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百年樹人 学長　巌城 孝憲
本学では、今年度４月から、新入生に新カリキュラムによる授業が

開始されます。学部・学科間の壁を越えて履修できる自由科目の設定

など、新しい施策が盛り込まれています。学生各自の学業の関心ある

教養知識を深めて、人間性を高めていただくよう念願しています。

現在、テロの脅
きょうい

威で、世界は不安が増大し、人々の平和が、更に一

層遠ざかりつつあるのを感じます。目を覆うような惨
さんじょう

状は、人類に未

来があるのかどうかも、保障されないように感じられる程です。我々

は、何をなすべきなのでしょうか。

「一年後を憂
うれ

う人は米を植える。十年後を憂う人は森を育て、百年

後を憂う人は、人を育てる」―――人を育てることの大切さを語る言

葉です。そして、人間教育の難しさをも語っていると思われます。

仏教では、人間であることを見失った姿を、地獄・餓鬼・畜生・

阿
あ し ゅ ら

修羅・人
にん

・天の六道を開き、人以外の他の五つでそれを明らかにし

ています。地獄とは、自己主張のみで他の意見を聞く耳を持たず、回

りは敵だらけの苦の世界のことであり、朋
とも

を見い出せない孤独な姿を

明かしています。

「帰
きみょう

命無量寿如来」（＝永い永いお育てでありました）、「南
な む

無不可思

議光」（＝永い永い迷いでありました）で始まる親鸞聖人の「正
しょうしんげ

信偈」

の最初の二行は、どのような人も皆、人が真に人として育てられる世

界のあることが、慈悲と智慧とによって明らかにされています。

現代という時代は、知識・情報・技術や資格のみならず、確かな人

間教育の学場としての大学が希求されており、本学は、建学の精神か

ら、それに応える大学であることを念願しています。



退任される先生 芸術学部 音楽学科　　教授　田中 賢
良き個性に感謝

大学開学と同時に教職に就き早や10年が経ちました。この間休むことなく札幌
と川崎を毎週飛行機で通うことが出来たことに感謝しています。在任中に多くの“ 良
き個性 ”を持った教職員と学生に出会えたことは、私にとって大切な宝となりました。
その素晴らしい光を放つ宝珠を、作品に磨き上げていく使命を感じています。長い
間お世話になり、心からの感謝と共に本学の更なるご発展をご祈念申しあげます。

芸術学部 音楽学科　教授　西堀 ゆり
宝物の６年間に感謝！

音楽学科で6年間「英語」と「英米のことばと文化」を担当させて頂きました。 
才能溢れる学生達と過ごした日々はかけがえのない宝物です。支えて下さった教
職員の皆様に心から感謝申しあげ、本学のご発展を祈念申しあげます。

芸術学部 音楽学科　　教授　吉田 徹也
ダンケ・シェーン

はるかな昔、藤田宏達先生の印度哲学史の講義に魅せられた私が、大谷大学を人生
最後の職場とすることができたのも不思議な縁でした。そして憧れの音楽の世界に接
する幸せをしみじみと感じながら、あっという間に時は過ぎ去り、私も去っていかね
ばなりません。コンサートに招いてくれた学生たち、プロの演奏の醍醐味を味あわせ
てくださった先生方、そしてお世話いただいた職員の皆さまに心から感謝申しあげます。

芸術学部 美術学科 　教授（教職科目担当）伊東 義征
思い出深く充実した10年間

自然科学を担当した中学校から本学で教員免許取得を目指す専門外の芸術・社
会学を学ぶ学生との出会い、戸惑いからのスタート。徐々に自らの教育観を深め
ようと努力する姿に、私自身が成長させてもらった10年間でした。出会った学生
諸君、教職員の皆様に感謝し、ご多幸と札幌大谷大学・短期大学部のますますのご
発展を祈念します。

副学長・教授　

鈴木 正實
退任にあたって

赴任してからはや12年が経とうとしています。
その間、副学長や理事の仕事にも携わってきま
したが、今最も気がかりなのは、18歳人口の減
少に伴う入学者減という現象です。かつて非常
勤で来ていた頃がなつかしく思い出されます。
100人を超える学生相手の講義は、それはもう
にぎやかなものでした。うるさいけれど活気に

富んでいた。今年度、地域社会学科第１期卒業生の就職率はなんと100％に達しま
した。後発の学部で知名度が低く苦労してきましたが、この実績はやがて大きな
力に結実することでしょう。今日、どの私大も入学者の獲得に頭を悩ませています。
私が今言えるのは「入口もさることながら、もっと出口を」ということです。就職
を前提に心置きなく学生生活を送るということが大事であり、その出口の実績が
入学者増へ繋がっていくと考えております。遠回りのようではあっても、現状打
破の方策に違いないと思っています。
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芸術学部音楽学科をご卒業のみなさん、本当にお

めでとうございます。皆さんは音楽学科に担任制度

が導入されて初めての1年生でした。4年間を共に

過ごし、思い返せばたくさんの人生ドラマがありま

した。皆さんはこの4年間長かったですか、それと

も短かったでしょうか。音楽が好きでこの大学に入

学し、心ゆくまで音楽と触れ合い、仲間と出会い、

様々な形で影響を受けたことでしょう。

これから社会に出る皆さんのほとんどが学生の

身分がなくなり、今後は自分自身で人生を切り開い

ていかなくてはなりません。その時に、今まで懸命

に音楽に打ち込んできたこの4年間の経験がどのように生かされるかは、皆それ

ぞれですが、きっと何らかの形で精神的な支えとなることでしょう。今後の長い

人生が有意義なものとなることを切に希望します。

卒業するみなさんへ

卒業おめでとうございます。
札幌大谷が短大から4年制の大学へ改組し、皆さんが

最初の入学生でした。長いようで短かった４年間はどう
たったでしょうか。この４年間、たくさんの先生たちや
仲間と出会い、様々な専門的なことを学んだのではない
でしょうか。そしてそれらに共通するもの。それは「創
造性」だったと思います。

創造とは新しい価値を生み出す人間の営みと言われて
います。その創造性を構成するために必要な力が５つあ
ります。一つ目は感受性。外界の印象を受け入れる能力
で対象の持つ特徴や美しさなどを直感的に感じ取る働き
や受動する能力のことです。二つ目は流暢性。ひとつの
事に凝り固まらずに、連想、言語、表現、観念のすべて
において流暢さを持つことです。三つ目は柔軟性です。
頭も心も柔らかくし、アイデアの豊かさ、新しい考えを
採用する能力です。四つ目は独創性です。人と違ったも

のをつくりだす力のことです。そして最後は再構成する力です。いろいろなものを新しい
角度から見直し、組み替えていく力です。

これから社会にでてもどうかこの「創造性」を意識し、生きて行ってください。
いよいよこれからが本領発揮です。健闘を願っています。

ご卒業おめでとうございます。社会学部1期生の

諸君を晴れて社会へ送り出す時がついにやってきた

ことを本当に喜ばしく思うと同時に、諸君のことを

心から誇りに思います。

先輩不在の1期生として、先人の切り拓いてくれ

た道を歩むことを許されず、道なき道を4年間手探

りで歩き続けなければならなかった諸君、“ 解答例 ”

のない中で、自分で考える以外に道はないという経

験を繰り返すことはさぞかし重荷だったことでしょ

う。

でも、その繰り返しがいつしか実績に、実績が自

信に変わり、重かっただけの重荷が今ではきっと諸

君の堅固な背骨の一部になっているはずです。社会

学部での学びと経験の素晴らしさを信じて “first penguin” として飛び込んできた

諸君の決断を後押しし、4年の歩みを支え続けてくださった保護者の皆様ととも

に、社会学部の4年間の教育の誇らしい成果である諸君の旅立ちを心から祝福し

ます。社会に出ても、どうか永遠の“1期生”であり続けてください。

ぷりてぃ劇場、野外研究、んぐまーまの行事、大学

祭、サークルなど、教室の授業以外でもたくさんの時

間を皆さんと一緒に楽しく過ごしてきました。いつも

元気で何か新しいことへ挑戦する姿や、クラスの仲間

を思いやる気持ちはそのたびごとに確かに成長してい

ました。大人になって手に入れられる物はいろいろと

増えいくでしょう。でも心から喜びを感じるのはやは

り自分の成長なんだと思います。学ぶ楽しさをこれか

らもずっと大切にしていってください。いつまでも応

援しています。（清水 郁太郎）

ご卒業おめでとうございます。入学直後から、授業

に実習に行事にと、常に走り続けた2年間だったこと

と思います。その中で、かけがえのない人との出会い

がたくさんあったのではないでしょうか。一生の友に

なってくれるであろう友達、目標としたい保育者の方々など、出会った多くの人た

ちが、これから社会に出て行くみなさんを影に日向に支えてくださることと思いま

す。このことを忘れずに、無理せず、ゆっくり進んでいってください。(星 信子)

芸術学部
音楽学科　
准教授

黒山 映

芸術学部
美術学科
准教授

平向 功一

社会学部
地域社会学科
教授

久野 寛之

短期大学部保育科
教授

清水 郁太郎
教授

星 信子



社会学部 地域社会学科　教授　沓澤 隆
札幌大谷はすごい！

今年の６月中旬、ほぼ１年かけて取り組んできた専門演習における共同研究が
完成した。その時、突然ゼミ生８人が輝きを放ちました。脱皮して大人になった
瞬間です。教師の醍醐味を味わいました。教職員の皆さん、本当にお世話になり
ました。札幌大谷はすごい！

社会学部 地域社会学科　教授　中原 准一
1期生とともに

私は、地域社会学科1期生の専門課程（3～4年次）の専門演習指導を中心に担当
しました。この3月末を以て、1期生とともに勤務を終えることになります。屈託
のない伸び伸びした学生諸君、親切で協力的な同僚教師陣に支えられた2年間で
ありました。心からの感謝の意を表したいと存じます。

社会学部 地域社会学科　教授　山内 一也
キラリと輝く社会学部を

札幌大谷大学社会学部での4年間、短い期間ではありましたが、私にとっては貴
重な経験をさせていただいたと思っております。この北の地で、小粒ではあっても、
キラリと輝く社会学部となられることを願っております。

