
社会学部１年生／基礎演習Ⅰ学外ゼミ（盤渓）

輝く言葉 学長　巌城　孝憲
お寺のバードテーブルには、冬の間、毎朝二十羽くらいすずめたちが来ていて、えさを

あげると、にぎやかな鳴き声がしばらく止みません。それを見て間違いなく、すずめたち

は会話しているなと思いました。コミュニケーションはとても大事です。

時間がない、空間がない、仲間がいないという、いわゆる「三間喪失」は、大変重い現

代の問題です。いま生きているという実感がない、自分の本来の居場所がみつからない、

人と人との人間関係が重い壁になっている。仲間を人間と言いかえて、「じんかん」と発

音して、「三間喪失」と言っている先生もおられます。つまり、仲間がいるかいないかの

問題ではなく、人間であること、そのことが成り立たなくなるような問題です。

過疎は、地方の問題のようですが、実は都会の中にあると言われています。「山の中に

孤独はない。孤独は大勢の人の中にある」という言葉があります。本当の過疎とは、コ

ミュニケーションが疎遠になっていくことではないでしょうか。今回、道南の八雲町と連

携協定することになり、その調印式がありました。大学の智恵を借りて、日本海側の熊石

町の過疎問題を何とかしたいということでしたが、町長・副町長・教育長さんたちを見て、

コミュニケーションがちゃんと成り立っているこの町は大丈夫だと思いました。我々の都

会文化のほうが、コミュニケーションが成り立っていないならば、とても危ないと感じま

した。

学内では、学生たちも皆、「おはようございます」「こんにちは」という挨拶をしてくれ

ます。言葉には、輝く言葉がある。もともとの、人間本来の、ごくあたりまえの言葉こそ、

輝く言葉だったのです。いのちの言葉であり、人
じんかん

間が成り立つ言葉、人間と人間をつなぐ

言葉です。いのちは出会いを求めている。すずめたちのかまびすしい会話も人間と同様、

共にという世界を生きたいといういのちの言葉ではないでしょうか。
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新任教員の紹介

卒業以来、札幌大谷短大はじめ他校の保育科等で35年音楽（ピアノ・実用和声・他全般）を教え
てきました。４月からは専任になり、引き続き保育音楽、専攻科「音楽」等を担当させていただき
ます。

保育科のピアノ実技は多くの内容項目があります。効率よく音符を鍵盤に移す処理能力が求
められますが、音楽の本質である美しさ、楽しさ、生命力をつかみ取って表現することが最も大
切です。ITの発達で、音楽を取り巻く環境は変わりました。音を出さなくても音楽ができる時代
です。だからこそ、保育の現場で子どもが喜ぶ音楽表現のできる保育者は貴重です。強い意志を
持って自分で考え感性を磨いて下さい。２年間で相当の曲が弾けるようになります。また専攻科
では、ピアノ以外に歌唱、キーボードハーモニーを加えます。自分の得意な分野を見つけ、音楽を
身近に感じられるよう、複数の事を同時展開します。そういった授業を進めていきます。

皆様と共に学んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

高校２年生の頃、勉強にあまり興味がなかった私に、保育所見学に行こうと声をかけて
くれた先生がいました。この見学をきっかけに、子どもの発達や保育者の存在の大きさ、
社会問題等を考えるようになり、保育の道を志すようになりました。大学時代は、見るこ
とと感情の関連に興味を持ち、大学卒業後に勤めた幼稚園では、知的好奇心旺盛でクリエ
イティブな沢山の小さな科学者達に出会い、彼らの知・情・意の発達やそのプロセスをしっ
かりと理解すること、better から best な保育を常に模索できる保育者の重要性について考
えるようになりました。今年４月、生まれ育った札幌に戻り、保育者養成に携われること
を心より感謝しています。宜しくどうぞお願い致します。

札幌国際大学短期大学部を定年退職し、４月に本学社会学部地域社会学科に着任いたし
ました。退職にあたり２ヶ月をかけて40年の勤務で積もり積もった膨大な写真、資料を２
台のスキャンスナップで次々に保存、情報機器の進歩に感謝しながらの作業でした。学生
写真に現れた服装や気質の変化、家庭・家族の変化、大学に求められる役割や社会情勢の
変化など、越し方行く末を改めて見直す機会にもなりました。現実に目を向けると少子高
齢社会、私自身の研究対象領域も、「子供の生活」や「衣生活論」、「服装社会学」など生活
学の各論から「高齢期生活」全般へとシフトしました。高齢者を包摂するより良き社会や、
各自の高齢期を見据えた生活設計について学生の皆さんと共に考えていきたいと思ってい
ます。

富良野市出身。「北の国から」でメジャーになる前の富良野を知っている人間です。経
済学の分野から農業、農村を見てきました。とくに私の場合、酪農家を訪問しその経営経
済について研究してきました。

酪農は、絶えず海外との市場競争に晒される面が強く生産技術の変化のスピードも速い
ため離農も進みました。集落の過疎化はいうまでもありません。道東のある JA 農協は介護
事業も始めています。一筋の光明を見る思いです。都市部さえ高齢化が進行し「買い物難
民」が出る始末です。これらの現実に視座を向けたとき、本学社会学部の存立の意義（レー
ゾンデートル）が問われているように思います。若い学生諸君とこの課題をシェアしたい
と願っています。

私は今年の３月に40年間勤務した札幌市役所の保育士を定年退職し４月より札幌大谷大
学の保育科の講師を務めさせていただいております。保育士時代はみなさんのような若く
てエネルギッシュな実習生やボランティアの受け入れにも携わっておりました。もちろん
大谷大学の実習生にもたくさんお会いしました。

それぞれの養成校には自然とその学校なりのイメージができるものです。私が大谷大学
の学生たちに感じたイメージは「実直」というものでした。そのイメージは実際に学生た
ちと関わってみて、さらに確固たるものになっております。「保育は人なり」！！どんなに
新しい施設や教材があっても、それを扱う保育者が子どもにとって魅力のない人では困り
ます。さあ学生時代に大いに「自分磨き」をしましょう。お手伝いさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

本別町出身・広尾・岩見沢・釧路・美唄・由仁など、父の転勤で移り住みました。その後、
東京の大学に進学し、卒業後も絵画教室の講師をしながら、売れない “ 絵描き ” を続けてま
いりました。これまでは50代〜90代の人が対象だったので、10代〜20代の学生と話すのが
とても新鮮で毎日新たな発見があります。

可能な限り、ありのままに描くという、シンプルな油絵を描いてきましたが、今後は、
今までのことを継続しつつ、新たな絵画に取り組まなくてはと思っています。微力ですが、
尽力したいと思っています。

担当科目： 保育音楽Ⅰ・Ⅱ、保育内容研究「音楽」 
保育音楽特論

略　　歴： 札幌生まれ 
北海道教育大学札幌分校　特設音楽課程　卒業　
東京学芸大学大学院修士課程教育学研究科音楽教
育専攻　器楽第一講座・鍵盤楽器修了

職
（非常勤歴）

歴： 藤女子大学保育科（1985〜2010） 
北星学園女子高校音楽科（1978〜2000） 
北翔大学短期大学部子ども学科（1979〜現在に
至る） 
札幌大谷大学短期大学大学部（1978〜2013） 
北海高校・有明高校他

所属学会： 日本音楽教育学会会員、札幌音楽家協議会会員

担当科目： 保育原理、保育内容総論、保育課程論、保育内容
（言葉）、幼児教育課程特論、終了研究、基礎ゼミ

ナール、保育・教職実践演習、幼稚園実習、教育
実習Ⅱ

略　　歴： 北海道大学大学院教育学院教育学専攻修士課程修了 
大学卒業後幼稚園教諭として勤務（平成16年４
月〜平成19年３月まで）  
近畿大学豊岡短期大学通信教育部こども学科非常
勤講師（平成21年〜現在に至る）  
大原医療福祉専門学校（平成21年４月〜平成23
年３月）  
足利短期大学こども学科（平成23年４月〜平成
26年３月）

所属学会： 日本視覚学会、日本基礎心理学会、 
日本発達心理学会、日本保育学会

担当科目： 高齢化社会論

略　　歴： 北海道大学大学院教育学研究科博士課程単位取得
満期退学

職　　歴： 札幌北斗高等学校（昭和48年〜昭和49年） 
札幌国際大学短期大学部総合生活学科 

（昭和49年〜平成26年）

所属学会： 日本介護福祉学会、日本老年社会科学会、 
日本家政学会、北海道教育学会

担当科目： 北海道の農業、専門演習Ⅰ・Ⅱ、課題研究Ⅰ・Ⅱ

略　　歴： 北海道大学大学院農学研究科博士課程（農業経済
学専攻）単位取得退学　農学博士 
北海道大学酪農学園大学酪農学部および環境シス
テム学部に39年間勤務 
平成４年４月より１年間、デンマーク王立獣医農
業大学留学

所属学会： 日本農業経済学会、日本農業市場学会、 
北ヨーロッパ学会、北海道農業経済学会

担当科目： 遊びと言葉、障害児教育臨床、保育者論、 
保育実習指導Ⅰ

略　　歴： 札幌市役所の保育士として採用される（昭和49年） 
仲良し子ども館係長就任（平成元年） 
平岸乳児保育園園長（平成16 年） 
若草保育園園長（平成18年） 
西区保育子育て・支援センター所長（平成20年） 
清田区保育子育て・支援センター所長 

