絵画コース　

4年　中駄 彩緒里さん

2年間×2年間の�
思い出
短期大学部 専攻科保育専攻　

2年　大島 智子さん

私が赴任した時、保育科2年生は7期の方々でした。

貫録十分、彼女たちに授業や課外のこと、あれよあれよ

と仕込まれ、そのパワーに引き込まれて始まった保育者

養成です。以来45年、人生の大半をその養成と向き合

い、「保育者論」や「保育・教育実習」等を通して、保

育法にマニュアルはない、一人ひとりの子どもに向き

合って、そこから学ぶことの多さを強調してきました。

このことは私自身の教授法の姿勢です。子どもは勿論で

すが、学生・卒業生諸姉・現場保育者の方々とのコミュ

ニケーションが私の教育実践や研究のフィールドでし

た。附属幼稚園と「んぐまーま」、学生・卒業生との関

わりのコラボレーションで構築された保育学です。だか

らこそ45年も続けられたのだと思います。日々、新しい

気づきに出会えたのですから。まさに札幌大谷の職場環

境と学生・卒業生とのご縁のお陰です。心から感謝申し

上げますとともに学園のますますの発展を祈念致します。

平成18年度から札幌大谷大学にお世話に

なり、あっと言う間に7年が経ってしまい

ました。保育園の園長をしながらでしたの

で時間的余裕がなく、学生さんと十分に交

流ができなかったのが心残りです。保育科

の学生さんはそのほとんどが、幼稚園や保

育園の保育者になる方たちです。今、乳幼

児期の子育てをめぐってはいろいろな課題

があります。また平成27年度から保育制度

が変わり、保育の形態が多様化します。目

の前には困難なこともありますが、子ども

たちは無垢の眼（まなこ）をもって皆さん

との出会いを待っています。保育は子ども

たちとの楽しさの共同作業です。夢をもっ

て挑戦してください。保育者となった皆さ

んとの出会いを楽しみにしています。

短期大学部 保育科

大西 道子
教授

短期大学部 保育科

伊藤 克実
教授
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音楽によって、ここに集った私たち
「大学生」―今のみなさんにとって、期待に満ちた響きですね。

これからの4年間、自分磨きに専念できる人生最良の時を迎えます。

人生の節目はいつも向こうからやってきますが、大学生としてのスタートは自分の努力で勝ち取った

ものです。その過ごし方によって、みなさんの将来は、大きな可能性を秘めることになります。五感を

大きく開き、広い世界に興味を持って、教員や仲間からたくさんの刺激を受け、自から手を伸ばしてつ

かみ取ってください。

どの道に進むにも、音楽と深く向き合うことを通して学べるたくさんのことが、自分自身を強くして

くれます。音楽との出会いに感謝し、学べる特権を謳歌しましょう。

新入生の皆さんへ
みなさんはこれからの大学生活に大きな期待と、不安とを合わせ持っているのでしょうか。私の大学

入学時を思い出そうとしましても、ずいぶん昔の事になってしまい記憶も確かでは無いのですが、オリ

エンテーション時の単位の説明、授業ごとの教室移動など最初はずいぶん混乱した事は憶えています。

当時は学生運動も一段落し、その後は「しらけ世代」と言われ政治、経済にも興味を持つ事ができず、

目の前の事に精一杯で、あっと言う間に過ぎて行った4年間でした。4年はたいへん短い期間です。

現在、日本はいろいろな事で変化の時です。不安定な時期です。また、世界的な規模で異常気象が起

きています。将来に関しては若い世代程不安感を持っていると思います。この4年間で、この札幌大谷

で、未来に対する力を少しでも育んで欲しいと心から願っております。ご入学おめでとうございます。

幅広い知識と教養を身につけ、�
学びに対して主体的に取り組もう！

新入生のみなさん、入学おめでとうございます。

これからの学生生活の中で、ぜひとも身に付けていただきたいことが二つあります。

一つは、将来を見据えた幅広い知識と教養です。仕事に必要な専門的知識や技能は、就職してある程

度年数が経てば誰でも習得できますが、そこからさらに仕事を通して地域社会で活躍する人になるには、

学生時代に地道に学んできたことが意味を持ってきます。

二つには、大学での学びに主体的に取り組む姿勢です。社会で起こっていることに関心を持ち、時に

は自ら参加しながら研鑽を積むことで、学ぶ意義や将来発展の方向性も見えてくると思います。

この二つを実践して、充実した学生生活になるよう期待しています。

みんなで大きくなろう
札幌大谷へようこそ！学生生活のスタートに期待が膨らんでいることでしょう。その大きさと同じく

らいのたくさんの学ぶべき内容に、これから戸惑うこともあるかもしれません。でも同時に保育の魅力

や、やりがいに気付くことが何度も何度もあるでしょう。人が成長することの素晴らしさ。この最高の

幸せを子どもたちの中に、そして自分の中にたくさん発見してください。

保育というのは人と深く関わる仕事です。まだ言葉でうまく表現できない子どもたち、そしてさまざ

まな思いの保護者の方がいます。相手のことをよく理解して、人のために心を配り、行動できる人になっ

て下さい。また保育のプロとなるために、社会にも広く目を向けて欲しいです。

ここに集まったクラスの仲間たちが大きな支えになるでしょう。” みんなで大きくなろう ” は、保育科

子育て支援センター・んぐまーまの合言葉。皆さんのエネルギーを大谷保育科で完全燃焼してください！

芸術学部 音楽学科

教授　谷本 聡子

芸術学部 美術学科

教授　鈴木 誠子

社会学部 地域社会学科

学科長・教授　森 雅人

短期大学部 保育科

教授　清水 郁太郎
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大学報恩講／ 
法話 無量寺住職 九谷 知正師

橙丹祭／模擬店橙丹祭／模擬店橙丹祭／クイズ大会 公開講座「思いやりと想像力が 
あなたの英語学習を変える」

大学報恩講 別院報恩講

進路・就職フェア―  
就職コンサルタント 姜 雅人 氏

進路・就職フェア―  
札幌市立あつべつきた幼稚園 園長 上田 道子 氏

公開講座 「“ アインシュタインのピアノ” 修復記念レクチャー・コンサート」
平成26年1月18日、本学が所蔵する歴史的ピアノ「フランツ・ヴィルツ」をテーマに公開講座

を開催しました。「フランツ・ヴィルツ」は平成21年に本学名誉教授 高岡 立子先生により本学

に寄贈されたピアノで、寄贈当時は老朽化により音が出ない状態でしたが、このたびオーストリ

ア・ウィーン芸術史博物館 専属修復師 山本 宣夫氏の手により1年かけて修復されました。講座

では、山本氏による講演と本学教員らによる演奏会が催されました。高岡先生からは当時所有者

であった高岡先生の祖父 三宅 速氏とアインシュタインの親交秘話やこのピアノが経てきた長い

歴史について語られました。「フランツ・ヴィルツ」は、今

後、学生の教材として活用する予定です。高岡先生は「ピ

アノを愛する様々な人々を結びつけ、時代の荒波を耐え抜

いてきたこのピアノが背負う歴史を感じ、またその時代の

作曲家が使用していたピアノの音を体験することにより、

楽曲の解釈に役立ててほしい」と話されました。

 事務局　企画総務課ピアノ寄贈者 高岡 立子名誉教授

PickUPレポート

平成25年度の実施報告　おおたに 秋・冬

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

❺ 30日 花まつり

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

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

❽ 1日 前期定期試験（～2日） 
  29日 前期追再試験（～30日）

❾ 12日 集中講義（～19日）
  20日 後期開講
  28日 進路・就職スタートアップセミナー

❿ 22日  札幌別院報恩講（1年生 別院参拝）・ 
大学報恩講（全学）

  26日 橙丹祭（大学祭）（～27日）

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

❶ 28日 後期補講（～31日）
  29日 進路・就職フェアー

❷ 5日 後期定期試験（～7日）
  20日 卒業学年追・再試験

❸ 12日 卒業学年以外追・再試験（～13日） 
  15日 学位記授与式・修了式

2013ｰ2014　 平成25年度 学年暦 　全 学 共 通

オーストリア・ウィーン芸術史博物館 専属修復師 山本 宣夫氏
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定期演奏会 吹奏楽定期演奏会