社会学部 地域社会学科　准教授　北郷 裕美
社会学部の完成年度を終えて

社会学部開設の平成24年4月からちょうど4年間の勤務でした。今は1期生の卒
業を見届けられたことが何よりの喜びです。残していく子供たちのことを考えま
すと複雑な思いですが、親は無くとも子は育つを信じ新たな職場に赴く所存です。
教職員の皆様、短い間でしたが有難うございました。

社会学部 地域社会学科　准教授　堀内 明
共に学んだ３年間

地域社会学科に所属した３年間は、短期間ではありましたが、それまでの人生
では学べなかった様々なことを経験することができました。振り返ってみると、
非常に充実した教員生活でした。学生諸君と教職員の皆様に感謝いたします。

短期大学部 保育科　准教授　堤 裕美
保育科での６年間

このたび、３月末をもちまして退任することになりました。至らないことばか
りで、ご迷惑をおかけしましたが、札幌大谷の保育科で学んだことを新しい職場
でも、また子育てにも生かしていきたいと思います。大変お世話になりました。

短期大学部 保育科　准教授　吉川 和幸
報恩謝徳

札幌大谷大学は大学教員としての初めての職場でした。勤めた8年間の中でか
かわった学生の皆さんからは、教えること、そして育てることの楽しさをたくさ
ん教えていただきました。本当にありがとうございました。
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卒業・修了します

すべての出会いに感謝
　よく、大学で過ごす4年間は「人生の夏休み」と例えられます。札幌大
谷大学で過ごした4年間の「人生の夏休み」は、部活に勉強に遊びにと、
とても充実したものでした。社会学部1期生として、多くのことに挑戦さ
せていただきました。その挑戦のどれもが、現在のわたしの力となって
います。多くの機会を与えてくださり、それをサポートしてくださった
先生をはじめ、多くの方に感謝申し上げます。
　特に、硬式野球部のマネージャーとしての活動は、精神的にも体力的
にも大きな成長ができたと思います。それも、一つの同じ目標に向かっ
て切磋琢磨し合える仲間と出会い、応援してくださるたくさんの方に支
えられたからです。これからも、この素敵な夏休みの思い出と経験と成
長を胸に、日々感謝、日々勉強、日々挑戦の姿勢を忘れずに新学期を迎
えたいと思います。すべての出会いに感謝いたします。

濃い 2 年間
　私たち保育科の学生は、2年間の中で多くの実

習、行事をこなし、毎日のフル講と戦って、激

動の日々を過ごします。本当にあっという間の2

年間でした。

　保育科は全員がほとんど同じ科目を一緒に履

修します。そのため授業のたびに、色々な考え

方を知ることができたり、制作が得意な人、ピ

アノが上手な人など、たくさんの刺激を受ける

毎日でした。

　最大の思い出は、やはり「ぷりてぃ劇場」で

す。劇の中で作ったものは、どれもみんなの思

いが込められていて、全てが宝物で、何回も歌っ

たフィナーレは、ずっと忘れないと思います。

　大変なことも多くありましたが、保育科のみんながいたから乗り越えられたし、

働いてからも、保育科を思い出したら頑張れる気がします。そんな最高の仲間が出

来て幸せです。

　みんな本当にありがとう！そして、お世話になった先生方、職員の方々ありがと

うございました。保育科が大好きです！

なぜ札幌大谷か、何ができたか
　高校3年生の夏に、市内のギャラリーで札幌大谷大学の先輩の展示を見

ました。まだ基礎もままならない自分からすると、デッサンの基礎がしっ

かりした半抽象な油彩で、単純に憧れを感じました。漠然と進路に悩ん

でいたところにいい先輩を見つけることができて入学まではあっという

間でしたが、入学してからの基礎的なトレーニングで力不足に正面から

向き合いました。

　大学1年の冬に六花亭主催の「はたちの輪郭」で初めて賞を頂いてから

は、絵を描くことにのめり込んで、4年間で様々な場所で評価をしていた

だきました。今後は絵を描くことは１つの表現手法とし、一歩引いて作

品について考えていきたいです。

専攻科での学び
　この4年間はとても充実した意味のある時間で

した。

　本科での2年間は同じ目標を持つ仲間との出会

い、ぷりてぃ劇場、グループ実習を通して1つの

事をやり遂げる大変さを学び、そして仲間との絆

が深まり、夢の実現への気持ちが高まりました。

専攻科での2年間は、本科で過ごしてきた日々と

は180度変わり、5人という少人数での学生生活。

常に目の前にいる仲間から刺激を受けて過ごし

ていたと思います。ディスカッション等を通じ

て意見を出し合い、話し合うことで幅広い保育

観、カリキュラムを学ぶことができました。ま

た、社会人としてどうあるべきか、一人の人間としてどんな人間でありたいか、考

える時間にもなりました。

　まだまだ語り出すと止まらない程、学んだことや思い出は沢山ありますが、これ

まで関わったすべての方に感謝の気持ちを忘れずに、また恩返しをしていきたいで

す。本当にありがとうございました。

音楽を大切にした 4 年間
　大学生活の4年間は本当にあっという間でしたが、毎日が音楽に満ち溢

れた素晴らしい時間を過ごすことができました。

　「昨日の自分に勝つ、明日の自分に勝つ」を日々の目標にして1年次と2

年次は講義が多かったので休み時間を有効活用し、3年次以降は一日いっ

ぱい使ってマリンバと向き合い、練習に励みました。色々な講義で聴い

た管弦楽曲やピアノ曲等も、音楽性に繋がる有意義な時間となりました。

　未熟な自分を親身になってご指導くださった先生方には感謝しきれま

せん。大学生活は本当に短いです。在学生の皆さんも、一日一日を後悔

なく全力で駆け抜け、最後には「とても充実していた」と胸を張れる学

生生活を送ってください。

社会学部
地域社会学科4年

八木橋 静

芸術学部美術学科
絵画コース4年

山﨑 愛彦

芸術学部音楽学科
管弦打楽コース4年

工藤 僚

短期大学部
専攻科保育専攻2年

遠山 藍

短期大学部
保育科2年

棚橋 なつき
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大学開講科目
・日本の地理
・日本の歴史
・哲学
・文学と社会  ・文化人類学
・社会思想史  ・アイヌ文化論

単位互換により
大学の開講科目が
履修可能になります。

札幌大谷大学

札幌大谷大学 
短期大学部保育科

C

NEW!

一
般
教
育
科
目

専
門
科
目

自由科目（他学部他学科科目）（大学が指定する科目）

芸術学部共通専門科目　共通専門科目

学科専門科目
　コース別科目

学科専門科目
　Ⅰ類
　Ⅱ類
　Ⅲ類（基礎領域）
　Ⅲ類（専門領域）

専門科目
　現代社会理解科目
　社会調査関連科目
専門応用科目
　地域社会探究科目
　演習科目

BNEW!

大学共通一般教育科目  
　大谷科目、現代教養科目、外国語科目、国際理解科目、健康福祉科目

社会学部共通一般教育科目
　北海道科目、表現科目
　社会人基礎科目
　演習科目、外国語科目
　情報処理科目、実践科目

芸術学部共通一般教育科目
　情報処理科目、表現科目、社会人基礎科目、心理･福祉科目
　外国語科目

芸術学部音楽学科 芸術学部美術学科 社会学部地域社会学科

ＡNEW!

新しいカリキュラム・学科構成
　短期大学部美術科が美術学科として音楽学科とともに芸術学部となり、新たに社会学部地域

社会学科も加えて2学部3学科の大学としてスタートして丸4年がたち、今春初めての卒業生を

送り出しました。そして5年目の再スタートにあたりカリキュラムの改定を行います。

　大きく変わる点は大学共通一般教育科目と他学部他学科科目を含む自由科目の新設です。他

学部他学科科目は芸術学部、社会学部の枠を超えての履修が可能な科目で、一般教育科目の大

学共通化とともにこれまでより大幅に履修の範囲が広がります。（また大学共通一般科目は保

育科の学生も履修でき、卒業要件単位に組み込めます。）

　自由科目をうまく活用することで、それぞれの専門領域を追究する学生だけではなく、学部

を超えた興味の広がりによって、卒業後の進路・就職の選択肢が多くなることでしょう。

　新カリキュラムのもとでより個性が活かされ、様々な分野で社会に貢献しうる人材が育つこ

とを期待しています。

時代変化をとらえる
社会調査関連科目の充実
　道内唯一の社会学部として、今年度からは社会調査関連科目を

さらに充実させた新カリキュラムがスタートします。たとえば、「社

会調査論」、「統計学」、「マーケティング」などのほかに、「アンケー

ト作成法」や「社会調査法演習」も新たに加わりました。これによっ

て、「社会調査実務士」・「社会調査アシスタント」の資格取得が可

能となり、社会からのニーズにより高いレベルで応えていける教

育内容となっています。

　時代の過渡期とも言われる今、状況を冷静に分析し、複眼的な

視点で物事を見極める力はますます重要です。社会学部で養成す

る社会調査のスキルは、どのような分野にも通用し、自治体や企業

からの期待も大きくなっています。変化の時代をたくましく切り

拓く人材を育てるために、地域社会と協働する実践科目や実用的

な英語科目もこれまで以上に進化させました。

（対象：平成28年4月入学生から）

【図 1】

札幌大谷大学の２学部３学科の科目分類

【図２】

2016年春、札幌大谷大学・
札幌大谷大学短期大学部の
カリキュラムが新しくなります

美術学科の学科構成が変わります

●札幌大谷大学のカリキュラムの特色（現行からの変更点）
一般教育科目（図１のＡ）……………………………………………２学部３学科が広く共有し学ぶことができる「大学共通一般教育科目」を新設します。
専門科目（図１のＢ）…………………………………… ……………２学部３学科が専門分野を横断的に学ぶことができる「自由科目（他学部他学科科目）」を新設します。

●札幌大谷大学短期大学部のカリキュラムの特色（現行からの変更点）
単位互換により札幌大谷大学の開講科目を卒業要件単位として履修することが可能となります。…………………………………………………………………（図２のC）