（札幌市認定こども園にじいろ　副園長兼務）（平
成24年） 
清田区保育子育て・支援センター所長 

（札幌市認定こども園にじいろ　園長兼務）（平成
25年）

所属学会： 日本保育学会

担当科目：絵画基礎Ⅰ・Ⅱ、デッサンⅠ

略　　歴： 北海道生まれ 
武蔵野美術大学大学院　油絵科修了 
修了制作優秀賞 
白日会展　白日賞受賞

所属学会：白日会会員

短期大学部 保育科
講師

砂田 眞理子

短期大学部 保育科
講師

川口 めぐみ

社会学部 地域社会学科
教授

永田 志津子

社会学部 地域社会学科
教授

中原 准一

短期大学部 保育科
講師

鈴木 ゆみこ

芸術学部 美術学科
准教授

佐々木 剛
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教職員の異動

平成26年度 学生在籍数（5月1日現在）
札幌大谷大学

1 年 2 年 3 年 4 年 総計 研究生 科目等 
履修生

芸
術
学
部

音
楽
学
科

男 14 18 14 13 59 1

1

女 44 51 66 73 234 6
合計 58 69 80 86 293 7

美
術
学
科

男 7 10 7 4 28 1
女 56 49 72 43 220 3
合計 63 59 79 47 248 4

社
会
学
部

地
域
社
会 

学
科

男 37 26 24 - 87 -
女 14 18 20 - 52 -
合計 51 44 44 - 139 -

総計
男 58 54 45 17 174 2 0
女 114 118 158 116 506 9 1
合計 172 172 203 133 680 11 1

※休学者は内数　※修業年限を超える学生については、最高学年に含める。

札幌大谷大学短期大学部
本科 専攻科

総計 研究生 科目等 
履修生1 年 2 年 合計 1 年 2 年 合計

保
育
科

男 1 1 2 0 0 0 2 - 0

女 109 119 228 5 8 13 241 - 2

合計 110 120 230 5 8 13 243 - 2

※休学者は内数　※修業年限を超える学生については、最高学年に含める。

平成25年度

○退職  
【教員】

芸術学部 音楽学科 教授	 小林 仁
芸術学部 音楽学科 教授	 岡田 知之
芸術学部 美術学科 講師	 宮田 雅子
短期大学部 保育科 教授	 伊藤 克実
短期大学部 保育科 教授	 大西 道子
短期大学部 保育科 講師	 上野 孝美

【職員】
法人本部長	 新田 彰
進路支援課 課長	 高原 祐紀
進路支援課 進路推進係 係長	 工藤 匡晃
企画総務課 総務係	 新谷 光貢
施設課 施設係（嘱託）	 守谷 智
学務課 教務補佐員 

（音楽学科担当／嘱託）	 藤本 ももこ
学術情報課 学術情報係（嘱託）	 久保 美詠

平成26年度（８月１日現在）

○採用  
【教員】

芸術学部 美術学科 准教授	 佐々木 剛
社会学部 地域社会学科 教授	 中原 准一
社会学部 地域社会学科 教授	 永田 志津子
短期大学部 保育科 講師	 川口 めぐみ
短期大学部 保育科 講師	 鈴木 ゆみこ
短期大学部 保育科 講師	 砂田 眞理子

【職員】
企画総務課 総務係	 中舘 純哉
学務課 教務係	 松本 裕昭
進路支援課 進路開発係	 遠藤 祐人
企画総務課 総務係（嘱託） 荒野 かおり
学務課 教務係（嘱託）	 白鳥 美紗子
学務課 教務補佐員 

（音楽学科担当／嘱託）	 柳澤 世莉香
学務課 保健室看護師（嘱託）	 福田 理恵子
学術情報課 学術情報係（嘱託）	 辻川 智美

○昇任・異動等  
【教員】

芸術学部 音楽学科 准教授 
　倉橋 健［同 講師］
短期大学部 保育科 准教授 
　小橋 明子［同 講師］
短期大学部 保育科 准教授 
　堤 裕美［同 講師］
短期大学部 保育科 准教授 
　吉川 和幸［同 講師］

【職員】
法人本部長 
　加藤 久豊［大学・短期大学部 事務局長 兼 法人本部次長］
大学・短期大学部 事務局長 兼 法人本部次長 
　大谷 晃弘［企画総務課 課長］
企画総務課 課長補佐 
　野口 順子［同 係長］
学務課 課長補佐 
　田中 孝征［同 教務係 係長］
進路支援課 課長補佐 
　長谷川 万里子［同 進路開発係 係長］
学務課 学生係 
　佐藤 祐亮［同 教務係］
進路支援課 進路推進係 
　遠藤 祐人［同 進路開発係］
学術情報課 学術情報係（嘱託） 
　長谷川 麻希子［企画総務課 総務係（嘱託）］
中学・高校 事務局長 兼 法人本部次長 
　高野 敏彦［学務課 課長］
中学・高校 庶務課 
　西山 陽子［財務課 経理係］

○退職  
【教員】

社会学部 地域社会学科 講師 佐藤 浩史

【職員】
学務課 教務係	 蟻馬 冴子

名誉教授の称号授与
平成26年３月31日付けで本学を退職された大西道子先生に名誉教授の称号が授与

されました。長年にわたる本学の教育と研究への多大なご功労に感謝申しあげます。

札幌大谷大学短期大学部

名誉教授　大西 道子

学生在籍数
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食育月間健康キャンペーン／料理教室食育月間健康キャンペーン／栄養相談

消防訓練

花まつり

入学式

入学式／新入生宣誓 花まつり／講師 明徳寺住職 伊藤 智秀師

おおたに 春・夏 〜平成26年度前期実施報告〜

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

❺ 2日 開学記念日
  30日 花まつり

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

❼ 23日 前期補講期間（〜24、30〜8月1日）
  29日 前期終講

❽ 4・5日 前期定期試験期間
  28・29日 前期追再試験

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

❿ 22日 報恩講（1年生 別院参拝） 
大学報恩講（全学）

  25日 橙丹祭（大学祭）（〜26日） 
保護者懇談会（札幌）

⓬ 24日 後期補講・集中講義期間（〜26日） 
※保育科1年生以外

  29日 冬期休暇開始（〜1月3日）

❶ 5日 授業再開
  15日 後期補講・集中講義期間 

※保育科1年生以外
  20日 後期補講期間（〜22日） 

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

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

❷ 下旬 卒業学年追・再試験

❸ 14日 学位記授与式・修了式
   
※学校閉鎖期間：8月13日〜16日、12月29日〜1月3日
※ 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。

2014ｰ2015　 平成26年度 学年暦 　全 学 共 通

八雲町と連携協定を締結しました
本学は、地域の活性化とともに、時代を担う優れた

人材の育成や学術の振興に寄与することを目的に八雲

町と連携協定を締結することとなり、平成26年6月24

日、はぴあ八雲コ

ミセンホールにお

いて調印式を行い

ました。

調 印 式 の 後 に

は、記念行事とし

て、音楽学科生に

よる金管五重奏、

学長・地域社会学

科長の講演、美術

学科生の作品展が

催されました。

今後、八雲町の

観光や物産の振興

に関わる交流プログラムの展開に対しての協力や、本

学が行うフィールド調査やワークショップ、コンサー

ト、展覧会など実践的教育の場を提供いただくなど、

地域活性化や人材育成面について連携協力を行います。

 事務局 企画総務課
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入学式／新入生歓迎コンサート

声楽特講／ローマン・トレーケル先生 クラリネット特講／ 
サウロ・ベルティ先生（クラリネット）、藤谷 奈穂美氏（ピアノ）

ピアノ特講／小林 仁　客員教授 共同制作演習 A（舞台）オペラ「ヘンゼルとグレーテル」

〜平成26年度前期実施報告〜 おおたに 春・夏
芸術学部 音楽学科

❹ 4日 新入生歓迎コンサート
  9日 小林仁先生特別講義（ピアノ）

❺ 10日 芸術学部社会人基礎合宿（北広島市）
（〜12日）

  18日 吹奏楽セミナー

❻ 5日 サウロ・ベルティ先生特別講義（管弦打
楽コース）

  18日 岡田知之先生特別講義（管弦打楽コース）
（〜21日）

  21日 全学オープンキャンパス
  22日 JBA 吹奏楽社会人セミナー
  23日 吹奏楽「キャンパスコンサート」
  24日 小林仁先生特別講義（ピアノ）（〜25日）

❼ 7日 志村泉先生特別講義（表現法）
  10日 嵯峨治彦先生特別講義（民族音楽）
  24日 共同制作演習 A（舞台）オペラ「ヘンゼル

とグレーテル」公演
  26日 オープンキャンパス
  26日 ローマン・トレーケル先生特別講義 

（声楽）
  30日 前期実技試験（〜8月7日）

❽ 4日 室内楽試験
  25日 音楽療法施設実習（〜29日）

❾ 1日 音楽療法施設実習（〜5日）
  13日 進学準備講習会（〜15日）

❿ 4日 オープンキャンパス
  6日 岡田知之先生特別講義（〜8日）
  8日 打楽器アンサンブルコンサート
  未定 音楽療法特別講義
  未定 ムックリ制作特別講義

⓫ 12日 音の輪コンサート（19日）
  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5日）
  未定 管弦打楽コース特別講義
  未定 室内楽特別講義
  27日 第9回定期演奏会

