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平成２８年度 札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 

教育研究及び修学に係る情報公開資料 
 

１ 組織及び教育研究上の目的に関する情報 

大  学  等 
学部・ 

研究科等 
学  科 教育研究上の目的 

札幌大谷大学 

芸術学部 

音楽学科 

正統的演奏技能教育と歴史学的音楽学的教養教育

を通して、音楽文化の普遍的価値に対する深い造

詣を修得し、我が国そして北海道音楽文化の次代

の担い手を養成することを目的とする。 

美術学科 

美術における専門的な知識や表現技術に関する教

育を通して、美術文化の普遍的価値に関する造詣

を修得し、北海道美術文化の次代の担い手を養成

することを目的とする。 

社会学部 
地域社会

学科 

地域社会に貢献できる心身豊かな人材育成を理念と

しつつ、地域を愛し、地域を学び、地域を支える意識

を醸成しながら、地域で活躍する人材の基盤づくりを

目的とする。 

札幌大谷大学 

短期大学部 

保育科 

乳幼児の発達と教育に関わる知識と技能を修得

し、実習を通じて実践力を養うことにより、成長

期の子どもと子どもを取り巻く今日的な問題に対

して適切に対処できる高い知性や社会性を備えた

幼稚園教諭及び保育士の養成を目的とする。 

専攻科保育専攻 

本科の教育課程で修得した知識と技能を基礎とし

て、さらに障害児教育・教科教育・実践教育に特

色を置いた高度な資質や力量の涵養を図り、現代

社会に即応できる人材の育成を目的とする。 
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２ 教員組織及び教員数並びに教員の保有学位、業績に関する情報 

 

① 専任教員 学歴及び保有学位等一覧（平成 28年５月１日現在） 

札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 

学長 

教員氏名 職 名 学歴 保有学位等 

巌 城 孝 憲 教 授 北海道大学文学部哲学科卒業 文学士 

 (芸術学部 

音楽学科) 

北海道大学大学院文学研究科修士課程東洋哲学

専攻修了 

文学修士 

  北海道大学大学院文学研究科博士課程東洋哲学

専攻単位取得後退学 

 

 

札幌大谷大学 

芸術学部音楽学科 

教員氏名 職 名 学歴 保有学位等 

三 山 博 司 教 授 東京芸術大学音楽学部声楽科卒業 芸術学士 

  東京芸術大学大学院音楽研究科修士課程(声楽専攻)修

了 

修士(音楽) 

  東京芸術大学大学院音楽研究科博士課程(声楽専攻)単

位取得後退学 

 

千 葉  潤 教 授 東京芸術大学音楽学部楽理科卒業 芸術学士 

  東京芸術大学大学院音楽研究科修士課程修了 修士(芸術学) 

  東京芸術大学大学院音楽研究科博士課程単位取得後退

学 

 

  ロシア国立モスクワ音楽院大学院音楽理論科修了 芸術学カンディ

ダート 

石 飛 道 子 教 授 北海道大学文学部哲学科印度哲学専攻課程卒業 文学士 

  北海道大学大学院文学研究科東洋哲学専攻修士課程修

了 

文学修士 

  北海道大学大学院文学研究科東洋哲学専攻博士後期課

程単位取得退学 

 

井 手 詩 朗 教 授 国立音楽大学音楽学部卒業 芸術学士 

岡 本 孝 慈 教 授 東京藝術大学音楽学部器楽科卒業 芸術学士 

  国立デトモルト音楽大学修了試験(ライフェ)合格  

  東京藝術大学大学院音楽研究科修了 修士(音楽) 

グレブ・ニキテイン 教 授 モスクワ音楽院ヴァイオリン科卒業  

  モスクワ音楽院指揮科卒業  

鈴 木 富士雄 教 授 北海道教育大学旭川分校小学校教員養成課程卒業  

関 谷 正 子 教 授 上野学園大学音楽学部器楽学科ピアノ専攻卒業 芸術学士 

  北海道大学大学院教育学研究科博士前期課程修了 修士(教育学) 

  北海道大学大学院教育学研究科研究生  

谷 本 聡 子 教 授 ハンガリー 国立フランツ・リスト音楽芸術大学卒業 Zongoramüvész – 

Szakközépískola

i zongoratanár 

  ドイツ 国立フライブルク音楽大学大学院課程修了 Künstlerìsche 

Ausbìldung 
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教員氏名 職 名 学歴 保有学位等 

則 竹 正 人 教 授 東京芸術大学音楽学部声楽科卒業 芸術学士 

  東京芸術大学大学院音楽研究科修士課程(声楽専攻)修

了 

芸術学修士 

山 岡   望 教 授 桐朋学園大学音楽学部演奏学科ピアノ専攻課程卒業 芸術学士 

黒 山   映 准教授 桐朋学園大学音楽学部演奏学科ピアノ専攻卒業 芸術学士 

  ドイツ 国立シュトゥットガルト音楽芸術大学大学院

修了 

 

  ドイツ ミュンヘン市立リヒャルト・シュトラウスコ

ンセルヴァトリウム研究課程修了 

 

高 田 由利子 准教授 洗足学園音楽大学音楽学部器楽学科ピアノ専攻卒業 芸術学士 

  Lesley 大学院表現療法学科音楽療法・メンタルヘルス

カウンセリングコース大学院修了 

芸術学修士 

  NewYork 大学 ノードフ・ロビンズ音楽療法センターデ

ィプロマ取得 

 

河 野 泰 幸 講 師 東京芸術大学音楽学部器楽科卒業 音楽学士 

  ドイツ国立カールスルーエ音楽大学 

Kontakt Studium修了 

 

  ドイツ国立シュトゥットガルト芸術大学 

Künstlerische Ausbildung修了 

Diplom Musiker 

小 山 隼 平 講 師 東京芸術大学音楽学部作曲科卒業 学士(音楽) 
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芸術学部美術学科 

教員氏名 職 名 学歴 保有学位等 

鈴 木 誠 子 教 授 北海道教育大学教育学部札幌分校特別教科(美術・工

芸)教員養成課程卒業 

教育学士 

  サンフランシスコ アート インステチュート 

(アメリカ合衆国)版画科修士課程修了 

Master of Fine 

Arts 

川 口   浩 教 授 日本大学芸術学部美術学科卒業 芸術学士 

  武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程美術専攻修

了 

芸術学修士 

下 濱 晶 子 教 授 東京藝術大学美術学部芸術学科卒業 芸術学士 

  東京藝術大学大学院美術研究科修士課程藝術学専攻修

了 

芸術学修士 

  東京藝術大学美術研究科修了  

  米国   サン・ディエゴ州立大学 San Diego State 

University 大学院修了 

Master of Arts 

堀  じゅん子 教 授 武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業 芸術学士 

  北海道大学大学院国際広報メディア研究科修士課程修

了 

修士（国際広報

メディア学） 

  北海道大学大学院国際広報メディア研究科博士後期課

程修了 

博士（国際広報

メディア学） 

松 隈 康 夫 教 授 東京造形大学造形学部美術学科彫刻専攻卒業 芸術学士 

松 村   繁 教 授 武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業 芸術学士 

  武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程（美術専

攻）修了 

芸術学修士 

森 田 克 己 教 授 武蔵野美術大学造形学部基礎デザイン学科卒業 芸術学士 

  武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程デザイン専

攻修了 

芸術学修士 

山 川 真 一 教 授 札幌美術学園受験科修了  

  札幌美術学園造形科卒業  

今   義 典 准教授 東京芸術大学美術学部絵画科油画専攻卒業 学士(美術) 

  東京芸術大学大学院美術研究科油画専攻修了 修士(美術) 

  ドイツ デュッセルドルフ・クンストアカデミー彫刻

学科卒業(5 Semester/2.5年) 

 

佐々木   剛 准教授 武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業 学士(造形) 

  武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程美術専攻修

了 

修士(造形) 

平 向 功 一 准教授 北海道教育大学教育学部札幌分校特別教科(美術･工芸)

教員養成課程卒業 

教育学士 

  北海道教育大学大学院教育学研究科修士課程教科教育

専攻美術教育専修修了 

修士（教育学） 

藤 本 和 彦 准教授 北海道教育大学教育学部札幌分校特別教科（美術・工

芸）教員養成課程卒業 

教育学士 

  北海道教育大学教育学部札幌分校教育研究科美術・工

芸専攻修了 

 

小町谷   圭 講 師 東京藝術大学美術学部先端芸術表現科卒業 学士（芸術） 

  東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修了 修士（芸術） 

島 名   毅 講 師 東京芸術大学美術学部デザイン学科卒業 学士（美術） 

  東京芸術大学大学院美術研究科修士課程デザイン専攻

修了 

修士（美術） 



- 7 - 

 

 

教員氏名 職 名 学歴 保有学位等 

鳥 宮 尚 道 講 師 筑波大学芸術専門学群デザイン専攻卒業 学士（芸術） 

  筑波大学大学院芸術研究科前期博士課程デザイン専攻

修了 

修士 (デザイン

学) 

   博士(学術)/ 

京都工芸繊維大

学 

 

社会学部地域社会学科 

教員氏名 職 名 学歴 保有学位等 

梶 井 祥 子 教 授 慶應義塾大学法学部政治学科卒業 法学士 

  北海道大学大学院文学研究科人間システム科学専攻修

士課程修了 

修士(文学) 

