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札幌大谷大学は進化します！
 学長　髙橋　肇

2012年度より開設した社会学部地域社会学科は9年目を迎えました。

第一期卒業生から就職率100％を維持し続け、地域で活躍し地域に貢献

する人間の育成に取り組んでまいりました。2019年度には学科の専門

性をより明確にするために、「地域マネジメント」「地域行政」「地域福祉」

「まちづくり総合」の「４つの履習モデル」を導入しました。2021年度よ

り、卒業後の出口保証をより確実なものとするためにさらに専門性を

明確にし、「４つのコース」を導入いたします。「行政法律コース」「経済

経営コース」「教育福祉コース」「観光メディアコース」の４コースです。

これまで培い育ててきた地域社会学科の教育内容の専門性を踏まえて

さらなる進化をめざします。

美術学科では2019年度より開設した「ファッション・デジタルファブ

リケーション専攻」がいよいよ本格始動いたします。「グラフィック・イ

ラスト専攻」「情報・プロダクトデザイン専攻」もさらなる進化をめざし

ます。

音楽学科では2019年度より開設した「音楽総合コース」が新たな展開

をみせ、さらに「作曲コース」が新たなジャンルへの挑戦と新しい時代

の音楽クリエイションをめざして大きく進化しようとしています。

短大保育科は短大2年間での教育内容をますます進化させると同時に、

専攻科まで一貫した四年一貫のカリキュラムへと進化させることで他

の四年制大学保育科よりも専門性が高く、よりリーズナブルな教育を

提供できる保育科へとさらなる進化をめざします。

札幌大谷大学はますます進化いたします。



芸術学部 
音楽学科

教授

三山 博司

音楽学科卒業生のみなさんへ
音楽学科を卒業するみなさん、おめでとうございます。ここ札幌大谷大学で学ばれたみなさんが、無事にご卒業され
ることを担任としてとてもうれしく思います。４年前に入学された当初は、どこかまだ子供っぽさが抜けきっていな
いという印象でしたが、この頃はもう一人前の大人として成長した姿を学内で見かけるにつけ、月日の経つのは早い
ものだと感じます。
みなさんの人生は１日で例えればまだ“夜明け”です。これからの長い人生において札幌大谷で学んだ月日を自分の
肥やしにできるようにしていただければと思います。充実した学生生活だった人も決してそうではなかった人も全員が、
ぜひここで過ごした年月が活きるような“これから”を送られることを願って止みません。

社会学部 
地域社会学科

教授

梶井 祥子

「想定外の波も乗り越えて」
卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。
この時期になると、いつも自分が大学を卒業した時のことを思い出します。経済は低成長期に入っていて、先の見えない将来に不安と期待
が交錯していました。あの頃の私に声をかけるなら、「人生は想像以上にタフなものだ」と教えるでしょう。想定外の困難には何度も遭遇しま
した。しかし、必ず乗り切る道がありました。だから、恐れることなく大胆に進めばよかったのです。若い頃の私は、少し臆病すぎました。
未来社会で生きる皆さんは、これまで以上に大きな変化を経験するでしょう。あらゆる分野での技術革新、環境問題、グローバルな人々と
のつながりなど、まさに時代の分岐点に立つことになります。心からのエールを送ります。
大学は卒業後にこそ『意味』を持ちます。そこは、いつでもつながることのできる場所なのです。楽しい時でも辛い時でも、迎える準備はで
きています。安心して大海へ漕ぎ出してください。

芸術学部 
美術学科

准教授

佐々木 剛

美術学科卒業生のみなさんへ
ご卒業おめでとうございます。また、学生生活を支えてくださった保護者の皆様、心よ
りお慶び申しあげます。
長いようで短い４年間、皆さんにとってどのようなものでしたか。
美術について学び、考え、お互いに刺激しあい研鑽を積んできた中で成功や失敗、様々
な苦労を積み重ね、人間的に大きく成長されました。手元の入学時個人写真で見比べると,
大人の貌になっているのが良くわかります。
制作や美術史を学び「成功」と「失敗」は相反しない事を実感されたと思います。
不易流行も同様に相反せず新しい価値を創造するための言葉です。
卒業してからが本番です。４年間の学びを糧にそれぞれの道を切り拓いてください。
お元気で。 「北棟の窓辺 下4号」

芸術学部 
美術学科

准教授

島名 毅

「デザインするということ。」
「デザイン」とは何か。というお題で最初に授業をしたことを覚えていますか？
みなさんは4年間を通して、様々な表現方法に触れ、訳のわからない課題に対しても自分なりの答えを探し、カタチにする術を身に
つけてきましたが、それは、すぐに社会で役に立つものではないでしょう。なら、なぜこんなことをやっていたの？と疑問に思うかも
しれませんが断言します。困難な壁にぶつかった時、大学で学んだことを一から振り返ってみてください。そのものズバリというも
のはないかもしれませんが、必ずヒントが眠っているはずです。
復習がてら書いておきますが、「デザイン」とは「生活を豊かにすること。」です。これは、どんなことにも応用できる考え方です。生
活を豊かにすること、それは自らの進む道を整備しながら社会を生き抜く知恵でもあります。それを皆さんは既に持っています。
小手先の技術で満足することのない、デカイ人間になることを期待しています。

短期大学部 
保育科

教授

柘植 純一

卒業するみなさんへ
ご卒業おめでとうございます。入学からの2年間、勉学を支えてくださった保護者の皆様には心より感謝申しあげます。
現代の日本の保育では、子どもの主体性・自発性を大切にし、自分の頭で考える力、独自性を育てることがとても重要です。そのた
めには、個人を尊重すること、多様性を大切にすることが何よりも重要です。同じ種類の木の葉でも1枚ずつ形も大きさも異なり、全
く同じものは1枚もないのと同様、人間の子どもも全く同じ子どもは一人もいません。一人ひとりみんな違うのが当たり前です。
みんな違うから幼稚園・保育園は楽しいし、だからこそお互いに刺激を受け合い学び合えるのだと思います。授業で紹介した絵本「み
んなおなじでもみんなちがう」を意識しながら子ども達と向き合っていただけることを願っています。
嬉しいこと、辛いことがあったとき、行き詰ったとき・・・いつでも大学を訪ねてください。健康には十分に気をつけてご活躍ください。

短期大学部 
保育科

准教授

岡 健吾

これから旅立つ皆さんへ
皆さんと出会ってからの2年間、私が皆さんと共有したい！と半ば一方的に願ってきたのは「感性を拓く」ということでした。自分
自身を差し置いて語るのはお恥かしいですが、「感性」とは意図的に“磨く”ということ以前に、“瞬間(刹那)に湧き起こる”ものではな
いだろうか？と思うのです。それは、自分自身をいま存在する空間と瞬間にぶつけることによって初めて自身の源泉から湧き拡がる
ものだと。「感性」を拓き、自他を交感する。そうした気づきを得られれば、周囲や他者のせいにすることなく、もちろん自分自身のせ
いにすることもなく、大概の事は受け入れられると思うのです。他者を受け入れると自身が自由になり、自由になると既に他者を許
しているもので、他者と自分自身を受け入れると新しい出会いが訪れるものです。その繰り返しが待っているから、人生は面白い。
これから、「感性」が拓きまくっている子どもたちと向き合う皆さん、様々な期待をもって社会に旅立たれる皆さん、それぞれ一期
一会の出会いを大事に、また私とも心を寄せて交感できる機会があるといいな、と願っています。皆さんの旅立ちを心から祝福します！

短期大学部 
専攻科保育専攻

教授

清水 郁太郎

新棟から羽ばたく！
４年前、担任として皆さんの学生生活のスタートを共に晴れがましい気持ちで迎えました。短大の忙しい２年間を元気いっぱいに
過ごし、さらに深い学びを求め専攻科の道へ進んだ６人は皆、熱いハートの持ち主でした。地震で校舎が被災し専攻科１年の後半は
不便な環境でしたが、皆さんの明るさと行動力は大きな救いとなっていました。僕が担当の授業で作った大型遊具は、６人それぞれ
のアイディアでユニークな仕掛けや遊びをたくさん取り入れた超力作で、作品展間近には何日も夜まで残って頑張り完成しました。
今は、保育科子育て支援センターんぐまーまの大人気コーナーとなっています。何年かしたらまた覗きに来てください。
専攻科２年生の修了研究では、各自のテーマで保育に関する問題を探求し、苦労しながらも立派な成果を上げていました。この機
会に持つことができた自分なりの視点をこれからも大いに生かしてください。保育科新棟の最初の修了生となりますね。保育者とし
ての充分な力と人間としての魅力をたっぷり増した皆さんの旅立ち、本当に輝かしいです。修了おめでとうございます！
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卒業するみなさんへ



芸術学部 
音楽学科 
管弦打楽コース 4年

清水 彩会

多くを吸収した4年間
私は『音楽が好き』という気持ちだけで札幌大谷大学に入学し、音楽を勉強することを

決めました。授業やレッスンを通して、知識と技量をできる限り身につけようと努力し、
この4年間で先生方や先輩方、同期後輩との本番も多く経験することができました。
その集大成として、今年度の音楽学科の定期演奏会で、ソリストとしてオーケストラの

前に立ち、自分の今できる最大限の音楽を表現することができたと思います。
共に高めあった同期、沢山ふざけて笑いあった後輩、一からアンサンブルを教えてくだ

さった先輩方、指導してくださった先生方、そして好きなことを思う存分やらせてくれて
いる両親に感謝の気持ちでいっぱいです。４年間ありがとうございました。

芸術学部 
美術学科 
油彩専攻 4年

久末 眞紀子

二度目の学生生活
私は退職後の７年間、タイの高校と大学で日本語を教えていました。大学院の進学を考

え修士論文のリサーチをしていたところに、アラスカの友人からアートスクールに入学す
るとの連絡が入りました。
胸に響くものがありました。旅で立ち寄るのは遺跡や美術館であり、絵を描いてみよう