⓬ 16日 吹奏楽定期演奏会
  22日 電子オルガン定期演奏会

❶ 10日 進学準備講習会（〜12日）
  24日 オープンキャンパス

❷ 予定 共同制作演習 B（映像）上映
  未定 後期実技試験（〜未定）
  未定 室内楽試験

❸ 13日 卒業演奏会
  17日 リスト音楽院セミナー（〜23日）

陸上自衛隊中央音楽隊・ 
札幌大谷ウィンドオーケストラ 

「キャンパスコンサート」合同演奏会
平成26年６月23日（月）19時から、本学吹奏楽履

修者70名と陸上自衛隊中央音楽隊による吹奏楽合同演

奏会を大谷記念ホールで開催しました。月曜日の夜に

も関わらず、多くの地域の住民や吹奏楽愛好者でこの

演奏会は大成功に終りました。この「キャンパスコン

サート」は今回で３回目となり、第１回目は、札幌真

駒内の北部方面音楽隊と４年前に開催し、前回は、海

上自衛隊中央音楽隊と２年前に開催しました。２年に

１回行われるこの「キャンパスコンサート」は、学生

にとっても演奏法や合奏法を学ぶ良い機会となってい

ます。

今回の演奏会の構成も３部制に分かれ、第１部は本

学の単独演奏を行い、日頃トレーニングした楽曲を演

奏しました。第２部は陸上自衛隊中央音楽隊の単独演

奏で、演奏技術はもちろんのこと、高いレベルでの音

楽表現や演奏以外での所作などは大いに感銘を受けま

した。本当に素晴らしい演奏でした。休憩を挟み第３

部は本学学生と音楽隊との合同演奏でした。プロの演

奏家と一緒に演奏する事は学生にとって、音圧や間の

取り方など演奏に必要な色々な事を体感できたのでは

ないでしょうか。第１期卒業生から今年度卒業生まで

毎年、音楽隊に入隊しております。公務員としての音

楽家という将来の選択肢として、卒業後の進路に役立

てれば嬉しく思います。これからも一層勉学に励んで

頂きたい。

 芸術学部 音楽学科 広報委員　倉橋 健
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共同制作演習 A（舞台）オペラ「ヘンゼルとグレーテル」

油彩　全道展作品制作中風景

日本画研修　東本願寺

入学式 二条城模写室での研修

ポスタープロジェクト中間報告会

エゾシカ皮特別講義

おおたに 春・夏 〜平成26年度前期実施報告〜

芸術学部 美術学科

❺ 28日 高文連上川支部　実技研修会「デジタ
ル写真撮影実習／人物編」「図面から立
体スケッチ（透視図）」

❻ 2日 北海道銀行ロビー展（〜7月末）
  17日 がんばれ美術の時間　in 十勝
  21日 全学オープンキャンパス
  24日 八雲町・熊石町　作品展示（〜7月1日）
  26日 特別講義　菊池 隆先生「エゾシカを知

ろう！触ってみよう！！」

❼ 24日 共同制作演習 A（舞台）オペラ「ヘンゼル
とグレーテル」公演

  25日 第13回伏古ふれあい祭り（たまねぎアイ
スパッケージ展示、アートギャラリー展）

（〜27日）
  26日 オープンキャンパス

❽ 19日 がんばれ美術の時間　オオタニアート
キャラバンin 美唄（21日、9月13日〜15日）

  30日 進学準備講習会

❾ 13日 オープンキャンパス

⓬ 20日 進学準備講習会

❶ 24日 オープンキャンパス

❷ 予定 共同制作演習 B（映像）上映

札幌国際芸術祭2014連携事業

❻ 24日 札幌資料館でのプロジェクションマッピ
ング（平岸高校＋札幌大谷大学）

  26日 札幌ファクトリーでのプロジェクションマッ
ピング

❼ 29日 【学生コンテンツ】道内学生の映像作品
を北3条広場のスクリーンで上映予定。

（本学からは伊藤紗香さん、大橋鉄朗さ
んが出展予定。（〜9月28日）

❽ 2日 「前田森林公園フラワーアートウィーク」
水上アート「輪」プロジェクト（〜10日）

  5日 【ワークショップ:フォレストノート 〜森を
感じる方法〜 in モエレ沼公園】（東区児
童会館＋札幌大谷大学美術学科講師）

⓬〜❷  【若手作家にとってのコンテストと芸術祭】
（学生CGコンテスト20周年企画イベント）

「がんばれ！美術の時間」
北海道の高校美術部を応援する芸術学部美術学科プ

ロジェクト「がんばれ！美術の時間」。北海道高等学

校文化連盟美術専門部十勝支部より「夏期実技研修大

会」の出張講座の依頼を受けました。好評により昨年

度に引き続き２度目の講座実施となります。

今回は、平成26年６月17日に帯広市の「とかち館」

にて、十勝管内の高校生141名を対象に本学教員５名

によるプログラムを組み立てました。高校生には「鉛

筆の細密描写」「バレリーナをモデルに人物クロッ

キー」「プロダクトデザインのスケッチ」「日本画で描

くうちわ」の４コースから２つを選択してもらい、制

作のヒントとなるように、それぞれの分野の基礎知識

を講義で分かりやすく紹介し、画材の使い方や技法の

活用法など実技を通して伝えました。

高校の部活動では体験できない実技や初めて見る画

材に目を輝かせ、一生懸命に講座へ取り組んでいた高

校生をみて、今後の美術活動に少しでも力添えできた

のではと思う講座となりました。

 芸術学部 美術学科 准教授　平向 功一
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札幌市商店街みらい会議に参加 2年生企画によるフレッシュマンセミナーフレッシュマンセミナーでの社会学講演会

オープンキャンパス模擬授業（家族社会学）

〜平成26年度前期実施報告〜 おおたに 春・夏
社会学部 地域社会学科

❹ 6日 フレッシュマンセミナー
  26日 オープンキャンパス（観光をテーマとし

た事例検討）

❻ 20日 学外ゼミ（1年・盤渓）
  21日 オープンキャンパス（模擬授業、学生活

動の紹介）

❼ 12日 地域メディアシンポジウム　地域とメディ
アとアートとは

  26日 オープンキャンパス

❽ 2日 オープンキャンパス

  夏休期間中 ボランティア実習（1年） 
インターンシップ（3年）

   介護・養護実習（3年・教職）

❾ 13日 オープンキャンパス

❿ 9日 ボランティア実習報告会（1年）
  11日 進学準備講習会

⓫ 29日 フィールドワーク（2年）

⓬ 20日 進学準備講習会

❷ 12・13日 小樽雪あかりの路ボランティア（1年）

のびのびと〜学外ゼミで交流〜
平成26年６月20日に１年生の学外ゼミを実施しまし

た。札幌市内でありながら、都会の喧騒を離れること

ができる絶好の環境の中、学生・教員の親睦を深めま

した。すべての企画をゼミリーダーの導きによりおこ

ない、当日の運営も学生が主体的にすすめました。

リーダーチームのメンバーは、企画すること、他者の

同意を得ること、当日実施にあたりあらゆることを想

定したうえで実施することの大変さを学び、また一つ

成長したようにもみえました。日ごろは、ゼミ単位や

部活動の集まりで行動することが多い中、リーダーの

目的は、ゼミの境界を取り払い全員が他者とかかわる

ことを目的としていたと述べていました。リーダー達

は、学外ゼミで楽しく皆と過ごせたことで今後も皆と

よい学生生活が送れそうだと自信を深めていました。

 社会学部 地域社会学科 広報委員　佐藤 浩史
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2年生グループ実習 2年生グループ実習