●2領域7専攻に
美術学科では、これまでのコース制を廃止し、造形表現領域（油彩専攻、日本画専攻、版画専攻、立体専攻）、

メディア表現領域（写真・映像・メディアアート専攻、グラフィックデザイン専攻、情報デザイン専攻）の2領
域7専攻に学科構成が変わります。

専攻の希望が既にある学生も、また、入学してから専攻を選びたい学生も、3年次に進級する時に、自身の
適性にあった選択ができるようになります。（対象：平成28年4月入学生から）

1・2年次 3・4年次

造形表現領域
油彩、日本画、版画、立体の
基礎を学ぶ

メディア表現領域
写真・映像・メディアアート、
グラフィックデザイン、
情報デザインの基礎を学ぶ

写真・映像・
メディアアート専攻

油彩

日本

版画

立体

グラフィックデザイン専攻

情報デザイン専攻

３
年
進
級
時
、
自
分
の
専
攻
を
決
め
る
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新入生のみなさんへ 新年度 学科長からのメッセージ

新入生のみなさんへ
新入生のみなさん、入学おめでとうございます！

私はこの大学に赴任して11年目になります。学科全体の必修科目を担当しているおかげで、いろいろ

な学生と知り合うことができました。その中で印象に残っているのは、自分自身の目的意識を強く持ち

続けた学生ほど、こつこつと努力を重ね、希望の道に進んでいるという事実です。当たり前のように思

えますが、実際にこれを実践できる人はそう多くありません。自分の進路や人生について迷い悩む人も

沢山います。そのために勉強に身が入らなくなることもよくあります。そんな時こそ、初志貫徹です。

皆さんの夢を実現するためには何が必要なのか、どうすればよいのか、入学したばかりの今こそ、真

剣に考えてください。ここにはそのために必要な環境が揃っています。ぜひ、札幌大谷で夢を実現して

ください。

自主性と個性
入学おめでとうございます。
大学に入学して最初にとまどう事は、時間割を自分で作成する事だと思います。シラバスを参照し、

必修科目と選択科目を組み合わせ４年次までに必要な卒業要件単位も考慮しながら、１週間の時間割を
作ります。もちろん担任、教務担当、美術学科の教務補佐員がサポートしますが、基本としては各自の
判断で決定します。大学生活をおくる為には自主的に計画を立て積極的に取り組む姿勢が大切です。

また、美術を学ぶ目的を持って入学された皆さんには1、２年で基礎として表現する事の土台をしっか
りと築いていただきたいと思っています。その中での個性も重要ですが、さらに3、4年次を通じて自分
の個性をどのように表現し発信して行くのかを完成させる気持ちを培ってください。
　そのような鍛錬は美術の世界だけではなく、社会人としての素養をも育成されると信じています。

人と人との絆を結ぶ豊かな学びのできる学部へようこそ
入学おめでとうございます。3月に第1期生が巣立ち、入れ替わりに入学した皆さんとともに、4月から

新しいカリキュラムが始動します。これまでの４年間の教育実践を経て練り上げられた新しいカリキュ

ラムです。皆さんは、その記念すべき新カリキュラムの第1期生です。これからの皆さんの歩みがとても

楽しみです。

そんな皆さんに絶対に忘れてほしくないことが一つあります。芸術の存在です。知識は人の頭脳を、

スポーツは人の心身を、時間をかけて強くしていきます。しかし、音楽や美術は一瞬にして人の心を喜

びで満たし、癒し、鼓舞し、人と人をつなぐ強力な力になります。地域に活力を与え、元気にする上で

欠かせないものは産業や経済だけではないということです。

これからの４年間、人と人との絆を結ぶ知恵としての社会学に精通するだけでなく、社会学という学

問の良き伴侶としての芸術への理解力を備えた人材に成長してもらいたいと心から願っています。

自ら学ぶ姿勢を
新入生のみなさん、入学おめでとうございます。
数ある保育者養成校の中から本学を選択してくださったみなさんを、心より歓迎いたします。保育者

は、小さな子ども達にとって人生初めての先生となる大切な仕事。子ども達一人ひとりに寄り添い、そ
の育ちをしっかりと支えることのできる保育者として、みなさんが将来活躍してくださることを期待し
ています。

さて、みなさんは、中学生・高校生の間は「生徒」と呼ばれていたことと思います。大学に入学して
からは、「学生」と呼ばれます。この二つの言葉には、制度としての違いもありますが、その本質的な違
いを一言で表しますと、「生徒」は教えてもらう人、「学生」は自ら学ぶ人であるとされています。学生
生活では、やらされて仕方なく何かに取り組むのではなく、自分の意志で様々なことを探求していく姿
勢が大切です。私たち教職員一同は、みなさんの知的好奇心に応えることができるよう、しっかりサポー
トしていきます。みなさんの学生生活が有意義なものとなることを願っています。

芸術学部 音楽学科

学科長・教授　千葉　潤

芸術学部 美術学科

学科長・教授　鈴木 誠子

社会学部 地域社会学科

学科長・教授　久野 寛之

短期大学部保育科

学科長・教授　  星 信子
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東区地域連携事業
「ひがしく健康・スポーツまつり2015」
－東区と連携協定を結ぶ4教育機関が協力－
平成27年10月18日開催　会場：つどーむ（来場者数3,500人）

東区の健康イベント「さわやか健康まつり」が「ひがしく健康・スポー
ツまつり」に名称を改め、子どもから大人まで多くの方が楽しめるイベン
トに大きく生まれ変わりました。

これに東区と連携協定を結ぶ4教育機関も協力。各学校の学科やクラブ
の特長を生かした企画を実施しました。

開会式演奏・ファンファーレ（音楽学科）

演奏曲目：「Watermelon man」「Moanin'」「Dancing men」
「健康」のイメージから、元気で勢いのある曲目を選びました。

スポーツ交流施設での演奏は音の響き方が新鮮で、音からも「健康」が表
れていたように思います。演奏終了後は、バンドメンバーもラジオ体操に参
加しました。体を動かすと、心も体も晴れました。また、このような会場で
演奏できるよう、これからの活動に力を入れていきたいと思います。

（代表：林 佳一郎　音楽学科2年、ジャズ研究会）

チラシ・ポスターデザイン（美術学科）
新しく「ひがしく健康・スポーツ

まつり」に生まれ変わったというこ
とで、明るく、賑やかに、リニュー
アル感のあるデザインというのを意
識しました。キャラクターのイラス
トで、スポーツ・音楽・食べ物など、
お祭りの内容が伝わりやすいよう
に、チラシのプログラムは見やすく
分かりやすくを重点に置き、それぞ
れの区画ごとに色分けをするなど工
夫して制作しました。

（代表：劔地 彩瑛　美術学科3年）

サッカーミニゲーム（地域社会学科）

5才から15才までの子どもたちが参加してくれました。
当日受付のため、打ち合わせの段階ではわからない部分が多く不安があ

りましたが、元 J リーガーの曽田さんとこまめに確認を行いながら準備・
進行していきました。今回の経験で、これまで部活で行っていたサッカー
クリニックやコーチ派遣などのボランティア経験が、こういうところで繋
がるんだと実感し、自身の成長にもつながりました。

（代表：横山 慶士朗　地域社会学科3年、サッカー部）

ウォーキングボランティア（地域社会学科 ）
ウォーキングコースの誘導や注

意喚起を行い安全な環境作りを目
標に行動しました。参加者は高齢
者の方が多かったのですが、皆さ
んハツラツとしており私たちが逆
に元気をいただくほどでした。ま
た他大学の学生と協力する場面も
何度かありとても良い経験となり

ました。自分が住んでいる地域に興味を持ち、人との繋がりを大事にしよ
うと思うキッカケとなりました。

（佐々木 悠斗　地域社会学科2年、野球部）

折り紙コーナー（KOKOさろんすくすくコーナーwith 保育科）
たくさんの子どもと触れ合いな

がらご家族の方々ともお話しさせ
ていただく機会があり、とてもよ
い経験になりました。折り紙コー
ナーではハロウィンが近いので「か
ぼちゃ」と「おばけ」を作ること
にして、大きい折り紙で見本を作り準備しました。当日は KOKO さろんの
ボランティアの方に子どもとの接し方、お母さんや家族の方との接し方等
も教わり非常に勉強になりました。

（代表：佐々木 陽　保育科2年、折り紙研究会）
※ KOKO さろん：東区の子育てサロンを紹介する情報提供活動
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第7回電子オルガン定期演奏会
平成27年12月14日 札幌大谷大学 大谷記念ホール
１.交響曲第７番イ長調作品92より第１楽章／L.v.ベートヴェン
  ……………………………………………………………… 小甲 美彩季・藤田 真菜美

２.交響的序曲／J.バーンズ …………………………………………… 熊谷 優香

３.交響曲第４番作品29 《不滅》／C.ニールセン …………… 羽立 美彩

４.カノン・ロック／Jerry C …………………………………………… 猪上 斐加

５.12／柳沼 芽生 ………………………………………………………… 柳沼 芽生

６. 《オペラ座の怪人》より／A.L.ウェバー
～Entr’acte・The Music of the Night・MasqueradeThink of Me・All I Ask of You・The Phantom of the Opera All I Ask of You(reprise)～
 …………………………………………… 声楽／小島 拓也（勝田 美咲）　電子オルガン／千場 早希子・勝田 美咲・熊谷 優香・原 彩夏

７. ２本のクラリネットのための協奏曲変ホ長調作品35より第１楽章／F.クロンマー
 ………………………………………………………………………………… クラリネット／朝倉 愛・山崎 夏摘　電子オルガン／羽立 美彩

 ８. 交響詩 《祀》／原 彩夏
 …………………………………………………………………………………………………… 原 彩夏

 ９. ボストニアーナ／J.イベール
 ……………………………………………………………………………………………… 藤田 真菜美

10. 交響曲第２番《不安の時代》／L.バーンスタイン
 ……………………………………… ピアノ／駒崎 彩子　電子オルガン／松川 惟子・柳沼 芽生

11. ピアノ協奏曲第１番変ロ長調作品16より第３楽章／S.ボルトキエヴィチ
 ………………………………………… ピアノ／川崎 里奈　 電子オルガン／熊谷 優香・原 彩夏