と思ったのです。すぐに帰国し、札幌美術学園を経て札幌大谷大学に編入しました。
この２年間、若者たちと絵画の基礎を学び、彼らの新鮮な感性に感動する毎日でした。

小説家が言葉を連ねて自分の世界を創るように、私は絵で自分の世界を創りあげたいと思
うようになりました。ご指導いただいた各分野の教授陣に心から感謝いたします。

社会学部 
地域社会学科 4年

白川 雄策

さまざまな出会いと経験から得た気づき
札幌大谷大学で過ごした４年間は、とても充実していました。ボランティア、教育実習、

ゼミや野球部での活動などを通して、様々な人と出会い、色々な経験をさせていただきま
した。人との出会いや経験は、私に多くの気づきを与えてくれました。特に、高校時代ま
での私は、受動的な学習が中心でした。しかし、社会学部での学びは、主体的かつ対話的な
授業が多かったため、大学での学びを通して物事に取り組む姿勢について深く考えさせら
れました。
また、大学生活の大半を過ごした野球部での活動は、苦しいことも非常に多かったので

すが、人間的に成長することができました。成長する機会をいただいた社会学部の先生方
や、大学の皆様、そして仲間たちに深く感謝申し上げます。

短期大学部
専攻科保育専攻 2年

古田 睦実

自分と向き合い続けた4年間
私にとって札幌大谷大学での4年間は自分と向き合い続けた4年間でした。
専攻科は少人数での講義のため、自分の考えを相手に伝える機会が多く、他の人の考え

にも多く触れました。その分最初は、仲間とぶつかることも多かったのですが、対話を通
して専攻科の絆は深まり、そのおかげで、大学祭で模擬店を出した時には、最優秀賞を獲
得することができました。
また、専攻科1年の時に行った市立幼稚園実習で見た、保育者が子どもたちの好奇心を

高めるような環境作り、声掛けが印象に残っています。就職後は市立幼稚園で体験したよ
うに好奇心を高められるような環境を考えて保育をしたいです。
自分の強み、弱みと向き合い、成長できる環境を与えて頂き、先生方、専攻科の仲間たち、

本当にありがとうございました。

短期大学部 
保育科 2年

道政 未来

保育科での学び
私にとって札幌大谷での２年間はとても充実した時間でした。
授業や実習は忙しく大変な時期もありましたが、日々の授業ではクラスメイトと意見

を交換し、周りの思いを知ることで自分の保育に関する考えを深めることができました。
また、実習の中でも特にグループ実習では、周囲と協力することで1人では取り組めな

いような保育に挑戦でき、それを実際に保育者の方に見ていただくことで、大きな学び
につながったと感じています。
ぷりてぃ劇場では、時には仲違いすることもありましたが、協力して一つの舞台を作

りあげた時の達成感とミュージカルの楽しさを知ることができました。
今まで支えてくれた先生方、友人、家族には心から感謝しています。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



  3  

「たがりな!!」最終回の収録の様子

2019年度 後期
ピックアップレポート 秋・冬
全 学

学生食堂 Rapporti で期間限定の“夕食フェア”を行いました
学生食堂	“Rapporti”	を運営する㈱リエイにご協力いただき、2020年1月14日（火）から1月20日（月）までの試験期間前、レポート制作や練習等で
遅くまで頑張っている学生の皆さんを応援するための“夕食フェア”が開催されました。
【夕食フェア】Rapportiは通常お昼時間のみの営業ですが、フェア期間中は特別に18：00～19：00、毎夕『和・洋・中』バラエティ豊かな2種
類の日替わりメニューが提供されました。自主練習や課題制作に頑張っている学生たちに大好評で、売り切れとなる日もありました。

【アンケートの声】
●カツミートスパおいしかったです！夜にも食堂営業してく
れてありがとうございます（専攻科保育専攻	2年)

●とてもおいしかったです。毎日やってほしいですが“限定”
というのが良いです。（美術学科	2年）

●テスト期間間近でフェアしてくれるのはありがたい。（音
楽学科	1年）

●チーズをたくさん使用したもの、とてもおいしかったで
す！また食べたいです！（保育科	1年）

●4年目にして初めて利用しましたが、もっと前から利用し
ておけばよかったです。美味しくて安くてとてもありがた
いです。ごちそうさまでした！（美術学科	4年）

●大変おいしく満足できました。これからも引き続きやって
ほしいです。（地域社会学科	1年）

札幌大谷大学プレゼンツ
「たがりな！！」シーズン2 放送終了
「たがりな！！」シーズン2が、2019年11月28日（木）を持ちまして放送終了いたしました。
ご愛聴いただいた皆様、ありがとうございました。
「たがりな！！」は、企画・制作・キャラクターデザイン・声優・音楽制作のすべてを本学
の学生プロジェクトメンバーが担当したラジオ番組です。（FM	AIR-Gʼ	SCHOOL	OF	LOCK!（ス
クール・オブ・ロック！）内にて放送。）2018年度にシーズン1が放送され、好評を博し、今
年度にシーズン2を放送いたしました。
橙丹祭では、「たがりな！！」カフェを出店し、多くのリスナーの方々にお越しいただきま
した。
インターネット上で、過去の放送を聴くことができます。ぜひ「たがりな！！」で検索し、
学生が一丸となって作りあげた作品をお聴きください。
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2019年度 後期
ピックアップレポート 秋・冬
全 学

第51回橙丹祭（トウタンサイ）
今年の第51回「橙丹祭」のテーマは『White』。昨年50回

目という節目を迎え、もう一度まっ白な気持ちで大学祭を楽
しもうというテーマをかかげて、に10月5日(土)・6日(日)
の2日間開催されました、期間中807名の方にお越しいただき
大盛況のうちに終了しました。『流れ星』『リクロジー』さん
がゲスト登場した豪華お笑いイベントや、道内地域とコラボ
した模擬店と展示が楽しめる「社学祭」、野球講談と音楽の
コラボレーションが好評だった「Otani	Music	Festival」、そ
の他	「Otani	Art	Museum」	「キッズフェスティバル」など各学
科の作品や発表が楽しめる企画が盛りだくさんの大学祭とな
りました。

中華人民共和国雲南大学
との交流
雲南は中華人民共和国の南西端に位置する省の一つで、南部はベトナ

ムやラオスに国境を接しています。25の少数民族が暮らす多種多様性に
富んだ地域であることから、かねてより日本の研究者の関心も高く、日
本文化の源流地としても知られています。私たち札幌大谷大学訪中団（教
員4名・学生5名）が赴いたのは、雲南省昆明市にある雲南大学滇池学院
という学生数2万1千人規模の独立大学です。中国の独立大学は日本の私
立大学に近いと言われていますが、滇池学院の場合、その名が示すよう
に国立大学の雲南大学が資金の一部を拠出して設立した大学です。
訪中の目的は、本学との芸術交流に意欲的な滇池学院との間で、互い

の教育研究内容を紹介するとともに、様々な交流プログラムを試行する
中で、どのような事業が可能なのか、具体的方策を探ることです。滇池
学院芸術学院からは少数民族アートや水墨画といった個性的な教育活動
を紹介していただき、大いに感銘を受けると同時に、本学が推進してい
るグリーンツーリズム事業「農たび」との連携可能性も高いと実感しま
した。
この他に、私たち訪中団が参加した交流プログラムは二つあり、その

一つは雲南省の大学で日本語を学んでいる中国人学生の成果発表会「歌
と朗読の会」です。驚いたのは中国人学生の日本語運用能力の高さです。
聞けば、子どもの頃から日本のアニメーションに親しんできたとのこと。
訪中団の学生も着物姿で「北海盆唄」の由緒と踊りを披露しましたが、
日本人の学生が発表する珍しさもあってか、大勢の中国人学生が盆踊り
の輪に加わり、会場内は熱気に包まれました。
二つ目の交流プログラムは、昆明市の藤沢交誼館で行われた「日中学

術交流会」です。ここでは日中双方の教員と学生が日頃の研究成果を発
表しました。印象に残っているのは、中国の大学院生が発表した江戸時
代の日本の思想家に関する研究で、私たちでも知らないことを突き詰め
て研究しており、本学の学生たちもかなり刺激を受けたようです。
この度の訪中では、雲南大学滇池学院学院長の馬先生はじめ、日本語

学院の高先生には大変お世話になりました。訪中の目的を達成できたの
も、先生方のお蔭と深く感謝しております。この交流の成果を踏まえて、
本学の国際交流事業が一層発展するよう微力を尽くす所存です。

（文責：社会連携センター長　森　雅人）

	 	

公式Twitterやってます 
「札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部」
公式Twitterでは、本学学生の活躍の様子を、
日々積極的に取りあげています。今までホー
ムページなどではあまりご紹介できなかった
学内イベントの様子や、学食のメニューなど
も写真付でツイートしておりますので、ぜひ
ご覧ください。	

企業研究フェア＆進路・就職フェア
●企業研究フェア
12月4日（水）、大学３年生を対象に『企業研究フェア』を開催しました。
第1部は就職活動についてのガイダンスを行いました。参加した学生は3月1日の

就活解禁までに行っておくべきこと、企業選びの視点、イベントの活用方法につい
て改めて確認ができました。
第2部は11の企業・団体の人事採用担当者を招いて業界・企業の研究会を行いまし