久 野 寛 之 教 授 北海道大学文学部英米文学専攻課程卒業 文学士 

  アメリカ ショージアサウスウェスタン大学英語外国

語学部修士課程修了 

M.Ed. in 

English(Master 

of Education in 

English) 

  アメリカ ショージアサザン大学外国語学部修士課程

「初等外国語教育講座」修了 

 

柴 田 晶 子 教 授 お茶の水女子大学文教育学部英語英文学科卒業 文学士 

  お茶の水女子大学大学院人文科学研究科英文学専攻修

士課程修了 

文学修士 

永 田 志津子 教 授 北海道教育大学札幌分校中学校教員養成課程「家庭」

専攻卒業 

教育学士 

  北海道大学大学院教育学研究科前期修士課程修了 修士（教育学） 

  北海道大学大学院教育学研究科後期博士課程単位取得

後退学 

 

平 岡 祥 孝 教 授 北海道大学農学部農業経済学科卒業 農学士 

  北海道大学大学院農学研究科修士課程農業経済学専攻

修了 

農学修士 

   博士(農学)/ 

九州大学 

森   雅 人 教 授 札幌大学経済学部経済学科卒業 経済学士 

  駒澤大学大学院人文社会研究科修士課程社会学専攻修

了 

文学修士（社会

学系） 

和 田 佳 子 教 授 藤女子大学文学部英文学科卒業 英文学士 

荒 井 眞 一 准教授 北海道大学教育学部卒業 学士（教育学） 

  北海道大学大学院教育学研究科修士課程修了 修士（教育学） 

  北海道大学大学院教育学研究科博士課程修了 博士（教育学） 

石 川 希 美 准教授 藤女子大学文学部英文学科卒業 学士（文学） 

  米国カリフォルニア州立大学ロングビーチ校大学院言

語学部 TESL 専攻修了 

M.A.in 

Linguistics 

  カナダブリティッシュコロンビア大学 Certificate of 

Advanced English Language Teaching課程修了 
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教員氏名 職 名 学歴 保有学位等 

西 浦   功 准教授 北海道大学文学部行動科学科社会行動学専攻課程卒業 学 士 （ 行 動 科

学） 

  北海道大学大学院文学研究科修士課程行動科学専攻修

了 

修 士 （ 行 動 科

学） 

  北海道大学大学院文学研究科博士課程単位取得後退学  

西 脇 裕 之 准教授 慶應義塾大学文学部人間関係学科卒業 文学士 

  慶應義塾大学大学院社会学研究科修士課程修了 社会学修士 

  慶應義塾大学大学院社会学研究科博士課程単位取得後

退学 

 

吉 岡   亮 准教授 北海道大学文学部国語国文学科卒業 学士（文学） 

  北海道大学大学院文学研究科修士課程国文学専攻修了 修士（文学） 

  北海道大学大学院文学研究科博士課程国文学専攻単位

取得後退学 

博士（文学）/ 

北海道大学 

岡 部   敦 講 師 小樽商科大学商学部管理科学科卒業 商学士 

  北海道大学大学院教育学研究科修士課程教育制度専攻

修了 

修士（教育学） 

  北海道大学大学院教育学研究科博士後期課程教育学専

攻単位取得後退学 

博士（教育学）/ 

北海道大学 

佐 藤 弘 直 講 師 北海学園大学法学部法律学科卒業 法学士 

  北海学園大学大学院法学研究科修士課程法律学専攻

修了 

修士（法学） 

  北海学園大学大学院法学研究科博士（後期）課程法律

学専攻修了 

博士（法学） 

杉 澤 洋 輝 講 師 北海道旭川北高等学校卒業  

丸 山 宏 昌 助 教 北海道職業能力開発短期大学校電気電子技術科卒業  
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札幌大谷大学短期大学部 

保育科 

教員氏名 職 名 学歴 保有学位等 

柘 植 純 一 教 授 帯広畜産大学畜産学部畜産環境学科卒業 農学士 

  帯広畜産大学大学院畜産学研究科修士課程畜産環境学

専攻修了 

農学修士 

  岩手大学大学院連合農学研究科博士課程後期生物資源

科学専攻修了 

博士(農学) 

星   信 子 教 授 北海道大学教育学部卒業 教育学士 

  北海道大学大学院教育学研究科修士課程修了 修士(教育学) 

  北海道大学大学院教育学研究科博士後期課程単位取得

後退学 

 

清 水 郁太郎 教 授 北海道教育大学教育学部札幌分校特別教科(美術・工

芸)教員養成課程卒業 

教育学士 

横 田 由紀子 教 授 北海道教育大学札幌分校（現・札幌校）小学校課程国

語国文学科卒業 

教育学士 

小 橋 明 子 准教授 苫小牧付属高等看護学院卒業  

  北海道立衛生学院保健婦科卒業  

  中央福祉学院卒業  

松 井 亜 樹 准教授 北海道教育大学教育学部札幌校芸術文化課程（音楽コ

ース）卒業 

学士（教育学） 

 

 

 

 

北海道教育大学大学院教育学研究科教科教育専攻音楽

教育専修修士課程（声楽分野）修了 

修士（教育学） 

ロシア・ノボシビルスク国立グリンカ音楽院マスター

クラス修了 

 

  ロシア・サンクトペテルブルグ音楽院マスタークラス

修了 

 

秋 山 ゆみ子 講 師 札幌大谷短期大学(現：札幌大谷大学短期大学部)保育

科卒業 

 

大 澤 亜 里 講 師 お茶の水女子大学生活科学部人間生活学科発達臨床学

講座卒業 

生活科学学士 

  ポーランド国立ワルシャワ大学教育学部一般教育学専

攻修士課程修了 

教育学修士 

鈴 木 ゆみこ 講 師 藤女子短期大学卒業  

砂 田 眞理子 講 師 北海道教育大学札幌分校特設音楽科卒業  

  東京学芸大学大学院教育学研究科音楽教育専攻修士課

程器楽第一講座修了 

芸術学修士 

竹 口 敦 子 講 師 北海道女子短期大学(現：北翔大学短期大学部)保健体

育科卒業 
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② 専任教員数（平成 28年５月１日現在） 

札幌大谷大学 

学科等名 
専任教員数 

設置基準で 

定める教員数 助
手 

備考 

教 授 准教授 講 師 助 教 計 第１イ 第２ 

芸術学部 

音楽学科 
12 2 2 0 16 10(5) - 0 音楽関係 

芸術学部 

美術学科 
8 4 3 0 15 10(5) - 0 美術関係 

社会学部 

地域社会学科 
7 5 3 1 16 12(6) - 0 

社会学・社会福祉学 

関係 

（小 計） 27 11 8 1 47 32(16) - 0  

第２ - - - - - - 15(8) 0  

（合 計） 27 11 8 1 47 32(16) 15(8) 0  

※（ ）は教授数 

専任１人あたりの学生数 芸術学部音楽学科 13.9 人／芸術学部美術学科 15.9 人／社会学部地域

社会学科 12.2人 

 

札幌大谷大学短期大学部 

学科等名 
専任教員数 

設置基準で 

定める教員数 助
手 

備考 

教 授 准教授 講 師 助 教 計 〔イ〕 〔ロ〕 

保育科 4 2 5 0 11 8(3) - 0 教育学･保育学関係 

（小 計） 4 2 5 0 11 8(3) - 0  

〔ロ〕 - - - - - - 3(1) 0  

（合 計） 4 2 5 0 11 8(3) 3(1) 0  

※（ ）は教授数 

専任１人あたりの学生数 保育科 19.5人 
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③専任教員の年齢構成表（平成 28年５月１日現在） 

札幌大谷大学 

区 分 

年齢ごとの専任教員数 

70以上 60～69 50～59 40～49 30～39 29以下 平均年齢 

合計人数 
（47） 0 13 17 12 5 0 

53歳 
割 合 0％ 28％ 36％ 26％ 10％ 0％ 

 

札幌大谷大学短期大学部 

区 分 

年齢ごとの専任教員数 

70以上 60～69 50～59 40～49 30～39 29以下 平均年齢 

合計人数 
（11） 0 6 3 1 1 0 

57歳 
割 合 0％ 55％ 27％ 9％ 9％ 0％ 
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④主な教育・研究・社会活動（平成 27年４月１日～28年５月１日） 

 

札幌大谷大学 

＜芸術学部 音楽学科＞ 

巌城 孝憲（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

学術論文 教行信証における涅槃経の研究

（続） 

平成 28年 3月 札幌大谷大学・札幌

大谷大学短期大学部

紀要第 46号 

口頭発表 建学の精神の具現化について 平成 27年 7月 真宗大谷派学校連合

会 学長協議会 

執筆 お盆になぜ供養するの？ 平成 27年 8月 「北海道新聞夕刊」 

 

三山 博司（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

演奏 混声合唱団響友会第65回研究発表会 平成 27年 10月 札幌市民ホール 

東日本大震災復興支援チャリティコ

ンサートvol.６ 

平成 27年 10月 札幌時計台 

時計台 2階ホール 

札幌大谷大学芸術学部音楽学科第9回

定期演奏会 

平成 27年 12月 札幌コンサートホー

ルキタラ大ホール 

第308回そらのコンサート 平成 28年 4月 JRタワー展望室 T38 

審査員 第 82 回 NHK 全国学校音楽コンクール

空知大会 

平成 27年 8月 岩見沢市民文化会館

大ホール 

第 23 回ヴォーカルアンサンブルコン

テスト 

平成 28年 2月 ちえりあホール 

 