電子オルガン定期演奏会

特別講義（管弦打楽コース）／西田 紀子先生 特別講義（管弦打楽コース）／林 育宏先生

特別講義（管弦打楽コース）／山口 隼士先生特別講義（管弦打楽コース）／中村 めぐみ先生

特別講義（声楽コース）／瀬山 詠子先生

平成25年度の実施報告　おおたに 秋・冬

PickUPレポート

芸術学部 音楽学科

「美唄サテライト・キャンパス」吹奏楽演奏会
本学では、美唄市と地域の活性化とともに次代を担う優れた人材の育成や学術の振興に寄与するこ

とを目的に、前年度から美唄市と協定を結んでおります。

前年度は、地域社会学科と美術学科による講座やイベントを行いました。今年度から音楽学科も

加わり、平成25年10月5日に美唄市内の小・中 ･ 高校生向けに、本学教員と学生による吹奏楽ワーク

ショップを開催し、100名を超える参加者に楽器の実技講習会を行いました。講習会終了後には、市

内７箇所で金管アンサンブルと木管アンサンブルに分かれて演

奏会を行いました。翌日には、美唄市民会館で本学吹奏楽団

（138名）と市内小・中・高校生による、ジョイントコンサート

を行いました。両日共に多くの地域の方々が参加され、イベン

トは大盛況でした。学生も演奏するだけでなく、地域住民との

ふれあいや音楽の素晴らしさを経験出来たと思います。

 芸術学部 音楽学科　広報委員　倉橋 健

❹ 2日  オリエンテーション（～3日）
  6日  新入生歓迎コンサート

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

  19日  吹奏楽セミナー

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

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

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

オペラ「魔笛」公演

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

❿ 5日  オープンキャンパス
  5日  吹奏楽美唄公演（～6日）

⓫ 28日  第8回定期演奏会

⓬ 13日  音の輪コンサート
  20日  電子オルガンコンサート

❶ 14日  ラントシュ・イシュトヴァーン客員教授 
特別講義（ピアノ）（～25日）

  16日  共同制作演習 B（映像） 上映試写会 
（大谷記念ホール）

  21日  吹奏楽定期演奏会
  23日 管弦打楽コース特別講義
  25日  オープンキャンパス

  28日  後期実技試験（～2月10日）
  28日 室内楽実技試験（～2月10日）

❸ 上旬  共同制作演習（映像） 上映（札幌地下歩
行空間 公共 CGMサイネージ）（予定）

  14日 卒業演奏会
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PickUPレポート

油彩

版画

第1回札幌大谷大学芸術学部美術学科卒業制作展・年次成果展（札幌市民ギャラリー）2014 年1月29日 ㈬ ～2月2日 ㈰

立体

立体

油彩 日本画

グラフィック メディアアート情報デザイン

平成25年度の実施報告　おおたに 秋・冬

「苫小牧 紙フェスティバル2013」に参加しました
平成25年9月1日、苫小牧市グランドホテルニュー王子を会場に開催された第26回紙

フェスティバル2013（北海道新聞苫小牧支社主催）に参加しました。本学地域社会学科

と美術学科との共同プロジェクトとなります。段ボール箱を樽前山の形に積み上げる壮大

なスケールのペーパークラフトに挑戦し、会場を圧倒しました。

約1ヶ月前から準備を始め、美術学科の学生が地形図から等高線を読み取って設計図を

描く一方、地域社会学科の学生が段ボールの板紙

500枚を使い1,000個の段ボールを組み立て、1/250

縮尺の豊かな山麓 ” タルマエ・クラフト ” を再現し

ました。制作に汗を流すこと4時間、ホテルの大フ

ロアを埋めつくした一大作品を前に、学生たちの感

動もひとしおでした。

 芸術学部 美術学科　准教授　藤本 和彦

芸術学部 美術学科

 ❼ 25日  共同制作演習 A（舞台） 
オペラ「魔笛」公演

❾ 17日  春夏成果展2013（大丸藤井セントラル7F
スカイホール）（～22日）

  17・19日  造形表現領域 夏季課題講評会
 
 ❿ 21日  日本画分野 京都の老舗「中里」筆講習会
  28日  学外特別講義「表現者になること～社会

実践とキャリアパス～」（越山計画）メディ
アアーティスト クワクボリョウタ氏による
講義＆ワークショップ（～29日）

 
 ⓫ 5日  高大連携授業（～6・12日）
  19日  ホルベイン工業株式会社主催 「油絵の具

を作るワークショップ」
 
 ⓬ 7日  特別講義「コピーのホント。とアイデアの

ヒント。」北海道博報堂 長岡 晋一郎氏に
よる講義＆ワークショップ

  7日  日本画分野 公開研究会 
「膠の未来を考える」

 
 ❶ 7日  日本画分野 特別講義 石狩翔陽高校教諭 

奥家 巧巳氏による講義
  11日  「美術教育法」特別講義 江別高校教諭 

手塚 昌広氏による講義
  16日  共同制作演習 B（映像） 上映試写会 

（大谷記念ホール）
  29日  卒業制作・年次成果展 2014 

（札幌市民ギャラリー） （～2月2日）
 
 ❷ 10日  選抜展Ⅰ期（時計台ギャラリー）（～15日）
  17日  選抜展Ⅱ期（時計台ギャラリー）（～22日）

 ❸ 上旬  共同制作演習（映像） 上映（札幌地下歩
行空間 公共 CGMサイネージ）（予定）

  10日  日本画分野 京都府・福井県日本画研究
研修旅行（～13日）

  11日  高大連携授業（～13日）

油彩分野　授業風景 人物（外国人モデル）

立体分野　授業風景 胸像制作

情報デザイン分野　体験授業／ 
名刺制作 活版印刷「日章堂印房」にて

グラフィックデザイン分野　特別講義／ 
博報堂 長岡 晋一郎氏「コピーのホント。とアイデアのヒント。」
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ショッピングセンター光星 クリスマスイベントオープンキャンパス 模擬授業

ショッピングセンター光星 心ほっこりコミュニティカフェ ボランティア実習プレゼンテーションコンテスト

環状通東商店街第二回みらい会議 第1回大学間ディベート交流 
札幌大谷大学 vs 北海道工業大学

東北被災地ボランティア報告会 橙丹祭・クイズ大会

橙丹祭・模擬店 橙丹祭・模擬店 橙丹祭・模擬店 橙丹祭・模擬店

平成25年度の実施報告　おおたに 秋・冬

 ❽ 4日  オープンキャンパス
  6日  ボランティアⅡ実習（～9月15日）
  29日  社会学部シンポジウム2013 

「北海道の空を考える」

 ❾ 14日  オープンキャンパス

 ❿ 16日  ボランティア実習プレゼンテーション 
コンテスト

  19日  ショッピングセンター光星  
心ほっこりコミュニティカフェ

 ⓬ 14日  ショッピングセンター光星  
クリスマスイベント

 ❷ 12日  ボランティア実習Ⅱ 小樽雪あかりの路 
ボランティア（～2月13日）

 ❸ 23日  オープンキャンパス（予定）

社会学部 地域社会学科

PickUPレポート

「小樽雪あかりの路」で 
ボランティアを行いました

平成26年2月12日と13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、本学科では昨年に続き二回目のボランティア参加と

なりました。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、オブジェとスノーキャンドルの作

成・補修に従事しました。作業の合間には、スタッフや地元の

方々、同じようにボランティアに来ていた中国や韓国の方々と

思い思いの仕方で交流しました。

 社会学部 地域社会学科　広報委員　吉岡 亮
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子育て支援センターふゆまつり／２年生

修了研究発表会／専攻科２年生

就職活動報告会

特別講義「伝承遊び」／２年生こどものための作品展 ( 札幌市資料館）

子育て支援センターふゆまつり／２年生

子育て支援センターふゆまつり／２年生

特別講義「身体表現」／１年生

平成25年度の実施報告　おおたに 秋・冬
短期大学部 保育科

PickUPレポート

専攻科の実践的な学習「幼児教育課程特論」
専攻科1年生の科目に「幼児教育課程特論」があります（担当：大西 道子教授）。附属幼稚園での３

年保育年少児の入園当初から1年間の観察・参加・指導実習を通して、子どもの気持を読み取り、子ど

もの発達過程・保育内容を理解し、保育目標に基づいてカリキュラムがたてられることがねらいです。

４月の入園時に親と離れるのが寂しくて泣いたり、落ち着かなかった子どもたちが、だんだんと幼

稚園に慣れて楽しく生活できるようになり、さらにいろいろなことができて友達とも上手に遊べるよ

うになっていきます。そこには担任の先生を中心に、一人ひとりの子どもや環境への配慮がきめ細か

くなされています。

これらを学ぶために、直接子どもと関わる実習と共に、大学での省察会が大きな意味を持ちます。

毎回の実践後、一人ひとりの子どもの行動の意味を議論し、成長の様子・方向性を確認し、次週の実

習につなげます。カリキュラムも実習後の「作成し直し」に重点を置いています。最後に１年間のビ

デオ記録を、テーマに沿って編集します。２月の終了時には子どもたちの成長に感動し、そして自分

たちの成長に気付くのです。 短期大学部 保育科　広報委員　清水 郁太郎

❹ 10日  保育科新入生歓迎会

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

❻ 16日  オープンキャンパス

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

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

❾ 14日  オープンキャンパス

❿ 7日  専攻科2年生 修了論文提出締め切り
  22日 幼稚園・保育園実習報告会

⓫ 11日  1年生 保育実習Ⅰ A（～22日）

⓬ 5日 専攻科2年生 修了研究発表会
  6日 特別講義「身体表現」（～7日）

❶ 10日 施設実習報告会
  25日  オープンキャンパス
  25日  子育て支援センターふゆまつり
  29日 就職活動報告会
  30日 2年生特別講義「伝承遊び」

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

（～3月10日 うち2週間）

専攻科保育専攻 入試日程

⓬ 6日  専攻科入学試験Ⅰ期

❸ 5日  専攻科入学試験Ⅱ期
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きらり! おおたに
学生の活躍
音楽学科／新人音楽会