た。3年生にとっては、人事採用担当者と接する初めての機会でもあり、参加した学
生は各ブースで真剣な表情でメモを取りながら話を聞き、積極的に質問を行ってい
ました。

●進路・就職フェア
１月27日(月)に保育科1年生を対象に『進路・就職フェア』を開催しました。
第１部は、卒業生でもある学校法人新善光寺学園しろいし幼稚園太田真理園長先

生を講師に招いて、講演会を行いました。幼稚園現場での楽しいお話の中から、学
生たちは多くの学びを得ることができました。
第２部は、２年生の進路決定者16名が登壇し、パネルディスカッションと座談会

を行いました。先輩たちの進路決定、就職活動についてのお話は終始、和やかな雰
囲気で進行しましたが、時折真剣な表情も垣間見られました。
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「こうもり」の一場面

広報もとてもしっかりしており、今
年はSNSの活用が多く、それを追って
いくと本番が近づくに連れ、色々見え
てくるという仕掛けも施されていまし
た。仕掛けが気になる方は、ぜひチェッ
クをしてみてください。（Twitter：@
otani_opera2020、Instagram：otani_
opera2020）チラシ、ポスターのデザイン
も2演目を上手に組み合わせており、今回
の舞台の様に、スッキリとハッキリとし
たものに仕上がりました。 『魔笛』（夜の女王）と、『こうもり』が

組み合わされたポスターデザイン。

音楽は、初の試みで、全てオーケストラで行いました。今後、オペラ制

作演習という名で、オペラを上演して行く予定ですが、その先駆けで、作曲

科の学生2人に編曲をお願いしました。音合わせが少なかったにもかかわら

ず、指揮者の鎌倉先生の下、物凄い集中力で、歌と自分達の演奏にしっかり

と耳を傾けて、生き生きした音楽となりました。

音楽学科によるオーケストラ

オペラは、歌う声のキャラクターが決まっている為、誰でもその役が歌

える、という訳ではありません。そのため、則竹先生にもご協力頂き、3

年生を中心にして、今回は1年生から4年生、研究生も含めてキャスティン

グしました。先輩の背中を見て学ぶ者、誰かが休みの時は、代役を務める

等、一緒の舞台を作るというコミュニケーションが生まれていました。台

詞も稽古を重ねる度に上手くなっていき、舞台上では、それぞれの役で生

きるという演じ手としての姿勢が、感じられる舞台になったと思います。

転換も両学科の学生が協力しあい、スムーズに出来ました。

本番まで持っていくために奮闘した両学科のインスペクターの方々、本当

にお疲れ様でした。全てが一瞬の為に、全エネルギーを注ぐ舞台芸術は、誰

かが1人欠けても出来ないものです。今回は、本当に最後まで全員が頑張り

ました。今後もそれぞれの特質を活かし、集中力と持続力とひらめきを持っ

て成長していけるよう、さらに発展させていきたいと思います。

共同制作演習A〈舞台〉
2020年1月16日(木)、大谷記念ホールにて、共同制作演習Ａ〈舞台〉の発

表が行われました。音楽学科・美術学科の教員からそれぞれコメントを頂き

ましたので、紹介いたします。

音楽学科 准教授 針生 美智子先生からのおはなし
	共同制作演習は札幌大谷大学芸術学部ならではの科目であり、全15回の

授業の中で3年生が中心となり、舞台のコンセプトを決め、プレゼンを行い、

音楽稽古、立ち稽古、オーケストラ稽古、製作、合同の通し稽古をして、一

緒に一つの作品、舞台を創るというものです。今年度は初の試みで、『魔笛』

『こうもり』のダブルビルを行いました。2つの物語をほとんど転換なしに、

工夫して繋げてくれた美術学科のアイディアには脱帽でした。

『魔笛』の舞台美術の世界観はとてもファンタジー性のあるものとなりま

した。映像から大蛇や人間に変わったり、舞台の壁から笛や鈴、人が出てき

たりといった、非現実的な要素を上手く表現してくれました。また、舞台上

の月がとても美しく、夜の女王の頭に乗せた月は見事な出来映えでした。

背景の映像から大蛇が飛び出してくる一幕。 頭上には大きな月が

『こうもり』では、『魔笛』で象徴的だった月が時計に変化。美術学科の学

生がメイド服で転換を行うことで、舞台は流れるようにパーティー会場に一

変しました。沢山のアイディアが散りばめられながらも、転換方法を工夫す

ることでスッキリとした舞台に仕上がりました。

『こうもり』の一場面。頭上の月は時計に、背景のスクリーンはパーティー会場の壁に早変わり。
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美術学科 准教授 島名 毅先生からのおはなし
共同制作演習A＜舞台＞は札幌大谷大学の音楽学科と美術学科が共同してひとつの舞台（オペラ）をつくる授業となっており、今年で8年目を数える名物授

業です。今まで夏に行われてきた公演ですが、はじめての冬公演ということもあり、今までにない広報活動として食堂とのコラボレーションや変化するポス
ター、WEBサイトにSNSとあらゆるメディアを駆使し、当日の2020年1月16日（木）は、満員御礼となりました。
公演は「ウィーンの風」と題し、同じ地で生まれた「魔笛」と「こうもり」2つの演目をひとまとめに発表するという一風変わった趣向となりました。2つ

の違う作品をどのようにしたらひとつの舞台で展開することが出来るか考えた結果、ミニマムながら変化を与えることで雰囲気をがらりと変える仕組みを考
案しました。
ストリングカーテンやゴムを使ったシンプルな舞台装置は、スクリーンからカーテンへとカタチを変え、モノクロを基調とした衣装はカラフルなドレスへ。

一瞬にして華やかな転換は驚きとともに、面白い演出だったとご好評いただきました。
練習ではボロボロだった演目を最終的に完璧といっていいところまで押し上げた、学生たちの頑張りは素晴らしいもので、最高の結果となりました。

美術学科 卒業制作展2020を開催しました。
令和2年1月22日（水）から26日（日）、札幌市民ギャラリーにて美術学科卒業制作展を行いました。
油彩、日本画、版画、立体、写真・映像、グラフイックデザイン、情報デザインの７分野でそれぞれの専門性を高めた学生が各自のテーマ、表現方法を模索し、

作品として結実させるべく日々多くの時間と努力を重ねてきました。
展覧会のテーマや作品制作、内容はもちろん、会場レイアウトや広報の印刷物まで全て学生の実行委員を中心に取り組みました。この大きな取り組みが4年

間の集大成としてだけではなく、今後それぞれが進む道への第一歩になったことと思います。
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身をもって感じる
 ボランティアの大切さ
  （ボランティア実践）
大学生としての社会との最初の接点
地域社会学科では必修科目として、1年生の夏休みにボランティア実践の

授業があります。ボランティア活動を通じて地域社会の抱える課題やボラ

ンティア活動そのものの課題について理解し、原因について考え、解決策

の提案を試みる実践的な授業です。

ボランティアといっても学生によってイメージもバラバラですが、1年生

前期のボランティア論でボランティアの意義や意味を学んでいることもあ

り、スムーズに実践に取り組むことができています。学生たちは野外フェ

スや若者活動センター、ネコの保護施設や自然体験活動など、20箇所ほど

あるボランティア受入団体から自主的に活動を選択し、平均4日間ほどボ

ランティアとして参加します。実際のボランティア活動では利用者と触れ

合ったり、イベントのお手伝いをしたり、団体の方からお話をきいたりと

関係者の皆様のご協力により貴重な体験をさせて頂いています。これら貴

重なボランティア体験は報告会を通じて、学生と教員全員が学びを共有し

ます。ボランティア体験での学びを文章化しプレゼン資料にすることで、

自分自身をふりかえる機会になっています。

この報告会は大学生活で初めて地域社会学科の同学年にプレゼンする機

会であり、グループメンバーで分担して資料を作成し、発表を成し遂げる

トレーニングでもあります。初めて人前でプレゼンする学生も多く、緊張

気味に発表している姿が印象的でした。学生一人ひとりが主体的に活動を

選択し参加することで学び、資料を作り発表することで体験をふりかえる

という一連の流れは、地域社会学科の学びの特徴であると言えます。学生

達はこの学びを基礎として2年生のインターンシップ実践や学外活動で大学

と社会を行き来しながら、少しずつ社会人に必要な知識や技術、心意気な

どを体得していきます。そして3年生になると専門ゼミを選択し、自分がこ

れまでの体験から深めたい分野を選択し卒業論文に仕上げていくわけです。

地域社会学科では、専門知識を深める授業と実際の現場を知るフィール

ドワークの両方に力を入れています。大学と社会との往復運動が就職率

100％を実現させるポイントの一つになっていると感じます。学生として最

初の社会との接点であるボランティア実践での学びを活かし、卒業まで走

り続けることでしょう。

このような活動に協力して頂きました関係団体の皆さまには本当に感謝

申しあげます。

ありがとうございました。

ボランティア中の様子
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第27回子どものための作品展
（1/23-26）
保育科が新棟に移転して最初の作品展になります。特別研究美術の1年生

2年生、専攻科1年生2年生、そして絵本制作を選択した2年生による1年間
の作品、合計200点ほどを展示しました。北海道新聞に掲載していただいた
効果や会場が同窓会ホールとなったこと、んぐまーまふゆまつりに隣接す
ることができた影響もあり、たくさんの親子連れや地域の方に見ていただ
くことができました。広々とした板張りの床と気持ちの良い吹き抜けのあ
るホールで、子どもたちに限らず大人や学生たちが思い思いに作品に手を
伸ばし、あふれる個性や遊び心を楽しんでいました。作品を作るというこ
とは物がそこに生まれ、残るということ。作者のメッセージが作品を通し
ていろいろな人に伝わります。その作品がきっかけで新たな話が盛り上が
るかもしれません。作品展はそんな制作後に広がる心のつながりを確かめ
る大切な場とも言えます。作者たちは思いがけず出てきたアイディアやで
きた形に驚くことがあったり、人に言われて初めて気づく作品の個性に、
あらためて喜びをかみしめることもあります。ぜひこの先も、自分の作っ
た物を出会った人や将来の我が子にも見せてあげてほしいものです。
授業で大切にしていることは、まずは個性。保育の現場でも子ども同士