第8回ウインドオーケストラ
定期演奏会

第10回札幌大谷大学
芸術学部音楽学科定期演奏会

「札響の第９」で札響と
音楽学科合唱団が共演
年末恒例の「札響の第9」。今年から本学の音
楽学科合唱団が加わり、新たな大合唱団が編
成されました。

平成27年12月19・20日
札幌コンサートホールKitara大ホール

歓喜の合唱／ベートーヴェン
交響曲第9番ニ短調op.125「合唱付き」

【合唱】
札響合唱団、札幌アカデミー合唱団
札幌放送合唱団
札幌大谷大学芸術学部音楽学科合唱団（34名）

平成27年12月1日 札幌コンサートホールKitara大ホール
◆ミサ曲イ長調 作品126 …………………………………… J.ラインベルガー
 オルガン／ラントシュ・イシュトヴァーン（音楽学科客員教授・リスト・フェレンツ音楽大学教授）

 指揮／三山 博司（音楽学科教授）

◆フルート協奏曲 第2番 ニ長調 K.314（285d） ……… W.A.モーツァルト
 フルート／関口 さくら（音楽学科4年）

◆《運命の歌》作品54 ……………………………………………… J.ブラームス

◆交響曲第9番 ホ短調 作品95《新世界より》 ……………A.ドヴォルジャーク
指揮／グレブ・ニキティン（音楽学科教授・東京交響楽団第１コンサートマスター）

平成28年1月19日 札幌コンサートホールKitara大ホール
◆《祝典ファンファーレ》 …………………………………………………田中 賢
◆《南の空のトーテムポールⅡ》「リラ」 …………………………………田中 賢
◆《竜虎相克～川中島の戦い～》 …………………………………………田中 賢

─────────  休　憩  ─────────
◆《甘き死よ来れ》 BWV478 …………………………………………J.S. バッハ
◆《フランス組曲》 ……………………………………………………… D. ミヨー
◆《ダフニスとクロエ》より第2組曲 ……………………………… M. ラヴェル
指揮／田中 　賢（音楽学科教授）… １曲目～３曲目　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　井手 詩朗（音楽学科教授）… ４曲目・６曲目　河野 泰幸（音楽学科講師）… ５曲目
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卒業制作展
平成28年1月27日 ~1月31日、札幌市民ギャラリーにて卒業制作展を行い

ました。芸術学部美術学科は平成24年に開設し4年目を迎え、今回は、1期
生による記念すべき展覧会となりました。

油彩、日本画、版画、立体、写真・映像、グラフィックデザイン、情報
デザインの７分野でそれぞれ専門を深めた70名が各自のテーマ、表現方法
を考察し、作品として昇華させるべく日々努力を重ねました。展覧会の内
容、構成、広報等を考えたのも学生による実行委員でした。卒業制作は今
までの集大成でありこれからの立脚点にもなることと思います。

共同制作演習B（映像）
Fugue de fi lm－映画のフーガ－
　「シンデレラストーリー」～さぁ、朝まで踊ろう？～
　「COPY and PASTE」～我が社を志望した理由は何ですか？

平成28年１月14日 大谷記念ホールにて美術学科と音楽学科の３年生に
よる映像作品の上映会を行いました。

週に１回、合計15回の授業の中で両学科混合の２チームがそれぞれの専
門性を生かしつつ相互に影響を与え合い制作した映像作品で、本年度は映
像の繰り返しを用いた映画という形で脚本から２作品を制作しました。

１つ目のタイトルは「シンデレラストーリー」～さぁ、朝まで踊ろう？
～です。繰り返される映像と変化する音楽で、夢で見たシンデレラストー
リーを作りました。ストーリーは最後まで変化してゆく、本学を舞台とし
たラブコメ映画でした。

２つ目のタイトルは「COPY and PASTE」～我が社を志望した理由は何
ですか？でした。企業の面接場面のやり取りを元の映像として、面接者の
受け答えの映像をコピーアンドペーストで言葉の並びを替えると模範的回
答にも最悪な回答にもなるというシニカルな味の作品でした。

対照が際立つ２作品。制作を通じ、音楽と映像の関係性や可能性さらに
は総合芸術について考察する契機になった事と思います。
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セレスタ札幌冬まつり2015
平成27年12月19日の午後、セレスタ札幌キャンパスを会場として「まち

研」主催のイベント「セレスタ札幌冬まつり2015」を行いました。

会場には、コミュニティ・カフェやわたあめ無料コーナー、地域社会学

科生がプロデュースしたとうもろこし風味ドレッシングの試食会、美術学

科生による小物販売など、様々なブースが設けられました。ステージで

は、「一世一代時代組」による迫力満点のパフォーマンスをはじめとして、

音楽学科生グループ「クラリッチ」やアカペラサークル「レモンティーズ」

による演奏などが行われました。イベントの最後には多数の豪華景品が当

たる抽選会が行われ、会場のあちこちから喜びの声があがっていました。

現3年生の「まち研」スタッフが手掛ける初めての大きなイベントでし

たが、100名を超える方々のご来場をいただき、大盛況のうちに幕を閉じ

ました。

卒業論文中間発表会
平成27年11月13日の午後、セレスタ札幌で4年生が卒業論文中間発表会

を行いました。

平成24年4月に新設された社会学部では、現4年生が初めての卒業生とな

ります。その彼（彼女）らに最後に待ち構えている難関が卒業論文の提出です。

今回の発表会は、学生それぞれが卒業論文の問題意識を提示し、自分の

研究方法を確認すると共に、発表を通じて得られたコメントを卒業論文の

深化に活かすことを目的として行いました。発表はポスターセッションの

形式で行い、二つの教室に分かれ各々二人ずつ発表を行っていきました。

発表者の持ち時間は10分、その後、5分の質疑応答の時間が設けられました。

工夫を凝らしたポスターも多く、活発な質疑応答が教室のあちこちで見

られました。この中間発表会での成果を活かして、第1期生は立派な卒業

論文を残していってくれることと思います。

小樽雪あかりの路 ボランティア
平成27年2月9日と10日の２日間、1年生がボランティア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４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。作業は、日本各地

からやって来た大学生のボランティアチームや、毎年参加している中国や

韓国のボランティアチームと共同で行いました。夕方、スノーキャンドルに

火を灯していくと、周囲が美しくライトアップされ、幻想的な光景が広がっ

ていきました。
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んぐまーま開設１０周年
記念講演会・シンポジウム

本学に併設されている子育て支援センターんぐまーまの開設10周年を記
念して、平成27年10月17日に講演会とシンポジウムが開催されました。午
前中に行われた講演会には保育科の１年生が、午後のシンポジウムには２
年生が参加しました。講演会では日本福祉大学子ども発達学部の渡辺顕一
郎先生が、NPO 法人「子育てネットくすくす」を設立した経緯や現在の子
育て環境の実際について、自らの体験を交えながらお話しくださったこと
が特に印象に残ったようでした。午後のシンポジウムでは５名のシンポジ
ストがそれぞれの子育て支援の実践を紹介した上で、地域の子育て支援拠
点として今後どのようなことができるか議論されました。

夏休みの保育所実習、幼稚園実習を終え、２年間の学びの総まとめの時
期に入っている２年生は、このシンポジウムでの議論を、卒業後の自らの
課題として意識しながら聞いていたのではないかと思います。　

んぐまーまは、保育科卒業生の主宰する子育て応援 NPO のスタッフと保
育科教員により運営され、地域の親子に向けたつどいの広場や年間行事の
開催、学生の実習、子育て支援の研究などに幅広く生かされています。10
周年を機に、保育者養成校における子育て支援センターの意義をさらに深
めていきたいと考えます。

特別講義「身体表現」（2年12/29）
子どもの身体表現、体の仕組みを

実践的に学びました。言葉のカード
を用いたグループ表現も行いました。

専攻科修了論文発表会（専2年1/19）
幼児の身体活動や生活実態の研究など、

保育に関わるテーマを自ら設定し、研究
した2年間の成果をスライド発表しました。

んぐまーまふゆまつり（２年1/30）
特別研究の授業の延長としてふゆ

まつりの企画を準備・運営しました。
美術・運動を選択した学生はすべり
台などの雪像を４基制作しました。

特別講義「伝承遊び」（2年1/29）
指導団体の遊び名人の方から、竹

馬、コマ回し、けん玉、お手玉、竹割り
や輪回しなど教えていただきました。

就職活動報告会（１年2/1）
卒業を控えた15名の学生が、１年

生に対して各自の就職活動について
報告しました。個別相談も行い内容
の濃い報告会になりました。

オープンキャンパス（２年1/30）
保育科の特徴的な科目「特別研究」

の紹介をしました。「同・自然」は畑
で育てた小豆からまんじゅうを作っ
て高校生に提供しました。

こどものための作品展（全学年2/2-7）
保育科の美術の授業で制作した木

や布のおもちゃ、大型遊具、絵本、物
語の表現など200点ほどを札幌市資
料館ギャラリーに展示しました。

ふゆまつり（２年1/30）
音楽選択の学生が子どもたちに親

しみのある曲を器楽や合唱で演奏し
ました。最後の曲は子どもたちにも
一緒に演奏してもらいました。

大学祭子どもの広場（1年10/24.25）
子どもの遊びのコーナーを自治会

と共同で開催しました。人形劇・器楽
のサークル公演も行いました。
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90周年記念 道展