保育科新入生歓迎会

野外研究（砂川／自然散策）

野外研究（砂川／枝のあんどん制作）

ぷりてぃ劇場「眠れる森の美女」

親子体操発表会

んぐまーま なつまつり

ぷりてぃ劇場「不思議の国のアリス」

おおたに 春・夏 〜平成26年度前期実施報告〜

短期大学部 保育科

❹ 16日 保育科新入生歓迎会

❺ 24日 2年生 こどものためのミュージカルぷ
りてぃ劇場（〜25日）

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

❼ 19日 オープンキャンパス、子育て支援センター
なつまつり

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

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

❾ 13日 オープンキャンパス

❿ 7日 専攻科2年生修了論文提出
  中旬 保育園・幼稚園実習報告会

⓫ 10日 1年生保育実習Ⅰ A（〜22日）

⓬ 上旬 専攻科2年生修了研究発表会
  中旬 特別講義「身体表現」

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

ふゆまつり
  下旬 就職活動報告会
  下旬 特別講義「伝承遊び」

❷ 3日 こどものための作品展（〜8日）
  9日 1年生保育実習Ⅰ B（〜3月7日うち2週間）

専攻科入試日程

⓬ 5日 専攻科入学試験Ⅰ期

❸ 4日 専攻科入学試験Ⅱ期

学生達が大活躍「んぐまーま なつまつり」
保育科が大学内で運営している子育て支援センター

んぐまーまの「なつまつり」が７月19日に行われ、十

種類ほどの遊びのコーナーと音楽会・人形劇のステー

ジを地域の親子に楽しんでいただきました。

各コーナーを担当するのは保育系サークル部員を中

心とした保育科１年生約70名と、専攻科１年生。ボラ

ンティアサークルしふぉんと折り紙研究会による水を

使った釣りごっこやシャボン玉など夏にふさわしい遊

びが人気で、また、大きな柳の枝に飾った七夕飾りや

短冊書きは大人にも喜ばれていました。専攻科１年生

が授業で制作した仕掛け噴水遊びにも子どもたちは夢

中になっていました。コロポックルの人形劇「赤ずき

ん」や、にこにこおんがくたいの歌と踊りと器楽によ

る童謡やディズニー映画曲なども小さな子どもたちが

集中して見入っていました。

この日は保育科オープンキャンパスが同時開催さ

れ、子ども達といきいきと関わる学生の姿は、訪れた

高校生に保育科の様子が何よりも伝わる物となったこ

とでしょう。そして短大生活の４半期を終える１年生

にとっても、保育科でワンステップ成長した自分たち

を実感できたのではないでしょうか。

 短期大学部 保育科 広報委員　清水 郁太郎

PickUPレポート



    8

仏教コラム

教員より文化情報

バッハ　ゴールドベルク変奏曲
グレン・グールド（ピアノ）

ゆったりとしたテンポで優しい旋律が流れてき

たと思ったら、スタッカートの効いた歯切れの良

い曲へと変わり、そのうちどこからか鼻歌が聞こ

えてくる。「これってほんとにバッハなんだろう

か？」と思うほどグールドの演奏は特徴的である。

これは、私が生まれて初めて買ったピアノ曲の

レコードである。高校時代オーケストラにしか興

味のなかった私にバロック好きの友人がすすめて

くれた記憶がある。一回聞いただけでかなりハマってしまい、フランス組曲にまで手

を出してしまった。さらには、弾けもしないのにピアノ譜まで購入してしまった。あ

れからかなりの時間が経過し、あの時買ったレコードや楽譜がどこにいったのかわか

らないが、先日思い出して CD を購入した。なんとなくレコードと比べて鼻歌のイン

パクトが弱まっているような気もするが、独特の演奏はよりクリアになって聞こえて

くる。なんとも気持ちの良い演奏である。

さて、なぜ私がこの CD を選んだのか？それは、グールドがカナダ出身でカナダの

自慢だからだ。したがって、『カナダかぶれ』の私にとって選択するのはこれしかな

いと考えた。

 （社会学部 地域社会学科 講師　岡部 敦）

CD 「たったひとりのクレオール」
著者：上農 正剛／出版：ポット出版

約10年にわたる論考の数々によって、聴覚障害児教育に潜む諸問題を

分析し、新たなる言語観、障害観を提起した素晴らしい本である。本書

は、それまで私が聴覚障害者に抱いていた聴覚口話法に限界があるとは

思わずにいたので考えさせられた一冊であった。以前、健聴の学生に交

じって聴覚障害の学生に講義をした時があった。学生は、「聴覚障害情報

機器の使用はしないで口話法にしてほしい」ということだったので、で

きるだけ大きく口をあけてゆっくりと話したが、その学生の表情から察

し再度の説明が必要なことが度々あった。

本文中に、「きちんとは『聞こえない』にもかかわらず、『聞こえているはず』という視線の

中で生きていかざるを得ない子どもたちの苦しみを、私たちは本気で考えたことがあったのだ

ろうか」という箇所があり、あの時の学生の顔を思い出し胸が痛んだ。

これまでの障害児教育は聞こえない子どもたちをいかに健聴者の社会に「統合（インテグ

レート）するか」という視点が主流であった。その結果、不完全な音声言語に基づく「たった

ひとりのクレオール」を現実に生み出しているのではないだろうかと、著者は述べている。聞

こえない子どもたちにとって本当に必要とされる教育はなんだろうか？

著者は、聴覚障害児の教育に長年取り組み、障害児や親の苦しみ、聴覚口話法の矛盾、聾教

育の実態を見てきた。言語学や哲学の知見が随所に盛り込まれ、時間をかけて練られ新たなア

イデアが盛り込まれた本書は教育者が読む必読書ではないかと思った。

 （短期大学部 保育科 准教授　小橋 明子）

BOOK

「フォトモ　路上写真の新展開」
著者：非ユークリッド写真連盟／出版：工作舎

例えば幼い頃に住んでいた家。その写真がもし手元にあれば、当時の雰囲気もそのままに

3D に再現できる方法があります。プリントを切り貼りして作る模型の一種「フォトモ」。必ず

しも、建造物の正面から撮影しなくとも、パースがついた状態でも組み立て可能とのこと。

このフォトモの良いところは、それが貴重な写真であれば、まずその “ 複製 ” を作り、展開

図として街並みを再現できる点にあります。建物のスケールを出すのに、人物や犬・猫などを

配置しても更に雰囲気がでます。写真はシャッターを切った瞬間から過去となりますが、当

時、写真でしか知り得なかった世界が、時空を超え、3D として蘇る不思議を是非本書「フォ

トモ 路上写真の新展開」で体験してください。現在大学図書館に関連の書籍が3冊あります。

 （芸術学部 美術学科 准教授　今 義典）

BOOK「時計の時間、心の時間」　	
 著者：一川 誠／出版：教育評論社

「大人の時間はなぜ短いのか」　	
 著者：一川 誠／出版：集英社

「行きは遅く、帰りは早い」なんてこと、ありません

か？物理的には同じ時間が経過しているのに、感じられ

る時間の長さが異なるのはなぜでしょうか。子どもの頃

の1年と、大人になってからの1年とでは、ずいぶんと

長さが違って感じられます。本書は、そんな “ 時間 ” と

いう身近な疑問をもとに、人間が体験する時間の不思議

についてわかりやすく教えてくれます。

退屈な時間はなぜこんなに長いのでしょうか、反対に楽しい時間はなぜこんなに

あっという間に過ぎてしまうのでしょうか。小学生の頃の楽しみといえば、兄と自宅

でテレビゲームをすることでした。しかし、楽しい時間はそう長く続きません。いっ

そのこと「精神と時の部屋」にでも入って、時間を忘れて遊びたいものです。私の子

どもの頃の話はさておき、時間は誰にでも平等に存在しますが、感じる時間－ “ 心理

的時間 ” の違いはどういったところから生まれるのでしょうか。ぜひ読んでみてくだ

さい。

 （芸術学部 音楽学科 助教　川合 佐知子）

BOOK

本学教員オススメの    BOOK・CD

本学広報誌のタイトルである「マイトリー」の言葉の意味について

尋ねたいと思います。マイトリーという語の意味は、本誌〔の表紙右

下〕に《マイトリー（maitrī）は「慈しみ」というサンスクリット語

である》と解説されています。その「慈しむ」心とは、「怒り〔や憎

しみ〕の無い心」であると仏典に説かれています。また、マイトリー

の語は、しばしば「慈悲」とも訳されています。「慈悲心」という言

葉を耳にしますが、慈悲の心とは「仏の心」であり、また慈悲は「仏

の智慧（ちえ）」であります。智慧とは現実の自分自身の姿を本当に

照らし出す教えです。

ところで、人生は人と人との出会いの連続であり、あるいは毎日顔

を合わせる家族や友人との出会いもまた、決して二度と繰り返される

ことのない一度限りの出会いの瞬間瞬間にほかなりません。しかしな

がら、自分の思いにかなわない出会いであった時、ふと気が付けば

怒りや憎しみの心が起こり、その心に苦しむ自己自身の姿がありま

す。その怒りや憎しみは苦しい心の状態にほかなりません。仏の「慈

しみ」とは、世界と他者との関りの中をどのように生きる自分自身で

あったのか、この現実を生きる私自身の姿を照らし出し、「生きると

いうこと」を問い直し続けていく教えであります。

“マイトリー”〈慈しみ〉　非常勤講師　楠 宏生
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きらり! おおたに 〜学生の活躍〜

日本ピアノ教育連盟主催 
「第30回ピアノ・オーディション」全国大会

【�優秀賞�及び�萩原和子賞】�
齊藤	聖奈さん（音楽学科 ピアノコース２年）

 
第19回北海道ショパン学生ピアノコンクール

【�大学生の部】�
金賞　清水 柚衣さん（音楽学科 ピアノコース１年） 

銀賞　田中 望未さん（音楽学科 ピアノコース４年）

 
第69回 全道展

【新会友】
�（絵画）岩永	聡子さん（平成６年度 短期大学部美術科卒業）

【入　選】
�（絵画） 池畑	有紗さん（美術学科 絵画コース２年）  

藤田	彩世さん（美術学科 絵画コース２年）  

山崎	里奈さん（美術学科 絵画コース２年）  

小林	由紀実さん（美術学科 絵画コース油彩分野４年）  

笹村	美穂さん（平成25年度 美術学科卒業） 

山形	牧子さん（平成23年度 短期大学部 専攻科美術専攻修了） 

伊能	恵理さん（平成23年度 短期大学部 専攻科美術専攻修了） 

成田	美佳さん（平成21年度 短期大学部 美術科卒業）

�（版画）蛭田	綾香さん（美術学科 絵画コース版画分野４年）

Sapporo*north2 Award 2014
チ・カ・ホ（札幌駅前通地下歩行空間）北２条広場デジタルサイネージにて 

本学学生の作品が、平成26年３月21日に開催された Sapporo*north2 Award 2014表
彰式にて特別テーマ（映像）部門の優秀賞及び審査員特別賞を受賞しました。  

（http://www.sapporo-otani.ac.jp/news/art/333）

 優秀賞・審査員特別賞�
（ダブル受賞）

「げんきな朝」 3'00"

大橋	鉄郎さん 
（ 美術学科 メディアアートコース 

写真・映像分野３年）

優秀賞 「GOOD�MORNING�GIRL」 3'00"

中山	まりなさん（美術学科 メディアアートコース 写真・映像分野３年）

北海道禁煙週間実行委員会主催 
平成26年禁煙ポスター懸賞

タバコの害を訴え、禁煙を呼びかける北海道禁
煙週間実行委員会主催平成26年禁煙ポスター懸
賞において小野穂奈美さんが最優秀賞を受賞しま
した。道内各所にポスターが貼られるそうです。  

（http://kinensyukan.web.fc2.com/）

 小野	穂奈美さん 
（美術学科 メディアアートコース 写真・映像分野４年）

AOMORI PRINT トリエンナーレ2014

【�入　選】�
土岐	美紗貴さん（美術学科 絵画コース版画分野研究生）

自治会
平成26年度�自治会役員
〈執行委員長〉 永井 詩乃さん（音楽学科４年 室蘭清水丘高校出身）
〈執行副委員長〉 藤本 一矢さん（地域社会学科２年 札幌大谷高校出身）
〈執行副委員長〉 山下 俊さん（地域社会学科２年 札幌大谷高校出身）
〈 総 務 委 員 〉 安達 琴音さん（美術学科１年 江別高校出身）

〈 会 計 委 員 〉 勝本 望帆さん（音楽学科１年 藤女子高校出身）
〈 厚 生 委 員 〉 藤本 梨緒さん（短期大学部 保育科１年 札幌啓成高校出身）
〈 企 画 委 員 〉 相神 慎之介さん（短期大学部 保育科２年 札幌西陵高校出身）
〈 監 査 委 員 〉 阿部 睦さん（美術学科３年 釧路北陽高校出身）