千葉 潤（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

口頭発表 科研費助成事業「20 世紀ロシア音楽

再考」による第１回研究会 

平成 27年 8月 文部科学省 

科研費助成事業「20 世紀ロシア音楽

再考」による第２回研究会 

平成 28年 3月 文部科学省 

「魚眼図 ガタタンの味」 平成 28年 3月 「北海道新聞夕刊」 

第 26337 号 

「魚眼図 運命」 平成 28年 4月 「北海道新聞夕刊」 

第 26366 号 

 

石飛 道子（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

執筆 月刊「在家佛教」 

「よりよく生きる 「サーレッヤカ

経」を読む」 

平成 28年 2月 一般社団法人在家仏

教協会 

著書 『『スッタニパータ』と大乗への道』 平成 28年 4月 サンガ 
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井手 詩朗（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

演奏 室内楽シリーズ 

古部賢一プロデュース 

平成 27年 4月 すみだトリフォニー

ホール小ホール 

第 2 回沖縄国際音楽祭 第九 in 

OKINAWA CITY 

平成 27年 6月 沖縄市民会館大ホー

ル 

千歳フィルハーモニーオーケストラ

第 32回公演 

平成 27年 9月 北ガス文化ホール大

ホール（千歳市民文

化センター） 

静岡交響楽団第 61 回定期演奏会 シ

ベリウス生誕１５０周年記念 Vol2 

平成 27年 10月 静岡市清水文化会館 

マリナートホール 

井手詩朗ホルンミニリサイタル 平成 28年 1月 ヤマハミュージック

リテイリング 

岡山店サロンホール 

審査員 第 60回福岡県吹奏楽コンクール 平成 27年 7月 福岡サンパレスホー

ル（福岡県福岡市） 

第 16 回神奈川県吹奏楽コンクール湘

南支部大会 

平成 27年 7月 茅ヶ崎市民文化会館 

（ 神 奈 川 県 茅 ケ 崎

市） 

第 54回山形県吹奏楽コンクール 平成 27年 7月 やまぎんホール 

（山形県山形市） 

第 63 回全日本吹奏楽コンクール大学

職場一般の部 

平成 27年 10月 札幌コンサートホー

ル Kitara 

（北海道札幌市） 

第 43 回全日本アンサンブルコンテス

ト東北大会 

平成 28年 2月 秋田県民会館 

（秋田県秋田市） 

九州高文連吹奏楽大会 平成 28年 3月 イイヅカコスモスコ

モン大ホール 

（福岡県飯塚市） 

 

岡本 孝慈（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

演奏 室内楽コンサート 平成 27年 5月 ㈱西村製剤所（ピノ

キオ･ホール） 

第 12回定期演奏会 

フランツ･シューベルト４ 

平成 27年 6月 北海道フーゴー・ヴ

ォルフ協会（ザ･ルー

テルホール） 

ＭＭＦ宮の森音楽祭 2015 平成 27年 9月 宮の森音楽祭実行委

員会（札幌市立宮の

森小学校） 

岡本孝慈・恵里デュオリサイタル 平成 27年 11月 札幌サンプラザホー

ル 

ヴァイオリン･ヴィオラ･ピアノコン

サート 

平成 27年 11月 ㈱西村製剤所（ピノ

キオ･ホール） 

岡嶋晋ヴァイオリン夜会 Vol.23「三

銃士」2015 

平成 27年 12月 AS FIT AS FIDDLE LTD. ･

ミューズコンサート札幌 

（札幌時計台 2Fホール） 
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岡本 孝慈（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

演奏 とましん市民ロビーコンサート 平成 27年 12月 苫小牧信用金庫本店 

岡本孝慈ピアノソロ･リサイタル 平成 28年 2月 ㈱エルム楽器（エル

ム･ホール） 

施設訪問 岡嶋晋ヴァイオリンコンサート 平成 27年 12月 岩見沢クピド･フェア 

 

グレブ・ニキティン（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

演奏 沖縄ミュージックキャンプ 2015 スプ

リングコンサート 

平成 27年 4月 スタジオ T.tutti 

ファーウェルコンサート 平成 27年 6月 札幌プリンスホテル 

バルトークの調べ 平成 27年 8月 とましん本店 2 階 市

民ホール 

BARTOKIANA ～バルトーク 70 周年記

念～ 
平成 27年 9月 東京銀座王子ホール 

東京交響楽団モーツァルト・マチネ 平成 27年 11月 川崎ミューザコンサ

ートホール 

第 636回 定期演奏会 

Suntory Hall Subscription Concert 

Series, No.636 

平成 27年 12月 サントリーホール 

沖縄ミュージックキャンプ 2016 スプ

リングコンサート 

平成 28年 4月 スタジオ T.tutti 

指揮 泉涌寺音舞台 平成 27年 9月 京都 泉涌寺 

 

鈴木 富士雄（教授）研究業績なし 

 

関谷 正子（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

口頭発表 異なる音楽聴取が高齢者の生理的・

心理的反応と認知機能に及ぼす影響 

平成 27年 9月 第 15 回日本音楽療法

学会学術大会 

札幌コンベンション

センター 

 

谷本 聡子（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

演奏 響流コンサート 平成 27年 4月 苫小牧三ツ星ホール 

第13回ゾンゴラコンサート 

リスト全曲シリーズⅢ 

平成 27年 5月 ちえりあホール 

ファーウェルコンサート 平成 27年 6月 札幌プリンスホテル 

講師コンサート 平成 27年 8月 ゆうばりセミナーホ

ール 
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谷本 聡子（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

演奏 バルトークの調べ 平成 27年 8月 とましん本店 2 階 市

民ホール 

バルトーキアーナコンサート 平成 27年 9月 東京銀座王子ホール 

未来プロジェクト 演奏会 平成 28年 4月 北こぶしホール 

審査員 第 5 回札幌大谷音楽コンクール審査

委員長 

平成 27年 11月 札幌大谷大学 

大谷記念ホール 

審査員 日本ピアノ教育連盟オーディション 平成 27年 11月 ふきのとうホール 

バッハコンクール 平成 27年 12月 エルム･ホール 

講師 響流セミナー 平成 27年 4月 

平成 27年 5月 

平成 27年 8月 

平成 27年 9月 

平成 27年 12月 

苫小牧ヤマハ、帯広

旭楽器商会 旭センタ

ー、ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾘﾃｲﾘﾝ

ｸﾞ旭川店・函館店 

企画・運

営等 

リスト音楽院セミナー 平成 28年 2月 札幌コンサートホー

ル 

通訳 リスト音楽院セミナー 平成 28年 2月 札幌コンサートホー

ル 

 

則竹 正人（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

演奏 詩と音楽の会 平成 27年 7月 月島区民ホール 

オペラ公演「学校の先生」 平成 27年 7月 札幌サンプラザホー

ル 

アカデミー合唱団 平成 27年 10月 札幌コンサートホー

ル Kitara大ホール 

リラの会演奏会 平成 27年 11月 岩内町 

メサイア 平成 27年 12月 札幌市手稲区 

バレー公演「独唱」 平成 27年 12月 札幌市教育文化会館 

大ホール 

教文オペレッタ「小人の靴屋」 平成 27年 12月 札幌市教育文化会館 

小ホール 

指揮 雪柳会コーラス定演 平成 27年 6月 札幌市教育文化会館 

大ホール 

市民合唱祭 平成 27年 6月 札幌市教育文化会館 

お母さんコーラス 平成 27年 7月 室蘭市 

声友会コーラス定演 平成 27年 7月 札幌サンプラザホー

ル 

コールピッコラ演奏会 平成 27年 7月 札幌市教育文化会館 

大ホール 

コール・プリマ定演 平成 27年 7月 ちえりあホール 

お母さんコーラス全国大会 平成 27年 8月 札幌コンサートホー

ル Kitara大ホール 

合唱コンクール 平成 27年 10月 帯広市 

コール・プリマ 平成 27年 11月 ふれあいの郷慈啓会 

輪声会定演 平成 28年 3月 ちえりあホール 
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則竹 正人（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

審査員 NHK学校音楽コンクール 平成 27年 7月 小樽マリンホール 

NHK学校音楽コンクール 平成 27年 8月 千歳文化センター 

毎日学生コンクール 平成 27年 9月 ふきのとうホール 

HBCこども音楽コンクール 平成 27年 12月 HBCスタジオ 

HBCこども音楽コンクール 平成 28年 1月 TBS（東京） 

 

山岡 望（教授）研究業績なし 

 

黒山 映（准教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

演奏 Kコンサート vol.6 平成 28年 3月 ちえりあホール 

 

高田 由利子（准教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

講師 「ミニシンポジウム：子どもが物語

ることーことばと体から見えてくる

子どもの世界」 

平成 27年 4月 上智大学 

院内学級における音楽療法の実施 平成 27年 7月 横浜市芸術文化プラ

ットフォーム（横浜

市） 

道民カレッジ連携講座 公開講座 

音楽『音楽と健康について』 

平成 27年 11月 札幌大谷大学 

「“目で聴いて、耳で観る”表現アー

ト体験」 

平成 28年 1月 横浜市芸術文化プラ

ットフォーム（横浜

市） 

ワークシ

ョップ（フ

ァシリテー

ター） 

音遊びワークショップ＆アート鑑賞

会 

平成 27年 11月 クラシック・ヨコハ

マ（横浜市） 

 