札幌市民芸術祭奨励賞
高橋 良輔さん（芸術学部 音楽学科 管弦打楽コース4年・演奏クラス）

音楽学科／日本バッハコンクール

全国大会　金賞
澤田 麻莉子さん（芸術学部 音楽学科 声楽コース2年）

美術学科／第88回 道展

佳作賞
 彫刻部門 

山川 英輝さん 

（芸術学部 美術学科 立体コース立体分野4年） 

「振円」

新人賞
 油彩部門 

大澤 朋代さん 

（芸術学部 美術学科 絵画コース2年） 

「リピート」

新人賞
 油彩部門 

山﨑 愛彦さん 

（芸術学部 美術学科 絵画コース2年） 

「忍ばず」

美術学科／デジタル・フィルム・フェスティバル 
「DOTMOV（ドットムーブ）」

オンラインマガジン「SHIFT」主催の「DOTMOV（ドットムーブ）」で、  
大橋 鉄郎さんの作品が優秀作品に選出され、世界各都市で上映されることが  
決定しました。

�Prosperity 

大橋 鉄郎さん 
（芸術学部 美術学科 メディアアートコース2年）

「DOTMOV」（ドットムーブ）
未知なる才能を持ったクリエイター発掘と作品紹介の機会の創出を目的に

世界中から作品募集を行い、開催されるオンラインマガジン「SHIFT」主催
のデジタル・フィルム・フェスティバル。平成25年は11回目の開催で応募作
品総数は世界18カ国から206作品。  

（http://www.shift.jp.org/ja/archives/2013/11/dotmov_festival_2013.html）

地域社会学科／ 
日本ビジネス実務学会北海道ブロック主催 
「第10回学生プレゼンテーションコンテスト」

 

細川 瑛代さん 
（社会学部 地域社会学科2年）

平成25年12月、プレゼンテーションコンテストに出場した地域社会学科2年生の
細川 瑛代さんが優秀賞を受賞しました。細川さんは、これまで行ってきた地域活
動を通して学んだことを発表し、その活動実績に対して高い評価を得ました。

地域社会学科／札幌青年会議所主催 
「未来の都市環境コンペティション」

平成25年10月、札幌青年会議
所主催の「未来の都市環境コン
ペティション」に地域社会学科
の学生が出場し、最優秀賞を受
賞しました。

このコンペティションでは、
札幌近郊の大学生から募ったパ
ネルの中から優秀作品3組を選
抜、当日のプレゼンテーション
審 査 に よ っ て 優 勝を争いまし

た。本学科の学生チーム「新選組」は、高齢者と商店街を結びつける具体的な提案
を行い、審査員からも高い評価を得ました。

出場学生： 社会学部 地域社会学科2年　 
大城 健太朗さん、岡内 慎太郎さん、管野 安倭さん、佐藤 聡紀さん、 
宮田 健太郎さん

保育科／第58回文部科学大臣杯全国青年弁論大会

 

佐藤 茉吏圭さん 
（短期大学部 専攻科保育専攻 1年）

平成25年11月、福岡県で行われた、弁論大会・ 一般の部で、専攻科保育専攻1年
生の佐藤 茉吏圭さんが、第4位にあたる優良賞（読売新聞社賞・日本弁論連盟会長
賞）を受賞しました。

 これまで保育科や自らのボランティアなどで学び感じたことをもとに、「子育て
支援に思うこと」を規定時間７分の中で発表しました。

発表後に地元の保育関係者から、「心強い考えを聞けて良かった」という感想を
もらえたことがとてもうれしかったそうです。

クラブの活躍／輪声会

全日本合唱コンクール�
北海道大会�
（大学ユース部門）金賞

於：平成25年10月6日 函館市民会館
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平成25年度卒業予定者について、2月26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25年度就職決定状況一覧 平成26年2月26日現在

芸術学部 音楽学科

音楽系
・音楽教室講師

（一財）ヤマハ音楽振興会
（株）エルム楽器
（株）河合楽器製作所

・音楽療法士
（一社）音楽セラピー樹音
（福）伏古福祉会 グループホーム藤苑
（福）ねむの木福祉会（配属先未定）

・楽器販売
三響楽器（株）

民間・その他
（株）USEN
（株）エース
（株）エルバ北海道
（株）トライアルカンパニー
（株）ロイズコンフェクト
（株）青木商店
（福）わらしべ会大滝わらしべ園
（福）麦の子会（配属先未定）
カラカミ観光（株）
タマホーム（株）
トヨタカローラ札幌（株）
ノーステックテレコム（株）
ハミューレ（株）
北海道日野自動車（株）

日本ハム北海道販売（株）
日本郵便（株）

公務員
陸上自衛隊（2名）

芸術学部 美術学科

美術系
◦デザイン職  

ゼットエー（株）
ふらのまちづくり（株）

（有）カイカイキキ札幌 STUDIO PONCOTAN
（株）シンプルスタイル

◦アニメーター  
（有）SynergySP

◦その他専門職  
（株）コンポジション（映像編集）

◦民間・その他  
（株）どんぐり
（株）ローレル
（株）桂和商事
（株）須田製版
東洋印刷（株）

短期大学部 保育科

幼稚園

札幌市内 ････････････････････････32名
道内（札幌市以外） ････････････････16名
道外 ･････････････････････････････ 1名

（学）幌北学園 あいの里幼稚園
（学）大畑育英学園 札幌愛珠幼稚園
（学）西野学園 西野第2さくら幼稚園
（学）清明学園 札苗幼稚園
（学）札幌塩原学園 栄光幼稚園
（学）坂本学園 大地太陽幼稚園
（学）近代学園 発寒幼稚園
（学）旭川カトリック学園 天使幼稚園
（学）英進学園 昭和スポーツ幼稚園
（学）滝川学園 滝川幼稚園

保育所

札幌市内 ････････････････････････25名
道内（札幌市以外） ････7名（公務員2名含む）

江別市公務員（保育士）
美唄市公務員（保育士）

（福）札幌愛隣舘 札幌愛隣舘りんご保育園
（福）福美会 北白石保育園
（福）札幌福隆会 福住保育園
（福）みどりのくに 真駒内保育園
（福）苫前福祉会 苫前保育園
（福）竜谷保育会 藤花保育園
（福）母心学園 みその保育園
（福）小樽四ッ葉学園 中央保育所
（福）手稲福祉会 あすかぜ保育園

認定こども園

札幌市内 ･････････････････････････ 2名
道内（札幌市以外） ････2名（公務員1名含む）

雄武町公務員（保育士）
（学）むかわ文化学園 むかわひかり認定こども園

施設・その他

札幌市内 ･････････････････････････ 2名

（福）扶桑苑 児童養護施設柏葉荘
（公財）さっぽろ青少年女性活動協会

専攻科 保育専攻

幼稚園

札幌市内 ･････････････････････････ 3名

（学）清豊学園 大谷地幼稚園
（学）宝流学園 （配属園未定）

保育所

道内（札幌市以外） ･････････････････ 1名

（社）広島未来の会 （配属先未定）

施設・その他

道内（札幌市以外） ･････････････････ 1名

（社）生振の里 障がい者支援施設生振の里

学科

内訳

大 学 短 大

総合計音楽 
学科

美術 
学科 合計 保育科 専攻科 

保育 合計

A 卒業・修了予定者数 98 47 145 108 5 113 258
B 就職希望者数 68 37 105 91 5 96 201
C 就職決定者数 40 12 52 87 5 92 144
D 未決定者数 28 25 53 4 0 4 57
C/B 内定率（就職率）％ 58.8 32.4 49.5 95.6 100 95.8 71.6
E 　進学予定者数 9 6 15 11 0 11 26

内

訳

専攻科 0 0 0 6 0 6 6
研究生 4 3 7 0 0 0 7
留学 1 1 2 2 0 2 4
他大学編入学 1 1 2 1 0 1 3
大学院進学 2 0 2 0 0 0 2
専門学校進学 1 1 2 0 0 0 2
その他進学 0 0 0 2 0 2 2

F その他進路予定者数 9 3 12 6 0 6 18

内

訳

芸術活動を続ける 6 2 8 0 0 0 8
教員・公務員受験予定 1 0 1 0 0 0 1
アルバイト 1 1 2 3 0 3 5
家事手伝い他 1 0 1 3 0 3 4

（C+E+F）/A 進路決定率％ 59.2 44.7 54.5 96.3 100 96.5 72.9
G 進路未定者数 12 1 13 0 0 0 13

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

私はさっぽろ青少年女性活動協会に指導員として内定をいただきました。
初めは、保育職に就きたいと考えていましたが、同協会が児童会館ややまびこ座等の運営を行っていると知って、保育以外で子

どもと関わることができる仕事に興味を持ちました。
試験は4次まであり、実習と重なっていたため、先生にメールで提出書類の添削をしていただいたり相談にのっていただいたり

しました。一人で悩まずに、周りの色々な人と話してみることが解決のカギだと学びました。
「人と人とのつながり」を大切にしているところが、ここに就職したいと思った理由の一つにあります。配属先はまだ決まって

いませんが、沢山の人と出会い成長できることを今から楽しみにしています。常に笑顔と向上心を忘れず働いていきたいです。
就職活動を通して、支えてくれる人がいることのありがたみを強く感じました。ありがとうございました。

