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平成２９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 29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 

髙 橋  肇 教 授 名古屋大学法学部政治学科卒業 法学士 

 (芸術学部 

音楽学科) 

名古屋大学大学院法学研究科政治学専攻博士

前期課程修了 

法学修士 

  名古屋大学法学修士第 305号  

  名古屋大学大学院法学研究科政治学専攻博士

後期課程単位取得後退学 

 

 

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) 

勝 谷 友 一 教 授 北海道教育大学教育学部特別教科教員養成課程音楽卒

業 

教育学士 

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  

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 

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 
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教員氏名 職 名 学歴 保有学位等 

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 

今   義 典 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) 

 

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  

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) 

鳥 宮 尚 道 准教授 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 

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 
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教員氏名 職 名 学歴 保有学位等 

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） 

 

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(社会学) 

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 

 

西 脇 裕 之 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 

 

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） 
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教員氏名 職 名 学歴 保有学位等 

山 下 成 治 教 授 北海道大学水産学部漁業学科卒業 水産学士 

  北海道大学水産学部水産学研究科漁業学研究生修了  

  北海道大学大学院水産学研究科修士課程漁業学専攻修

了 

水産学修士 

  博士（水産学）の学位授与（北海道大学・第 4552号） 

題目：「円形選別口によるホタテガイの形状選別に関す

る基礎的研究」 

博士（水産学） 

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 

 

佐 藤 弘 直 准教授 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） 

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  

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 

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 

中 澤 香 織 教 授 東北福祉大学社会福祉学部社会福祉学科卒業 社会学士 

  北海道大学大学院教育学院修士課程修了 教育学修士 

  北海道大学大学院教育学院博士課程入学（現在に至る）  

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 

岡   健 吾 准教授 北海道教育大学教育学部健康科学課程生涯スポーツコ

ース卒業 

教育学学士 

  北海道教育大学大学院教育学研究科教科教育専攻 保

健体育専修修了 

教育学修士 

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 

 

今 西 良 輔 講 師 北海道医療大学看護福祉学部臨床福祉学科 卒業 臨床福祉学士 

  北海道医療大学大学院看護福祉学研究科臨床福祉学専

攻修士課程修了 

臨床福祉学修士 

  北海道大学大学院教育学院教育学専攻修士課程修了 教育学修士 

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 29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 
11 2 2 0 15 10(5) - 0 音楽関係 

芸術学部 

美術学科 
9 4 2 0 15 10(5) - 0 美術関係 

社会学部 

地域社会学科 
9 5 2 1 17 12(6) - 0 

社会学・社会福祉学 

関係 

（小 計） 29 11 6 1 47 32(16) - 0  

第２ - - - - - - 15(8) 0  

（合 計） 29 11 6 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 14.4 人／芸術学部美術学科 15.6 人／社会学部地域

社会学科 12.4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 5 2 6 0 13 8(3) - 0 教育学･保育学関係 

（小 計） 5 2 6 0 13 8(3) - 0  

〔ロ〕 - - - - - - 3(1) 0  

（合 計） 5 2 6 0 13 8(3) 3(1) 0  

※（ ）は教授数 

専任１人あたりの学生数 保育科 16.2人 
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③専任教員の年齢構成表（平成 29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 15 18 11 3 0 

54歳 
割 合 0％ 32％ 38％ 24％ 6％ 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 
（13） 0 6 3 2 2 0 

54歳 
割 合 0％ 46％ 23％ 15.5％ 15.5％ 0％ 
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④主な教育・研究・社会活動（平成 28年４月１日～29年５月１日） 

 

札幌大谷大学 

＜芸術学部 音楽学科＞ 

髙橋 肇（教授）研究業績なし 

 

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 サッポロ・ビッグヴァレー・フェス

ティヴァル アマデウスコンサート 
平成28年6月 

 

ふきのとうホール 

第14回ゾンゴラコンサート 

 

平成28年7月 

 

札幌サンプラザコン

サートホール 

第39回全日本おかあさんコーラス全

国大会 

平成28年8月 

 