河野 泰幸（講師） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

演奏 第 122 回東区民センターロビーコン

サート 

平成 27年 5月 札幌市東区民センタ

ーロビー 

ムジークフェストなら 

春日の森に響く、木管の調べ 

平成 27年 6月 奈良県唐招提寺 僧

坊 

キャンパスコンサート 平成 27年 7月 札幌大谷大学 

大谷記念ホール 

日本テレマン協会 第 226 回定期演奏

会 ベートーヴェン 交響曲 第 3 番 

変ホ長調 「英雄」 

平成 27年 7月 大阪市中央公会堂中

集会室 
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河野 泰幸（講師） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

演奏 

 

 

Trio Rintonare リサイタル 

OrchestraJAPAN 公演 

わが祖国(全曲) 

平成 27年 7月 

平成 27年 8月 

京都市立京都堀川音

楽高等学校音楽ホー

ル 

フェスティバルホー

ル 

ｺｰﾄﾞﾘﾍﾞｯﾄ･ｺｰﾙ公演 ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ ｵﾗ

ﾄﾘｵ「ﾊﾟｳﾛ」演奏会 

平成 27年 8月 ザ・シンフォニーホ

ール 

舞曲と民謡の調べ ～バルトーク没後

70年を記念して～ 

平成 27年 8月 とましん本店 2階 市

民ホール 

芸術鑑賞会(開明中学校) 平成 27年 10月 いずみホール 

親子で楽しむコンサート 平成 27年 12月 札幌大谷大学 

大谷記念ホール 

Ensenbule Mina-Mina 11 

再開を祝して・ﾄﾘｵﾀﾞﾝｼｭ!! 

平成 27年 12月 札幌時計台 2階ホー

ル 

ｸﾘｽﾏｽ･ｺﾝｻｰﾄ 

ｶｯﾁｰﾆ「ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ」 

平成 27年 12月 京都コンサートホー

ル・ムラタホール 

第 10回 Trio Abend 平成 27年 12月 日本基督教団宇治教

会 

京都伸縮際管弦楽団 第 3 回定期演

奏会 ﾌﾞﾗｰﾑ ｽﾂｨｸﾙｽ IV 

平成 28年 2月 滋賀県立芸術劇場 

びわ湖ホール 

ｶﾝﾏｰﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ札幌」第 2回演奏会 平成 28年 2月 札幌市教育文化会館 

小ホール 

Mujiｘ vol.2 ～ﾄﾘｵとﾄﾘｵ～ 平成 28年 3月 モーツァルト・サロ

ン 

第 435回市民ロビーコンサート 平成 28年 4月 札幌市役所ロビー 

審査員 第 34回北海道小学校ﾊﾞﾝﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

第 31回北海道ﾏｰﾁﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ 

平成 27年 9月 苫小牧市総合体育館 

第 5回札幌大谷音楽コンクール 平成 27年 11月 札幌大谷大学 

大谷記念ホール 

阪神淡路大震災復興記念第 19 回ｱﾏﾁｭ

ｱｿﾛ管楽器ｺﾝｸｰﾙ 

平成 27年 11月 神戸市立東灘区民セ

ンター うはらホー

ル 

HBC 子供音楽ｺﾝｸｰﾙ北海道ﾌﾞﾛｯｸ審査

会 

平成 27年 12月 HBCラジオ局 

第 52回北海道管楽器個人コンクール 

第 47 回北海道アンサンブルコンクー

ル 

平成 28年 2月 北広島市芸術文化ホ

ール(花ホール) 

講師 ｸﾗﾘﾈｯﾄｷｬﾝﾌﾟ in札幌 2015 平成 27年 10月 芸森スタジオ 
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小山 隼平（講師） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

出品 《栄町歌舞伎体操》のための音楽 平成 27年 8月 商店街みらい会議 東

区栄町商店街活性化

事業「ハッチふれあ

い フ ェ ス テ ィ バ ル

2015」 

靴下から考える 平成 27年 8月 北海道教育大学岩見

沢校 i-HALL 

リベルタンゴ、ボレロ 平成 27年 10月 越谷コミュニティセ

ンター・サンシティ

ホール 

岩内女声合唱団リラ団歌《リラの

歌》 

平成 27年 11月 岩内地方文化センタ

ー 

札幌大谷大学附属幼稚園園歌 平成 27年 12月 札幌大谷大学附属幼

稚園 

佐藤春夫の詩による三つの抒情歌 平成 28年 3月 ちえりあホール 
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＜芸術学部 美術学科＞ 

鈴木 誠子（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

出品 MONOCHROME（シリーズ 30点） 平成 27年 8月 

〜12月 

企画展 

朴 寿根美術館（韓

国、楊口郡） 

MONOCHROME（シリーズ 22点） 

EXISTENCE（Ⅰ、Ⅴ） 

Motion（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ） 

existence 

平成 27年 10月 企画個展 

ヒラマ画廊（旭川

市） 

vestige（シリーズ 2点） 平成 28年 3月 Print Works2016 

ヒラマ画廊（旭川

市） 

 

川口 浩（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

出品 風景‘15 平成 27年 6月 第70回記念全道展 

札幌市民ギャラリー 

yuriの日 平成 27年 10月 第9回北海道現代具象

展 

小樽美術館 

千歳市民ギャラリー 

札幌時計台ギャラリ

ー 

室蘭市民美術館 

深川アートホール東

州館 

untitled 平成 27年 10月 第70回記念全道展企

画展 

北海道立近代美術館 

講師 出張講義 平成 27年 6月 北広島西の里中学校 

進路講座 平成 27年 11月 北海道室蘭清水丘高

等学校 

出張講義 平成 27年 11月 北海道留萌高等学校 

 

下濱 晶子（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

審査 東京藝術大学大学院紀要審査 

（平成 27年度査読委員） 

平成 27年 4月 

～ 

平成 28年 3月 

東京藝術大学大学院 

講師 フランス近代美術－印象派からエコ

ール・ド・パリへ 

平成 27年 6月 UHB大学一般教養講座 

道新ホール 

ヨーロッパ 18世紀のロココ美術 平成 27年 7月 NHK文化センター 

新さっぽろ教室 

新古典・ロマン主義の芸術 平成 27年 10月 

～ 

平成 28年 3月 

NHK文化センター 

新さっぽろ教室 
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堀 じゅん子（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

著書 北海道イラストレーターズクラブα

『マイワーク vol.29』 

平成 27年 11月 北海道イラストレー

ターズクラブα 

学術論文 「浮世絵版画と時事的情報―国芳と

広重の場合」 

平成 28年 3月 札幌大谷大学・札幌

大谷大学短期大学部 

紀要第46号 

出品 「ダイハツ 三輪自動車物語 」絵本

原画 

平成 27年 11月 「北海道イラストレ

ーターズクラブαMy 

Work29原画展」 

さいとうギャラリー 

審査 「北方領土の日」ポスターコンテス

ト審査員 

平成 27年 11月 北海道庁 

制作・指

導 

『緑の手づくり―自然に近い森をつ

くる「生態学的混播・混植法」の成

り立ちと広がり』（Kindle 版）イラ

ストレーション制作 

平成 27年 4月 吉井厚志、岡村俊邦

共著による電子書籍 

 

松隈 康夫（教授） 研究業績なし 

 

松村 繁（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

出品 Lamina まなざし 平成 27年 7月 アジア国際美術交流

協会主催「国際美術

大展」 

（大韓民国忠州文化

会館） 

Lamina 平成 27年 9月 Gallery Suchi(東京) 

Lamina 平成 27年 9月 あかね画廊（東京） 

講師 平成 27 年度 北海道高等学校文化連

盟十勝支部美術展・研究大会実施研

修会 

平成 27年 6月 北海道高文連美術専

門部十勝支部 

平成 28 年度江別市公立学校美術部二

校合同研修会（江別高校、大麻高

校） 

平成 28年 4月 札幌大谷大学北棟4階 

 

森田 克己（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

学術論文 幾何学模様生成システムの構築 平成 27年 5月 大会学術講演論文集 

2015 年度春季大会、

日本図学会、pp1-6 

楕円をモチーフとした幾何学模様の

生成（査読付き） 

平成 27年 9月 図学研究第 49 巻第 3

号通巻 147 号、日本

図学会、pp3-11 

周期関数を適用した幾何学模様生成

システム２の構築 

平成 28年 3月 札幌大谷大学・札幌

大谷大学短期大学部

紀要第 46号 pp31-41 
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森田 克己（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

執筆 日本図学2015年度春季大会報告 平成 27年 9月 図学研究第 49 巻第 3

号通巻 147 号、日本

図学会、pp29 

運営 札幌メディア・アート・フォーラム

における活動（SMFコトバワークショ

ップ） 

平成 27年 10月 札幌 ICC 

 

山川 真一（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

出品 SAPPORO(night)2015 平成 27年 10月 第90回道展札幌市民ギ

ャラリー 

TOKYO・2015 平成 28年 1月 

～3月 

札幌美術展（モーシ

ョン・エモーション

展）札幌芸術の森美

術館 

 

今 義典（准教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

出品 見えるもの／見えないもの＃02 平成 27年 7月 

～8月 

東京藝術大学大学美

術館 陳列館 

 