の作品を比べたり、大人の基準で上手下手と判断しないで欲しいもので
す。そして素材を生かすことです。保育科の美術の授業では木や石や土(粘
土)や羊毛など自然素材を使うことが多いです。それには現代生活で工業的
な素材に囲まれて、自然素材の温かみをあまり知らなかったり、微妙な感
触に対する感覚が薄れているのではないか。という想いも込められていま
す。また自然素材は大昔から使われている物ばかりで、そのような基本的
な物は子どもが最初に手にするのにふさわしいと考えられるからです。
大型遊具は、〝譲渡可能”として案内していますが、今回も複数の希望団

体があり、2点それぞれ保育所と児童発達支援事業所にもらわれました。今
後も作品展を通して、物に想いが込められること、そしてそれが人に伝わっ
ていくことによる豊かさを感じてもらえたらと思います。

（担当教員・保育科　清水郁太郎）

キッズフェスティバル（全学年 10/5.6）
保育科学生有志が企画運営し、大学祭両
日に子ども向けの遊びや工作、ステージ発
表の場を設けました。例年にない様々な工
夫があり多くの親子連れで賑わいました。

創作ダンス発表会（2年 10/26）
保育体育Ⅱを選択した2年生が、子ども
のための創作ダンスや親子体操を考え、
附属幼稚園や市内の親子体操サークルの
協力を得て発表会をしました。

特別講義「伝承遊び」（2年 11/6）
市内の伝承遊びの指導員の方にけん玉・
お手玉・コマ回しなど今でも愛されてい
るたくさんの遊びを指導いただきました。
写真＝初めての輪回しに挑戦し感激。

特別講義「児童文学」（2年 11/19）
絵本作家あべひろし先生に、動物との
関わりの中でユニークなエピソードなど
様々な経験を紹介していただき、絵本に
込めた想いを話していただきました。

ふゆまつり演奏会（2年 1/25）
特別研究(音楽)の2年生が子どもに親し
みのある曲を衣裳やパフォーマンスを工夫
して、ふゆまつりに訪れた親子やオープン
キャンパスの高校生に向けて演奏しました。

ふゆまつり雪像制作・雪遊び（2年 1/25）
んぐまーまふゆまつりに合わせ、特別研
究(美術・運動)の2年生が雪不足ながらも
何とか滑り台付きの雪像を2基作り、当日
全身で遊ぶ子どもたちと冬を楽しみました。

就職活動報告会（1.2年 . 専2年 1/27）
1年生の就職対策。第1部で卒業生で現在
幼稚園園長の太田先生から保育の楽しさ
や奥深さについての講演。第2部で2年生か
ら様々な形の就職活動報告を聞きました。

修了研究発表会（専1.2年 .2年 1/29）
専攻科2年生の修了研究発表を専攻科1
年生、専攻科進学予定2年生、保育科教員
で聞きました。6名皆、4年間の学びを生か
し各自の視点による充実した研究でした。

ふゆまつり演奏会（2年1/25）
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きらり! おおたにの活躍
硬式野球部
　昨年度の秋、1部リーグへ昇格し今年度初めて1部リーグで戦いました。1部リー
グはやはり甘くはなく、レベルの高さを改めて痛感しました。春季・秋季共に、リー
グ戦では最下位という結果で終わり、入替戦を制して来年度の1部リーグ残留が
確定しました。来年度は全日本や神宮といった全国へ出場するために、更に応援
されるチームになるために、新チームで技術・体力・精神と様々なものを鍛えて参
ります。来年度も野球部の応援を宜しくお願い致します。

【2019年度 成績】
◆秋季一部リーグ戦  0勝10敗 6位

第一節 8月21日	 対	星槎道都大学	 1‐6	 ●	 札幌ドーム
	 8月22日	 対	北翔大学	 2‐6	 ●	 札幌ドーム
	 8月25日	 対	東海大札幌C	 3‐4	 ●	 円山球場
	 8月26日	 対	札幌大学	 1‐3	 ●	 円山球場
	 8月28日	 対	北海学園大学	 3‐6	 ●	 円山球場

第二節	 9月5日	 対	星槎道都大学	 3‐11	●	 円山球場
	 9月7日	 対	北翔大学	 0‐6	 ●	 円山球場
	 9月14日	 対	東海大札幌C	 0‐5	 ●	 栗山球場
	 9月18日	 対	札幌大学	 0‐9	 ●	 栗山球場
	 9月24日	 対	北海学園大学	 3‐10	●	 円山球場	

◆入れ替え戦   一部残留
	 10月5日	 第一戦	 対	北海道大学	 3‐4	 ●	 栗山球場
	 10月6日	 第二戦	 対	北海道大学	 7‐6	 〇	 野幌球場
	 10月7日	 第三戦	 対	北海道大学	 4‐2	 〇	 野幌球場

◆秋季トーナメント( 新人戦 )
	 10月13日	二回戦	 対北海学園大学A	 1‐4	 ●	 学園大球場

◆表彰者 秋季一部リーグ	 	
◎ベストナイン	 	 	
遊撃手部門	 社会学部社会学科	3年	 渡部	賢人	
外野手部門・新人賞	 社会学部社会学科	1年	 小山	朝陽	 W受賞

サッカー部
【2019年度大学サッカー部試合結果】

◆知事杯 ※初戦敗退
①	5/5	YUTO.SC	 	 1-2	 ●

◆総理大臣杯 ※初戦敗退
①	5/11	室蘭工業大学	 0-2	 ●

◆学生リーグ3部
①	釧路公立大学	 	 1-6	 ●
②	北海道医療大学		 3-6	 ●
③	北海道科学大学		 0-2	 ●
④	苫小牧駒澤大学		 0-6	 ●
⑤	休
⑥	北海道文教大学		 3-2	 〇

⑦	札幌国際大学	 	 2-1	 〇
⑧	北海道教育大学釧路校		 2-3	 ●
⑨	室蘭工業大学	 	 2-5	 ●
⑩	酪農学園大学	 	 4-4	 △
⑪	旭川医科大学	 	 2-0	 〇
※11チーム中9位、	
　1年宮本が得点ランキング4位

◆全日本フットサル選手権 ◆全道フットサル選手権
1	ADERIZA札幌	 	 1-5	 ●
2	StellaPolare	 	 3-6	 ●
　※グループリーグ敗退

1	Sss	arusa	 	 0-4	 ●
2	北海道大学エスペランサ	 0-5	 ●
　※グループリーグ敗退

女子バレーボール部
【大会成績と今後の予定】

◆ 春季大会：札幌・江別会場（5/4・5・11・12・18）
2部リーグ3勝1敗《○北星学園大、○教育大旭川校、○教育大釧
路校、●札幌大》、2部リーグ2位。
1部リーグ入替戦1勝2敗《●教育大岩見沢校、○北海学園大、●
札幌大》、秋季大会は、2部リーグに残留。

◆ 東日本インカレ（東日本大学選手権大会）：北海道大会
（6/26〜30）
予選グループ戦において《●東海大学:関東学連1部9位》に敗
戦、敗者復活戦において《●札幌大学:北海道学連1部5位》に
敗戦。

◆ 天皇皇后杯北海道ラウンド：北海道科学大学（7/13・14）
予選グループ戦において《●旭川大学高校:インターハイ全道
大会ベスト8校、○札幌大学:北海道学連1部5位》敗者復活で、

決勝トーナメントへ出場。決勝トーナメント戦において、《○
旭川大学高校、○アイ･ディーエフ:札幌市クラブチーム》に
勝利、決勝戦《●旭川大学 :1部3位》に敗戦で準優勝。8/31の天皇
皇后杯北海道ブロックラウンドに出場。

◆ 秋季大会：岩見沢会場（10/12･13･19･20･26）
2部リーグ3勝1敗《●北海学園大、○教育大釧路校、○文教大、○
教育大札幌校》、2部リーグ2位。
1部リーグ入替戦参戦1勝2敗《●教育大岩見沢校、●旭川大、○
北海学園大》、2020年度春季大会は、2部リーグに残留。

◆ 道央地区大会（2020/2/15・16）
就職活動及び保育実習のため、チーム編成ができず『不参加:
棄権』となった。

コンクール受賞者
Brian.L.Bowanan 記念コンクール第20回
【アマチュア部門 第3位】

第20回大阪国際音楽コンクール
【管弦打楽器金管Age-U 第3位】
音楽学科	2年	宇野 佑来さん

新進演奏家育成プロジェクトオーデション合格
音楽学科	3年	大堀 祐香さん
音楽学科	4年	信濃 りかこさん

第11回東京国際声楽コンクール
【大学部門 入選】
音楽学科	4年	高村 紗央さん

第21回ショパン国際ピアノコンクールin ASIA
【札幌地区大会 大学生部門 銅賞受賞】
音楽学科	2年	吉田 妃菜さん

第29回日本クラシック音楽コンクール 
【優秀賞 全国大会入選】
音楽学科	2年	上田 つぐみさん

第36回JPTAピアノオーディション
【北海道地区D部門奨励賞】
音楽学科	2年	荒俣 麗奈さん
音楽学科	3年	畠山 桃子さん
音楽学科	4年	齋藤 あかねさん