リンクステーション

ホール青森 

第20回女声合唱団虹の会演奏会 平成28年10月 札幌市教育文化会館

大ホール 

北海道教育大学・実験劇場第５回公

演 
平成28年11月 北海道教育大学アー

ツ＆スポーツ文化複

合施設HUG 

混声合唱団響友会 

第65回研究発表会 

平成28年10月 札幌市教育文化会館

大ホール 

北海道教育大学・実験劇場第５回公

演 
平成28年11月 

 

北海道教育大学アー

ツ＆スポーツ文化複

合施設HUG 

札幌大谷大学芸術学部音楽学科第11

回定期演奏会 

平成28年12月 

 

札幌コンサートホー

ルキタラ大ホール 

東日本大震災復興支援チャリティコ

ンサートvol.７ 
平成28年12月 

 

札幌時計台２階ホー

ル 
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千葉 潤（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

学術論文 

 

 

「エディソン・デニーソフ《死は永

き眠り》における変奏技法の諸特

徴」 

平成 29年 3月 

札幌大谷大学・札幌

大谷大学短期大学部

紀要第 47号 

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 28年 8月 

 

文部科学省 

「魚眼図 運命」 平成 28年 4月 「北海道新聞夕刊」 

第 26366 号 

「ショスタコーヴィチ研究の新局

面」 

平成 28年 5月 「音楽の友」6月号 

「魚眼図 フィガロの結婚」 

 

平成 28年 7月 

 

「北海道新聞夕刊」

第 26459号 7月 6日 

「魚眼図 知床旅情」 

 

平成 28年 10月 

 

「北海道新聞夕刊」

第 26563 号 10 月 21

日 

「魚眼図 ニューイヤーコンサー

ト」 

 

平成 29年 1月 

 

「北海道新聞夕刊」

第 26637号 1月 6日 

「魚眼図 仰げば尊し」 

 

平成 29年 3月 

 

「北海道新聞夕刊」

第 26698号 3月 9日 

「魚眼図 ボリス・ゴドゥノフ」 平成 29年 4月 「北海道新聞夕刊」

第 266727号 4月 7日 

 

石飛 道子（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

著書 『『スッタニパータ』と大乗への道』 平成 28年 4月 サンガ 

『ブッダの優しい論理学』［増補改訂

版］ 

平成 28年 9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 キャンパスコンサート 平成28年5月 札幌大谷大学大谷記

念ホール 

札幌大谷大学O-TANIスーパーバンド

コンサート 
平成28年5月 札幌大谷大学講堂 

ビック・ヴァレー・フェステイバル 平成28年6月 

 

札幌ふきのとうホー

ル、きたこぶしホー

ル 

札幌大谷大学ウインドオーケストラ

第9回定期演奏会 

平成28年7月 札幌コンサートホー

ルKitara  

八ヶ岳音楽祭 平成28年9月 八ヶ岳高原音楽堂 

札幌大谷大学シンフォニックウイン

ドアンサンブル第1回定期演奏会 

平成28年12月 札幌大谷大学大谷記

念ホール 

ブラスアンサンブルコンサート 

音楽監督 

平成28年12月 札幌市教育文化会館

小ホール 

審査 全日本吹奏楽コンクール第58回秋田

県県北地区大会審査員 

平成 28年 7 大館市民文化会館 

第61回福岡吹奏楽コンクール高等学

校の部審査員 

平成28年7月 福岡サンパレスホテ

ル＆ホール 

2016年全日本吹奏楽コンクール島根

県大会審査員 

平成28年7月 出雲市民会館 

第58回北見地区吹奏楽コンクール審

査員 

平成28年8月 北見市民会館 

札幌市民芸術祭新人音楽会審査員 平成28年11月 札幌市教育文化会館

大ホール 

平成28年度札幌地区個人・アンサン

ブルコンクール審査員 

平成29年1月 札幌市教育文化会館

大ホール 

第54回帯広地区管楽器個人コンクー

ル 

第48回帯広地区アンサンブルコンク

ール審査員 

平成29年2月 帯広市民文化ホール 

第53回北海道管楽器個人コンクール 

第48回北海道アンサンブルコンクー

ル審査員 

平成29年2月 江別市民会館 

講師 ジャパンバンドクリニック(JBC) ホ

ルン講座講師(3講座) 