昨年5月に東洋印刷株式会社より内定を頂きました。私はプランナーとして、お客様の販売促進に関する悩みに対して企画提案
を行い、解決策を探っていきます。

就職活動を始めた頃は漠然と美術系専門職への就職を希望していました。そのような中で、大学生活を振り返ったとき、サーク
ル活動で印刷会社を訪問し、印刷物の完成までの工程を見学したことが一番印象に残っていたことがきっかけで、印刷会社で働き
たいと思うようになりました。大学生活の中で学んできたことや様々な経験が今の自分に繋がっているということを実感でき、こ
れから印刷会社で働く事ができるということに喜びを感じています。

これから社会人として働くことに不安を感じることもありますが、お客様のために自分が今何をできるかを考え、心から喜んで
いただける企画提案ができるようにしていきたいと思います。

私が内定をいただいたのは、北海道生まれの化粧品会社です。「仕事が辛く大変でも人がよかったら頑張れる、共有できる」を
譲れない条件として進路支援課の長谷川さんに相談したところ、この会社が合いそうと教えて頂いたのがきっかけでした。会社案
内に載る社員のみなさんの笑顔に一目惚れ。こんなナチュラルな会社で、この人たちと一緒に働きたい！と思うようになりました。

12月になると皆が一斉に動き出す就職活動の勢いに正直面倒だと思いながらも、始めないと終わりもこないと考え直し、「とり
あえずやってみる。ダメなら次！」と切り替えていこうと臨みました。そして、現在は（株）ローレルの社員となれる4月まで店
舗でアルバイトをさせて頂いています。社会人になれば、100% 自分の理想や憧れだけでは貫けないと思いますが、その中でも人
を大切にできるこの会社で、根強く根性張ってしっかりと自分の目で見ていくことが今後の目標です。

私は、音楽療法士として働くことが夢でした。音楽を通して人と関わる仕事がしたいと思ったからです。大学で音楽療法を専門
的に学ぶ上で、たくさんの実習を行いました。その中で、音楽によって喜びや安らぎを対象者と共有する時間が、自分にとっての
大きな幸せであると気づきました。

就職活動としては、興味のある分野を調べて気になる所へは実際に見学させていただきました。自分から動くことが第一です。
卒業後は、音楽療法士として障害児教育に携わります。音楽によって子どもの個性や可能性を引き出せるような活動をしていき

たいです。また、どんな時も学ぶ姿勢を忘れず、自らを磨き続けたいです。
音楽療法は、まだまだ知られていない分野かもしれません。しかし、今後ますます音楽療法を発展させていくためにも、主体的

に活動ができたらいいなと思います。

実家の押入れを開けるたび、「エレクトーンの先生になりたい」というまだ5歳だった私の幼い文字が刻まれた卒園文集を手にし
ます。

ヤマハ音楽教室に通い始めたのは3歳の時で、ピアノや歌、そして何といっても様々な音色が出るエレクトーンに魅せられ、い
つか自分も音楽の楽しさを伝えられる素敵な講師になりたいと夢見てきました。コンクールや演奏会等への参加、グレード取得な
ど、上手くいかないことや辛いことも沢山ありましたが、大学の電子オルガンの仲間が頑張っている姿や、両親、先生方に励まさ
れ、一つ一つ目標を達成していくことができたと思っています。また、教職課程の履修も、音楽教育を考え実践していくことに繋
がり、実習等とても貴重な体験をすることができました。