第36回日本管弦打楽器コンクール 
【トランペット部門 入選】

令和元年度 札幌新人音楽会
【オーディエンス賞・奨励賞受賞】
音楽学科	4年	福永 亜実さん

第43回ピティナ・ピアノコンペティションG級
全国決勝大会
【入選】
音楽学科	4年	三本木 力哉さん

第5回K金管楽器コンクール
【第4位】
研究生音楽専攻	代田 将也さん



    10

きらり! おおたにの活躍
第94回道展
《北海道美術協会賞》 

〈油彩部門〉

小野寺 弘実さん	
（造形表現領域油彩専攻	4年）

「雪解けの頃」　F150号

《佳作賞》
〈油彩部門〉

来島 遼太さん	
（造形表現領域油彩専攻	4年）

「風景が三度変わる、とせよ」
F150号

〈油彩部門〉

木村 このかさん	
（造形表現領域油彩専攻	4年）

「青い炎」　F130号

《新人賞》
〈油彩部門〉

萩原 壱成さん	
（造形表現領域油彩専攻	4年）

「白石さん」　F130号

〈油彩部門〉

川尻 舜さん	
（造形表現領域	2年）

「嗚呼」　F150号

〈立体部門〉

太田 茅乃さん	
（造形表現領域立体専攻４年）

「脈々と」　490×420×1880

《入選》	 	伊藤	岳さん（造形表現領域油彩専攻4年）	
江上	葵さん（造形表現領域油彩専攻4年）	
成田	絵美さん（造形表現領域油彩専攻4年）	
野村	芽生さん（造形表現領域油彩専攻4年）	
山田	美香さん（造形表現領域油彩専攻4年）	
久末	眞紀子さん（造形表現領域油彩専攻4年）	
赤羽	由花さん（造形表現領域版画専攻3年）	
砂沢	怜さん（造形表現領域日本画専攻4年）	
伊藤	智美さん（造形表現領域日本画専攻4年）	
中山	果林さん（造形表現領域2年）	
村田	桃花さん（造形表現領域2年）

第12回道展U21
《札幌市教育長賞》

秋常 留依さん	
（造形表現領域	2年）

「地底世界の創造」
《（一社）北海道美術館協力会賞》

井上 由香さん	
（造形表現領域日本画専攻	3年）

「さえずり」

《北海道新聞社賞》
中山 果林さん	
（造形表現領域	2年）

「寒紅梅」

《UHB賞》
佐野 肇彦さん	
（造形表現領域立体専攻	3年）

「To stare」
他　優秀賞6名、奨励賞8名、入選2名

第19回佐藤太清賞公募美術展 
日本画の部入選

有富 夏美さん	
（造形表現領域	日本画専攻３年）

「今、踊りだしたなら」 
F100号

JAGDA国際学生ポスターアワード2019 入選
松尾 星奈さん	（メディア表現領域情報デザイン専攻	3年）

「人間の線」
近江 亜咲さん	（メディア表現領域情報デザイン専攻	3年）

「Music line」

2019年度後期 保育科学生の活躍
10月26日、札幌エルプラザで行われた

「札幌市子育て支援講演会」の手作りおも
ちゃ紹介コーナーに、1年生が紙コップの
おもちゃなどを作って参加しました。身
近な物を使ったアイディアが関心を集め
ていました。

11月30日、江別市野幌公民館で子ども文
化ネットワーク・江別が主催する“こねっ
と”１５周年記念フェスティバルが開催
され、保育科学生が人形劇、歌と器楽のコ
ンサート、絵本読みなどを行いました。ス
テージや、公演後の交流で、会場の親子と
楽しい時間を過ごしました。
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進路支援
学びを活かして仕事に就きます

芸術学部 
音楽学科 
ピアノコース 4年 

松岡 優美香
内定先： 
中 ･ 高共通音楽教諭 
( 東京都 )

周りに支えられた4年間
1年生のときから大好きな音楽に囲まれた大学生活を送り、あっという間に卒業の時が来てしまいまし

た。そして、卒業後は4年間学んできた音楽を生かせる「教員」という仕事に就くことが決定しました。
私が教員になりたいと思ったのは、大学3年生の頃でした。「教職って面白いな」「教員になりたいな」と

思わせてくれたのは先生の授業でした。そして私は今年度、東京都の教員採用試験を受けました。試験ま
での勉強や準備は自分でやるしかない部分もありましたが、先生方は私のためにかなりの時間をさいて、
夏休み中も毎日指導してくださったり、何回も論文課題の添削をしてくださったりしました。周りの先生
方や友達等、様々な支えがあり、無事教員採用試験に合格することが出来ました。
4年間のたくさんの出会いのお陰で、私は人生が変わりました。「先生に出会ったお陰で変われた」私が

こう思えたように、今度は私も生徒からそのように思ってもらえる先生になれるように努力していきたい
です。とても素敵な大学でした。私に関わった全ての方々に感謝でいっぱいです。

社会学部 
地域社会学科 4年

菅原 皐平
内定先： 
株式会社ほくやく・ 
竹山ホールディングス

新たな“つながり”への期待
4月から「株式会社ほくやく」に勤務することになっています。主に医療用医薬品を病院や薬
局に卸す業務を担当します。
就職活動を始めた頃は、ただ漠然とイベントに参加していました。教育実習と就活が重なり、
気持ちが集中しないこともありました。いよいよ履歴書を書く時になって、これまでの自分と
真剣に向き合うことになりました。自分の人生の中で何に努力してきたか、なぜ頑張れたのか。
サッカー部での日々、自分の興味や価値観、学んだことを言葉にしていく作業です。
内定を得るまでには様々な紆余曲折があり、大学の先輩や先生方に助けられました。人との
つながりが現在の自分を作ってくれました。これからは、新たなつながりのためにも地域社会
に貢献していきたいと思っています。

短期大学部 
専攻科保育専攻 2年

中村 千尋
内定先： 
学校法人清明学園

専攻科で得られるもの
私は、学校法人清明学園から内定をいただき、4月からせいめいのもりで保育教諭として働きます。

大谷に入学した当初は、保育士を目指していましたが、勉強や実習を重ねていくにつれて、自分が子
どもの命を預かり、子どもの成長を支えていく保育者になれるのか自信が無くなり、すぐに就職す
るのではなくもう少し保育に関する学びを深めたいと思い、専攻科への進学を決めました。
専攻科では、市立幼稚園や定期的な附属幼稚園での実習により、自分の保育観や自分がどんな保

育者になりたいかを深く考えることが出来ました。また、附属幼稚園では専攻科全員で1つのクラス
に一緒に実習に入るため、他の人の保育についての考えを知ったり、子どもとの関わり方を間近で
見たりし、自分以外の保育を知る機会を得られました。そして、実習を通して自分の長所にも気付き、
やっぱり子どもと関わる仕事がしたいと感じるようになり、保育の道に進むことを決めました。
辛いことや大変なこともありましたが、専攻科に進学したからこそ得られた学びがたくさんあり

ました。4月からは、それを糧に子どもの成長を支える保育者になりたいと思います。

芸術学部 
美術学科 4年

来島 遼太
内定先： 
北海道中学校教員（美術）

責任と興味を持って取り組む
私は今年の4月から、美術教員として働かせていただきます。私は、大学入学時から教員を目指し、

教職課程を履修していました。4年間の様々な講義や活動を通して、社会人としての意識を身に付け
ることが出来ました。そのすべてに共通して言えることは、やはり責任感を持つと言うこと、そして
何事にも興味を持って取り組むということでした。
オオタニアートキャラバンという校外活動で、実際に授業をさせていただく機会がありました。

生徒たちひとりひとりのことを考えると、やはり責任というものが生まれます。そのためにも事前
の準備は非常に重要なものですが、仕事という堅苦しい意識を外し、興味を持って取り組むことで
新たな発見が生まれ、新たな知識を得ることも出来ました。
知識は、臨機応変な対応の支えになります。何事にも興味を持って積極的に向き合うことが、楽

しみつつも充実した仕事内容につながるのだと感じました。

短期大学部 
保育科 ２年

宮下 ゆずき
内定先：札幌市（保育士）

札幌大谷でよかった
私は札幌市から内定をいただき、公務員保育士として4月から働きます。
就職活動を通して、自分の目指す保育者は何か、大切にしていきたいものは何か、とて

も考えることができました。就職活動中は、保育科の先生方を始め、事務職員の方々や友
達がとても親身に寄り添ってくれました。先生方のサポートや友達の励ましのおかげも
あり公務員保育士になれたと思っています。改めて先生方、友達にとても恵まれていると
感じ、本当に札幌大谷に入学して良かったと思います。
4月からは社会人としての自覚と責任を持ち、この2年間学んできたことを力に理想の

保育者になれるよう成長していきたいと思います。
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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

音楽療法士	
（医）ほっとステーション
（医）いずみ会北星病院
（医）耕仁会	札幌太田病院
（学）元江別若葉学園	認定こども園元江別わかば幼稚園

音楽教員  
北海道公立中学校
東京都公立中学校

民間企業		
（株）東急コミュニティー
北海道信用金庫
（株）ヤマノホールディングス
ホクレン農業協同組合連合会
北海道民共済生活協同組合
（株）セイコーフレッシュフーズ
（株）ジェイ・アール・サービスネット

公務員  
北海道庁
陸上自衛隊音楽隊

芸術学部 美術学科
美術教員  
北海道公立中学校

デザイン職  
（株）トップ・クリエーション
イベンタス㈱
グローヴエンターテイメント㈱
（株）フォームデザイン
パターンプランニング（株）
（株）ティー・シー・ピー
（株）ラヴィゴット