平成28年5月 浜松アクトシティー 
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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 マックス･レーガー没後百年記念レク

チャー･コンサート Vol.1 
平成28年5月 札幌大谷大学区芸術

学部響流ホール 

第13回定期演奏会 

フランツ･シューベルト５ 

平成28年6月 ザ･ルーテルホール 

北海道フーゴー・ヴ

ォルフ協会主催 

マックス･レーガー没後百年記念レク

チャー･コンサート Vol.2 
平成28年6月 札幌大谷大学区芸術

学部響流ホール 

マックス･レーガー没後百年記念レク

チャー･コンサート Vol.3 
平成28年7月 札幌大谷大学区芸術

学部響流ホール 

マックス･レーガー没後百年記念レク

チャー･コンサート Vol.4 
平成28年7月 札幌大谷大学区芸術

学部響流ホール 

ハープ＆ピアノデュオコンサート 平成28年8月 滝川市役所 1F 市民ロ

ビー 

マックス･レーガー没後百年記念レク

チャー･コンサート Vol.5 
平成28年9月 札幌大谷大学区芸術

学部響流ホール 

マックス･レーガー没後百年記念レク

チャー･コンサート Vol.6 
平成28年10月 札幌大谷大学区芸術

学部響流ホール 

マックス･レーガー没後百年記念演奏

会 
平成28年10月 ザ･ルーテルホール 

ヴァイオリン･ヴィオラ･ピアノコン

サート 

平成28年11月 ピノキオ･ホール 

㈱西村製剤所主催 

岡嶋晋ヴァイオリン･リサイタル「夜

会」Vol.24「Face à Face 

平成28年11月 札幌時計台ホール 

とましん市民ロビーコンサート 平成28年11月 苫小牧信用金庫本店 

苫小牧信用金庫主催 

第5回谷の匠コンサート 平成29年1月 札幌大谷記念ホール 

谷の匠実行委員会主

催 

Klarinettiade 平成29年2月 札幌大谷学園百周年

記念館同窓会ホール 

エルム･ジュニアピアノコンサート 平成29年3月 千歳文化センター中

ホール 

㈱エルム楽器主催 

岡 本 孝 慈 ＆ 大 島 さ ゆ り Spring 

Concert 

平成29年4月 蘭越パームホール 

シリベツリバーネッ

ト主催 

施設訪問 岡嶋晋ヴァイオリンコンサート 平成28年11月 岩見沢クピド･フェア 

クピド･フェア主催 

ロビーコンサート 平成28年11月 斗南病院 
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勝谷 友一（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

学術論文 「生徒を取り巻く諸問題」と学校・

家庭・地域に求められていること 

 

平成 28年 6月 札幌市学校教護協会 

「アクティブ・ラーニングにおける

能力論とその源流」 

平成 29年 3月 『札幌大谷大学紀

要』第 47号 

 

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 東京交響楽団 

創立 70周年記念ヨーロッパ公演 2016 

 

 

平成 28年 10月 国際音楽フォーラム

(ポーランド・ブロツ

ワフ 

 

ヴァトロスラフ・リ

シンスキ・コンサー

トホール ( クロアチ

ア・ザグレブ) 

 

ウィーン楽友協会大

ホール ( オーストリ

ア・ウィーン) 

 

デ・ドーレン・コン

サートホール(オラン

ダ・ロッテルダム) 

 

ドルトムント・コン

サートホール ( ドイ

ツ・ドルトムント) 

MUZAニューイヤーコンサート 2017 平成 29年 1月 ミューザ川崎シンフ

ォニーホール 

モーツァルト・マチネ 第28回 

 

平成 29年 2月 ミューザ川崎シンフ

ォニーホール 
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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 未来プロジェクト 演奏会 平成 28年 4月 北こぶしホール 

響流セミナー帯広 平成 28年 5月 朝日楽器 

コンサート 

  「中央ヨーロッパの情熱」 

平成 28年 5月 

 

札幌ふきのとうホール 

響流セミナー旭川 平成 28年 5月 

 

ヤマハミュージック

リテイリング旭川 

Big Valley Festival 

「お気に召すまま  モーツァルト」 

平成 28年 6月 

 