【北海道美術協会賞】
（油彩部門）
「face」
山﨑 愛彦さん

（美術学科絵画コース
 油彩分野4年）

【新人賞】
（日本画部門）「おかしな涅槃図」 橘 つづりさん（美術学科絵画コース日本画分野3年）

（彫刻部門）　 「契機」 山田 優太さん（美術学科立体コース立体分野3年）

　　　　　　 「愛を包む」品田 大輝さん（美術学科立体コース立体コース2年）

CREATIVE HACK AWARD 2015

ヤングクリエイター賞受賞
「trace」
宮嶋 風花さん（美術学科メディアアートコース2年）

きらり! おおたに 〜学生の活躍〜

硬式野球部
大会成績
◆札幌学生野球秋季2部リーグ戦

リーグ戦7勝3敗で北海道教育大岩見沢校と同率首位、優勝決定戦で惜敗。

◆秋季2部リーグ表彰 

優秀選手賞・首位打者賞・ベストナイン賞（一塁）　関口 諒亮さん（地域社会学科2年）

　優秀投手賞・ベストナイン賞（投手）　川原田 凌さん（地域社会学科2年）

　ベストナイン賞（遊撃手）　三浦 優さん（地域社会学科2年）

　ベストナイン賞（外野手）　福田 匡哉さん（地域社会学科2年）

　ベストナイン賞（外野手）　本田 廉平さん（地域社会学科2年）

◆平成27年度年間表彰 

札幌学生野球連盟功労賞　八木橋 静さん（地域社会学科4年）

　年間最多勝利投手賞（2部）　川原田 凌さん（地域社会学科2年）

　年間首位打者賞（2部）　　関口 諒亮さん（地域社会学科2年）

男子サッカー部
大会成績
◆北海道学生サッカーリーグ3部

リーグ戦　8勝1敗で優勝、来季から2部リーグ昇格。

女子バレーボール部
大会成績
◆北海道大学バレーボール秋季総合大会（3部リーグ）

リーグ戦3勝1敗で2位。
武蔵女子短大との入替戦に勝利、来春から2部リーグ昇格。

親鸞エッセイコンテスト 　　　　　　　　　　
「親鸞さんに、いま、伝えたいこと」

奨励賞受賞
佐藤 実結さん（地域社会学科1年） 

大谷大学（京都）・真宗大谷派学校連合会共催
事業として実施された親鸞エッセイコンテスト

「親鸞さんに、いま、伝えたいこと」の大学生部門、
応募数123通の中より選ばれました。

小樽美術館で絵本の読み聞かせ（保育科）
伊藤 梨々香さん　小林 萌々子さん（保育科2年）

平成28年2月13日、市立小樽美術館で、同館企画展「美術のなかの “ 生きものた

ち ”」の関連事業として、保育科2年生2名が絵本の読み聞かせを行いました。保

育科科目・児童文学担当の横田教授の指導により選抜された学生が、本展の内容

にちなんだ絵本 「エゾオオカミ物語」、「しんせ

つなともだち」をそれぞれ朗読し、会場に訪れ

た観光客や地元の親子は、生きものをテーマと

する本展の幻想的な雰囲気の中、朗々と語られ

る絵本の世界を楽しみました。

札幌市民芸術祭新人音楽会
【札幌市民芸術祭奨励賞】
管弦打楽器部門 関口 さくらさん（音楽学科管弦打楽コース4年 フルート専攻）

作曲部門 佐藤 栄介さん（音楽学科卒業生）

日本ピアノ教育連盟ピアノオーディション Ｄ部門
【地区優秀賞】 清水 柚衣さん（音楽学科ピアノコース2年）

【 奨 励 賞 】 里館 亮祐さん（音楽学科ピアノコース3年） 　

 勝本 望帆さん（音楽学科ピアノコース2年）

 千葉 悠也さん（音楽学科ピアノコース1年）

 藤田 真菜美さん（音楽学科作曲コース電子オルガン系1年）

第9回 横浜国際音楽コンクール
管楽器部門  一般Aの部
【第1位】  高橋 良輔さん（音楽学科卒業生　クラリネット専攻）

アンサンブル部門  二重奏の部
【第1位】  工藤 僚さん （音楽学科管弦打楽コース4年 マリンバ専攻）　 

石川 千華さん（音楽科卒業生 マリンバ専攻）

新進演奏家育成プロジェクト・  
オーケストラシリーズ 札幌

【オーディション合格】前田 奈央子さん（音楽科卒業生 声楽専攻）

樋口 智樹さん（音楽学科卒業生 ピアノ専攻）

高橋 良輔さん（音楽学科卒業生 クラリネット専攻）

第29回 全日本ジュニアクラシック 音楽コンクール
木管部門  大学生の部
【第3位】  中井 美里さん（音楽学科管弦打楽コース3年 クラリネット専攻）

【奨励賞】  佐藤 美都さん（音楽学科管弦打楽コース3年 フルート専攻）

弦楽器部門  大学生の部
【入選】 白取 絵里子さん（音楽学科管弦打楽コース3年 ヴァイオリン専攻）

第39回 ピティナ・ピアノコンペティション
札幌1地区予選グランミューズ部門  【Yカテゴリー優秀賞】
東日本グランミューズ1地区本選  【Yカテゴリー奨励賞】
藤田 真菜美さん（音楽学科作曲コース電子オルガン系1年）

「おかしな涅槃図」 「契機」
「愛を包む」

 文化庁委託事業＜平成27年度 次代の文化を創造する新進芸術家育成事業＞

2部リーグ昇格

2部リーグ昇格
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進路支援
学びを活かして仕事に就きます

何事も勉強！！
4月から陸上自衛隊の音楽隊に入隊することに

なりました。小学生の頃から楽器を続けていき
たいという夢はありましたが、実際にどのよう
な方向に進むか具体的に考え始めたのは大学に
入学してからです。大学と共催で行われる自衛
隊との合同コンサートや職種説明会で音楽隊と
いう職があることを知りました。

まだ勉強したいという気持ちもあり大学院進
学も考えましたが、音楽を仕事にできるという
こと、音楽を通して人と関われる自衛隊の仕事
に魅力を感じ入隊を決意しました。筆記試験の
勉強と実技試験に向けた練習の両立は辛い時も
ありましたが、先生方に支えていただき目標を
見失わずに進むことができました。

自衛隊ではもちろん訓練などもあり、今まで
とは180度違う経験を積むことになりますが、何事も勉強と考え一生懸命取り
組みたいです。

演奏活動を通して沢山の人と関わり音楽の楽しさを伝え、いつか、合同コ
ンサートで後輩たちと一緒に演奏することが私の夢です。

芸術学部音楽学科  
管弦打楽コース4年

松浦 悠さん

内定先： 
陸上自衛隊 音楽隊

努力の結晶
私は日本郵政グループの日本郵便株式会社よ

り内定を頂きました。春からは郵便配達員とし
て働かせいていただきます。地域住民の皆様の
生活に欠かせない郵便業務に携わらせていただ
きたく、この会社を志望致しました。

就職活動で一番重要なことは「土台作り」だ
と私は思います。社会学部1期生というプレッ
シャーを武器に、自己分析や履歴書作成、面接
練習にかなりの時間を費やしました。自分とは
どんな人間で、大学で何をしたのか、何に秀で
ていて、会社に入社したらどのように貢献する
のか考え、強固な土台を作り上げたうえで就職
活動に臨みました。その結果第一志望の会社か
ら内定を頂くことが出来たと自負しています。

面接練習をしてくださった進路支援課の皆様、
履歴書等を添削してくださった社会学部の先生方、辛いときに支えてくれた
友人や家族にはとても感謝しています。また、私はこの大学に入学して本当
に良かったと思います。ありがとうございました。

社会学部 
地域社会学科4年

須藤 拓磨さん

内定先： 
日本郵便株式会社

物は試し
私は、株式会社 DMM.comOVERRIDE から内定

をいただきました。
就職活動では大学で学んだことを生かせるこ

と、特にイラストやデザインに関われることを
中心に探しており、秋に学内で開催された合同
説明会に参加し、複数の会社にエントリーしま
した。そこで、唯一合格をいただいたのが株式
会社 DMM.comOVERRIDE です。それまでは、面
接まで進めなかったのでとても嬉しく思いまし
た。

面接試験は急なスケジュールで、対策を練る
時間がない状況で臨むこととなりましたが、挑
戦してみようと思いました。

これまでの学生生活を振り返り、共同制作演
習の授業で舞台を作ったり大学祭を運営したり

と充実しており、自分は個人で物をつくることよりもチームでものづくりが
したいということが分かっていたので、緊張しつつも自分の考えを伝えまし
た。学校でも就職でも、自分から挑戦しなければ始まらないということを強
く学んだ4年間でした。

芸術学部美術学科   
メディアデザインコース4年

服部 美紀さん

内定先： 
株式会社 DMM.comOVERRIDE

新しい世界へ
私は、新千歳空港における ANA 及び受託航空

会社の旅客・グランドハンドリング、運航支援
など空港運営業務を担う会社に総合職として内
定を頂きました。

入学当初は音楽関係の仕事に就くことを考え
ていました。しかし、「民間企業へ就職して音楽
以外の世界も見てみたい」と考えるようになり
ました。漠然とした憧れから航空業界を中心に
就職活動を行いましたが、音楽を学んできたこ
とを理解してもらえないと感じたり辛い思いも
ありました。

それでも、毎日の地道な練習や厳しいレッス
ンによって培われた忍耐力で乗り越えることが
できました。私がこうしてあこがれていた業界
に入れたのは音楽を通して様々な力を身につけ

ることが出来たからだと思います。
社会に出てからも、音楽を続けてきたことが役に立つと信じています。ま

だ配属先がわからないので多少の不安はありますが、どんな仕事にも誇りを
持ち社会にとって大きな存在になりたいです。

芸術学部音楽学科  
ピアノコース4年

山崎 智理さん

内定先： 
ANA 新千歳空港株式会社

就職活動を終えて
卒業後、私は札幌大同印刷株式会社の企画室

Dio でお客様のご要望に沿った印刷物などの編
集・デザインを担当します。

就職活動では、大学で学んだデザインを活か
せる仕事、ものづくりに携われる仕事に絞って
探していました。この会社を選んだ理由は、社
内のデザイナーの方が多数の受賞歴があること、
また、デザインに力を入れていることを知り、
自分もこのような環境で成長していきたいと
思ったからです。

就職活動において最も自分の役に立ったもの
は、ポートフォリオや4年生前期の授業で制作し
たパンフレットなどのレイアウトデザインです。

私は面接で自分をアピールするのが得意では
なかったので、ポートフォリオと共にパンフレッ

トを持参したことは効果的でした。
入社後は、先輩や上司を見て、吸収し、いつか自分にしか生み出せないよ

うなデザインを制作したいと思います。

芸術学部美術学科  
メディアデザインコース4年

武田 莉花さん

内定先： 
札幌大同印刷株式会社

社会学部１期生としての挑戦
3年生のときに授業の一環として、三井住友

海上火災保険株式会社にて5日間のインターン
シップに参加しました。これがキッカケとなり、
損害保険が与える社会的役割の大きさに興味を
持ったと同時に社員の方々の誠実さに惹かれま
した。