これからは、社会人としての常識をよく身につけていくと共に、未来の生徒たちに出会える日を今から心待ちにしています。

「人とのつながり」

短期大学部 保育科 2年 

拝川 也美 さん
就職先：公益財団法人 
さっぽろ青少年女性活動協会

「大学生活での経験を活かして」

芸術学部 美術学科  
メディアデザインコース 4年

福田 結花 さん
就職先：東洋印刷株式会社 

「札幌大谷での学びを活かして」

芸術学部 美術学科  
メディアデザインコース 4年

村上 真耶 さん
就職先：株式会社ローレル 

「子どもと一緒に自分も成長」

芸術学部 音楽学科  
音楽療法コース 4年

武内 栄枝 さん
就職先：一般社団法人 
音楽セラピー樹音（音楽療法士）

「憧れの職業に」

芸術学部 音楽学科　 
作曲コース電子オルガン系 4年

大場 愛弓 さん
就職先：一般財団法人ヤマハ音楽 
振興会ヤマハ音楽教育システム講師



  11  

主な教育・研究・社会活動の報告　 平成25年4月ｰ平成26年3月

一般教育

巌城 孝憲（学長・教授）
講演　大乗中観思想講義　平成25年10月　  

真宗大谷派北海道教学研究所
執筆　「今日のことば2014年」2月法語　平成25年11月　  

東本願寺出版部（共著）
学術論文　浄土三経往生文類の研究（結）　  

平成26年3月（予定）　本学紀要第44号（単著）

鈴木 正實（副学長・教授）
講師　「ヨーロッパの美術」　平成25年4月～平成26年3月　  

NHK 文化センター札幌教室
学術論文　「解釈 /あるいは反解釈」　平成26年3月（予定）　

本学紀要第44号（単著）

芸術学部 音楽学科

小林 仁（学部長・教授）
企画・演奏　日本ショパン協会主催  
「ショパン・フェスティバルin 表参道」　平成25年5月～6月　  

カワイ表参道・サロンホール
審査　「ソウル・青少年国際ピアノ・コンクール」　  

平成25年8月　ソウル・仁川（インチョン）
講演記録（全文）　（公財）日本ピアノ教育連盟（紀要）（単著）　

平成25年8月

千葉 潤（学科長・准教授）
講師　音楽史を楽しむ（オペラ）　  

平成25年4月～平成26年3月　NHK 文化センター札幌教室
口頭発表　現代日本における高等音楽教育の現実性　  

平成25年8月　第1回国際会議「社会の精神的発展における
音楽芸術と教育」（ロシア連邦サハ共和国）（単著）

講演　"アインシュタインが弾いたピアノ" 修復記念・  
レクチャーコンサート　平成26年1月　本学公開講座

岡田 知之（教授）
審査　第37回新潟県アンサンブルコンテスト　平成25年12月　

新潟県魚沼市小出郷文化会館
公演企画　第18回全日本中学生・高校生管打楽器ソロコン

テスト実行委員長　平成26年3月（予定）　  
東京都中央区日本橋公会堂

公演企画　第3回音楽大学フェスティバルオーケストラコン
サート実行委員長　平成26年3月（予定）　  
ミューザ川崎シンフォニーホール

グレブ・ニキティン（教授）
演奏　Tokyo Symphony Orchestra チャイコフスキーの三つ

のコンチェルト　平成25年5月　  
昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ

演奏　MUZAニューイヤーコンサート2014　平成26年1月　
ミューザ川崎シンフォニーホール

関谷 正子（教授）
学会発表　2種類の音楽聴取が高齢者の身体的健康に与え

る影響　平成25年9月　第13回日本音楽療法学会学術大会
（米子コンベンションセンター）（共著）

口頭発表　認定音楽療法士の就職の現状と課題　  
平成25年9月　第13回日本音楽療法学会学術大会  

（米子文化ホール）（共著）
学術論文　高齢者に対する音楽療法の有効性について　  

平成26年3月（予定）　本学紀要第44号（共著）

田中 賢（教授）
演奏　陸上自衛隊東部方面音楽隊第６０回定期演奏会委嘱

作品 “ 竜虎相克 ”～川中島の戦い～吹奏楽のために　  
平成25年9月　東京文化会館大ホール

講演　日本吹奏楽指導者協会主催（ＪＢＡ）指導者のための
「吹奏楽編曲法」　平成25年12月　洗足学園

CD　“ 竜虎相克 ”～川中島の戦い～吹奏楽のために  
（CD 発売）　平成25年12月　ジーベック音楽出版

谷本 聡子（教授）
演奏　講師コンサート　平成25年8月　トマムセミナー
審査　札幌新人演奏会　平成25年9月、11月　  

札幌市教育文化会館大ホール
演奏　ポーランド楽派を聴く　平成25年10月　  

本学園百周年記念館同窓会ホール

中西 信行（教授）
講演　文学的文章の読解指導～作品との対話の重視～　  

平成25年10月　稚内港小学校
講演　説明的文章の読解指導～文章を評価する指導～　  

平成25年11月　富良野小学校
講演　国語科の基礎・基本とは～課題設定による新視点～　 

平成25年11月　滝川東小学校

中山 ヒサ子（教授）
学会発表　日本緩和医療学会　平成25年6月　  

横浜パシフィコ（共著）
学会発表　日本音楽療法学会全国大会　平成25年9月　  

第13回日本音楽療法学会学術大会  
（米子コンベンションセンター）（共著）

学会発表　日本スピリチュアルケア学会　平成25年9月　  
東北大学キャンパス（単著）

西堀 ゆり（教授）
学術論文　オンラインテキストディスカッションの発言分析

におけるネットワーク分析手法の適用　平成25年5月　  
電子情報通信学会　論文誌　Vol.J96-D, No.5, 1391-1394

（共著）
学術論文　院内学級と海外を結んだ遠隔教育　－テレビ会

議システムによる異文化理解教育－　平成25年9月　教育シ
ステム情報学会第38回全国大会講演論文集 , 403-404（共著）

学術論文　院内学級における海外と結んだ遠隔授業の実践
と課題　平成25年12月　大学 ICT 推進協議会2013年度年次
大会論文集 , 92-93（共著）

則竹 正人（教授）
審査　NHK 学校音楽コンクール中学校ブロック大会の審査　

平成25年9月　札幌市民ホール
演奏　オペラ公演「タンホイザー」ワーグナー作曲　  

平成25年10月　札幌サンプラザホール
指揮　合唱コンクール全国大会（輪声会）　平成25年11月　

千葉県立文化会館

三山 博司（教授）
演奏　アルス室内合奏団第36回演奏会　  

B・ブリテン作曲「イリュミナシオン」テノールソロ　  
平成25年9月　ポルトホール

演奏　ホルンフェスティバルin 札幌　  
B・ブリテン作曲「セレナード」テノールソロ　平成25年9月　
本学大谷記念ホール

演奏　苫小牧第九公演　ベートーヴェン作曲交響曲第九番
テノールソロ　平成25年12月　苫小牧市民会館大ホール

山岡 望（教授）
演奏　フィーレ・ファルベンコンサート　平成25年5月　  

北見芸術文化ホール
審査　日本教育連盟ピアノオーディション　平成25年11月　

本学大谷記念ホール
演奏　ハイメスコンクール　平成26年3月（予定）　  

北広島市芸術文化ホール

吉川 順子（教授）
審査　「風がみつけた街」滝川音楽祭コスモスコンサート　

平成25年4月　新十津川町ゆめりあホール
演奏　北海道フーゴー・ヴォルフ協会創立10周年記念　  

第10回定期演奏会「フーゴー・ヴォルフへの道」メーリケの詩
による歌曲集より　平成25年6月　ザ・ルーテルホール

審査　東京国際声楽コンクール　平成25年8月　  
ザ・ルーテルホール

吉田 徹也（教授）
学術論文　魔法山に響く菩提樹―時間小説のなかの音楽の

運命　平成26年3月（予定）　本学紀要第44号（単著）

岡本 孝慈（准教授）
演奏　" 花岡秀行・諏訪公一バリトンジョイントコンサート　

平成25年4月　ザ・ルーテルホール
演奏　苫小牧市民管弦楽団第33回定期演奏会　  

平成25年10月　苫小牧市民会館
演奏　岡嶋晋ヴァイオリン夜会 Vol.21　平成25年11月　  

㈱エルム楽器主催（エルムホール）

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　  

平成25年8月　由仁町文化交流館「ふれーる」
演奏　滝川吹奏楽団第41回定期演奏会　平成25年11月　

たきかわ文化センター　大ホール
演奏　Kコンサート vol.5　平成25年11月　  

本学園百周年記念館同窓会ホール

菊地 秀夫（講師）
演奏　アンサンブルノマド オランダ・エストニア公演　  

平成25年7月　Tartu Yaani Kirik（エストニア）  他
審査　北海道吹奏楽コンクール　平成25年9月　  

札幌コンサートホールKitara
演奏　現音作曲新人賞　平成25年11月　  

東京オペラシティ　リサイタルホール

倉橋 健（講師）
審査　第50回北海道管楽器個人コンクール札幌地区　  

平成26年1月　札幌教育文化会館大ホール
審査　第45回北海道アンサンブルコンクール札幌地区　  

平成26年1月　札幌教育文化会館大ホール
演奏　札幌の音楽　平成26年3月　  

札幌コンサートホールKitara 小ホール

小山 隼平（講師）
出品　上田敏の訳詞による歌曲　平成25年6月　  

渡辺淳一文学館
出品　かごめかごめの主題によるパッサカリア　  

平成25年11月　札幌サンプラザホール
出品　女声合唱のためのミサ　平成26年2月　  

札幌コンサートホールKitara 小ホール

川合 佐知子（助教）
学会発表　2種類の音楽聴取が高齢者の身体的健康に与え

る影響　平成25年9月　第13回日本音楽療法学会学術大会
（米子コンベンションセンター）（共著）

公開講座　「こころの健康を支える音楽」　平成25年11月　
東区健康づくり　公開リレー講座（札幌市東区民センター）

学術論文　広汎性発達障害が疑われる幼児の自発的行動を
促す音楽の活用　平成26年3月（予定）　  
本学紀要第44号（単著）

芸術学部 美術学科

森田 克己（学科長・教授）
学会発表　幾何曲線を用いた空間配置について　  

平成25年5月　日本図学会2013年度春季大会 ( 兵庫 )、  
産業技術短期大学（単著）

学会発表　トーラス結び目を用いた空間配置について　  
平成25年6月　第75回形の科学シンポジウム、  
フォッサマグナミュージアム（単著）

学 会 発 表　A study on geometrical curves based on their 
composition　平成25年8月　  
IASDR2013第5回国際デザイン学会連合国際会議（芝浦工業
大学豊洲キャンパス）（単著）

川口 浩（教授）
出品　第68回全道展　平成25年6月　札幌市民ギャラリー
出品　第7回　北海道現代具象展　平成25年12月　  

札幌時計台ギャラリー、千歳、深川、室蘭、苫小牧　巡回

下濱 晶子（教授）
講演　バロックの美術　平成25年4月　  

放送大学（北海道大学情報教育館）
講演　札幌大谷大学芸術学部美術学科×札幌大谷高等学校

美術科連携授業「ヨーロッパの近代の芸術」　  
平成25年11月　本学

審査　東京藝術大学美術学部論叢（紀要）　平成25年度　  
東京藝術大学

鈴木 誠子（教授）
出品　ヒラマ画廊開廊20周年記念展　平成25年7月～8月　

ヒラマ画廊（旭川）
出品　print works 2013北の版画家達　平成25年11月　  

ヒラマ画廊（旭川）
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堀 じゅん子（教授）
出品　北海道イラストレーターズクラブα40周年記念原画展　

平成25年5月　さいとうギャラリー
著書　『MY WORK28』　平成25年11月　  

北海道イラストレーターズクラブα（共著）
社会活動　世界道路協会第14回国際冬期道路会議日本政府
（国土交通省）出展ブースデザイン　平成26年年2月　  

アンドラ・ラベリャ（アンドラ公国）

松村 繁（教授）
出品　写実幻想絵画展 - 緻密世界への憧憬 -（垂戸睦月名に

て出品）　平成25年5月　bunkamura box gallery( 東京 )
出品　―重力2―　平成25年10月　Gallery Suchi( 東京 )
出品　それぞれの瞳に　平成25年10月　いまぁじゅ( 札幌 )

山川 真一（教授）
出品　第88回道展　平成25年10月～11月　  

札幌市民ギャラリー
出品　札幌北区アーティスト展　平成25年11月　札幌サン

プラザ

今 義典（准教授）
出展　「質感覚 -Sensitivity to Texture-」　平成25年4月～7月　

500m 美術館
講演　石狩支部高等学校写真部顧問技術講習会  
「デジタル銀塩写真」　平成25年8月　本学

受賞　「第一回札幌冒頭映画祭」グランプリ受賞　  
平成25年12月　越山計画

平向 功一（准教授）
出品　鼓動する日本画　平成25年1月～7月　  

網走市立美術館・木田金次郎美術館他
講演　楽しい墨絵の世界　平成25年12月　  

札幌市造形教育連盟主催 北海道教育大学サテライト
講演　膠の未来を考える　平成25年12月　本学

藤本 和彦（准教授）
出品　端緒・循環　平成25年9月　  

ハルカヤマ・サテライト（本郷新記念札幌彫刻美術館）
出品　端緒・起点　平成25年10月　  

北海道美術協会展（札幌市民ギャラリー）
出品　端緒・2014S　平成26年1月　  

札幌のアーティスト55人展（ギャラリー レタラ）

小町谷 圭（講師）
出品　Crystallization　平成25年12月　  

冬のワンダーミュージアム展（北海道近代美術館）
出品　Dissolution　平成25年12月　  

冬のワンダーミュージアム展（北海道近代美術館）
審査　文化庁メディア芸術祭選考委員　平成26年2月　  

国立新美術館 , 第17回文化庁メディア芸術祭　受賞作品展

島名 毅（講師）
出品　第8回 新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館　

参加企画 C-DEPOT square　平成25年5月　  
C-DEPOT terminal

出品　RANDY ART HILLS vol.17 C-DEPOT square　  
平成25年9月～10月　RANDY

出品　ART FAIR C-DEPOT-Shapes of HEART-　  
平成26年2月（予定）　西武渋谷店 B 館8階特設会場＆  
美術画廊＆アートショップ＆オルタナティブスペース