１年生３名を迎え、新メンバーでスタートしました。学生の学内外での積極的な活動を支援できるよう頑張りますので、よろしくお願いします。

学生総会
平成26年５月27日の授業終了後、大谷記念ホールにおきまして平成26年度 学生総会を開催いたしました。前年度の活動・決算報告及び、平成26年度活動計画・予算について

承認されました。今年度の活動にご協力よろしくお願いします。
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〜学生の活躍〜 きらり! おおたに
平成25年度　大谷賞
この賞は、本学の学生及び卒業生が個人または団体として、特に優れた業績と 

認められた技芸または研究上の発表、あるいは学生活動を行った時に授与されます。

音楽学科
押切 雄太さん （音楽学科 平成25年3月卒業）

【活動歴】
平成24年

 ・ 札幌市民芸術祭「新人音楽会」　大賞受賞 
・ 「 札幌大谷大学芸術学部音楽学科・短期大学部音楽科第７回定期演奏会」  

ソリスト（リスト：ピアノ協奏曲第１番）
・ 第18回北海道ショパン学生ピアノコンクール大学生の部　奨励賞受賞
・ 日本ピアノ教育連盟第29回ピアノオーディション　奨励賞受賞

平成25年
・ 札幌市役所ロビーコンサート出演

在学中からピアノ演奏クラスの中でも目覚しい成長を遂げ、内外の演奏会やコ
ンクール・オーディションに数多く出演し、札幌大谷大学の名を広めてきました。
在学３年目で、若手演奏家の登竜門である「札幌新人演奏会」において大賞を受賞。 
ピアノソロのみならず、アンサンブルピアニストとしても数多くの演奏会に出演
しています。

地域社会学科
「新鮮組」　（ 地域社会学科3年：佐藤 聡紀さん、大城 健太朗さん、岡内 慎太郎さ

ん、宮田 健太郎さん、菅野 安倭さん）

平成25年
 ・ 札幌青年会議所主催「未来の都市環境コンペティション」　最優秀賞受賞

「新鮮組」は「超高齢化社会を見据えつつ、商店街を核とした住みやすい街をつ
くること」という時宜に適ったテーマを掲げ、学生による高齢者の見守り活動と
配置サービスを組み合わせた新しい提案を行いました。箱物に依存しないまちづ
くりのあり方は、審査員の高い評価を得ました。

短期大学部 保育科
佐藤 茉吏圭さん （短期大学部 専攻科保育専攻2年）

平成25年
・  第58回文部科学大臣杯全国青年弁論大会 一般の部　優良賞（読売新聞社賞・ 

日本弁論連盟会長賞） 受賞

弁論の中では、地域での付き合いの減少から親が孤立し、子育てに対する不安
や負担が大きくなり、酷いときには育児放棄をするなどの深刻な事態に陥ってい
る現代社会の問題に触れました。そのようなことを減らし、親子が安心できる場
所をつくるためにも子育て支援センターなどの施設があり、利用することによっ
て相談できる人を見つけ、子育てに対する不安な気持ちを落ち着ける機会になる
支援センターの重要性を論じました。

美術学科
山川 英輝さん （美術学科 研究生）

【活動歴】
平成24年

 ・ 企画展「妖精の図 第一章」  ギャラリーLeaflet-Muse（札幌）
・ 第87回 道展　新人賞受賞　札幌市民ギャラリー
・ 学生グループ展「Tre alito」　らいらっくぎゃらりぃ（札幌）

平成25年
・ グループ展「くろがねと空間－見だされる鉄－」　ギャラリー門馬（札幌）
・ 第88回 道展　佳作賞受賞　札幌市民ギャラリー

立体表現が軽妙で簡素な傾向になるなか、常にスケールが大きく、堅牢で構造
的な作品を生み出し、良い状態で空間を異化させる作風が注目を集めています。
道展（北海道美術協会展）においては、平成24年新人賞、平成25年佳作賞を受賞。
一昨年は道銀ギャラリーでの有望な若手作家のグループ展、昨年は金属素材に特
化した企画展にも選抜され、今後の制作を期待されています。

美術学科
苛原 治さん （美術学科 絵画コース油彩分野4年）

【活動歴】
平成24年

 ・第67回 全道展　初入選　札幌市民ギャラリー
平成25年

 ・第68回 全道展　全道美術協会賞受賞　札幌市民ギャラリー
 ・苛原治　個展　札幌龍谷学園高等学校
 ・苛原治作品展　札幌大丸藤井セントラル
 ・第３回 全道展新鋭展　大同ギャラリー（札幌）

総合造形から絵画へ転コースして以来、人並み外れた努力で実力をつけ、平成
24年全道展で初入選を果たしました。翌年には全道展の最高賞である全道美術協
会賞を最年少受賞。現在、全道展が最も注目し期待する若手作家のひとりです。精
力的に個展や企画展・グループ展に出品し続けており注目度を高めています。

野球部

大会成績
平成26年5月 

 札幌学生野球 平成26年度春季リーグ戦3部 
優勝（10勝0敗）、2部・3部入替戦（1勝2敗）3部残留

サッカー部

大会成績
◆知事杯全道サッカー選手権大会	札幌地区予選

5月10日㈯　1回戦 vs Astroboyz（社会人チーム） ○3－1
6月 7日㈯　2回戦 vs 北翔大学（大学1部リーグ） ×0－2

◆総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント	北海道大会
5月17日㈯　1回戦 vs 北海道科学大学（大学3部リーグ） ○1－0
5月18日㈰　2回戦 vs 北星大学   （大学2部リーグ） ○3－1
5月24日㈯　3回戦 vs 札幌大学   （大学1部リーグ） ×1－2

◆北海道学生サッカーリーグ	3部EAST
7月20日㈰　第1節 vs 北海道教育大釧路校 ○6－2

サークルの活躍／ 
人形劇サークルコロポックル

東日本大震災チャリティー公演

平成26年５月４日、札幌市こどもの劇場やまびこ座で行われ
た東日本大震災チャリティー公演に、短期大学部 保育科２年生
が人形劇サークルコロポックルの活動として出演しました。

演目は三びきの子ぶた。子どもたちにもおなじみの話です
が、オオカミが子ぶたたちを誘い出す苦労をコミカルに表現し
たオリジナルストーリーで、開演前に手遊びで交流したり、劇
中の歌や BGM を作曲するなど保育科らしい工夫を取り入れまし
た。会場からは時折笑いや拍手も聞こえ、楽しい30分の公演と
なりました。
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進路支援

「宇宙で最も強い力は幅広い興味である」 

アインシュタインの言葉です。みなさんは、大学で、自分が選択した興味のあることを、持てる時間の大部分を使って、学んでいることと思います。
卒業後「仕事をする」という事は、今まで学んだ知識や体験を活かし、応用して、自分を頼りに生きていくことです。まず、どの世界に漕ぎ出すかを、大学が用意し

ている支援講座等を存分に活用して見つけてください。みなさんが今、専門に学んでいることは、専門分野のみならず、色々な分野で活きてきます。柔軟に興味を広げ
ることが、今までの自分が知らない世界へ導いてくれるかもしれません。

自分だけの未来は自分で作る。この大学で成長した自分自身を、更に磨きながら生きるステージは目の前です。高い進路決定率を維持する札幌大谷大学は、充実した
就職支援で、皆さんの次なる一歩を応援しています。「人の世に道は一つということはない。道は百も千も万もある。」（坂本龍馬）

就職委員長　谷本 聡子 
（音楽学科 教授）

現在の大学３年生・短大１年生から就職活動スケジュールが変わります。（※平成28年3月卒業予定者）
経団連は昨年、採用選考活動開始時期の新スケジュールを示しました。この変更は、学生の皆さんの本分である学業に専念する十分な時間を確保するため、採用選考活動の
早期開始を自粛するよう政府が経済界に要請し、実現したものです（日本再興戦略 [ 平成25年6月14日閣議決定 ]）。

就職決定状況報告
◆平成25年度主な就職先一覧	 ◆平成25年度就職決定状況一覧	 平成26年６月30日現在

芸術学部	音楽学科
音楽教諭 

北海道根室高等学校
礼文町立香深中学校（臨時）
羅臼町立羅臼中学校（臨時）
羅臼町立春松中学校（臨時）
北海道真駒内養護学校（臨時）

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
（株）ヤマハミュージックリテイリング
島村楽器（株）

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）さくら会特別養護老人ホームさくら苑
（福）藤の園月形藤の園
（福）ねむの木福祉会

民間・その他 
（株）にしりん
（株）ボディワークホールディングス
（株）USEN
（株）エース
（株）エルバ北海道
（株）ジャパンビバレッジ北海道
（株）スペッキオ
（株）ちえぶくろ
（株）トライアルカンパニー
（株）ビルカウンシル
（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）麦の子会児童デイサービスむぎのこ
カラカミ観光（株）

タマホーム（株）
苫小牧市立病院
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）
日本ハム北海道販売（株）
日本郵便（株）
北海道旅客鉄道（株）
北海道日野自動車（株）

公務員 
陸上自衛隊（2名 )

芸術学部	美術学科
美術教諭 

北海道伊達高等学校（臨時）
北海道余市紅志高等学校（時間講師）

デザイン職 
（株）シンプルスタイル
（株）コミュニケーションコア
（株）ハンド・ワークデザイン
（有）カイカイキキ 札幌 STUDIO PONCOTAN
（有）放送アートセンター
ゼットエー（株）
ふらのまちづくり（株）

アニメーター 
（有）SynergySP

その他専門職 
エイチ・テー・ビー映像（株）

（株）アリア
（株）コンポジション

民間企業・その他 
（株）どんぐり
（株）ローレル
大丸藤井（株）

（株）須田製版

（株）山岸金属
東洋印刷（株）
エヌ・ティ・ティ北海道テレマート（株）

（株）桂和商事
公務員 

北海道警察（臨時）

短期大学部	保育科
幼稚園 

札幌市内 ･･････････････････････ 31名
道内（札幌市以外） ･･････････････ 16名
道外 ･･･････････････････････････ 1名