映像制作  
（株）ファイナルイメージ

映像エディター  
（株）デジタル・セッション

アニメーター		
（株）草薙

撮影スタジオ  
（株）六本木スタジオ

民間企業		
長谷川産業（株）
ハミューレ（株）
カルテック（株）
ＤＣＭホーマック（株）
（株）たちばな
（株）ヨシモト
（株）ヨドバシカメラ
（株）ＫＤＤＩエボルバ
（株）アイビー・システム
（株）アインホールディングス
（株）ナシオ
（株）ふく亭
渡辺パイプ（株）
北海道キヨスク（株）
ジオ（株）	網走流氷硝子館
（株）物語コーポレーション
（株）アンドヴォーグ

社会学部 地域社会学科
金融・保険  
㈱北海道銀行
北門信用金庫
JA新しのつ

エネルギー・インフラ  
北ガスフレアスト㈱
㈱エネサンス北海道

住宅・不動産  
北海道セキスイハイム㈱
三井不動産リアルティ㈱
アルファコート㈱

建設・設備  
ヤンマーアグリジャパン㈱
㈱川本第一製作所
㈱ヰセキ北海道
渡辺パイプ㈱

卸売・小売  
（株）ほくやく・竹山ホールディングス
北海道コカ・コーラボトリング（株）
六花亭製菓（株）

（株）ヨドバシカメラ
（株）エイジス
ナトリ（株）
（株）キムラ
（株）エミヤ
（株）ケイシイシイ（ルタオ）
（株）ラルズ
（株）マーキュリー
（株）クワザワ

IT 関連  
トランスコスモス（株）
リコージャパン（株）
応研（株）
（株）つうけんアドバンスシステムズ
（株）インターパーク

運輸・物流  
日本貨物鉄道㈱
㈱トランシス

観光・ホテル  
（株）野口観光
WBFホテル＆リゾーツ㈱

医療・福祉  
（社）ゆうゆう
（株）らくらホールディングス

公務員  
北海道警察

サービス業		
（株）トヨタレンタリース新札幌
（株）新和

短期大学部 保育科
幼稚園  

札幌市内���������������� 16名
道内（札幌市以外） ������������ 7名

（学）西野学園【2名】	 西野桜幼稚園
	 西野第2桜幼稚園

㈻新善光寺学園	 しろいし幼稚園
㈻札幌白ゆり学園【2名】	 札幌白ゆり幼稚園
㈻清光学園	 つきさむ幼稚園

㈻須合学園【2名】	 札幌みづほ幼稚園
㈻旭川カトリック学園	 天使幼稚園
㈻創成学園	 そうせい幼稚園
㈻石田学園【2名】	 美しが丘幼稚園
㈻長岡学園	 清田幼稚園
㈻後藤学園	 あゆみ第二幼稚園
㈻藤原学園	 札幌ルンビニー幼稚園
㈻沼ノ端学園	 はくちょう幼稚園
㈻北見小林学園	 高栄幼稚園
㈻藤学園	 苫小牧藤幼稚園
㈻桐友学園	 岩見沢めぐみ幼稚園
㈻千歳学園【2名】	 メリー幼稚園
	 メリー第２幼稚園

㈻北海道カトリック学園	 苫小牧聖母幼稚園
㈻琴似キリスト教学園	 琴似教会幼稚園

保育所  

札幌市内�������� 23名（公務員5名含む）
道内（札幌市以外） � 7名（北広島市公務員1名含む）
道外������������������ 1名

札幌市公務員（保育士）【5名】	
北広島市公務員（保育士）	
（福）北海道助産婦福祉会	 愛育保育園
（福）札幌協働福祉会	 札幌協働保育園
（福）札幌協働福祉会【2名】	あいの里第２協働保育園
（福）光星子どもの家福祉会	光星はとポッポ保育園
（福）札幌さより会	 さより保育園
（福）社会福祉法人イケソー福祉会	はらっぱ保育園
（福）ふろんてぃあ	 月寒西わんぱく保育園
（福）光の園	 発寒ひかり保育園
（福）ろうふく会【2名】	 札幌市大通夜間保育園
（福）高田福祉事業団	 大谷地たかだ保育園
（福）いずみ福祉会	 北栄マスカット保育園
（福）札幌慈啓会	 啓明ともいき保育園
（福）はぐくみ会	 はぐくみ保育園
（福）福美会	 厚別もえぎ保育園
（福）広島未来の会【2名】	 大曲はだかんぼ保育園
（福）苫小牧市福祉事業協会【2名】	
（福）沼ノ端福祉会	 拓勇おひさま保育園
（福）にこにこ保育園	 にこにこ保育園

（一社）フレ・ウィングステージ	キララ保育園
（株）キッズランド
（大）北海道大学	 子どもの園保育園	

認定こども園  

札幌市内���������������� 5名
道内（札幌市以外） ������������ 12名

（学）星置学園	 星の子幼稚園ほしおきガーデン
	 いなほガーデン
（学）北海道キリスト教学園	幼保連携型認定こども園
	 ひばりが丘明星幼稚園

（学）幌北学園	 認定こども園はなぞの
（学）北海大谷学園	 認定こども園札幌大谷幼稚園
（学）清明学園	
（学）聖公会北海道学園	 認定こども園苫小牧聖ルカ幼稚園
（学）旭川真宗学園	 幼稚園型認定こども園旭川別院	
	 附属大谷さくら幼稚園
（学）帯広みどり学園	 幼稚園型認定こども園
	 帯広第二ひまわり幼稚園

（学）小樽桂岡学園	 認定こども園桂岡幼稚園
（学）鈴木学園	 苫小牧マーガレット幼稚園
（学）高陽学園	 認定こども園ミナクル幼稚園
（学）聖公会北海道学園	 認定こども園苫小牧聖ルカ幼稚園
（社）高陽福祉会【2名】	 認定こども園当別夢の国幼稚園
（社）高陽福祉会	 認定こども園メルシー学院
（社）塩谷保育協会	 認定こども園あかつき保育園
（社）東苑会	 しらかば認定こども園

施設  

札幌市内���������������� 1名

（社）常徳会	 児童養護施設興正学園

民間団体 	

札幌市内���������������� 5名
海外������������������ 1名

（公財）さっぽろ青少年女性活動協会
（株）共栄アドバンス
（株）AtoZ
イントラックス

進路・就職支援
就職決定状況報告
2019年度卒業予定者について、2020年2月20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 

◆2019年度進路決定状況一覧 2020年2月20日現在

学科等

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
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

	A 卒業・修了者予定者数
44	 55	 47	 146	 90	 6	 96	 242	

11	 33	 8	 47	 31	 16	 50	 96	 2	 88	 0	 6	 2	 94	 52	 190	

	B	 就 職 希 望 者 数
28	 43	 46	 117	 81	 6	 87	 204	

5	 23	 5	 38	 30	 16	 40	 77	 0	 81	 0	 6	 0	 87	 40	 164	

	C	 就 職 決 定 者 数
26	 36	 45	 107	 78	 6	 84	 191	

5	 21	 4	 32	 29	 16	 38	 69	 0	 78	 0	 6	 0	 84	 38	 153	

 C/B 内 定 率 ( 就 職 率 ）％
92.9% 83.7% 97.8% 91.5% 96.3% 100.0% 96.6% 93.6%

100.0% 91.3% 80.0% 84.2% 96.7% 100.0% 95.0% 89.6% 0.0% 96.3% 0.0% 100.0% 0.0% 96.6% 95.0% 93.3%

	D	 未 決 定 者 数
2	 7	 1	 10	 3	 0	 3	 13	

0	 2	 1	 6	 1	 0	 2 8	 0	 3	 0	 0	 0	 3	 2	 11	

	E 進 学 希 望 者 数
14	 3	 1	 18	 8	 0	 8	 26	

6	 8	 1	 2	 1	 0	 8	 10	 2	 6	 0	 0	 2	 6	 10	 16	

内 訳

専 攻 科 進 学
0	 0	 0	 0	 7	 0	 7	 7	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 6	 0	 0	 1	 6	 1	 6	

併 設 大 学 編 入 学
0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

研 究 生
6	 1	 0	 7	 0	 0	 0	 7	

2	 4	 1	 0	 0	 0	 3	 4	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 3	 4	

留 学
4	 1	 0	 5	 1	 0	 1	 6	

1	 3	 0	 1	 0	 0	 1	 4	 1	 0	 0	 0	 1	 0	 2	 4	

他 大 学 編 入 学
0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

大 学 院 進 学
1	 1	 1	 3	 0	 0	 0	 3	

1	 0	 0	 1	 1	 0	 2	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 1	

専 門 学 校 進 学
0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

そ の 他 進 学
3	 0	 0	 3	 0	 0	 0	 3	

2	 1	 0	 0	 0	 0	 2	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 1	

	F	 そ の 他 進 路 希 望 者 数
2	 9	 0	 11	 1	 0	 1	 12	

0	 2	 2	 7	 0	 0	 2	 9	 0	 1	 0	 0	 0	 1	 2	 10	

内 訳

音 楽 活 動 を 続 け る
0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

美 術 活 動 を 続 け る
0	 2	 0	 2	 0	 0	 0	 2	

0	 0	 1	 1	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 1	

次年度も教員・公務員受験予定
0	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 1	

0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	

次年度も音楽教室講師受験予定
0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

ア ル バ イ ト
1	 1	 0	 2	 0	 0	 0	 2	

0	 1	 0	 1	 0	 0	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	

家 事 手 伝 い・そ の 他
1	 5	 0	 6	 1	 0	 1	 7	

0	 1	 1	 4	 0	 0	 1	 5	 0	 1	 0	 0	 0	 1	 1	 6	

（C+E+F）/A 進 路 決 定 率 ％
95.5% 87.3% 97.9% 93.2% 96.7% 100.0% 96.9% 94.6%

100.0% 93.9% 87.5% 87.2% 96.8% 100.0% 96.0% 91.7% 100.0% 96.6% 0.0% 100.0% 100.0% 96.8% 96.2% 94.2%