こうして就職活動でもこの会社が本命となり
ましたが、1期生のため先輩がいない中、初め
ての就職活動に非常に戸惑いました。しかし、
部活動・教育実習・ゼミナール研究調査の日々
でも就職活動と両立できるように全力でバック
アップしてくださる先生方や事務局の方々、両
親のおかげで悔いなく全てを終えることができ
ました。

そして私はこの春から三井住友海上火災保険
株式会社の一員になることができます。社会学部１期生として胸を張って何
事にも恐れることなく挑戦し続け、活躍していきたいです。

先輩がいない1期生は時に不安もありましたが有意義な学生生活を送ること
ができました。4年間ありがとうございました！

社会学部 
地域社会学科4年

永井 千晴さん

内定先： 
三井住友海上火災保険株式会社
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芸術学部 音楽学科

音楽教室講師 
（一財）ヤマハ音楽振興会
（株）河合楽器製作所 【東証一部上場】
エルム楽器（株）

音楽療法士 
（医）東札幌病院厚別老人保健施設 ディ・グリューネン
（有）オフィス大坪
（福）藤の園 月形藤の園 養護部・特養部
（福）麦の子会

民間企業 
（株）JTB 札幌ビジネスセンター
（株）LIXILビバ
（株）アキヤマ
（株）アトム北海道
（株）オーディンフーズ
（株）シップス
（株）ダテハキ
（株）テーオー小笠原
ハミューレ（株）

（株）バンキングシステムズ
（株）フーレイ
（株）ユニマットプレシャス
（株）合田観光商事
ANA 新千歳空港（株）
トヨタカローラ札幌（株）

（福）麦の子会
日本生命保険（相）
北海道三菱自動車販売（株）
北星信用金庫
野口観光（株）

公務員 
陸上自衛隊 音楽隊 【２名】
紋別市役所

芸術学部 美術学科

デザイン職 
（株）DMM.com OVERRIDE
（株）いたがき
（株）ウィン
（株）メディアコム
（株）ノースグラフィック
ノースショア（株）
札幌大同印刷（株）
山藤三陽印刷（株）
西山製麺（株）
東洋印刷（株）

WEBデザイン職 
（株）あとらす二十一
（株）ヴァンガードネットワークス
（有）アートバイブス

絵画教室 
（株）お教室運営

アニメーター 
（有）アトリエ ムサ

映像制作 
（株）クリーク･アンド･リバー社
（株）東京スタッフ
エイチ・テー・ビー映像（株）

民間企業 
（株）サウンドクルー
（株）新和
（株）ケイシイシイ
（株）あいプラン
（株）メディアコム
（株）第一寶亭留育科

社会学部　地域社会学科

金融系 企業 
（株）北海道銀行 【東証一部上場】　
旭川信用信金
道銀カード（株）
日本郵便（株）【東証一部上場】
北海道労働金庫
三井住友海上火災保険（株）【東証一部上場】

公務・公益系 企業 
（一社）北海道商工会議所連合会
（福）札幌協働福祉会
NPO 法人北海道ブックシェアリング
学童塾パピエ
札幌市職員（一般事務行政コース）

観光・旅行系 企業 
（社）千歳観光連盟
（株）H.I.S【東証一部上場】
北海道旅客鉄道（株）

メディア・印刷系 企業 
（株）オーテック
（株）らむれす（三角山放送局）　
山藤三陽印刷（株）

情報・通信系 企業 
（株）テクノフェイス
トランスコスモス（株） 【東証一部上場】
リコージャパン（株） 【東証一部上場】

エネルギー・インフラ系 企業 
ほくでんサービス（株）
北海道エア・ウォーター（株）

建設・設備系 企業 
（株）川本第一製作所　
（株）スリーエス
（株）中山組　
岩田地崎建設（株）

卸売・小売系 企業 
（株）ジョイフル・エー・ケー
（株）ツムラ 【東証一部上場】
（株）北海道畜産公社
大丸藤井（株）
日藤（株）
佐藤水産（株）

短期大学部 保育科

幼稚園 

札幌市内 ･････････････････････････････････････26名
道内（札幌市以外） ･････････････････････････････10名

（学）旭川カトリック学園 美唄アカシヤ幼稚園
（学）景盛学園 宮ノ丘幼稚園
（学）高陽学園 ミナクル幼稚園
（学）札幌昭和学園 札幌若葉幼稚園
（学）札幌白ゆり学園 札幌白ゆり幼稚園
（学）資生学園 つぼみ幼稚園
（学）室橋学園 平岸幼稚園
（学）松本学園 よいこのくに幼稚園
（学）浄暁学園 朝里幼稚園
（学）新善光寺学園 しろいし幼稚園
（学）真駒内キリスト教学園 まこまない明星幼稚園
（学）石田学園 美しが丘幼稚園
（学）帯広同朋学園 帯広東幼稚園
（学）大関学園 北栄幼稚園
（学）大藤学園 札幌白樺幼稚園
（学）藤学園 函館藤幼稚園
（学）発寒学園 あづま幼稚園
（学）明石学園 広島わかば幼稚園
（学）理想学園 つみき幼稚園
（学）和学園 ふくずみ幼稚園

保育所 

札幌市内 ･･････････････････････ 27名（公務員2名含む）
道内（札幌市以外） ････････････････ 8名（公務員3名含む）
道外 ･･････････････････････････････････････････2名

札幌市公務員（保育士） 
恵庭市公務員（保育士） 
北見市公務員（保育士） 
幕別町公務員（保育士） 

（財）多田福祉事業団 西岡保育園
（福）いずみ福祉会 栄町マスカット保育園
（福）はぐくみ福祉会 はぐくみ保育園
（福）歓生福祉会 キューピッド保育園
（福）岩見沢東部保育会 東保育園
（福）光の園 発寒ひかり保育園
（福）高砂福祉会 たかさごNURSERY SCHOOL 大通公園
（福）札幌みどり福祉会 あかつき篠路保育園
（福）札幌明啓院 丘珠ひばり保育園
（福）札幌友愛福祉会 伏古かしわ保育園
（福）小野幌福祉会 新さっぽろとまと保育園
（福）真成福祉会 円山北町保育園
（福）水の会 （配属園未定）
（福）鶴翔福祉会 元町にこにこ保育園
（福）藤福祉会 元町杉の子保育園
（福）発寒保育会 発寒たんぽぽ保育園
（福）蜂友会 山鼻保育園

認定こども園 

札幌市内 ･･････････････････････････････････････8名
道内（札幌市以外） ･･････････････････････････････2名

（学）小樽桂岡学園 認定こども園桂岡幼稚園
（学）清明学園 （配属園未定）
（学）聖主学園 山王幼稚園
（学）北邦学園 （配属園未定）
（学）幌北学園 認定こども園こうほく幼稚部
（福）いしかり福祉会 （配属園未定）

施設・その他 
札幌市内 ･･････････････････････････････････････4名
道内（札幌市以外） ･･････････････････････････････1名
道外 ･･････････････････････････････････････････1名

（公財）さっぽろ青少年女性活動協会 （配属先未定）
（福）わらしべ会 札幌わらしべ園
（福）タラプ バウムハウス
（福）麦の子会 （配属先未定）

短期大学部 専攻科 保育専攻

幼稚園 

札幌市内 ･･････････････････････････････････････1名

（学）ふしこ学園 ふしこ幼稚園

保育所 

札幌市内 ･･････････････････････････････････････1名

札幌市公務員（保育士）

認定こども園 

道内（札幌市以外） ･･････････････････････････････1名

（福）高陽福祉会 当別夢の国幼稚園・保育園

施設・その他 

札幌市内 ･･････････････････････････････････････1名

（公財）さっぽろ青少年女性活動協会 （配属先未定）

進路支援

就職決定状況報告
平成27年度卒業予定者について、2月24日現在の就職決定状況をご報告いたします。今後の決定状況につきましては、大学ホームページ及び次号にて報告いたします。

◆主な就職先一覧  

学科

内訳

大 学 短 大 総
合
計音楽 

学科
美術 
学科

地域社
会学科 合計 保育科 専攻科 

保育 合計

A 卒業・修了予定者数 84 77 42 203 109 5 114 317

B 就職希望者数 50 59 38 147 92 5 97 244

C 就職決定者数 44 33 38 115 89 4 93 208

D 未決定者数 6 26 0 32 3 1 4 36

C/B 内定率（就職率）％ 88.0 55.9 100.0 78.2 96.7 80.0 95.9 85.2

E 　進学予定者数 12 6 1 19 16 0 16 35

内

訳

専攻科 0 0 0 0 16 0 16 16

研究生 6 0 0 6 0 0 0 6

留学 1 0 0 1 0 0 0 1

大学院進学 4 5 0 9 0 0 0 9

専門学校進学 1 1 1 3 0 0 0 3

F その他進路予定者数 22 12 3 37 1 0 1 38

内

訳

芸術活動を続ける 3 5 0 8 0 0 0 8

次年度も教員・公務員受験予定 2 1 2 5 0 0 0 5

次年度も音楽教室講師受験予定 2 0 0 2 0 0 0 2

アルバイト 4 2 0 6 1 0 1 7

その他・家事手伝い 11 4 1 16 0 0 0 16

（C+E+F）/A 進路決定率％ 92.9 66.2 100.0 84.2 97.2 80.0 96.5 88.6

◆平成27年度就職決定状況一覧
平成28年2月24日現在

本学では、キャリア支援科目を中心に就職支援講座やイベント開催など、さまざまな進路
支援を行っています。進路に関する個別相談や履歴書添削・面接練習も予約制で受付して
います。どうぞお気軽に事務局担当窓口までお越しください。

自分を見つめ直して
私は、幼稚園教諭として内定をいただきました。
就職活動を始める際に、保育園と幼稚園のど

ちらを目指すか悩みましたが、学外実習で幼稚
園に行き、歌や表現など自分の特技を生かし、
クラスの担任として深く子どもたちと関わりな
がら保育ができることがわかり、幼稚園教諭に
魅力を感じて希望しました。

始めにしたことは、自分という人間を見つめ
直すことです。友だちに長所短所を言っても
らったり、今までにしてきた習い事や部活、趣
味、特技などを書きだして自分の強みを見つけ
ました。