佐々木 剛（准教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

出品 「窓、骨」、「窓、果物」 平成 27年 10月 田島美術 

「白日 星の会」 

窓・人物 平成 27年 11月 あかね画廊 

開廊 50 周年記念それ

ぞれのスカラベ展 

戸口に立つ 平成 26年 12月 新国立美術館 

第 92回白日展 

 

平向 功一（准教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

学術論文 教職課程履修の手引き 平成 28年 4月 札幌大谷大学教職委

員会 pp.15～25 

出品 君の住む街 平成 27年 8月 RECYCLE ART 2015 札

幌市地下歩行空間、

新千歳空港、帯広市

民ギャラリー（優秀

賞受賞） 

君の住む街 平成 26年 9月 神 戸 ビ エ ン ナ ー レ 

2015 神戸市メリケン

パ ー ク （ 奨 励 賞 受

賞） 
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平向 功一（准教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

出品 №９ 平成 27年 10月 第 90回記念道展 

札幌市民ギャラリー 

ランドマーク 平成 27年 11月 韓中日の中堅作家東

洋画美術交流展～東

方の光と風～ 

韓国素筌美術館 

宮廷からの使者 平成 27年 11月 韓中日の中堅作家東

洋画美術交流展～東

方の光と風～ 

韓国素筌美術館 

講師 メディウムから地域美術を考える 平成 27年 8月 北翔大学ポルト市民

講座シンポジュム 

もっと知ろうエゾシカのこと 平成 27年 11月 札幌消費者協会北海

道エゾシカ倶楽部 

オオタニアートキャラバン 平成 27年 11月 キッズアートフェス

（札幌アートステー

ジ実行委員会） 

 

藤本 和彦（准教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

出品 現象界・圧 平成 27年 10月 北海道美術協会展 

札幌市民ギャラリー 

現象界・滲 リメイク 平成 27年 11月 道展 90周年企画展 

北海道立近代美術館 

（札幌市） 

現象界・圧 リメイク 平成 27年 11月 北海道･韓国美術交流

展 

コンチネンタル 

ギャラリー （札幌

市） 

 

小町谷 圭（講師） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

出品 山口小夜子 未来を着る人 

（照明システムデザイン） 
平成 27年 4月 東京都現代美術館 

プログラミング・ワークショップ[子

供編・大人編 合同展覧会] 

オト・ナ・コード・モ 

平成 27年 9月 札幌市創造都市さっ

ぽろ・国際芸術祭実

行委員会（文化庁 

27 年度 文化芸術によ

る地域活性化・国際

発信推進事業）（札幌

市資料館 SIAF ラウン

ジ） 
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小町谷 圭（講師） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

出品 さっぽろ垂氷まつり 平成 28年 1月 札幌市創造都市さっ

ぽろ・国際芸術祭実

行委員会（札幌市資

料館 SIAFラウンジ） 

執筆 記録集 

OS10 

A Perspective of Art and Media 

Technology Documents of ICC OPEN 

SPACE 2006-2015 

平成 28年 3月 企画：NTTコミュニケ

ーション・センター 

発行：東日本電信電

話株式会社 

ワ ー ク シ

ョップ等 

SIAF パブリックミーティング:ハン

ド・メイド・ジョウロ・ボット 自

動水やりマシンづくり&プログラミン

グ体験 

平成 27年 7月 札幌市創造都市さっ

ぽろ・国際芸術祭実

行委員会（札幌市資

料館 SIAF プロジェク

トルーム） 

SIAF パブリックミーティング:シェ

フ Watson と拓く北の味覚 コンピュ

ーターと一緒に新しい郷土料理を創

ろう！ 

平成 27年 7月 主催：札幌市創造都

市さっぽろ・国際芸

術祭実行委員会（札

幌市資料館 SIAF ラウ

ンジ） 

VHSHOWO2 平成 27年 11月 札幌 CAI02 

SIAF ラボ ツララ・バトル・サッポ

ロ 2016-つららハッカソン- 
平成 28年 2月 札幌市創造都市さっ

ぽろ・国際芸術祭実

行委員会（札幌市資

料館） 

SIAF ラボ「日本初？つららスキャン

ワークショップ」 
平成 28年 2月 札幌市創造都市さっ

ぽろ・国際芸術祭実

行委員会（札幌市資

料館 SIAF プロジェク

トルーム） 

SIAF ラボ「つららアクセサリーをつ

くろう！」 
平成 28年 2月 札幌市創造都市さっ

ぽろ・国際芸術祭実

行委員会（札幌市資

料館 SIAFラウンジ） 
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小町谷 圭（講師） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

シ ン ポ ジ

ウム 

 

 

SIAF パブリックミーティング: 第 1

回パブリックミーティング  -

SIAF2017に向けて- 

平成 27年 7月 札幌市創造都市さっ

ぽろ・国際芸術祭実

行委員会（札幌市資

料館 2階研修室） 

SIAF ラボ アート界隈の人々 第 1 回 

展覧会エンジニアってなんですか？ 
平成 27年 8月 札幌市創造都市さっ

ぽろ・国際芸術祭実

行委員会（札幌市資

料館 2 階 SIAF プロジ

ェクトルーム） 

Bent Icicle Project－Tulala 

－冬の形相(けいそう)を創る 
平成 27年 10月 札幌市創造都市さっ

ぽろ・国際芸術祭実

行委員会（札幌市資

料館 2 階 SIAF プロジ

ェクトルーム） 

第 18 回文化庁メディア芸術祭 受賞

者トーク 
平成 28年 2月 文化庁（国立新美術

館 ［3 階 研修室Ａ・

B］） 

SIAFラボ 「つらつら中谷宇吉郎」 平成 28年 2月 札幌市創造都市さっ

ぽろ・国際芸術祭実

行委員会（札幌市資

料館 2 階 SIAF プロジ

ェクトルーム） 

ソ フ ト ウ

ェア開発 

Sonic Piの日本語化 平成 27年 10月 https://github.com 

/siaflab/sonic-pi 

Haskap Jam Pack 平成 28年 3月 https://github.com 

/siaflab/haskap- 

jam-pack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/
https://github.com/
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島名 毅（講師） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

出品 曖昧な境界線及び平行する面 平成 27年 5月 新池袋モンパルナス

西口まちかど回遊美

術館 

C-DEPOT Landmark 

作品収蔵 障がい者スポーツふれあいフィエス

ティバルロゴマーク 

平成 27年 11月 障がい者スポーツふ

れあいフェスティバ

ル 

ピパの子保育園ロゴマーク一式 平成 28年 2月 美唄ピパの子保育園 

講演 萌えのカタチ オタクカルチャーに

みるカタチの変遷 

平成 27年 12月 日本図学会北海道支

部例会 

ワ ー ク シ

ョップ 

まんがワークショップ 平成 28年 1月 網走市立美術館 

ｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸｼ

ｮﾝ・ﾌﾟﾛﾃﾞ

ｭｰｻｰ等 

ハッチふれあいフェスティバル 平成 27年 8月 札幌市東区栄町商店

街 

 

鳥宮 尚道（講師） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

出品 成形合板の椅子 平成 28年 3月 札幌大谷大学・札幌

大谷大学短期大学部

紀要第 46号 
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＜社会学部 地域社会学科＞ 

梶井 祥子（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 発行・場所等 

講師 人口減少と地方創生を考える 平成 27年 10月 北海道（とかちプラ

ザ） 

人口減少社会とどう向き合うか 平成 27年 10月 北海道（岩見沢市民

会館まなみーる） 

人が育つまちづくり～何が若者を惹

きつけるのか～ 

平成 27年 11月 北区商店街連絡協議

会 （ 札 幌 サ ン プ ラ

ザ） 

若者を惹きつける地域コミュニティ 平成 28年 2月 北海道商店街振興組

合連合会（札幌サン

プラザ） 

書評 上野千鶴子対談集「思想をかたちに

する/セクシュアリティをことばにす

る」 

平成 27年 1月 北海道新聞社朝刊 

コラム 「化学変化」を起こす心意気 平成 28年 3月 北海道商店街新報 

 

久野 寛之（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 発行・場所等 

学術論文 シリーズ 小学校からはじまる実用英

語教育 第 8回「“Yes”は“Yes”，

“No”は“No”― その 1 」 

平成 27年 12月 実用英語教育学会ニ

ュースレター（実用

英語教育学会） 

第 4巻第 1号 

口頭発表 発音指導過程の可視化―小学校で本

格的な発音指導を始めるための段階

的シラバスの提案― 

平成 27年 10月 第 4 回実用英語教育

学会研究会（札幌大

谷大学） 

 

柴田 晶子（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 発行・場所等 

学会発表 Volunteer Student Interprters at 

International Trade Shows: From 

the Viewpoint of ESP Education 

平成 27年 8月 The JACET 54rd 

International 

Convention 

（鹿児島大学） 

学術論文 商談会通訳者へのアンケート結果か

ら探る大学英語教育への示唆 

平成 27年 12月 ESP Hokkaido  

Journal No.3 

http://www.esp-

hokkaido.org/vol_3/ 

pp.26-31 

審査員 全道高等学校英語プレゼンテーショ

ンコンテスト 

平成 27年 5月 北海道高等学校文化

連盟 
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永田 志津子（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