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。
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音楽学科 講師 外山 啓介先生のオススメ 美術学科 教授　松村 繁先生のオススメ

『今度は愛妻家』
監　督：行定 勲
販売元：
アミューズソフト 
エンタテインメント 	 	

『 惑星ソラリス（1972年）』
『鏡（1975年）』

監督：アンドレイ・タルコフスキー
販売元：IVC

中谷まゆみ原作の大ヒットを博した舞台『今度は愛妻家』が映画化された、豊川悦司演じる自
分勝手で典型的なダメ夫と、薬師丸ひろ子演じる、どんなに夫に邪険に扱われようと挫けず健気
に頑張る妻の物語。
日常の生活に紛れてつい当たり前の存在になってしまい、忘れてしまいがちなどんなことにも

感謝する気持ちを思い出させてくれるような作品です。
どこにでもいるような平凡の夫婦のストーリーかと思いきや、ラストに用意されているのは全

く予想外の結末で、それを知ってからもう一度観てみると、夫と妻それぞれの苦しみが随所に表
現されていて、胸が痛みます。
私は最後がどうなるかを知っているのに、何度観ても泣いてしまいます。
しかし、泣かせるだけではありません。とてもあたたかい、大好きな映画です。

「惑星ソラリス」はレムのSF小説が原作。そちらも読んでみたが映画体験とは別物だった。
タルコフスキーの作品は映像の流れに身をまかせ、感覚を開放して自由に楽しむ事ができる映

画だと私は思う。
「鏡」は監督の極私的な映像作品。北国で育った原体験を共有できる人や、家族と自分の間に宿
業的な関係性を感じている人にはより深く刺さる映画だと思う。自分が大学生だった時、この映
画を観終わったあと２日間寝込んだ。
この監督の作品は眠くなると言う人も多いが、どちらの映画も一見脈絡のない異なる映像が繋

ぎ合わされる度に、鳥肌が立ち心が震えて泣きそうになる。全てが美しい。
セリフや理屈で理解しようとせず、風や水、鳥の声を感じる様に体験して欲しい。

地域社会学科 教授　吉岡 亮先生のオススメ 保育科 准教授　岡 健吾先生のオススメ

『  浮遊霊 
ブラジル』

出版社：文藝春秋
著　者：津村 記久子

『 枕元の本棚』
出版社：実業之日本社
著　者：津村 記久子

『保育学を拓く』
—「人間」と「文化」と「育ちの原点」への
問いが響き合う地平に—

監　著：汐見 稔幸
編　著：木村 歩美
発　行：萌文社 2012

津村記久子さんは、その作品が文庫本になると必ず購入する私の大好きな作家です。その作品

はどれも、とても読みやすく、遠慮がちでありながら、自分の心情を的確に言語化していく魅力

的な人物が登場し、そこはかとないユーモアが漂っています。『浮遊霊ブラジル』はそんな作品世

界を堪能できる短編集です。全部で7編の短編が収録されていますが、その中でも、初めての海外

旅行を前にして死んでしまった私が幽霊となって他の旅人にとり憑いて旅をする表題作『浮遊霊

ブラジル』が絶品です。

もう一冊の『枕元の本棚』は読書エッセイ。図鑑や事典、写真集といった普段手に取らないよう

な本もお薦めされています。私は（恥ずかしながら）この中で紹介されている本を一冊も読んだ

ことがなかったので、とても新鮮でした。

私事ながら、家族で行ったニュージーランドへの親子短期留園？での１コマ。当時5歳の長
男とのラグビー観戦後の22時頃、帰路を急ぐ繁華街で10代後半位のお洒落な現地の女性とス
レ違いざまに「こんな時間に小さな子どもを連れまわして、お前はそれでも大人か！！！（お
そらくそんな感じ）」と突然罵倒され、その瞬間は「（…人の事情も知らないで、このヤロー！）」
と内心で憤ったことを憶えています。けれども、良く考えてみると憤るべきはやはりこの女
性のほうで、その後は妙な納得感があったものです。
本書は、これから保育者を夢見る学生、日々保育現場で汗を流す人、未来の保育者を育てる

人、その研究を重ねる人、あらゆる大人を眺めながら、「社会全体が子どもを育て支える」ため
の具体的な実践事例や理論、社会の成熟へ向けた仕組みへの展望が示されています。「子ども
が育つ一瞬」を、時として“勘”にも近い塩梅で手を差し伸べたり、見守ったり、、、私は本書を、
その“曖昧な保育”をあらゆる立場の人間と学問が「ディア・ロゴス（分かち合う）」することで、
“保育学”として昇華するための提言書として受け止めています。

教員オススメの BOOK・CD・DVD ※ これらの書籍・CD・DVDは 
本学図書館に所蔵しています。

第9回札幌大谷音楽コンクール実施報告
2019年10月19日（土）・20日（日）に大谷記念ホールにて開催されました、第9回札幌大谷音楽コンクールの受賞者は以下のとおりとなりました。	
入賞されたみなさま、おめでとうございます。

■特別賞

丸山	果林さん（電子オルガン部門）
目黒	航太郎さん（管弦打楽器部門）
宮川	光さん（ピアノ部門）
荒木	さつきさん（声楽部門）

■電子オルガン部門

小学校低学年の部
優秀賞 該当なし
奨励賞 宮下 柚那さん
努力賞 平瀬 颯蘭さん

小学校高学年の部
優秀賞 該当なし
奨励賞 須田 翠夏さん
努力賞 島岡 響来さん

中学校の部
優秀賞 永井 夢来さん
奨励賞 島岡 美来さん
努力賞 苅田 瑠椛さん

高等学校の部
優秀賞 該当なし
奨励賞 上野 稚奈さん

努力賞 内山 叶望さん

一般の部
優秀賞 丸山 果林さん

奨励賞 佐藤 遥さん

努力賞 清原 萌さん

■管弦打楽器部門

中学校の部
優秀賞 堂向 純央さん（チェロ	）
奨励賞 横浜 里利香さん（トランペット）
努力賞 渡辺 鉄兵さん
	 （マルチパーカッション）

高等学校の部
優秀賞 目黒 航太郎さん（ヴァイオリン）
奨励賞 大塚 鈴さん（ヴァイオリン）
努力賞 栗田 美織さん（フルート）

■アンサンブル部門（室内楽）
優秀賞 佐々木 悠愛さん（フルート）
渋谷 優希さん（クラリネット)
藤井 花音さん（アルトサックス）
奨励賞 該当なし
努力賞 尾崎 楓樹さん（アルトサックス）
高橋 凛さん（テナーサックス）
藤堂 こころさん（バリトンサックス）

■ピアノ部門

小学校低学年の部
優秀賞 金内 一颯さん
奨励賞 江田 まゆさん
努力賞 田中 杏奈さん

小学校高学年の部
優秀賞 該当なし
奨励賞 江田 さやさん
努力賞 野村 瑠璃さん

中学校の部
優秀賞 佐孝 凛さん
奨励賞 木幡 夏生さん
努力賞 岡田 莉子さん

高等学校の部
優秀賞 宮川 光さん
奨励賞 山越 楓さん
努力賞 平山 結子さん

一般の部
優秀賞 畠山 桃子さん
奨励賞 番場 凌太さん
努力賞 吉田 佳樹さん

■作曲部門
優秀賞 該当なし
奨励賞 岩﨑 かのんさん
努力賞 該当なし

■声楽部門

中学校の部
優秀賞 該当なし
奨励賞 該当なし
努力賞 宗像 諒和さん

高等学校の部
優秀賞 荒木 さつきさん
奨励賞 相原 有希さん
努力賞 山口 富輝さん

【審査委員】
審査委員長
大隅	雅人、谷本 聡子

審査委員
ピアノ：	 谷本	聡子、鎌倉	亮太、黒山	映、
	 斉藤	香苗、山崎	美嘉
声楽：	 三山	博司、針生	美智子、
	 萩原	のり子
管弦打楽器：	大隅	雅人、河野	泰幸、
	 及川	博史、笠井	尚貴
作曲：	 小山	隼平、浅野	宏之、内藤	淳一
電子オルガン：	小山	隼平、斉藤	宏子

【協賛】
(株)エルム楽器、
(株)河合楽器製作所北海道支店、
三響楽器(株)、
(株)ヤマハミュージックリテイリング	札幌店

【後援】
札幌市・札幌市教育委員会、
(株)北海道新聞社、毎日新聞社北海道支社

【主催】
札幌大谷音楽コンクール実行委員会
（札幌大谷大学芸術学部音楽学科、
札幌大谷高等学校音楽科、
札幌大谷中学校音楽コース）
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  4月  
 1日 前期授業開講（短大保育科2年のみ）
 7日 入学式
 9日 前期授業開講（短大保育科2年以外）
 上旬 オリエンテーション