さらに、そこから園の教育方針やカリキュラ
ムに合わせて自分をアピールできる点を整理し、
作文対策や面接対策をして試験に臨みました。

就職試験を通して様々なことを考え行動したことは、自分を見つめ直す良
い機会にもなりました。自分の良いところを大事にして、さらに伸ばせるよ
う笑顔を忘れずに春から子どもたちと関わっていきたいです。

短期大学部 
保育科2年

佐藤 菜津美さん

内定先： 
学校法人発寒学園 あづま幼稚園

自分と向き合い、自分らしく
私は札幌市から内定をいただき、公務員保育

士として春から働かせていただきます。公務員
は3、4年で異動があり、自分の経験を積みなが
ら様々な保育施設で自分の力を発揮することが
でき、常に向上心を持って働くことができます。
そのような環境に魅力を感じ目指しました。

面接試験では、とにかく人柄を見られると思
いました。自分を良く見せようと正解のような
答えを考えるのではなく、自分の考えを自分ら
しくこたえることが一番大切だと感じました。
保育に対する情熱や、子どもに対する愛情を面
接官に伝えることができるように自分の考えを
深めてから面接練習を重ねました。試験対策で
自分の保育観と向き合ったことで、保育に対す
る思いがより一層強くなり、春から働くことが

楽しみになりました。
4月からは札幌市に住む子どもや保護者の方々が楽しく幸せに暮らせるよう

に、精一杯頑張っていきたいと思います。

短期大学部  
専攻科保育専攻2年

東 観季さん

内定先： 
札幌市職員 ( 保育士 )
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お知らせ
地域連携・地域貢献 平成27年度の主な実施事業

【東区】
・ひがしく健康・スポーツまつり（詳細はP5をご覧ください）
・タッピー通信（ポスター制作協力）
・北光ぴかぴか子育てフェア（にこにこおんがくたいの演奏）
・丘珠文化祭（演奏）
・健康づくりフェスティバル（音楽療法講座）
・雪まつりつどーむ会場「わくわくタッピーランド」
  ボランティア

【美唄市】
・がんばれ！美術の時間 オオタニアートキャラバンin美唄
・キッズ・アートスクール
・市民教養講座
・まちづくりを担う人材養成講座
・美唄市ハーフマラソン大会Tシャツデザイン

【苫小牧信用金庫】
・「舞曲と民謡の調べ ～バルトーク没後70年を記念して～」
   コンサート

【八雲町】
八雲町観光紹介冊子の制作に協力

八雲町熊石地区の伝説や歴史を紹介した冊
子「8 Beat八雲」熊石版が発行されました。

熊石地区の観光資源の掘り起こしとして、
地域社会学科観光ゼミの学生が昨年から実施
してきた地区住民への聞き取り調査記録が活
用され、冊子の編集にも携わりました。

地元でも知る人ぞ知る熊石の歴史や風土が
紹介されています。

「8 Beat八雲」熊石版は、八雲
町内の情報交流物産館「丘の
駅」や観光施設等で無料配布
されています。

学生×企業の共同開発
「北海道タマネギドレッシング〈トウモロコシ香味〉」発売！

JCI主催「未来を切り拓く人材育成」例会で地域社会学科1年生が企画提案したドレッシ
ングが商品化され、12月25日、（株）北海道バイオインダストリーから発売されました。
　札幌市民に馴染みの深い食材として「とうもろこし」に着目。おみやげとしても手軽で
札幌の魅力が詰まった「トウモロコシ味のドレッシング」が完成しました。

札幌市内各店舗及び新千歳空港売店等で販売されています。

「未来を守ろうプロジェクト」で
　　　　　　  冊子・CMの制作に協力

　若い世代に増えている子宮頸がんの検診促進として同世代の大学
生が自ら考えるという札幌市のプロジェクトに美術学科の学生が参
加して冊子とCM（動画）を制作しました。
　CMは8作品。札幌市のがん検診受診促進キャンペーン期間中（9～
10月）にTVCMをはじめ札幌市内各所で放映されました。冊子は市役
所、区役所、保健センター、保健所などで配布中です。
札幌市ホームページで冊子・動画を見ることができます。
(https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/sikyukeigann.html )

『古楽とは何か　言語としての音楽』 『アントニオ・ロペス 創造の軌跡』 『ジャコメッティ』 『セザンヌの手紙』

著者：
ニコラウス・アーノンクール
訳：樋口 隆一、許 光俊
出版：音楽之友社

我々はバッハやモーツァルト、ベートーヴェンという数百年前の人物
が作った曲と頻繁に向き合うが、彼らが常識であると思っていたことは
現代においても常識であるとは限らない。楽譜の中でも、日本の古文で
出てきた「いとおかし」が「とても可笑しい」ではないというような事
が有る。楽器も現代の物とは違う。クラシック音楽は延々と続いている
ラインの上に居るようであるが、作曲者が意図していたものが伝言ゲー
ムのように少しずつ変化して現在に至っている。本書は古楽を復興させ
た著者により主にバロックから古典音楽における、当時の技法、様式に
ついての深い考えが述べられており、音楽を解釈、演奏するうえで大変
参考になるのではないかと思う。（音楽学科 講師 河野 泰幸）

著者：アントニオ・ロペス
訳：木下 亮
出版：中央公論新社
現存のスペインの画家・彫刻家。展
覧会にて3日間の講演記録

著者：矢内原伊作
出版：みすず書房
アルベルト・ジャコメッティ彫刻
家・画家（1966没）のモデルをつ
とめた矢内原伊作（1989没）によ
る毎夏5年間の制作の記録

編者：ジョン・リウォルド
訳：池上 忠治
出版：美術公論社
手紙なので本人の言葉で潤色無く絵
画論、造形理論が語られている。

作品図録と同時にみるとロペスはジャコメッティに、ジャコメッティはセザンヌにとても大きなものを受け取っている
のが分かる。それぞれ平易な言葉で秘密めかしも無く語られているのだが、私には本当のところがわかったとはいえない
し、あくまで文章の尻馬に乗った程度のものなのだが、作品は10代20代なら文句無しに感動できると思う。

対象をみることかくことのすざまじさの一端がうかがえる。学生もやっていることは同じだ。特に『ジャコメッティ』
は感動的名著、おすすめです。（美術学科 准教授 佐々木 剛）

『国盗り物語』 『ケーキをさがせ！』『ケーキをもってピクニック』

著者：司馬 遼太郎
出版：新潮文庫

著者：テー・チョンキン
出版：徳間書店

私はもともと理系人間で、本どころか文字の並びを見ることさえ苦痛でした。そん
な自分を見かねて高校の恩師の一人が薦めてくれたのがこの本です。以来大の歴史小説
ファンになった自分にとって、この本はある意味で出発点というか、座右の書のひとつ
です。

この本に限らず司馬作品の良いところは、繰り返し読むたびに新たな発見があること
です。この本に出会った当初は、斉藤道三・織田信長という戦国武将の活躍ぶりばかり
に目を奪われていましたが、数年経って読み返すたびに、人の心を掴むとはどういうこ
とか、合理的なしくみがいかに社会を大きく変えうるか等、いろいろなことを考えさせ
てくれます。「故きを温ねて新しきを知る」と言いますが、歴史から何かヒントをつか
みたいと思う方はぜひどうぞ。（地域社会学科 准教授 西浦 功）

2冊とも文字のない絵本で、子どもから大人まで何度でも楽しめる絵本です。私がポーランドに留学し
ていた時に、当時3歳の友人の子どもと拙いポーランド語で話をしながら読んだのが、この絵本との最初
の出会いです。

『ケーキをさがせ！』の方はイヌがネズミに盗まれたケーキを追いかけるというのが、『ケーキをもっ
てピクニック』の方はピクニックの途中で誰かにケーキを盗まれるというのがメインのテーマですが、
それと並行して絵本に登場する動物たちそれぞれにストーリーが展開しています。「早く次のページを見
たい！」「次の展開が気になる！」という気にさせるのが一般的に面白い本、わくわくする本だと思いま
すが、この2冊は「もう一度前に戻って見たい！」と思わせる不思議な魅力があります。保育科のみなさ
んには子どもと一緒に読みながら、大人が気づかなかったことや、思いもよらないストーリーの展開を
楽しんでいただければと思います。（短期大学部保育科 講師 大澤 亜里）

教員オススメの　　　BOOK

学生手作りの
学内ナビゲーション（案内板）が完成
　「情報デザイン研究ⅡA」の授業で、学内ナビゲーション（案内板）
のデザインに取り組みました。学内をフィールドとした調査から問
題の抽出と整理を行い、設置場所の特定やデザインを作成。プロトタ
イプによる検証を経てナビゲーションが完成しました。来学の際は
ぜひ注目してください。



    14

お知らせ

平成28年度の全学行事予定

  4月  

 1日  新入生対象事前オリエンテーション
 2日  入学式
 4・5日  オリエンテーション
 4日  前期授業開講 ( 短大保育科2年のみ)
 6日  前期授業開講 ( 短大保育科2年以外 )
 9日  教職課程履修希望者対象オリエン

テーション（大学）
 16・23日  健康診断
 30日  臨時休業日

  5月  

 2日  開学記念日
 28日 花まつり
 下旬 学生総会

  7月  

 下旬  前期補講期間
 30日  前期終講日

  8月  

 上旬  前期定期試験
 13日  学校閉鎖（～16日）（※）
 下旬  前期追・再試験

  9月  

 上旬  集中講義期間
 12日  後期授業開講 ( 短大保育科2年以外 )
 20日  後期授業開講 ( 短大保育科2年のみ)
 下旬  進路・就職スタートアップセミナー
 下旬  保護者懇談会 ( 地方会場 )

  10月  

 12日  札幌大谷学園開学₁₁₀周年記念式典
 22・23日  橙丹祭 ( 大学祭 )

保護者懇談会 ( 札幌 )
 25日  別院報恩講・大学報恩講（予定）

  12月  

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

  1月  

 5日  後期授業再開
 24日  大学生対象進路・就職フェア
 下旬  短大生対象進路・就職フェア
 下旬  後期補講期間
 下旬  後期定期試験
 30日  後期終講日

  2月  

 中旬  後期追・再試験
( 短大保育科1年以外 )