ふきのとうホール 

きたこぶしホール 

第１４回ゾンゴラコンサート 平成 28年 7月 札幌サンプラザホール 

毎日学生コンクール予選会審査 平成 28年 9月 ふきのとうホール 

国際交流演奏会 平成 28年 10月 

 

ハンガリー・ペーチ市

ペーチ大学 Liszt Hall 

国際交流演奏会 

 

平成 28年 10月 

 

ハンガリー・ブダペス

ト市リスト音楽院内 

毎日学生コンクール 

 本選会審査 

平成 28年 10月 

 

札幌コンサートホー

ルキタラ 

International Alumni Meeting in  

  Hungary 

平成 28年 10月 ハンガリー・ブダペス

ト国会議事堂 科学ア

カデミー ブダペスト

経済工科大学 

Gala Concert 平成 28年 10月 ブダペスト 

ヴィガドーホール 

響流セミナー函館 平成 28年 11月 ヤマハミュージック

リテイリング函館 

日本ピアノ教育連盟 

 オーディション審査 

平成 28年 11月 ふきのとうホール 

響流セミナー旭川 平成 28年 11月 ヤマハミュージック

リテイリング旭川 

運営・企

画・交渉 
札幌コンサートホール リスト音楽

院セミナー 

平成 29年 2月 

 

札幌コンサートホール 

札幌市＝テジョン市国際交流演奏会 

 

平成 29年 3月 

 

札幌大谷記念ホール 

響流ホール 

審査 カワイ国際コンクール審査 平成 29年 4月 カワイ・シュシュホール 

学術論文 

 
紀要論文 

「演奏法の口頭伝承と伝統」 

平成 29年 1月 

 

札幌大谷大学・札幌

大谷短期大学部紀要

第 47号 
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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 

演奏 オペラ公演 平成 28年 5月 サンプラザ 

オペラ「アブハッサン」(ウェーバー

作曲) 
平成28年5月 札幌サンプラザホー

ル 

芸大 S47 年度卒コンサート 平成 28年 8月 札幌市教育文化会館

小ホール 

リサイタル 平成 28年 8月 キタラ小ホール 

江別混声合唱団演奏会 平成 28年 9月 ちえりあホール 

美唄混声合唱団演奏会 平成 28年 10月 アルテピァッツァ 

メサイア 平成 28年 11月 手稲協会 

ロ短調ミサ 平成29年3月 キタラ小ホール 

ゴダーイ合唱団「マタイ受難曲」 平成29年3月 キタラ大ホール 

指揮 コール・プリマ演奏会 平成 28年 6月 時計台ホール 

お母さんコーラス大会 平成 28年 7月 小樽市民会館 

コールピッコラ演奏会 平成 28年 7月 教育文化会館大ホー

ル 

フラウエンコールサマーコンサート 平成 28年 8月 教育文化会館大ホー

ル 

同窓会十勝支部創立 10 周年コンサー

ト 

平成 28年 9月 とかちプラザ 

北海道合唱コンクール 平成 28年 10月 旭川市民会館 

りらコンサート 平成 28年 12月 屯田りら整形外科 

審査員 NHK学校音楽コンクール 平成 28年 8月 岩見沢 

NHK 学校音楽コンクールブロック大

会 

平成 28年 9月 わくわくホール 

毎日学生コンクール 平成 28年 9月 ふきのとうホール 

毎日学生コンクール本選 平成 28年 10月 キタラ小ホール 

毎日学生コンクール全国大会 平成 28年 12月 横浜 

HBCこども音楽コンクール 平成 28年 12月 HBCスタジオ 

TBSこども音楽コンクール 平成 29年 1月 赤坂 TBS 

アンサンブルコンテスト 平成 29年 2月 ちえりあホール 
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山岡 望（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

審査 日本ピアノ教育連盟 

オーディション審査員 

平成 28年 11月 日本ピアノ教育連盟

オーディション 

ふきのとうホール 

全日本軟式野球大会高円宮妃歓迎会 

 

平成 28年 9月 札幌パークホテル 

 

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 Sapporo:big valley festiva 平成 28年 6月 ふきのとうホール 

全日本軟式野球大会高円宮妃歓迎会 

 