学術論文 地域包括ケアシステムとサービス付

き高齢者向け住宅における生活相談

員の役割 

平成 27年 10月 地 域 ケ ア リ ン グ

Vol.17、No.11 

pp.70～75 

「生活モデル」視点からみる高齢者

住宅の課題 

平成 27年 3月 札幌大谷大学社会学

部論集第 4号 

pp.73～100 

研究報告

書 

科研費助成事業「北海道における高

齢者住宅の実態と生活相談員の役割

～サービス付き高齢者向け住宅を中

心に～」（文部科学省） 

平成 28年 3月 永田 志津子 

講師 少子高齢社会における地域福祉活動

を考える～介護保険制度の変容と求

められる地域力 

平成 27年 9月 平成27年度豊平区地

域福祉研修会 

 

平岡 祥孝（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 発行・場所等 

学術論文 ＥＵ生乳クォータ制度に関する経済

分析―イギリス酪農業を事例として

―（査読付） 

平成 27年 5月 日本ＥＵ学会年報第

35号 

pp.274～298 

北海道における将来の生活圏形成と

社会資本整備のあり方―医療を支え

る道路整備を中心に― 

平成 27年 9月 北海道自治研究 560

号 

ＥＵ酪農部門に関する一考察 平成 28年 3月 札幌大谷大学・札幌

大谷大学短期大学部

紀要第 46号 

キャリア教育における基礎学力の理

論的枠組み 

平成 28年 4月 札幌大谷大学社会学

部論集第 4号 

官民ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ（ＰＰＰ）の展開に

関する一考察―札幌市経済局雇用推

進部事業「ﾌﾚｯｼｭｽﾀｰﾄ塾」を事例とし

て― 

平成 28年 4月 北海道自治研究

（（社）北海道地方自

治研究所）第 567号 

口頭発表 近年の英国における牛乳・乳製品の

消費動向に関する一考察 

平成 27年 6月 日本消費経済学会第

40回全国大会自由論

題報告（明治大学駿

河台ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

北海道における将来の生活圏形成と

社会資本整備のあり方―医療を支え

る道路整備を中心に― 

平成 27年 8月 公益社団法人北海道

地方自治研究所第 27

回生活権研究会（北

海道自治労会館） 

北海道の海を考える「港湾の役割と

整備の方向性」 

平成 27年 10月 札幌大谷大学社会学

部シンポジウム 2015 

(京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ札幌) 

ＥＵ主要乳製品の輸出動向 平成 27年 11月 日本ＥＵ学会第 36 回

研究大会（関西大学

千里山キャンパス） 
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森 雅人（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 発行・場所等 

口頭発表 北海道の郷土料理を探る 

―積丹町美国及び八雲町熊石の事例

を中心として― 

平成 27年 12月 北海道地域文化学会 

（北星学園大学） 

調 査 報 告

書 

積丹町美国地区における郷土料理と

祭礼に関する調査報告書 

平成 28年 3月 札幌大谷大学社会学

部地域社会学科 

 

和田 佳子（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 発行・場所等 

執筆 地域創生と高校生のキャリア教育 平成 27年 8月 北海道開発協会・北

海道ソーシャルキャ

ピタル研究会調査報

告書 

講演 夢を実現させるためのコミュニケー

ション 

平成 28年 3月 伊達緑丘高等学校進

路講演会 

報告書 

（編纂） 

平成 27 年度社会学部インターンシッ

プ報告会・実習報告書 

平成 27年 11月 札幌大谷大学 

社会学部 

座談会 開発こうほう 5 月号「道内高校生の

地域志向とつながり願望」 

平成 27年 4月 北海道開発協会 

 

荒井 眞一（准教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 発行・場所等 

学術論文 「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」 

平成 28年 3月 札幌大谷大学・札幌

大谷大学短期大学部

紀要第 46号 

pp.71～76 

「キャリア教育における『基礎学

力』の理論的枠組み」 

平成 28年 3月 札幌大谷大学社会学

部論集第 4号 

pp.1～15 

教材 『平成 26 年度版 教職課程履修の手

引き』改訂版 

平成 27年 4月 

平成 28年 4月 

札幌大谷大学 

 

石川 希美（准教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 発行・場所等 

学術論文 英語ライティングの変化：前期と後

期を比較して 

平成 28年 3月 札幌大谷大学社会学

部論集第 4号 

pp.17-31 

講師 岩手大学教育学部 「英語科教育法特

別演習Ⅱ」(集中講義) 

平成 27年 5月 

～6月 

岩手大学 

通訳 北海道キャリア教育職業教育フォー

ラム研究報告 

平成 27年 11月 Mr. Don Middleton 

 (Calgary Board of 

Education) 

Mr. Rob Calver &  

Mr. Oakley Cooper 

 (Iron Workers  

Local 725) 

（札幌大谷大学） 
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西浦 功（准教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 発行・場所等 

学術論文 福祉サービスへの抵抗感を生み出す

構造と戦後日本の家族変動 

平成 28年 3月 札幌大谷大学社会学

部論集第 4号 

pp. 53～72 

口頭発表 日本におけるホームヘルプサービス

（老人家庭奉仕員派遣事業）の普及

過程とその要因 

平成 27年 6月 福祉社会学会第 13 回

大会（名古屋大学） 

 

西脇 裕之（准教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 発行・場所等 

学術論文 コミュニケーション接続に関する社

会学教育 ―論文構造設計シートを利

用した社会学教育の試み ― 

平成 28年 3月 札幌大谷大学社会学

部論集第 4号 

pp. 33～51 

 

吉岡 亮（准教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 発行・場所等 

口頭発表 明治二○年代の歴史と文学――民友

社の歴史叙述の研究（3） 

平成 28年 3月 国文学研究資料館 

共同研究 「歴史叙

述と文学」第六回研

究発表会 

 

岡部 敦（講師） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 発行・場所等 

学術論文 高等学校におけるアプレンティスシ

ップの可能性について−カナダ・アル

バータ州の事例 

平成 27年 11月 日本キャリア教育学

会第 36 回大会発表論

文集 pp.97-98 

高校教育における職業教育の可能性

について 

平成 28年 3月 日 本 進 路 指 導 協 会

「進路指導」第 89 巻

第 1号 

審査員 北海道高校生英語弁論大会石狩地区

大会 

平成 27年 11月 北海道高等学校文化

連盟国際交流専門部 

北海道高校生英語ディベート大会 平成 27年 11月 北海道高等学校文化

連盟国際交流専門部 

北海道高校生英語プレゼンテーショ

ン大会 

平成 27年 5月 北海道高等学校文化

連盟国際交流専門部 

口頭発表 中等教育における Early School 

Leavers 対策について−カナダ・アル

バータ州の事例を中心に− 

平成 27年 6月 日本比較教育学会第

51 回大会（宇都宮大

学峰キャンパス） 

Symposium: The Possibilities of 

Career-related Education Over 

Difficulties（査読付き） 

平成 27年 9月 国際キャリア教育学

会 2015 年大会 

（会場：つくば国際

会議場） 

講師 ディベートに挑戦してみよう 

～根拠のある提案の仕方と、意味の

ある議論の方法について考える～ 

平成 27年 5月 

～6月 

美唄サテライト・キ

ャンパス 2015 

企 画 ・ 運

営 

北海道キャリア教育・職業教育フォ

ーラム 

平成 27年 11月  
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佐藤 弘直（講師） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 発行・場所等 

学術論文 携帯電話利用サービス契約における

解約金条項に関する諸問題(1) 

平成 27年 12月 法学研究（北海学園

大学法学会）第 51 巻

第 3号 pp.91～130 

携帯電話利用サービス契約における

解約金条項に関する諸問題(２) 

平成 28年 3月 法学研究（北海学園

大学法学会）第 51 巻

第 4号 pp.263～280 

 

杉澤 洋輝（講師） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 発行・場所等 

脚 本 ・ 台

本 

待つ男（ラジオドラマ脚本） 平成 27年 6月 スタジオオニオン 

 

丸山 宏昌（助教） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 発行・場所等 

教材 仕事力・コミュニケーション実践教

材 

平成 27年 6月 人事院北海道 研修教

材 

プレゼンテーション実践教材 平成 27年 7月 人事院北海道 研修教

材 

女性職員キャリア形成実践教材 平成 27年 7月 人事院北海道 研修教

材 

管理職向け問題解決 実践教材 平成 27年 8月 宮城県社会福祉協議

会 研修教材 

 プレゼンテーション実践教材 

 

平成 27年 10月 人事院北海道 研修教

材 

自治体に求められる能力実践教材 平成 27年 11月 札幌市広域圏組合 研

修教材 

自治体に求められる能力実践教材 平成 27年 11月 苫小牧市役所 研修教

材「新規採用基礎」 

プレゼンテーション実践教材 平成 27年 11月 札幌高等裁判所 研修

教材 

仕事力効率アップ実践教材 平成 27年 11月 苫小牧市役所 研修教

材 

問題解決実践教材 平成 27年 12月 北見市役所 研修教材 

プランニング実践教材 平成 27年 11月 札幌管区気象台 研修

教材 

仕事力ブラッシュアップ実践教材 平成 28年 1月 足寄町役場 研修教材 

コミュニケーション実践教材 平成 28年 2月 帯広市社会福祉協議

会 研修教材 

仕事力実践教材 平成 28年 4月 北海道大学 研修教材 

「初任職員 仕事力研

修」 

講師 「青少年とインターネット」 

啓発ビデオのメイン講師 

平成 27年 4月 岩見沢教育委員会 
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札幌大谷大学短期大学部 