（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）大畑育英学園 札幌愛珠幼稚園
（学）幌北学園 あいの里幼稚園
（学）近代学園 発寒幼稚園
（学）坂本学園 大地太陽幼稚園
（学）札幌塩原学園 栄光幼稚園
（学）清明学園 札苗幼稚園
（学）滝川学園 滝川幼稚園
（学）苫小牧中央学園 苫小牧中央幼稚園
（学）西野学園 西野第2さくら幼稚園
（学）登別立正学園 白菊幼稚園

保育所 

札幌市内 ･･････････････････････ 25名
道内（札幌市以外） 8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）愛和福祉会 愛和新穂保育園
（福）小樽四ッ葉学園 中央保育所
（福）札幌愛隣舘 札幌愛隣舘りんご保育園
（福）札幌福隆会 福住保育園

（福）手稲福祉会 あすかぜ保育園
（福）苫前福祉会 苫前保育園
（福）福美会 北白石保育園
（福）母心学園 みその保育園
（福）水の会 開成いちい保育園
（福）みどりのくに 真駒内保育園
（福）竜谷保育会 藤花保育園

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 ･･･････････････････････ 5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

短期大学部専攻科	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 もなみ幼稚園

保育所 

道内（札幌市以外） ･･･････････････ 1名

（社）広島未来の会 大曲はだかんぼ保育園
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

平成27年3月卒業予定者の	
就職活動現行スケジュール

平成28年年3月卒業予定者の	
就職活動新スケジュール

主な進路支援	
イベント

保育者を目指す学生の	
ための支援プログラム

大
学
3
年
生
・
短
大
１
年
生

9月

大
学
3
年
生
・
短
大
１
年
生

9月 Ａ 進路・就職スタート
アップセミナー

10月	 10月

Ｂ 進路・就職 
集中面談11月 11月

12月 12月 Ｅ 公務員採用試験 
「教養科目・入門講座」

1月 1月 Ｃ 進路・就職 
フェアー Ｆ 公務員保育士 

模擬試験

2月 2月 Ｄ 就職スタート 
プログラム

3月 3月

大
学
4
年
生
・
短
大
２
年
生

4月

大
学
4
年
生
・
短
大
２
年
生

4月

5月 5月

6月 6月 Ｇ 公務員保育士 
採用試験 
直前集中講座7月 7月

8月 8月

9月 9月 Ｈ 就活直前 
ガイダンス

10月 10月

11月 11月

12月 12月

1月 1月

2月 2月

3月 卒業 3月 卒業

企
業
の
広
報
活
動
開
始
時
期
と	

採
用
選
考
活
動
開
始
時
期
が
変
わ
り
ま
し
た
。

12
月
1
日

企
業
広
報
活
動

開
始

3
月
1
日

企
業
広
報
活
動
開
始

4
月
1
日

採
用
選
考
活
動
開
始

8
月
1
日

採
用
選
考

活
動
開
始

10
月
1
日

正
式
内
定
発
表
開
始

10
月
1
日

正
式
内
定
発
表
開
始

◆主な進路支援イベント
▼ 本学では平成28年3月卒業予定者 ( 現大学3年・短大1年）の就職活動新

スケジュールに沿ったイベントを開催します。

Ａ 進路・就職スタートアップセミナー ( 対象：大学3年・短大1年） 
就職・採用コンサルタントによる講演や、進路に関するガイダンスを学部別に行い、就職活
動への理解が深められます。

Ｂ 進路・就職集中面談 ( 対象：大学3年） 
卒業後の進路について一人ひとりと面談を行います。それぞれの希望に沿ったアドバイス
をしていきます。

Ｃ 進路・就職フェアー ( 対象：大学3年・短大1年） 
働くことをテーマにした講演会を開きます。学内企業研究会では音楽・美術・民間企業の方
にお越しいただき、学生が自ら選択して研究します。 
短大保育科向けに、現場で働く保育者の講演や、内定した先輩の就職活動報告会を開催し、
職場で求められる人材像を知ることにより就職活動に向けての心構えを養います。

Ｄ 就職活動スタートプログラム ( 対象：大学3年） 
ビジネスマナー、合同企業研究会、履歴書・エントリーシートの作成、面接対策、自己分析、
内定者報告会などさまざまな講座を実施し、実際の企業へのエントリーまで支援します。

◆保育者を目指す学生のための支援プログラム
▼ 保育科の就職支援の一つとして公務員保育士を目指す学生のための支

援講座を充実させています。

公務員保育士･幼稚園教諭採用実績過去3年間16名(道内）

Ｅ 公務員採用試験「教養科目・入門講座」( 対象：短大1年） 
この講座から公務員採用試験対策の基礎がスタート。（教養試験分野26時間を予定）

Ｆ 公務員保育士模擬試験 ( 対象：短大1年） 
公務員保育士採用試験対策はもちろんのこと、私立園の受験対策にもなります。（教養試験
分野、専門試験分野、作文試験）

Ｇ 公務員保育士採用試験直前集中講座 ( 対象：短大2年） 
この直前講座では専門試験分野を集中的に学習します。（模擬試験＋専門分野講座6時間）

Ｈ 就活直前ガイダンス ( 対象：短大2年） 
就職受験の手続きから就職活動におけるマナーや求人票の見方、履歴書の書き方、面接対
策まで、保育業界に特化したガイダンスを行います。

保育科では受験園相談から履歴書添削、面接練習まで担任教員を中心に一人ひとりに
合ったきめ細やかな指導を行っています。

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・修了者数 94 46 140 105 5 110 250

B 就職希望者数 70 40 110 92 5 97 207

C 就職決定者数 65 30 95 90 5 95 190

D 未決定者数 5 10 15 2 0 2 17

C/B 内定率（就職率）％ 92.9 75.0 86.4 97.8 100 97.9 91.8

E 　進学者数 8 4 12 8 0 8 20

内

訳

専攻科 0 0 0 5 0 5 5

研究生 7 3 10 0 0 0 10

留学 0 0 0 2 0 2 2

他大学編入学 0 0 0 1 0 1 1

専門学校進学 0 1 1 0 0 0 1

その他進学 1 0 1 0 0 0 1

F その他進路予定者数 16 2 18 5 0 5 23

内

訳

芸術活動を続ける 8 1 9 0 0 0 9

次年度も教員・公務員受験予定 4 0 4 1 0 1 5

次年度も音楽教室講師受験予定 1 0 1 0 0 0 1

アルバイト 3 0 3 1 0 1 4

家事手伝い他 0 1 1 3 0 3 4

（C+E+F）/A 進路決定率％ 94.7 78.3 89.3 98.1 100 98.2 93.2
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教育後援会
総会報告

平成25年4月2日（水）入学式終了後、大谷記念ホールにて本年度の総会
が開催されました。

総会では、まず平成25年度収支決算報告及び監査報告があり、続いて平
成26年度の収支予算案について審議がなされ、いずれも原案のとおり承
認可決されました（本誌「会計報告」参照）。

続いて、これまで本会からの寄付により積立てを行ってきた奨学基金
について、各種奨学制度の充実に充てる資金として使用すべく、積立金の
取崩しを行い、新たに「奨学金引当特定資産」として運用したいことの提
案が大学側よりなされ、承認可決されました。

次に役員選出について、会長、副会長及び監事については、会則により
総会において選出されることと規定されていることの説明がなされ、特
に立候補がなければ評議員会の推薦として、前年度の役員にそれぞれ再
任いただきたいとの提案があり、承認可決されました。また、評議員につ
いては、会長と大学側が協議のうえ、規定に基づき会長が委嘱することと
したいとの説明がありました（本年度の全役員については、本誌「平成26
年度役員」参照）。

その他の事項として、平成25年度就職状況、保護者懇談会及び消費増税
に伴う会費増額についての報告がなされました。

最後に、議案全体を通しての質疑応答として、予算・決算について若干
の質疑応答があり、閉会となりました。

○議事
１）平成25年度収支決算報告
２）監査報告
３）平成26年度収支予算（案）審議
４）奨学基金積立の取崩しについて
５）役員選出〔会長 ･ 副会長（会員2名 ･ 教職員1名）･ 監事2名〕
６） その他 

①平成25年度就職状況について 
②保護者懇談会について 
③消費増税に伴う教育後援会費の増額について

平成26年度役員
名 誉 会 長 巌城 孝憲（学長）
会　　　長 久郷 さゆり（音楽学科４年）
副　会　長 宮本 きよみ（地域社会学科３年）
 岩見 裕恵（美術学科３年）
 谷本 聡子（音楽学科教授・就職委員長）
評　議　員 和田 景子（音楽学科４年）
 山形 有里（地域社会学科３年）
 長井 いつみ（地域社会学科２年）
 須長 直美（美術学科２年）
 青柳 道子（音楽学科２年）
 齊藤 香織（音楽学科２年）
 橋本 ゆかり（保育科２年）
 手代木 美由紀（美術学科１年）
 熊谷 なほみ（保育科１年）
監　　　事 青山 さとみ（音楽学科４年）
 駒崎 良子（音楽学科３年）
常任評議員 大谷 晃弘（事務局長）
 沼端 武春（財務課長）