鳥宮 尚道（講師）
講演　「モノのデザインの変遷とこれから」  平成25年11月　

本学公開講座
研究レポート　観察調査とDEMATEL 法によるピーラーデザ

インの要素研究　平成26年3月（予定）　  
本学紀要第44号（単著）

その他　第9回日本感性工学会春季大会実行委員　  
平成26年3月（予定）　北海道大学

宮田 雅子（講師）
社会活動　美唄式あぜ道ピクニック　平成25年4月～9月　

美唄サテライト・キャンパス（地域と大学による協働事業）
学会発表　地域のイメージを共有するためのメディア・デザ

イン実践：「美唄50音かるた」の事例から　平成25年6月　  
日本デザイン学会第60回春季研究発表大会  

（筑波大学）（単著）

学会発表　参加者の協働により地域のイメージを創出する
デザイン方法論の研究　平成25年9月　第24回日本基礎造
形学会札幌大会（札幌市教育文化会館）（単著）

社会学部 地域社会学科

平岡 祥孝（学部長・教授）
口頭発表　生きた経済で授業はもっと面白くなる　平成25

年8月　日本証券業協会「平成25年度金融経済セミナー」  
（札幌証券取引所）

講演　丘珠空港のポテンシャルを最大限発揮させるために　
平成25年9月　札幌商工会議所「札幌広域圏の総合交通体
系グランドデザイン」実現に向けたフォーラム  

（ニューオータニイン札幌）
学術論文　地方拠点都市における都市型空港の有効的活用

に関する一考察～札幌丘珠空港を事例として～　  
平成26年3月（予定）　本学紀要第44号（共著）

森 雅人（学科長・教授）
著書　北海道の石仏　1号　平成25年6月　  

日本石仏協会北海道支部（共著）
学会発表　北海道みんぞく文化研究会のあゆみと課題  
（その1）　平成25年9月　北海道地域文化学会（単著）

学会発表　北海道みんぞく文化研究会のあゆみと課題  
（その2）　平成26年3月　北海道地域文化学会（単著）

梶井 祥子（教授）
執筆　私の新聞批評　平成25年6月～平成26年1月　  

北海道新聞（単著）
講演　「男女共同参画～子どもたちに伝えたい新たなつなが

り」　平成25年10月　中標津町総合文化会館
執筆　「アンビシャス 社会学」　平成26年3月（予定）　北海

道大学出版会（共著）

久野 寛之（教授）
研究レポート　2013年恵庭市英語教育アンケート第1次報告

書―集計結果ー　平成25年9月　自家出版、インターネット
上で公開（ http://fles.asia）（単著）

学会発表　小学校新指導要領の外国語活動 ( 英語活動 )が子
どもたちにもたらした変化―3000人の子どもたちが教えてく
れる成果と課題―　平成25年10月　  
実用英語教育学会第2回研究会（単著）

執筆　シリーズ 「小学校からはじまる実用英語教育」（第4回
「“Nice to meet you.” と “Good to see you.”」）　  

平成25年12月　『実用英語教育学会ニュースレター』第2巻
第2号（単著）

柴田 晶子（教授）
学会発表　Requirements for Internship in Singapore:   

Perspectives from sense of purpose, Pre-study, and CEFR-J 　 
平成25年8月　The JACET 52th International Convention　

（共著）
学術論文　地域の発展を担う人材育成のための英語教育　

平成25年11月　ESP Hokkaido Journal（単著）
学術論文　英語必修科目のCan-do List 作成に向けて(1)　

平成26年3月（予定）　札幌大谷大学社会学部論集第2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　平成25年6月　

札幌大谷大学社会学部（単著）
教育研究報告書　社会人基礎Ⅱ講義ノート　平成25年10月　

札幌大谷大学社会学部（単著）

和田 佳子（教授）
学会発表　日本の高等教育におけるキャリア教育の現状と

方向性－イギリス、オランダ事例との比較から－　  
平成25年6月　日本ビジネス実務学会第32回全国大会  

（福島学院大学）（共著）
学会発表　インターンシップ仲介機関・仲介業者の在り方に

関する一考察　平成25年9月　日本インターンシップ学会第
14回大会（北海道武蔵女子短期大学）（単著）

学術論文　キャリア教育における「教室内 PBL」- 先行事例の
調査と導入モデルの試み－　平成26年3月（予定）　『ビジネ
ス実務論集』No.31,日本ビジネス実務学会（査読付）（共著）

荒井 眞一（准教授）
委員　全国私立大学教職課程研究連絡協議会北海道地区担

当理事　平成24年5月～平成26年5月

著書　学力と教育課程の創造 - 社会認識を育てる教育実践
とその歩み-　平成25年8月　同時代社（共著）

学術論文　アクティブラーニングの方法を取り入れた社会科
授業の内容構成とその実践　平成26年3月（予定）　  
札幌大谷大学社会学部論集第2号（単著）

石川 希美（准教授）
審査　北海道高等学校文化連盟第1回全道高等学校英語プ

レゼンテーションコンテスト　平成25年5月　札幌
通訳　北海道キャリア教育職業教育フォーラム基調講演　

平成25年11月　札幌
学術論文　「英字新聞の読解力に関する考察―アクティブ

ラーニングによる基礎的コミュニケーション能力の習熟のた
めに―」　平成26年3月（予定）　札幌大谷大学社会学部論集
第2号（単著）

北郷 裕美（准教授）
講演　平成25年度第1期えるのす連続講座～女性大学～  

社会とつながり、心豊かに　平成25年7月　かでる2・7 
口頭発表　日本型コミュニティ放送研究会　発表報告会　

平成26年1月　龍谷大学大宮キャンパス（単著）
学術論文　「コミュニティ・メディアの公共性‐公共性指標に

よる北海道コミュニティFM の実態分析　平成26年3月（予定）　
札幌大谷大学社会学部論集第2号（単著）

西浦 功（准教授）
講演　障害のある子どもとのかかわり　平成25年12月　  

平成25年度特別支援教育支援員研修会
学術論文　老人家庭奉仕員派遣事業の導入と伝播―先行要

件仮説と伝播仮説の検証―　平成26年3月（予定）　  
本学紀要第44号（単著）

学術論文　学生の社会学的想像力を刺激する教育プログラ
ムの試み―社会調査教育におけるエラボレーションの活用―　
平成26年3月（予定）　札幌大谷大学社会学部論集第2号（単著）

西脇 裕之（准教授）
学会発表　管理表示・管理放送の増加とその効果に関する

研究　－コミュニケーションからアーキテクチャへ－　  
平成25年10月　第86回日本社会学会大会（慶應義塾大学）

（単著）
講演　都市環境をコミュニケーションから考える　  

平成25年10月　北海道女性協会主催「えるのす連続講座～
女性大学～」（かでる2・7）

委員　戦略的地域カルテ・マップ構築検討委員会　  
平成25年12月～平成26年3月　札幌市市民まちづくり局市民
自治推進室

堀内 明（准教授）
学術論文　ソフトウェア特許に関する事例分析　平成26年 

3月（予定）　札幌大谷大学社会学部論集第2号（単著）

吉岡 亮（准教授）
社会活動　国文学文献資料調査員　  

平成25年3月～平成26年3月（予定）　国文学研究資料館
口頭発表　明治二〇年代の歴史と文学―民友社の歴史叙述

の研究（1）　平成26年3月（予定）　国文学研究資料館（単著）

岡部 敦（講師）
学会発表　高等学校におけるキャリア教育・職業教育の在り

方に関する研究 -カナダ・アルバータ州のCTSプログラムの
改訂を中心に-　平成25年7月　日本教育政策学会第20回大
会（桜花学園大学）（単著）

口頭発表　Career-related Education in Japanese High   
Schools　平成25年9月　2013 Career Guidance  
International Conference（Montpellier,France）（単著）

企画・運営　北海道キャリア教育・職業教育フォーラム　  
平成25年11月　カナダ大使館・本学

佐藤 浩史（講師）
社会活動　2013はまなす全国車いすハーフマラソン大会　

平成25年6月　大会役員（札幌市）
課外活動　東北被災地支援活動　平成25年8月　  

陸前高田市、石巻市、女川町
社会活動　第1回サポーターズネットワーク札幌大会（精神

障がい当事者と支援者のサッカー大会）　平成25年12月　
大会役員（札幌市内）
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主な教育・研究・社会活動の報告　 平成25年4月ｰ平成26年3月

I. 論文
○巌城 孝憲

浄土三経往生文類の研究（結）

○鈴木 正實
解釈 / あるいは反解釈

○吉田 徹也
魔法山に響く菩提樹－時間小説のなか
の音楽の運命

○関谷 正子
高齢者に対する音楽療法の有効性につ
いて - デイサービス利用者の実践からの
報告

○川合 佐知子
広汎性発達障害が疑われる幼児の自発
的行動を促す音楽の活用

○小山 隼平
聲曲（もののね）

○森田 克己
連続曲線による構成

○堀 じゅん子
生成・変化する自然とデザイン - 豊平
川左岸緑地＜通称：ホロヒラタイ＞を
めぐって

○鳥宮 尚道
観察調査と DEMATEL 法によるピーラー
デザインの要素研究

○宮田 雅子
地域におけるコミュニケーションデザ
インとしての「ピクニック」

○平岡 祥孝・渡辺 菊男
地方拠点都市における都市型空港の有

効的活用に関する一考察 - 札幌丘珠空港
を事例として

○北郷 裕美
コミュニティ放送の可能性 - FM いるか
のコミュニケーション空間の拡大事例
より

○西浦 功
老人家庭奉仕員派遣事業の導入と伝播
－先行要件仮説と伝播仮説の検証

○伊藤 克実、小橋 明子他2名
幼児の生活と子育て意識調査

II. 作品
○鈴木 誠子

EXISTENCE  I、II、IV

○今 義典
独りゾンビ、川口のあけみ、おいらん
とこの姐さん

○山川 真一
TOKYO、YOKOHAMA、STREET

○松隈 康夫
笑うかどには、結

○藤本 和彦
端緒・循環、端緒・起点、端緒・2014S

○松村 繁
Lamina、海向

○小町谷 圭
Crystallization、Dissolution

○島名 毅
初恋、卒業、突風

札幌大谷大学紀要第44号（平成26年３月刊行予定）

佐藤 弘直（講師）
学術論文　差止請求訴訟の諸相 (1)　平成25年9月　 

北海学園大学法学研究第49巻2号（単著）
学術論文　差止請求訴訟の諸相 (2)　平成25年12月　 

北海学園大学法学研究第49巻3号（単著）
社会活動　特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道検