＜保育科＞ 

柘植 純一（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

学会発表 幼稚園における小動物飼育の意義を

明確にし野生動物であることを実感

できるオタマジャクシの飼育活動に

ついて 

平成 27年 8月 日本環境教育学会 

第 26 回大会研究発表

要旨集 p46 

講師等 札幌市私立幼稚園教育研究大会白石

区公開保育助言者 

平成 27年 11月 菊水いちい認定子ど

も園 

 

星 信子（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

学会発表 Predictability of the household 

economic factors 

on the temperament of Japanese 

children 

平成 27年 9月 17th European 

Conference on 

Developmental 

Psychology 

Influence of food intake and 

exposure to heavy metals on the 

development of temperament in 

Japanese children 

平成 27年 9月 17th European 

Conference on 

Developmental 

Psychology 

子どもの生育環境と発達 － 遺伝と

環境の新しい視座 － 

平成 28年 4月 日本発達心理学会 

第27回大会 

子どもの気質と家庭生活の地域差 

その 2 -家庭・地域の養育環境及び

親の信念について- 

平成 28年 5月 日本発達心理学会 

第27回大会 

子どもの気質と家庭生活の地域差 

その 1 -子どもの気質と基本的生活

について- 

平成 28年 5月 日本発達心理学会 

第27回大会 

 

清水 郁太郎（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

作品発表 ぽこぽこＧ 平成 27年 12月 ミクラ喜寿作品展 

講演 自給の森特別講習 

「親子で作るツリーキャビン」 

平成 27 年 6 月

～8月 

札幌市小別沢自給の

森ガーデン 

新得町保育士研修 

「保育と工作」 

 新得町公民館のふれ

あいホール 
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横田 由紀子（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

学術論文 後藤竜二論─『故郷』『風景』を中心

に 

平成 27年 5月 日本児童文学学会北

海道支部機関誌『ヘ

カッチ』第10号 

（通巻19号） 

口頭発表 植民地台湾で発行された『台湾少年

界』の考察 

平成 27年 11月 第54回日本児童文学

学会研究大会 

講師 北海道立文学館所蔵資料解説・「児童

雑誌」の中から 

平成 27年 7月 北海道立文学館・ウ

イークエンドカレッ

ジ 

 

小橋 明子（准教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

学会発表 幼児の足の形態的発育について～4・

5歳児の土踏まずと浮趾との関係～ 

平成27年11月 第 67 回北海道公衆衛

生学会（旭川医科大

学） 

講師 産前・産後のサポーター養成講座 平成 27年 5月 子ども學舎 

 

松井 亜樹（准教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

学術論文 集団歌唱表現活動の可能性～異年齢保

育の歌唱表現活動観察による～ 
ВОЗМОЖНОСТИ  

КОЛЛЕКТИВНОГО ПЕНИЯ КАК  

ЭКСПРЕССИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:НА ПРИМЕРЕ  

ЗАНЯТИЙ ПО ПЕНИЮ В  

РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ДЕТСКИХ  

ГРУППАХ 

平成 27年 12 月 日露音楽研究学会 

「音楽学の紀要」 

2015 年 4（ 10）号

（in press） 
"Вестник 

музыкальной 

науки" ; выпу

с к  4(10)-2015 （ in 

press） 

演奏 バイエルンと日本の三姉妹コンサート 

ミュンヘンから音楽家を迎えて 

平成 27年 10月 札幌国際プラザサロ

ン 

平成 27 年度札幌市文化芸術振興助成

事業姉妹都市提携 25 周年記念コンサ

ート 

平成 27年 10月 ロシア・ノボシビル

スク グリンカ音楽院

大ホール 

シベリア北海道文化

センター 

札幌・ノボシビルスク姉妹都市提携 25

周年記念式典・記念祝賀会 

平成 27年 10月 全日空ホテル 

第 1 回ロシア声楽コンクール入賞者披

露演奏会 

平成 28年 3月 ハクジュホール 

ラミティエ 保育者・教員養成校教員

有志によるコンサート 

平成 28年 3月 ふきのとうホール 
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松井 亜樹（准教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

口頭発表 ムソルグスキー『子供部屋』につい

て 

平成 27年 8月 全国大学音楽教育学

会研究発表（カワイ

コ ン サ ー ト サ ロ ン

「シュシュ」） 

全国大学音楽教育学

会研究紀要第 27号 

「日本の幼児期における歌唱活動の

可能性」～札幌市私立Ａ幼稚園での

取り組みによる～ 

平成 27年 10月 平成 27 年度札幌市文

化芸術振興助成事業  

日露音楽研究学会研

究発表（ロシア・ノ

ボシビルスク グリン

カ音楽院） 

講師 平成 27 年度教員免許更新講習 保育

現場での質を高める（選択 A） 

平成 27年 7月 （公社）北海道私立

幼稚園協会（会議研

修施設アキュ） 

分科会講師 平成 27年 11月 第 58 回北海道私立幼

稚 園 教 育 研 究 大 会 

札 幌 ブ ロ ッ ク 大 会 

第 47 回札幌私立幼稚

園教育研究大会 

声を出すってどういうこと？子ども

と楽しく歌をうたうために 

平成 27年 9月 平成 27 年度北見地方

私立幼稚園連合会研

修会 

 

秋山 ゆみ子（講師） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

学会発表 実習体験後の保育者志向の変容につ

いて（2）―“迷い”からの変容に焦

点をあてて― 

平成 27年 5月 日本保育学会第 68 回

大会（椙山女学園大

学）（名古屋市） 

 

大澤 亜里（講師） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

学術論文 孤児救済協会の児童保護活動と孤児

院ドム・シエロットにおける子ども

の自治組織１９１２－１９２０年―

“係り仕事”と“仲間裁判”の展開

―（査読付） 

平成 28年 3月 社会事業史研究 

コ メ ン テ

ーター 

分科会「保育」 平成 27年 10月 北海道乳幼児療育研

究会第 29回研究大会 
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鈴木 ゆみこ（講師） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

その他 子育て相談支援 平成 26 年 5 月

～現在に至る 

札幌市子育て支援事

業（東白石保育園） 

講師 北海道子育て支援員研修 平成 28年 2月 一般社団法人教育支

援人材認証協会 北

海道ブランチ（札幌

大学） 

 

砂田 眞理子（講師） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

演奏 カルチャーナイトコンサート 2014 平成 26年 7月 三岸好太郎美術館 

学術論文 ピアノ学習者の心を開くポリフォニ

ー 

平成 28年 3月 札幌大谷大学・札幌

大谷大学短期大学部

紀要第 46号 

ピアノ学習における音楽力向上の現

状と課題 器楽ⅠⅡの調査からー 

平成 28年 3月 北翔大学紀要 

 

竹口 敦子（講師） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

学会発表 「体力測定から見る柔軟性の実際」 平成 27年 8月 日本幼児体育学会第

11 回大会ポスター発

表（京都ノートルダ

ム女子短期大学） 

公演参加 正義流剣舞術「桶狭間を過ぐ」 平成 27年 6月 吟剣北海道大会（優

勝）ビクター吟友会

剣舞コンクール道大

会（優勝） 

正義流剣舞術「桶狭間を過ぐ」 平成 27年 10月 ビクター吟友会剣舞

コンクール全国大会

（3位） 

正義流剣舞術「桶狭間を過ぐ」 平成 27年 4月 全国剣詩舞コンクー

ル北海道道央予選（2

位） 

正義流剣舞術「剣太刀」 平成 28年 4月 全国剣詩舞コンクー

ル北海道道央予選（2

位） 

講師 「幼児への安全な体育指導」 平成 27年 

5月、6月 

社会福祉協議会 

新任保育士等研修 
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３ 学生に関する情報（平成 28年５月１日現在） 

① 入学者数・在学者数・卒業者数等に関する状況 

大学等 
学部・ 

研究科等 
入学者数 収容定員 

在学者数 
(充足率) 

卒業者数 
（H28.3） 

進学者数 

札幌大谷大学 

芸術学部 

音楽学科 

【入学に関する基本的な方針】 

求める学生像 

① 心身が健康で、将来は音楽を通じて社会に貢献しようと
する人。 

② 十分な基礎的学力と技能をもち、本学音楽学科の学習に
強い学習意欲をもって取り組む人。 

50名 330名 223名 

(67.6%) 

80名 13名 

【就職者数及び卒業後の進路（主な就職分野〔具体的な就職先等〕）】 

就 職 者 数 54名 

その他進路（音楽活動を続ける他） 10名 

就 職 分 野 教員、公務員、音楽療法士、音楽教室講師、民間企業 

芸術学部 

美術学科 

【入学に関する基本的な方針】 

求める学生像 

① 一般教育としての基本的な教養と専門分野における基礎

的な知識・技能の習得を目指す人。 

② ①を基盤とし、更に美術・デザインの専門的な学習を通

じて創造的な思考と感性を磨こうとする人。 

③ 創作活動や社会活動、教育活動など幅広く地域の美術・

文化に貢献する意欲のある人。 

57名 290名 239名 

(82.4%) 

68名 4名 

【就職者数及び卒業後の進路（主な就職分野〔具体的な就職先等〕）】 

就 職 者 数 46名 

その他進路 （美術活動を続ける他） 5名 

就 職 分 野 教員、公務員、デザイン職、アニメーター、 

イラストレーター、民間企業 
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大学等 
学部・ 

研究科等 
入学者数 収容定員 

在学者数 
(充足率) 