※（　）はご子息の学科学年、教職員は職名

会計報告

平成25年度決算書・平成26年度予算書

経常会計（教育後援会） （単位　円）

収入の部 25年度決算額 26年度予算額

入会金 5,800,000 5,680,000

会費 13,361,250 13,860,000

雑収入 45,994 100,000

前年度繰越金 3,974,715 4,953,485

合計 23,181,959 24,593,485

支出の部 25年度決算額 26年度予算額

学芸活動補助費 3,364,569 4,325,500

教育活動調査補助費 417,755 0

課外活動補助費 3,900,435 5,500,000

学生指導支援補助費 1,268,099 2,500,000

行事補助費 533,959 850,000

就職開拓補助費 3,510,520 4,300,000

入学者管理補助費 1,575,000 0

学内広報誌発行補助費 430,745 510,000

見真文庫図書費 691,338 700,000

奨学金補助費 1,000,000 2,000,000

地域振興活動費 0 500,000

教育後援会積立金 1,500,000 1,500,000

会議費 20,361 50,000

慶弔費 0 50,000

事務費 15,693 30,000

予備費 0 500,000

次年度繰越金 4,953,485 1,277,985

合計 23,181,959 24,593,485

特別会計（教育後援会積立金） （単位　円）

収入の部 25年度決算額 26年度予算額

本年度積立金 1,500,000 1,500,000

預金利息 3,046 5,000

前年度繰越金 3,439,101 4,942,147

合計 4,942,147 6,447,147

支出の部 25年度決算額 26年度予算額

次年度繰越金 4,942,147 6,447,147

合計 4,942,147 6,447,147
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お知らせ
平成26年度 公開講座一覧 
区分 開催日時 講座名／講師 概要 会場 定員 受講料

社
会

10/13（月・祝） 
14：00~16：00

ファジィ数学
社会学部 地域社会学科	
教授　山内	 一也

私たちが日常使っている言葉には「美人」、「若者」、「大きな数」等々主観に基づいた言葉が非
常に多い事が分かります。
私たちは日常、主観にもとづいた曖昧な表現をし、聞き手はそれを曖昧なまま理解し、曖昧な
形で思考し、判断しているのです。主観に基づいた私たちの思考の仕方はおかしいのでしょうか。
そうではなく、むしろここにこそ人間の思考の本質があると考えようというのがファジイ数学
です。本講座では、このファジイ数学の考え方を紹介したいと思います。

紀伊國屋書店札幌本店  
sapporo55ビル1F  
インナーガーデン 

（中央区北５西５）

100名 無料

美
術

10/18（土） 
14：00~17：30

人物デッサン（顔を描く）
芸術学部 美術学科	
教授　松村 繁

人物モデルを使って、顔を中心にデッサンしていきます。
図版を使った説明を通して、頭蓋骨の構造・筋肉や筋の在り方を学んだ上で、実際のモデルさ
んの顔の成り立ちを分析しながらデッサンに必要な基本造形を学んでいきます。

※講座で使用する画材等は本学で用意いたしますので、当日、お持ちいただく必要はありません。

本学 アトリエ１ 20名 500円

音
楽

11/1（土） 
10：00~11：30

ドラマを作る音楽の力
芸術学部 音楽学科	
講師　小山 隼平

本講座では、付随音楽について考えます。付随音楽とは、ドラマ、映画、演劇などで BGM とし
て流される音楽のことを指します。
これらの音楽があることで、見え方や雰囲気がどのように変わるのか、作曲家の視点から考察
します。

本学 響流ホール 100名 無料

保
育

11/8（土） 
14：00~15：30

骨を丈夫にするために
短期大学部 保育科	
准教授　小橋 明子

介護保険制度がスタートして今年で約14年が経過しました。超高齢化社会を迎えた現在、要介
護認定者の増加は高齢化率を超える勢いで伸びています。
特に介護認定者の軽度者（要支援１・２）の伸びは大きく、軽度者の原因疾患を見ると骨粗しょ
う症を含む骨関節疾患が約４割を占め、65歳を過ぎた女性の約半数は骨粗しょう症であります。
本講座では、若い時から骨の健康に関心を持ち、骨粗しょう症を予防する生活（食事・運動）
について考えます。

本学 視聴覚室 100名 無料

仏
教

11/22（土） 
14：00~15：30

仏教入門
学長　巌城 孝憲

地獄と極楽、お釈迦様と阿弥陀如来、阿修羅神、般若空、業と煩悩、智慧、慈悲、本願、念仏、
回向、自力と他力など、日常生活で出会う仏教語の解説を通して、仏教入門の門が、どこにあ
るかをたづね、また、いのちの目覚め（realizing）を促すはたらきについてたづねます。

本学 視聴覚室 100名 無料

※公開講座の日程・内容については予定です。変更となる場合がございますのでご了承ください。

■お申込み方法
電話・郵便・FAX・E-mail・WEBのいずれかの方法でお申込みください。
なお、電話・郵便・FAX・E-mailによるお申込の場合、下記必要事項をお知らせください。
【必要事項】  氏名、ふりがな、性別、年齢、郵便番号、住所、電話番号、一般又は本学園関係者の別 

（※道民カレッジ受講生は＜道カレ＞と記入）、受講希望講座（複数可）

■受付について
受付は先着順で、定員になり次第締切らせていただきます。必ず受講されるご本人様がお申
込みください。原則として受講日１週間前までにお申込みいただきますようお願いいたしま
す。お申込み受付後、受講票を発行いたしますので、当日、受付にご提示ください。

■その他
当日は駐車スペースの確保ができませんので、公共交通機関のご利用をお願いいたします。
申込書にご記入いただいた個人情報は、本公開講座以外の目的には使用いたしません。

■お問合せ・お申込み
〒 065-8567　札幌市東区北16条東９丁目１番１号  

札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部「公開講座係」
TEL：011-742-1651　FAX：011-742-1654　（受付時間：月〜金　午前９時〜午後５時）
E-mail：kikakusoumu@sapporo-otani.ac.jp
URL：http://www.sapporo-otani.ac.jp/kouza/

札幌大谷大学・資金収支計算書 （単位　千円）

収入の部 支出の部

科　　　目 平成24年度 平成25年度 科　　　目 平成24年度 平成25年度

学生納付金収入 744,955 847,280 人件費支出 692,876 716,512

手数料収入 10,208 8,718 教育研究経費支出 125,735 149,329

寄付金収入 2,200 520 管理経費支出 57,724 59,590

補助金収入 76,161 121,922 借入金等利息支出 0 0

資産運用収入 1,136 1,825 借入金等返済支出 0 0

資産売却収入 0 0 施設関係支出 3,900 7,756

事業収入 0 29 設備関係支出 106,173 14,249

雑収入 23,892 6,727 資産運用支出 50 19

借入金等収入 0 0 その他の支出 227,941 83,472

前受金収入 264,470 259,132 － － －

その他の収入 49,785 222,216 － － －

資金収入調整勘定 △ 174,451 △ 270,576 資金支出調整勘定 △ 79,942 △ 16,354

前年度繰越支払資金 175,580 39,479 次年度繰越支払資金 39,479 222,699

収入の部合計 1,173,936 1,237,272 支出の部合計 1,173,936 1,237,272

札幌大谷大学短期大学部・資金収支計算書 （単位　千円）

収入の部 支出の部

科　　　目 平成24年度 平成25年度 科　　　目 平成24年度 平成25年度

学生納付金収入 334,011 233,885 人件費支出 275,748 153,732

手数料収入 7,062 6,975 教育研究経費支出 60,172 39,884

寄付金収入 3,310 2,350 管理経費支出 34,365 21,123

補助金収入 43,085 35,644 借入金等利息支出 344 219

資産運用収入 766 576 借入金等返済支出 12,500 12,500

資産売却収入 0 0 施設関係支出 903 630

事業収入 62 111 設備関係支出 3,306 3,818

雑収入 7,986 1,175 資産運用支出 1,010 1,007

借入金等収入 0 0 その他の支出 148,844 80,819

前受金収入 96,300 93,300 － － －

その他の収入 33,645 26,222 － － －

資金収入調整勘定 △ 108,682 △ 97,254 資金支出調整勘定 △ 7,868 △ 4,099

前年度繰越支払資金 168,280 56,501 次年度繰越支払資金 56,501 49,852

収入の部合計 585,825 359,485 支出の部合計 585,825 359,485

本学の財務状況について
決算額（実績）による平成24年度及び平成25年度の財務状況をお知らせします。
表示した「資金収支計算書」は、当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容並びに支払資金（現金及び預貯金）の収入及び支出の結果を明らかにする計算書で、「学校法人会計

基準」（文部省令）に基づいて毎会計年度継続して作成することを義務付けられています。
なお、会計処理についても、同基準に基づく公認会計士による監査・指導を定期的に受けて行い、公認会計士、学園監事による監査及び理事会・評議員会の承認を経て文部科学省に報告しています。

報告は法人として提出していますが、その中の大学及び短期大学部の内容です。
また、ホームページ（http://www.sapporo-otani.ac.jp）では、法人全体の「財産目録」、「資金収支計算書」、「消費収支計算書」、「貸借対照表」、学園監事の「監査報告書」、大学・短大の「事業報告書」

も公開しておりますので、併せてご覧いただければと思います。
並びに、各学校の事務所に、利害関係人に対して閲覧できる「計算書類」、「事業計画書」、「事業報告書」、「監査報告書」を備えておりますので、ご希望の方は、法人本部財務課までお申し出願います。



    14

お知らせ
食育月間健康キャンペーンを 
実施しました

平成26年６月23日〜27日の期間、食育月間健康キャンペーンとして「パ
ネル展示」「栄養アドバイス」「料理教室」を開催しました。

体質を割り出しそれぞれの体質別の「太る原因」と生活のポイントを
紹介する栄養アドバイスの他、料理教室では「女子力」が目覚める夏の
薬膳料理４品を、料理の基本や食材の薬効について学びながら作りました。

消防訓練を実施しました

平成26年6月26日、全学消防訓練を実施しました。
日中の授業時間帯に大学構内で火災が起こった場合を想定した訓練で、

教職員は学生や来学者を避難口から安全な場所まで避難させるための経
路確認と誘導訓練を行いました。学生は避難体験を通して、いざという
ときの避難経路を確認し防災に対する意識を高めました。