  3月  

 11日  学位記・修了証書授与式
 下旬  後期追・再試験

( 短大保育科1年のみ)

（※）学校閉鎖期間は校舎の利用はできません。

予定を変更する場合は学内掲示版で随時周知い
たします。

図書館ホームページ
リニューアルのお知らせ

平成27年10月、図書館ホームページをリ
ニューアルしました。従来のホームページ
を全面的に見直し、また、新たに「おおたに
の本棚」コーナーを設け、本学関係者の「お
すすめ本」を随時ご紹介しております。今
後もより一層ホームページの内容充実に
努め、図書館の情報を発信して参ります。

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

教育後援会からのお知らせ
平成28年度教育後援会総会
本学教育後援会は毎年4月に定期総会を開催
しております。会員の皆様が集まる貴重な機
会となりますので、多数ご出席くださいます
ようご案内申しあげます。

（教育後援会会長　齊藤 香織）

日 時 平成28年4月2日（土）14：35（※）

場 所 大谷記念ホール

議 案 １ 役員選出
２ 平成27年度収支決算報告
３ 監査報告　

４ 平成28年度収支予算案
５  その他

⑴ 平成27年度就職状況について
⑵ 保護者懇談会について

※入学式終了後の開催のため、開始時間が多少前後することがあります。

教員の教育・研究・社会活動について
これまでマイトリーに掲載していた教員の教育・研究・社会活動は大学ホームページでの公開に移行することになりました。 

平成27年度の実績は9月公開予定です。（情報公開資料 http://www.sapporo-otani.ac.jp/outline/joho/）

第5回札幌大谷音楽コンクール実施報告
平成27年11月8日、大谷記念ホールにおいてコンクール本選会を開催しま

した。これまでの小学校高学年から高校までの部に加え、今回から新たに大学・
一般の部を設けたことで、より多くの方にご参加いただけるようになりました。
本選には総勢46名の皆さんが出場され、素晴らしい熱演を披露してくれました。
改めて、深くお礼申しあげます。

これからも、皆さんの素晴らしい演奏に出会えることを、大いに期待してい
ます。

 （札幌大谷音楽コンクール実行委員長　千葉 潤）
【優秀賞 受賞者】

ピアノ
部門

中学校の部 山田 愛実さん ブラームス／《ラプソディ》op.79 -1

高等学校の部 三本木 力哉さん ベートーヴェン／ソナタ《熱情》op.57第3楽章

声楽部門
高等学校の部 平川 帆乃夏さん ドニゼッティ／オペラ《連隊の娘》より「さようなら」

一般の部 工藤 美里さん ドニゼッティ／オペラ《ドン・パスクワーレ》より「あの騎士のまなざしは」

管弦打楽器
部門

中学校の部 中村 洋太さん ラロ／《スペイン交響曲》

高等学校の部 永井 彩澄さん ジョリベ／フルートと弦楽オーケストラのための協奏曲

※作曲部門、電子オルガン部門は、優秀賞該当なし

卒業生からの寄贈（ピアノ）
音楽科第20期卒業の西河一美さんよりピアノを寄贈していただきました。
このピアノはドイツメーカー「August Forster」のModel SuperC Chippendale Styleの2ペダ

ルのアップライトピアノで、力強く明るい音色が特長です。ヨーロッパではよく見かけますが
本学には初お目見えのメーカー。古典ものの楽曲の音色の勉強に使用させていただきます。あ
りがとうございました。

札幌大谷大学紀要第46号（平成28年3月刊行予定）

No 執筆者 タイトル

論
文

1 巌城 孝憲（学長） 教行信証における涅槃教の研究（続）

2 グレブ・ニキティン Circles of Bartok

3 吉田 徹也 トーマス・マン「ドクトル・ファウストゥス」の謎再び
-シェーンベルク・アドルノ・マンのコンステラツィオーン-

4 森田 克己 周期関数を適用した幾何学模様生成システム2の構築

5 堀 じゅん子 浮世絵版画と時事的情報　-国芳と広重の場合-

6 平岡 祥孝 近年のEU酪農部門に関する一考察

7 荒井 眞一、勝谷 友一、
酒井 義信

古典経済学における理論的枠組みに基づいた
地域研究の教材化

8 北郷 裕美 マス・メディアとの連続性から見るコミュニティ放送
パーソナリティ・モードのシフトの可能性試論

9 砂田 眞理子 ピアノ初心者の心を開くポリフォニー曲の価値
-入門教則本研究-

作
品

1 松隈 康夫 笑うかどには（3種）、　笑門来福

2 山川 真一 YOKOHAMA・2015、SAPPORO(night)・2015、
TOKYO・2015

3 鳥宮 尚道 成形合板による椅子

「札幌大谷学園附属音楽教室」が4月開設！

　札幌大谷学園では、4歳児から小学校低学年の子どもを対象に音楽教室を開設することになりました。ピアノとソルフェー
ジュが一体化した総合的音楽教育システムで、子どもたちの「音楽の力」を伸ばします。



今のあなたに真似をしたくなるスターはいるだ
ろうか。

小学５年生の頃、筆者にとってのスターはブ
ルース・リーだった。同じ映画を繰り返し見るこ
とはできなかったが、親に頼んでサントラ盤レ
コードを買ってもらった。ブルース・リーの髪型
や表情を真似し、上半身裸でお手製のヌンチャク
を振り回しながら「怪鳥音」を叫んでいた。マッ
トレスの上で飛び蹴りもした。中学生になると、
ませた友人の影響を受けビートルズに熱狂した。
なんとかマッシュルーム・カットに近づけようと
し、なぜか映画『レット・イット・ビー』でポー
ル・マッカートニーが着ていた黄色いシャツとベ
ストに強烈に惹かれた。しかし、エレキ・ギター
やベースを手に入れることはなく、家族所有のク
ラシック・ギターを抱えて弾く真似をするだけで
満足していた。大学生になってからは、哲学者 L．
ヴィトゲンシュタインが自分にとってのスターと
なった。主要な著作や伝記を読み、その断章のス
タイル（と言っても翻訳にすぎないのだが）を真

似してみた。もはや頭髪の真似をすることはな
く、哲学者になりたいとも思わなかった。

スターはこちらの存在など知らない。こちらの
存在に気づかず、承認も与えてくれない。実際こ
れらのスターは筆者が熱狂したときには、みなも
う既にこの世にはいなかった（ポールは健在だが
ビートルズはとっくに解散していた）。それでも、
あこがれのスターを勝手に崇拝し、熱狂し、模倣
をした。模倣してスターになりきろうとすると
き、自身を超えてスターの身になる喜びにあふれ
ていた。たとえば、お互いを認め合う関係が人間
関係の理想型であるとすれば、これは一方的な思
い込みの関係である。

好きなアイドルは別にいた。中学生の頃はピン
ク・レディーを、大学生の頃はおニャン子クラブ
を好きだった。今は Perfume がお気に入りであ
る。しかし、彼女たちの振り付けや歌やダンスの
真似はしたことがない。能力的に真似できないと
いうこともあるが、アイドルたちに対しては純
粋にあこがれるのではなく、どことなく評論家め

いた眼で見てしまうのだ。握手会などを通じて１
ファンでも会うことが出来たり、ファン投票に
よってレギュラーメンバーに選ばれるかどうかが
決まるような昨今のアイドルは、ファンによる承
認を求めて必死な様が見えてしまい（それも演出
なのだろうが）、崇拝の対象たりえない。純粋な
あこがれは対象との距離を必要とするのである。

人にはスターに純粋に熱烈にあこがれる時期が
ある。そして、その模倣に熱狂するときは幸福な
ときでもあるのだ。

スターとアイドル　社会学部地域社会学科 准教授　西脇 裕之

学部生の頃、卒業式を終えた先輩たちが研究室
で宴をしているのを聞きつけて合流しました。
続々と人が集まり先生方も含め大所帯になりまし
たが、宴も闌、そろそろ御開きという時に修士課
程を終えた韓国からの留学生が目に涙を浮かべて
いました。その涙は卒業や別れが寂しいといった
ものではないことは誰から見ても明らかで、みん
などうしてよいかわかりませんでした。

そんな中、今日は抱えているものすべて吐き出
していいんだよと先生が促し、彼女は絞り出すよ
うに言ったのです。「私は国のためにここに来た」
と。

当時の韓国経済はアジア通貨危機の影響を受け
大変な時期でした。母国のために何かしなければ
ならない、そういった使命感を抱えての留学だっ
たことを初めて知り驚きましたが、同時にその場
にいた我々にとっては「デザイン」との対峙、意
識が改まった瞬間でもありました。彼女はその後

に韓国の大学で教壇に立ち、韓国ソウルはデザイ
ンを通じた暮らしの質向上を目的とした政策を掲
げ市長直轄のデザイン本部を立ち上げます。その
活動は韓国の地方都市に浸透していきました。

韓国を代表する企業にサムスンがあります。会
長が長期療養しておりその勢いに陰りが見えつつ
あると報道されますが、世界を代表するまでに急
成長した企業です。その経営改革については多く
のメディアで取り上げられていますが、その中で
改革の大きなきっかけをつくった人物として日本
人デザイナーの名前が挙がります。その方は、サ
ムスン電子から当時のデザイン部門の顧問を依頼
されましたが、デザインに留まらず多方面につい
て分析し問題点を指摘しました。その報告を見た
会長は怒り、「妻と子供以外のすべてを変えろ」
という言葉を発し社員に大きな意識改革をするよ
う訴えたことは有名な話です。この方とは数々の
プロジェクトをご一緒させてもらいました。サム

スンのデザインへの姿勢についても教えてもらい
ました。一つだけ紹介しますと、世界で最も規模
の大きいデザイン見本市としてミラノ・サローネ
がありますが、サムスンの会長は自ら赴き視察を
行っています。デザインが経営資源であると認識
し、深い理解を示している証拠です。日本の大きな
企業のトップがこのようなデザインの展示会を毎年
視察しているという話は聞いたことがありません。

これからの暮らし、文化、社会、新たな価値創
出について、我々はより高い関心と意識を持って
取り組むべきではないでしょうか。

意欲をもって　芸術学部美術学科 講師　鳥宮 尚道
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