卒業者数 
（H28.3） 

進学者数 

札幌大谷大学 

社会学部 

地 域 社 会

学科 

【入学に関する基本的な方針】 

求める学生像 

① 高等学校の教育課程において、一定の基礎知識や思考力

を身につけた人。 

② 地域社会の問題を複眼的に考え、その現在及び将来につ

いて強い関心を持った人。 

③ 探究心や学習意欲に優れ、主体的に行動する人。 

④ 他者を尊重しつつ、共に生きていく社会について積極的

に考える人。 

⑤ 地域を愛し、地域を学び、地域を支えるという意識を持

った人。 

52名 280名 196名 

(70.0%） 

42名 1名 

【就職者数及び卒業後の進路（主な就職分野〔具体的な就職先等〕）】 

就 職 者 数 39名 

その他進路 2名 

就職分野 公務員、民間企業 

 

 

大学等 
学部・ 

研究科等 
入学者数 収容定員 

在学者数 

(充足率) 

卒業者数 

（H28.3） 
進学者数 

札幌大谷大学 
短期大学部 

保育科 

【入学に関する基本的な方針】 

求める学生像 

① 子どもに強い関心を持ち、子どもと関わることに喜びを
感じる人。 

② 日々の生活の中で子どもに寄り添い、子どもと共に感
じ、考えようとする人。 

③ いつも前向きな姿勢で、自分を高めようと努力する人。 

④ 相手の立場を考える心を持ち、社会に目を向けることの
できる広い視野を持った人。 

109名 200名 215名 

(107.5%) 

109名 17名 

【就職者数及び卒業後の進路（主な就職分野〔具体的な就職先等〕）】 

就 職 者 数 90名 

就 職 分 野 公務員保育士、幼稚園、保育所、認定こども園、福祉施設 

      民間企業 

専攻科 

保育専攻 

19名 20名 21名 

(105.0%) 

5名 0名 

【就職者数及び卒業後の進路（主な就職分野〔具体的な就職先等〕）】 

就 職 者 数 4名 
就 職 分 野 公務員保育士、幼稚園、認定こども園、福祉施設 
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② 入学者の推移（過去３年間） 

大学等 学部学科等 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

札幌大谷大学 

芸術学部音楽学科 58 54 50 

芸術学部美術学科 63 65 57 

社会学部 

地域社会学科 
51 50 52 

合  計 172 169 159 

札幌大谷大学 

短期大学部 

保 育 科 110 106 215 

小  計 110 106 215 

専攻科保育専攻 5 2 19 

小  計 5 2 19 

合  計 115 108 234 

 

③ 社会人・外国人留学生入学者の推移（過去３年間） 

大学等 学部学科等 
平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

社会人 留学生 社会人 留学生 社会人 留学生 

札幌大谷大学 

音楽学部音楽学科 0 0 0 0 0 0 

芸術学部美術学科 1 0 0 0 0 0 

社会学部 

地域社会学科 
0 0 0 0 0 0 

合  計 1 0 0 0 0 0 

札幌大谷大学 

短期大学部 

保 育 科 0 0 1 0 0 0 

合  計 0 0 1 0 0 0 

 

④ 留学生数及び海外派遣学生数の状況（平成 28年 5月 1日現在） 

実績なし 
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４ 教育課程に関する情報 

芸術学部音楽学科 http://www.sapporo-otani.ac.jp/gakubu/musicology/ 

芸術学部美術学科 http://www.sapporo-otani.ac.jp/gakubu/art/ 

社会学部地域社会学科 http://www.sapporo-otani.ac.jp/gakubu/sociology/ 

短期大学部 保育科・専攻科保育専攻 http://www.sapporo-otani.ac.jp/gakubu/childcare/ 

 

 

５ 学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっての基準に関する情報 

① 平成 25・26・27 年度入学生 

② 平成 28年度入学生  

大学等 
学部・ 

研究科等 

修業 

年限 

必要修得 

単 位 数 

科目区分ごとの 

修得単位数 
取得可能な 

学位及び専攻名称 
必修 選択 

札幌大谷大学 

芸術学部 

音楽学科 
4年 124単位 35 89 学士（音楽） 

芸術学部 

美術学科 
4年 124単位 33 91 学士（美術） 

社会学部 

地域社会学科 
4年 134単位 60 74 学士（社会学） 

札幌大谷大学 

短期大学部 

保育科 2年 62単位 14 42 短期大学士（保育） 

専攻科 

保育専攻 
2年 46単位 8 38 

独立行政法人大学評価・学

位授与機構への申請・受験

合格により“学士（教育

学）”取得可能 

大学等 
学部・ 

研究科等 

修業 

年限 

必要修得 

単 位 数 

科目区分ごとの 

修得単位数 
取得可能な 

学位及び専攻名称 
必修 選択 

札幌大谷大学 

芸術学部 

音楽学科 
4年 124単位 29 95 学士（音楽） 

芸術学部 

美術学科 
4年 124単位 29 95 学士（美術） 

社会学部 

地域社会学科 
4年 134単位 59 75 学士（社会学） 

札幌大谷大学 

短期大学部 

保育科 2年 62単位 16 46 短期大学士（保育） 

専攻科 

保育専攻 
2年 46単位 8 38 

独立行政法人大学評価・学

位授与機構への申請・受験

合格により“学士（教育

学）”取得可能 

http://www.sapporo-otani.ac.jp/gakubu/musicology/
http://www.sapporo-otani.ac.jp/gakubu/art/
http://www.sapporo-otani.ac.jp/gakubu/sociology/
http://www.sapporo-otani.ac.jp/gakubu/childcare/
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 ６ 校地・校舎等に関する情報 

大学等 学部・研究科 所在地 主な交通手段 

札幌大谷大学 

 

札幌大谷大学

短期大学部 

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 

保育科 

北海道札幌市東区 

北16条東9丁目1番1号 

地下鉄 東区役所前 

中央バス 大谷学園前 

①校地 校舎敷地 所在地に同じ    7,147㎡ 

運動場  札幌市東区丘珠町 37,369㎡ 

その他  札幌市清田区有明 19,219㎡ 

②校舎 中央棟     6階建 5,228㎡ 

北棟 1号館   5階建・地下1階 3,575㎡ 

北棟 2号館   3階建 1,129㎡ 

南棟      4階建 3,673㎡ 

開学30年記念棟 5階建 3,900㎡ 

西棟      6階建 2,646㎡ 

セレスタ札幌キャンパス（東区北12条東7丁目1番15号） 

講義室2、演習室1、事務室1 361㎡ 

【運動施設の概要】 

共有グラウンドの面積は、37,369㎡であり、グラウンド全体の構成は、芝

生が全体の 60%で土の部分が 40%である。運動施設の機能としては、サッカ

ー及びソフトボール、陸上競技等に対応可能な整備をしており、現在は主

にサッカーで使用している。 
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７ 学生納付金に関する情報(平成 28年度)              （単位：円） 

大 学 等 学部等 学 年 
授 業 料 入 学 料 その他の費用 

金 額 金 額 金 額 

札幌大谷大学 

芸術学部 

音楽学科 

1年 1,100,000 300,000 300,000 

2年 1,100,000 - 300,000 

3年 1,100,000 
300,000 

(外部編入者) 
300,000 

4年 1,100,000 - 300,000 

芸術学部 

美術学科 

1年  800,000 300,000 300,000 

2年  800,000 - 300,000 

3年  800,000 
300,000 

(外部編入者) 
300,000 

4年  800,000 - 300,000 

社会学部 

地域社会 

学科 

1年  650,000 200,000 250,000 

2年  600,000 - 200,000 

2年  650,000 
200,000 

(外部編入者) 
250,000 

3年  600,000 - 200,000 

3年  650,000 
200,000 

(外部編入者) 
250,000 

4年  600,000 - 200,000 

札幌大谷大学 

短期大学部 

保育科 
1年  650,000 200,000 200,000 

2年  650,000 - 200,000 

専攻科 

保育専攻 

1年  400,000 
200,000 

(外部入学者) 
200,000 

2年  400,000 - 200,000 

 

 

８ 学生支援に関する情報 

●修学・学生生活支援 

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

 

●進路支援 

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

 

http://www.sapporo-otani.ac.jp/life/
http://www.sapporo-otani.ac.jp/career/
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９ 社会貢献活動に関する情報（平成 27年度実績） 

平成 27年度 札幌大谷大学・札幌大谷大学短期大学部 公開講座 実施状況 

 開催日 題名 講師名 受講者数 

1 10/3（土） やさしい水彩画 
芸術学部美術学科 准教授 

佐々木 剛 
28 

2 11/1（日） 

音楽と健康について 

～音楽療法の視点から健康に影響

を与える音楽について考える～ 

芸術学部音楽学科 准教授 

高田 由利子 
68 

3 11/ 7（土） 仏教入門 学長 巌城孝憲 88 

4 11/14 （土） 超高齢社会の住まいと介護 
社会学部地域社会学科 教授 

永田 志津子 
73 

5 11/29（日） 

障がいのある子もない子も共

に遊び、共に学ぶ 

-幼児期の特別支援教育とは- 

短期大学部保育科 准教授 

吉川 和幸 
41 

合    計 298 

 

仏教・音楽・美術・社会・保育の５講座を開講し、述べ 298 名の参加があった。 

高齢の参加者が多いことから、交通の利便性を考慮し、音楽、美術以外の講座を地下鉄駅直

上の「セレスタ札幌キャンパス」で実施した。 

 

 

●地域連携 

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

 

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