  5月  
 2日 開学記念日
 15日 花まつり（予定）
 下旬 学生総会

  7月  
 下旬  前期補講期間・学期末試験

（短大保育科2年のみ）

  8月  
 上旬  前期補講期間・学期末試験

（短大保育科2年以外）
 29日 前期終講日
 下旬 前期追試験
 下旬 集中講義期間

  9月  
 上旬 集中講義期間
 12日 後期授業開講（大学のみ）
 14日 後期授業開講（短大保育科1年）
 23日  後期授業開講

（短大保育科2年、専攻科保育専攻）
 中旬 就活スタートアップガイダンス（大学）
 中旬 就活直前ガイダンス（短大）

  10月  
 3・4日 橙丹祭（大学祭）
  保護者懇談会（札幌）
 22日 別院報恩講・大学報恩講
 未定 保護者懇談会（地方 予定）

  11月  

  12月  
 上旬 企業研究フェア（大学）
 中旬 集中講義期間・後期補講期間

  1月  
 5日 後期授業再開
 下旬 進路・就職フェア（短大）
 下旬 後期補講期間
 下旬 後期学期末試験
 下旬 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  
 13日 学位記・修了証書授与式（予定）
 中旬 後期追試験（短大保育科1年のみ）

2020年度の全学行事予定2019年度保護者懇談会 報告
保護者懇談会が9月28日（土）から11月2日（土）にかけて道内4会場（札幌・北見・函館・帯広）で

開催されました。同会は、大学・保護者・学生間の相互理解を図る三位一体の教育を目的として大
学と教育後援会が協力して開催し、2011年度のスタートから9年目となりました。
2019年度は4会場合計81名の保護者の皆さまにご来場いただき、個別面談を中心に学修や進路支

援について、大学―保護者間で情報交換や相談を行いました。保護者からも「個人面談をしていた
だき、子どもの様子がよく分かりました」など好評で、大変有意義な機会となりました。

教育後援会課外活動褒賞制度の贈呈式を実施しました
教育後援会では、2019年度から学生生活の充実と課外活動の

奨励を図る教育後援会課外活動褒賞制度を開始しました。評議
員会で審査した結果、11月27日（水）に学長室にて、硬式野球部
ならびに美術学科3年の山田珠希さんへの贈呈式を実施しました。
また、学修の学業継続を支援する教育後援会奨学金制度も制

定され、こちらも1件の給付がありました。

「防災士養成講座」を開講しました
学校法人札幌大谷学園は、北海道で初の防災士養成研修実施法人として、認定特定非営利活動法

人「日本防災士機構」から認証され、2019年8月31日（土）・9月1日（日）の2日間「防災士養成講座」
を開講しました。
一般の方を始め、本学学生16名及び教職員7名を含む50名が受講しました。受講されたみなさん

は2日間で12コマ・13時間20分の講義を受けて、防災士に必要な知識を身に付けました。
また、講義終了後には、防災士資格取得試験が実施されました。
2020年度の防災士養成講座は、2020年10月31日（土）・11月1日（日）に開講いたします。

防災士とは“自助”“共助”“協働”を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が
期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得したことを、日本防災士機構
が認証した人です。

札幌大谷大学紀要第50号（2020年3月刊行予定）

論
文

執　筆　者 タ イ ト ル

1
岡本	孝慈
河野	泰幸
岩渕	晴子

ヨハネス・ブラームスのピアノとクラリネット、ヴィオラ又はヴァイオリンのためのソナタ作品120－1の
各版に関する一考察

2 土屋	益子 放課後音楽療法活動におけるダウン症児の変容

3 森	洋子 通奏低音入門　～このすばらしき世界の入り口へ～	

4 堀	じゅん子 海外研修ー中国雲南省昆明市の大学との交流

5 鳴海	伸一 金沢湯涌創作の森アーティストインレジデンス報告　～北海道における伝統産業の考察【手漉き和紙編】～

6 石飛	道子 『スッタニパータ』第5章「彼岸道品」中の「アジダ学人の問い」

7 平岡	祥孝 ＥＵ学校給食用牛乳供給事業に関する一考察

8 太田	稔 北海道におけるソーシャルビジネスの動向について

9 柘植	純一 コセンダングサ（Bidens	pilosa	var.	pilosa）から分離された抗菌活性をもつポリアセチレンについて	

10 砂田	眞理子 標題音楽「ブルクミュラー２５練習曲op100」の表現法研究　ｰイメージと練習を繋ぐものｰ

11 加藤	裕明 高等学校の新教育課程をふまえた日本史教材及び教育内容、教育方法の反省的検討（Ⅱ）―大正編―

作
品 1 藤本	和彦 	作品　　現象界ー固ー　　現象界ー廻ー　　現象・不在・影



� 昔の楽器を吹くということ　芸術学部�音楽学科 講師　河野 泰幸
クラシック音楽で使用している管楽器が現在の

形になったのは案外最近の事で、産業革命から現

在まで、日々どんどん進化を続けています。私が

学生だった頃の楽器と今の物を比べてみても、扱

い易さや音程の正確さ等が格段に進歩していて、

人間工学とかを取り入れたり、コンピュータを駆

使して設計されていたりで、こんなに吹きやすく

なったのかと驚かされます。

私の研究テーマのひとつに、作曲された当時の

仕組みで作られた楽器（クラリネット）を使用し、

実際に演奏するというものがあります。日々進化

している楽器とは全く逆で、扱いにくく、音程も

悪い、音も大きくない。非常に不便なのですが、

いわゆる「クラシック」といわれている200年300

年ほど前の時代では、その楽器が最新モデルとし

て大活躍だったわけです。特に私が専門としてい

る「クラリネット」の歴史は300年程度しかない

ので、当時の感覚では、最新のサウンドだったの

ではないかと思います。

作曲家は、今も昔も最新の楽器を使い最先端の

音楽を作っていますが、200年前の音楽を今の楽

器で演奏するという事は、作曲家が想定していな

い事といえます。作曲家が想定していない演奏を

して良いのか悪いのか、色々な考え方やスタイル

があって良いと思いますが、当時の敢えて不便な

楽器を使用することで、今まであっさりと通り過

ぎていたフレーズなどにも新しいアイディアが浮

かんできたりします。

ここ数年私が楽しく研究しているモーツァルト

のクラリネット協奏曲。当時使用されていた楽器

を再現した物を所有しているのですが、見た目も

かなり違い通常は真っ直ぐなクラリネットがL字

型をしており、音域も通常の最低音「ミ」より

も低い「ド」の音まで出す事が可能となっていま

す。昔の技術では、金属製のキーを製造する事

が難しく、また高価だったためその楽器には最低

限しか付いておらず、見た目はリコーダーのよう

なツルリとした印象。材質も現在の物ではグラナ

ディラ（アフリカン・ブラックウッド）と言う硬

い木ですが、ボックスウッド（セイヨウツゲ）と

いう前者よりは柔らかい材料で製作されているた

め、パワーはないけれど柔らかで曇ったような音

色がします。モーツァルトはそのクラリネットが

お気に入りだったようで、どんな音をイメージし

ていたのだろうか？	少しでも大作曲家の考えてい

た世界に近づきたいと日々思うのです。

モーツァルトの時代のクラリネット

海外研修ロシアサンクトペテルブルクの魅力　社会学部�地域社会学科�助教　　山田 政樹
海外研修と言ったらどこを思い浮かべるだろ

う。アメリカ、アジア、オセアニア、ヨーロッパ
のどこかが多いだろうか。2019年11月に北海道代
表団として、本学の海外研修の位置付けで、本学
の音楽学科、美術学科、地域社会学科各1名の学
生をロシアのサンクトペテルブルクへ引率した。
今回はそのサンクトペテルブルクの魅力をお伝え
する。
ロシアの都市は西側にある首都のモスクワ、東

にあるサハリンやウラジオストックあたりが有名
だろうか。サンクトペテルブルクは西側で北欧諸
国であるフィンランドの首都ヘルシンキから、飛
行機で1時間、距離にすると約390kmの地点にあ
る。気温は、夏は20℃前半と涼しく、冬はマイナ
ス10度まで冷え込む。北海道に近い気候で過ごし
やすい。
サンクトペテルブルクは芸術の街として有名で

ある。世界三大美術館とも呼ばれるエルミター
ジュ美術館は、総収蔵品が約300万点で、すべて
を詳しく見るのには一生をかけてみる必要がある

ほど膨大で、まさに圧巻である。絵画ではレオナ
ルド・ダ・ヴィンチのブノアの聖母をはじめとし、
ラファエロやジョルジョーネ、印象派以降ではル
ノワール、セザンヌ、モネ、ゴッホなどが展示さ
れている。バレエ団も有名で、今回引率したマリ
ンスキー劇場は、バレエの名作である『眠れぬ森
の美女』『白鳥の湖』、『くるみ割り人形』の初演
が上演されている。そのほか街や教会などの建物
もとても神秘的で、非日常感を味わえる。
料理は全体的にとても日本人の舌に合う。前菜
で出てくる脂ののったニシンは絶品で、ジャガイ
モのスライスと共に口にほおばり、ウォッカで一
気に流し込む。メインのビーフストロガノフは、
ビーフシチューというよりはクリームシチューに
味や見た目が近く濃厚で、ロシアのライ麦パンに
とても相性がいい。そして、スープのボルシチは
最高に日本人の舌に合う。スメタナといわれるサ
ワークリームを乗せると舌触りも滑らかとなり、
寒さの厳しいロシアではボルシチが五臓六腑に染
み渡り、無言で飲み干してしまう勢いだろう。

フィンランドのヘルシンキまでは、新千歳空港
からの直行便が2019年12月より就航している。こ
れを機にサンクトペテルブルクへ足を運んでみて
はいかがだろうか。

血の上の教会とサンクトペテルブルク国立文化芸術大学との学生間交流の様子。
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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、パンフレットラック等、学内
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。

前期学費等納付期限は 

4月15日（水）です
2020年度前期学費等は、同封の振込依頼書

により期限までに、金融機関から納付をお願
いいたします。

法人本部財務課 TEL：011-742-8804（直通）