訓練実施後に実施したアンケートの結果、東消防署の方からのアドバ
イスは、今後の防災対策に役立てていきます。

東区地域連携

〜札幌保健医療大学が加わり５者連携に〜
連携協定締結から３年目を迎えた平成26年７月24日、札幌市東区、天使大

学、専門学校北海道体育大学校との地域連携に、札幌保健医療大学が加わり
ました。今後も、健康づくりの推進、芸術文化及びスポーツ振興、子育て支
援、地域連携事業を通じた実践能力の育成等、相互の発展と東区のまちづく
り推進のために、各学校の特色を生かした地域貢献活動の充実を図ります。

平成26年度の主な取組み
・ 東区民センターロビーコンサート
・ タッピー通信 PR ポスター制作
・ さわやか健康まつり PR ポスター制作
・ 北光ピカピカ子育てフェア参加
・ 丘珠文化祭参加
・ ひがしく雪まつりウェルカム協議会 

事業参加
・ 東区健康づくりフェスティバル参加
・ ８ミリフィルムデジタルアーカイブ化 

による地域の歴史伝承事業
※ 取組みの内容は、本学ホームページ 

でも随時ご紹介しています。 
（http://www.sapporo-otani.ac.jp/）

保護者懇談会
今年度の保護者懇談会の開催日程は以下のとおりです。当日は担当教職員

から大学の現況、就職、教務、学生生活等について説明を行い、その後、学
科教員との個別面談の時間も設けております。成績、授業への出席状況等を
資料に基づいて細かく説明しお伝えさせていただきますので、どうぞご出席
いただきますようご案内申しあげます。

北見会場 平成26年９月20日（土） 
13：00〜16：00

北見東和ホテル 
北見市北５条西６-11　 
TEL 0157-24-2511

帯広会場 平成26年９月21日（日） 
13：00〜16：00

とかちプラザ 
帯広市西４条南13丁目１　 
TEL 0155-22-7890

札幌会場 平成26年10月25日（土） 
10：30〜14：00（大学祭同日開催）

本学　 
札幌市東区北16条東９丁目１番１号
TEL 011-742-2233（学務課直通）

ホームページリニューアル

平成26年６月、大学ホームページをリニューアルしました。
今回のリニューアルでは「わかりやすく探しやすいサイト」を目指し、従来
のホームページから全面的に構成やデザインを見直し、スマートフォン向け
のコンテンツも充実させました。
授業の取組み・学生の活動・入試情報・各種イベントのお
知らせなど、今後もより一層ホームページの内容充実に努
めて参ります。

	 http://www.sapporo-otani.ac.jp/

オープンキャンパス日程（9月以降）

芸術学部	音楽学科 10月４日㈯／1月24日㈯（予定）

芸術学部	美術学科  9月13日㈯／1月24日㈯（予定）

社会学部	地域社会学科  9月13日㈯

短期大学部	保育科  9月13日㈯／1月24日㈯（予定）

進学準備講習会日程
芸術学部	音楽学科

第1回  9月13日㈯〜15日（月・祝） 
第2回  1月10日㈯〜12日（月・祝）

芸術学部	美術学科
第1回  8月30日 ㈯  
第2回 12月20日 ㈯

社会学部	地域社会学科
第1回 10月11日㈯ 
第2回 12月20日㈯

お申込み・お問合せ：進路支援課
TEL：011-742-1643（直通）　FAX：011-742-1654



エッセイ
e s s a y

e s s a y
いつもならエッセイとかの依頼を受けると、い

ろいろネタが思い浮かぶのだが、今回はどうもい
けない。バックナンバーなんぞ覗いてしまったの
が余計いけない。こうなると開き直りしかない。
ということで思いついたのが自身の若気の至りを
絵に描いたような浪人時代。最初に言い訳だがこ
の時代が今の私の糧になっているとも言い難い。
結果論なのだからそこまでの美談でも無い。昭和
51年春。第一志望の大学にも、滑り止めの大学に
も周囲（自身以外）の予想通り叩き落とされた。
大袈裟に言えば人生最初の挫折。たかが受験され
ど受験である。皆様の中にも似たようなことを感
じた方は多少いらっしゃるはず。

18年間過ごした故郷を離れ初めての札幌一人暮
らし。今は無き名門？札幌予備学院（桑園地区の
通称「札予備」）に通う事になる。入学の際に寮
があることを知り英数国の入寮試験があったので
一応受験した。成績順に①校舎に近い個室寮②校
舎から遠い個室寮③近いが二人部屋だけの寮、に
振り分けられる。おいおい寮までランク付けか！
と思いながらも何とか②の４畳一間寝台個室の

寮に引っかかった。場所は当時としては郊外の新
川。バスと地下鉄を使い１時間かけて通う。ここ
で始まった約50名の猛者たちとの寮生活。恵迪
の様な趣きはないが、地方出身浪人という被害者
意識共有のなせる業で団結力だけは強かった。当
時は世の喫煙率が９割くらいの時代。禁煙環境は
未成年とか関係なく多くの寮生を苦しめた。また
夜９時以降の外出を認めない陸軍中野学校出身の
鬼寮父が毎晩巡回していた。当然その間隙を縫っ
て悪さするのだが、数名非常線に引っかかり退寮
を余儀なくされた。当時寮の管理は予備校の事務
が行っていた。学生運動はとうに流行遅れだった
が猛者寮生は不当退寮（身勝手ながら）に抗議と
いう事でほぼ全員で予備校一階事務室に幟を持っ
てなだれ込んだ。騒然となった。前代未聞であっ
た。当然予備校生という社会的弱者の反乱は２.26
より早く数時間で鎮静化した。その夜は寮の食堂
でフォーク集会ならぬ退寮激励会。ギター片手に
夜遅くまで皆歌い続けた。鬼寮父もこの時だけは
何も言わなかった。

寮の近くの女子高生に憧れ、美容学校のお姉さ

んたちに弄ばれ、泣きわめき煩悶する猛者たち
の姿は日常茶飯事。可憐ではないが皆純情であっ
た。そんな悲喜交々を繰り返しつつ年末を迎え、
入学時のあどけなさが浪人疲れの大人びた顔に変
わってきた。１月を迎え入試に向かう友人を毎日
送り出し、送り出され・・まるで出征兵士のよう
だった。そして残酷な合否の知らせは、これまた
戦死公報の如く寮内を飛び交った。１年間の青春
残酷物語はこうして終焉を迎えたのである。その
後全員が巣立ち、今も集う事は無い。予備校も寮
も既に無い。た
だ、札幌大谷の
学舎で同じ年頃
の学生たちとい
ると、あの時代
の得体のしれな
いエネルギーが
時折ふと懐かし
く蘇ったりする。

述懐　浪人時代　社会学部 地域社会学科 准教授　北郷 裕美

自分に収集癖があるのではないか、と最初に
疑ったのは学生時代です。キーボード（楽器の方）
がなぜこんなにあるのか、と友人に指摘されたの
がきっかけでした。その時は用途に応じて使い分
ける必要があると説明しましたが、まったく理解
できないという顔をされました。結局理解を得
られぬまま、日は暮れたのです。学生時代はお金
がなく、豆腐ばかり食べて暮らしていました。そ
んな中で楽器を買ったのですから、それなりに理
由があり、情熱もあったのです。私は友人に落胆
し、しばらく豆腐を食べなくなりました。

もっともほとんどの場合、こういったことに対
する理解は得がたいものです。先日兄の家に行っ
た際に、数種類のハミガキが置いてあるものだか
ら理由を問い質しました。そうしたら歯周病対策
と口内炎治療と虫歯予防とでいろいろあるのだと
いう答えが返ってきました。私は納得できないま
ま日は暮れたのです。実の兄のことですら理解が
できないのだから、他人については尚更、という
ことになるかと思います。

それでも楽器については「シゴトで使うのだ」
と主張すれば「あの人はサッキョクカのセンセ
イだから」と周囲は諦めてくれます。しかしそれ
以外のもの―たとえば服や帽子、靴などのコレク
ション―には風当たりが強くなります。特に奇抜
なものについては台風並みの強風になります。ゴ
ムのベルトをぐるぐる巻きつけるジーンズ、右半
分が白で左半分が黒のシャツ、裾があまりにも大
きく折り返されている太いスラックスなどに対し
ては容赦なく暴風が吹きつけられます。「なんで
これを買おうと思ったのか」「どこでこんなもの
を買うのか」「このくっついているヒモは何なの
か」「これはそもそも服なのか」「何を考えている
のか」「豆腐以外のものも食べなさい」等々。―
作曲家だからいいじゃないか―こう言っても納得
してくれる人などほとんどいません。さらに説得
しようとしても日が暮れるばかりです。

さて、自分の研究室にある鍵盤楽器の数を数え
てみました。全部で９つあります。内訳はピアノ
１、シンセサイザー２，おもちゃのアコーディオ

ン１、鍵盤ハーモニカ１、パソコン入力用２、ト
イピアノ１，ショルダーキーボード（ギターのよ
うに肩から下げるタイプ）１という具合です。し
かし十分ではありません。エレクトリックピア
ノ、ハモンドオルガン、アコーディオン、アナロ
グシンセサイ
ザーがないの
です。これら
を揃えるため
に は 初 心 に
帰って豆腐生
活を…（中略）

…さて、こ
の話は理解さ
れるのでしょ
うか。お読み
になっている
うちに日が暮
れないことを
祈ります。

集めて並べて日が暮れて　芸術学部 音楽学科 講師　小山 隼平
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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。

後期学費納入は 

９月16日㈫までに
平成26年度学費後期分は、本号に同封の振込用紙によ
り、	９月16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.011-742-8800

当時、毎晩のように聴きまくっていた 
曲の１つです。