討グループ員　平成24年～

短期大学部 保育科

柘植 純一（学科長・教授）
学会発表　自然の恵みに感謝する心を育むための食教育

についての一考察　平成25年5月　日本食育学会第7回大会
（東京）（共著）

社会活動　公開保育助言者　平成25年10月　 
北海道私立幼稚園教育研究大会道北ブロック大会

伊藤 克実（教授）
講演　保育士職場復帰セミナー　平成25年7月、11月　さっ

ぽろ雇用創造協議会主催（札幌市社会福祉総合センター等）
講演　平成25年度障がい児保育担当保育士等研修　 

平成25年12月　北海道社会福祉協議会社会福祉研修所 
（かでる2・7）

学術論文　幼児の生活と子育て意識調査　 
平成26年3月（予定）　本学紀要第44号（共著）

大西 道子（教授）
学会発表　「保育実習における指導実習の学び」　平成25年

5月　日本保育学会第66回大会（中村学園大学）（共著）
社会活動　「道徳性の芽生えを大切にする保育実践」（コロ

キュウム助言者として）　平成25年11月　日本道徳教育学会
82回大会（札幌国際大学）

講演　平成25年度札幌大谷大学附属幼稚園子育て講演会
「『しつけ』ってなぁに」　平成25年12月　本学園百周年記念

館同窓会ホール

清水 郁太郎（教授）
出品　神戸ビエンナーレ2013　創作玩具国際コンペティショ

ン　入賞　平成25年10月～12月　神戸ビエンナーレ メリケ
ンパーク会場

出品　北海道の木の椅子100人100脚展　 
平成25年7月～8月　札幌芸術の森 工芸館展示ホール

講演　幼稚園における木を使った制作　平成26年2月　北
海道私立幼稚園協会旭川支部研修会（旭川市 くりの木幼稚
園）

星 信子（教授）
学会発表　Which Infl uences Japanese Young Childrenʼs  

Home Environment, Daycare System or Annual Income?　
平成25年4月　Society for Research in Child Development 
2013 Biennial Meeting (Washington State Convention 
Center, Seattle, U.S.)（共著）

学会発表　Factors Infl uencing the Anxiety of Parenthood: 
Views from Japanese Mothers with Young Children　 
平成25年9月　16th European Conference on  
Developmental Psychology (University of Lausanne, 
Lausanne, Switzerland)（共著）

学会発表　乳幼児を対象にした気質研究の現在：研究史上
の流れと今後の展望から考える　平成25年9月　日本心理
学会第77回大会 公募シンポジウム（札幌コンベンションセン
ター・札幌市産業振興センター）（共著）

秋山 ゆみ子（講師）
学会発表　保育実習における指導実習の学び　 

平成25年5月　日本保育学会第66回大会（共著）

小橋 明子（講師）
課外活動　特別養護老人福祉施設「静香園」理事職就任　

平成25年8月
講演　エイジングケア　平成25年9月　養護老人ホーム「静

山荘」
学術論文　幼児の生活と子育て意識調査　 

平成26年3月（予定）　本学紀要第44号（共著）

堤 裕美（講師）
学会発表　子どもの体力低下に対する幼稚園教諭の実感調

査　平成25年8月　第64回日本体育学会（単著）
学術論文　不安定面上で顕在化するボールリフティングの

技能差　平成26年3月（印刷中）　体育学研究（共著）

竹口 敦子（講師）
講演　第56回北海道私立幼稚園教育研究大会、第45回北

海道市立幼稚園研究大会、公開保育と助言　平成25年10月　
琴似教会幼稚園

講演　公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 札幌市東
区子育て支援者スキルアップ研修会　平成25年10月　 
ひのまる児童会館

講演　幼児教育センター研修「保育に生かせる運動遊び」　
平成26年1月　札幌市立はまなす幼稚園

松井 亜樹（講師）
演奏　東京二期会駅伝コンサート　平成25年7月　 

東京文化会館小ホール
研究レポート・研究演奏　「ラフマニノフの歌曲について」　

平成25年8月　全国大学音楽教育学会研究発表（渡辺淳一
文学館）（単著）

審査　平成25年度教員免許更新講習 選択 A　平成25年8月　
かでる2・7　

吉川 和幸（講師）
講演　特別な支援を要する幼児の育ちをどう捉えるか～ 
『個別の指導計画』の分析を通して見えてきたこと～　 

平成25年7月　『実践と理論』をつなぐセミナー 
（北海道大学子ども発達臨床研究センター）

学術論文　障害のある幼児の発達支援における保育の 
「土台（foundation）」 とは　平成25年9月　 

乳幼児療育研究 第26巻（単著）
委員　札幌市幼児アセスメント委員会委員　平成25年度　

札幌市教育委員会委嘱

合掌 ―掌
たなごころ

を合わせる―　短期大学部　非常勤講師　楠 宏生
お寺へお参りをする時、そして食事の時に手と手を合わせて合掌します。当たり前

のことですが、われわれの「てのひら」（掌）は左右おなじ形をしています。私自身、

二つの手のひらがぴったりと重なり合い、寄り添う様子を見て、しばしば考えさせら

れることがあります。まず一つは、仏教（仏さまの教え）は、一人ひとりが抱えてい

る人生の悩み・悲しみを見つめる眼（まなこ）を教えてくださっています。言い換え

れば、仏さまは、われわれ一人ひとりに向かって自分を見捨てず、人生を大切に生き

てほしいと願われ念ぜられています。合掌する手は自分の手にほかならないのです

が、合掌する手から今を生きる私自身の姿が問われてきます。 

また次に、合掌する心はさまざまですが、合掌には「慙
ざん

愧
き

」の心があるのではないでしょ

うか。慙愧とは、普段の自分の生き方を問い羞
は

じる心です。もし、自分の生き方をどこま

でも肯定し、問い返すことがなかったら、いよいよ人と人との関係、そして人と共に生き

るということが困難になっていきます。自分自身がどのような存在であるのか、そして何

が本当に大切なことであるのか。そのことが「合掌」ということから問われ続けられてい

るように思います。

が、合掌する手から今を生きる私自身の姿が問われてきます。 

」の心があるのではないでしょ

じる心です。もし、自分の生き方をどこま

仏教コラム
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平成26年度の全学行事予定

  4月  
 1日  新入生事前オリエンテーション
 2日  入学式
 3日  オリエンテーション（～5日）
 7日  前期授業開講
 12・19日  健康診断

  5月  
 2日  開学記念日
 30日  花まつり

  7月  
 23日  前期補講期間（～25・30日、8月1日）
 29日  前期終講

  8月  
 1日  実技試験期間（音楽学科）（～12日）
 4・5日  前期定期試験期間
 28・29日  前期追・再試験期間

  9月  
 8日  集中講義期間（～12日）
 16日  後期授業開講
 20日  保護者懇談会（会場未定）
 21日  保護者懇談会（会場未定）

  10月  
 22日  報恩講
 25・26日  橙丹祭（大学祭）
 25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）

（保育科1年生以外）
 29日  冬期休暇（～1月3日）

  1月  
 5日  授業再開
 15日  後期補講・集中講義期間

（保育科1年生以外）
 20日  後期補講期間（保育科1年生以外）

（～22日）
 21・22日  集中講義期間（保育科1年生以外）
 27日 後期終講
 28日  実技試験期間（音楽学科）（～2月12日）
 29日  後期定期試験期間（～31日）

  2月  
 5日  実技試験期間（音楽学科）（～10・12日）

  3月  
 14日  学位記授与式・修了式

（学校閉鎖期間：8/13～16、12/29～1/3）

※上記日程は予定です。変更する場合は学内掲示
板で随時周知いたします。

お知らせ

『横道世之介』
吉田修一著 毎日新聞社〈書庫 913.6/Y86〉

大学進学とともに長崎から上京した、お人良しで好奇心いっぱいの青年・横
道世之介の1年間の学生生活を描いた青春小説。時代は違っても、未知の世界へ
踏み込むドキドキ感や仲間や恋人を通して成長していく過程は変わらない。バ
ブルに沸く1980年代を背景に描きつつ21世紀を迎えた登場人物たちの現在を映
し出すことで、多くの人が味わうだろう、人生のほろ苦さも同時に伝わってき
ます。

『反哲学入門』
木田元著 新潮文庫〈文庫・新書コーナー Bun/Shi/Ki33〉

プラトンから始まり、ニーチェやハイデガーに至る西洋哲学の流れを平明な表
現で読み解き、「哲学」＝「難解」という固定観念を解き放つ入門書。「存在とは
なにか」という命題を糸口にソクラテス以前の自然的思考とニーチェ以降の「反
哲学」とのつながりを解明。哲学の諸説について、わかったつもりだったことが
実は全くわかっていなかったことに気づかせてくれます。

映画『西の魔女が死んだ』 
梨木香歩原作　長崎俊一監督　〈第2図書館 AV コーナー〉

登校拒否になった中学生のまい
4 4

は、田舎でひとり暮らしをする祖母のもとに
預けられる。英国生まれの祖母は、まい

4 4

に魔女になるための修行と称して、さ
まざまなことを教え込む。規則正しい生活を送り、地に足をつけて生きるこ
と。自然の中で日々の小さな出来事をいつくしみ、周りの人を愛すること。背
景となった清里の自然の美しさとともに、ひとりの少女の成長を通し、人間が
生きて死んでいくことの重さと美しさを見事に映像化した、心に残る映画です。

図書館おすすめの本    BOOK・DVD

国際交流協定締結

ペーチ大学へ架かった橋
本学芸術学部は、ハンガリーのペーチ大学芸術

学部と共同連携協定を締結することとなり、平
成25年12月４日、ペーチ大学において調印式
を行いました。

ペーチ大学は1367年に設立されたハンガ
リー最古の由緒ある大学で、医学部、芸術学
部をはじめ10学部を擁する学生数約３万人の
総合大学です。世界各国からの留学生は約3,000
人、芸術学部には本学と同じ音楽と美術を学ぶ学
生がいます。

本協定は、音楽の分野でペーチ大学教授の本学への
招聘や本学卒業後のペーチ大学への留学生の受け入れ、ペー
チ市における学生同士の交流コンサート等、これまでの交流が土台となり締結されたものであり、
教員、学部、研究所及びその他の研究センター間の直接交流と共同連携を促進するものです。

調印式では、ペーチ大学の Dr.Jozsef Bodis 学長と本学の巌城 孝憲学長がコンサートホールの壇
上で調印のサインを交わしました。

Dr.Jozsef Bodis 学長は「形骸化する多くの協定も世にある中で、この交流は、既に始まっている
実りのあるものです。これからの継続的な発展を望みます。」と挨拶をされました。

また、巌城学長はこれまでの北海道とハンガリーの交流史を辿り、人の繋がりの大切さと芸術
文化の理解についてのお話をされました。今後は双方の大学の特色を生かし、積極的な交流を進
めてまいります。
 芸術学部 音楽学科　教授　谷本 聡子

調印式 コンサート 交流会



エッセイ
e s s a y

e s s a y
82歳で一人暮らしをしていた母親が、ある日突

然ボケてしまった。しかし、これは内緒の話であ
る。本人は、「それほどボケてはいないわよ」と
言う。医師の診断に寄れば、進行性の立派な

4 4 4

認知
症の初期で、「要介護2」のお墨付きまで頂いた。
実際のところ、「ある日突然」というのは正確で
はなく、徐々に兆候はあったのだろう。こちらが
気づかなかっただけである。いや、気づきたくな

かったのかも。今思え
ば、思い当たることが
いくつもあった。毎日
レタスばっかり買って
きて、母の家の冷蔵庫
がレタスだらけになっ
ていたりとか、孫の名
前がわからなくなった
りとか。

さて、いよいよ介護が
必要となると、周囲は

これまでの生活を一変させなければならない。妹
たちを巻き込んで分担を決め、ケアマネージャー
さんからのアドバイスをもらいながら公的支援も
利用することになった。1か月に1度は「ショート
ステイ」という宿泊付き滞在サービスを受けるの
だが、本人はなぜか、それを「温泉旅行」だと認
識している。きっと、お風呂が広くて素敵なのだ
ろう。一方、毎週の「デイサービス（通所施設）」
は不評だ。「老人ばかりでつまらない」と文句を
言う。毎回、なだめすかして送り出すのは私の役
目である。こんな生活がこれからいつまで続くの
か。「認知症以外はどこも悪いところはありませ
ん」と、これまた医師の有り難いお言葉を頂戴し
ているのだから、介護の先は見えない。「線路は
続くよ、どこまでも～（メロディー付き）」とい
うわけである。

ちなみに、私の専門分野は家族社会学である。
平成23年の3月に東京大学を退官した社会学者の
上野千鶴子は、上野社会学の集大成として「ケア

の社会学－当事者主権の福祉社会へ」を上梓し
た。そこには「ケアされることを強制されない権
利」という新たな概念が提示されている。ケアと
いう行為は、その対象が子どもであれ、高齢者で
あれ、ケアする側が一方的に押しつけるようなも
のであってはいけない。さしずめ、母を半強制的
にデイケアに通わせることは、人権侵害というこ
とになるのかもしれない。

各種調査では、高齢者虐待の被害者は８割近く
が女性である。加害者で一番多いのは「実の息
子」で、全体の4割以上を占めている。私の老後
は、 決 し て 息
子 た ち に は 頼
ら な い と 覚 悟
を決めた。

介護は、老い
方 を 習 う 日 々
でもある。

介護生活の泣き笑い　社会学部 地域社会学科　教授　梶井 祥子

先日久しぶりに私の先生の夢を見ました。私の
先生（故　林靖子先生）は、北海道教育大学で昭
和62年まで教授として教鞭を執り、数多くの音
楽家を輩出した北海道の音楽界に多大な貢献をさ
れた先生で、私は中学、高校の頃先生にピアノを
習っていました。（本学にも昭和39年から昭和48
年まで非常勤講師として在職されていました）

夢の中では特に何かを伝えるとかではなく、た
だ松井さん、頑張りなさいと励ましてくださって
いて、そこで目が覚めました。その時、ああ、先
生はまだ私のことを心配してくださっているのだ
と申し訳なく思いましたが、でも反対に先生に久
しぶりに会うことができて嬉しくもありました。

思えば若いころの私は失礼な人間だったかと思
います。ピアノ科でせっかく入学したのに、大学
で声楽科に転科してしまい先生をがっかりさせて
しまいました。でもその数年後、市役所のロビー
コンサートに来てくださり、「この子は本当に才
能がある子で、残念ながらピアノ科から声楽科に
転科したけれど、どうぞよろしくお願いします」
と周りの先生方にお話ししている姿を見て、涙が

出るほどうれしかった記憶があります。
その後、勤めている短大を一度辞めロシアに留

学に行く前にご挨拶に伺った時も、体調がすぐれ
ないのに先生のお宅から大きな通りまで見送りに
来てくださり、私の姿が見えなくなるまでずっと
手を振っていました。本当に私は先生に心配ばか
りかけていました。

先生は本当に音楽を愛し、人を愛し、素晴らし
い演奏家であると同時に生徒一人ひとりを大切に
してくださる教育者でした。私も先生のように
一人ひとりの学生と向き合い、先生のように音楽
に対して謙虚に取り組んでいけたらと思っていま
す。これからもたまに夢に出てきてほしいと願い
つつ…

私の先生といえば、昨年札幌と東京でリサイタ
ルを開催された田代慎之介先生もいらっしゃいま
す。林先生の体調がすぐれないとき、たまに田
代先生にレッスンをお願いしておりました。昨年
のリサイタルも素晴らしく、最後のショパンの3
番のソナタは私も好きな曲なので本当に勉強に
なりました。なんせ20年ぶりぐらいだったので

終演後ご挨拶に伺うかどうか迷いましたが、で
も伺ったところ、「もちろん松井さん覚えている
よ。ベートーヴェンのアパショナータ弾いていた
でしょ？」と言われ驚きました。たった数回見て
いただいただけなのに、曲名まで覚えているとは
…。その後先生に「シューマンのファンタジーも
見ていただきました」と話したら、「それは大学
入ってからだよね」と一言。

このように今まで私はいろいろな先生に助けら
れて、現在の自分がいることを忘れてはいけない
と改めて思いました。
他にもたくさんお世話
になった先生はいらっ
しゃいますが、今回は
お二人の先生に感謝を
こめて…本当に有難う
ございました。

私の先生　短期大学部 保育科　講師　松井 亜樹

学内広報誌　  マイトリー　No.78
編集／ 広報委員会  

清水 郁太郎　倉橋 健　今 義典　吉岡 亮　野口 順子　
野々川 友子　中舘 純哉

発行／ 2014年３月７日 
 札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部　 
 同 教育後援会  
〒065-8567　札幌市東区北16条東9丁目1番1号 
 Tel.011-742-1651　Fax.011-742-1654 
 http://www.sapporo-otani.ac.jp

学内広報誌「マイトリー」は、８月と３月に発行し、
本学学生の保護者に送付しています。在学生のみなさん
におかれましては、学生食堂・パンフレットラック等、
学内の所定の場所に設置していますので、ご自由にお持
ちください。本学ホームページでも公開しています。

前期学費納入は

４月15日㈫までに
平成26年度学費前期分は、本号に
同封の振込用紙により、 4月15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　久郷　さゆり

下記のとおり平成26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26年４月２日㈬　入学式終了後
場所／ 大谷記念ホール
議案／ 平成25年度決算報告 

平成26年度予算案・役員改選 以上

母と介護を担う娘たち

故　林 靖子先生

元気な頃の母と私