平成 28年 9月 札幌パークホテル 

黒山映ピアノリサイタル 平成 29年 3月 札幌コンサートホー

ル kitara小ホール 

 

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 院内学級における音楽療法の実践 平成 28年 7月 横浜市芸術文化プラ

ットフォーム（横浜

市） 

“目で聴いて、耳で観る”表現アー

ト体験 

平成 28年 9月 公益財団法人 笹川

平和財団 宮城県大

船渡市 

特別講義：音楽療法 平成 28年 10月 聖徳大学 千葉 

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 28年 12月 クラシック・ヨコハ

マ（横浜市） 

学術論文 A study examining the effect of 

educational intervention in 

facilitating “expressive 

awareness” among undergraduates 

majoring in music 

平成 28年 7月 The 31st 

International 

Congress of 

Psychology 
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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 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 

Sapporo:Bigvalley Festival 

「お気に召すままモーツァルト」 

平成28年6月 ふきのとうホール 

日本テレマン協会 第233回定期演奏

会 

平成28年7月 大阪市中央公会堂中

集会室 

京都新祝祭管弦楽団第3回東日本大進

再復興支援特別演奏会 

平成28年11月 

 

八幡市文化センター 

ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ Vol.46 平成28年12月 井関楽器 3F ｽﾀｲﾝｳｪｲｽ

ﾀｼﾞｵ 

第5回谷の匠 平成29年1月 札幌大谷大学大谷記

念ホール 

klarinettiade 平成29年2月 札幌大谷大学大谷記

念ホール 

札幌音楽科協議会 国際交流演奏会

2017 

平成29年3月 札幌大谷大学大谷記

念ホール 

審査 第 61回日胆地区吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ 平成 28年 7月 苫小牧市民会館 

第 61回空知地区吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ 平成 28年 8月 岩見沢市民会館 

第 35回北海道小学校ﾊﾞﾝﾄﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 

第 32会いﾎｯｶｲﾄﾞｳﾏｰﾁﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ 

平成 28年 9月 苫小牧市総合体育館 

第 26回日本ｸﾗｼｯｸ音楽ｺﾝｸｰﾙ 平成 28年 10月 旭川市大雪ｸﾘｽﾀﾙﾎｰﾙ 

音楽堂 

第 6回札幌大谷音楽ｺﾝｸｰﾙ 平成 28年 11月 札幌大谷大学大谷記

念ホール 

HBC 子供音楽ｺﾝｸｰﾙ北海道ﾌﾞﾛｯｸ審査

会 

平成 28年 12月 北海道放送 6階ﾗｼﾞｵ

第 1 ｽﾀｼﾞｵ 

第 36回名寄地区個人･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝｸｰﾙ 平成29年1月 美深町文化会館

COM100 

講師 ｸﾗﾘﾈｯﾄｷｬﾝﾌﾟ in札幌 2016 平成 28年 8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 重金属Ⅱ 平成28年6月 北海道教育大学岩見

沢校i-HALL 

歯車 平成28年9月 札幌コンサートホー

ルKitara 

十勝のための組曲 平成28年9月 とかちプラザレイン

ボーホール 

《タッピー体操》のための音楽 平成28年10月 東区区民センター他 

電球論 平成29年2月 ザ・ルーテルホール 

トランペット協奏曲 平成29年3月 札幌時計台ホール 

 

＜芸術学部 美術学科＞ 

鈴木 誠子（教授） 研究業績なし 

 

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 飯田橋点景 平成 28年 6月 第71回 全道展 

札幌市民ギャラリー 
神田点景 平成 28年 10月 第10回北海道現代具

象展 

北海道立近代美術館 

鹿追町神田日勝美術

館 

千歳市民ギャラリー 

室蘭市民美術館 

深川アートホール東

州館 

講師 実技講習会 平成 28年 6月 高文連十勝支部美術

展実技講習会 

実技講習会 平成 28年 9月 高文連苫小牧支部美

術展実技講習会 
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今 義典（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

出品 網走発 青森経由  

東京行 

平成 28年 8月 オホーツク海沿岸北

海道網走市北１条東

２丁目 

トロフィー屋の息子 II 平成 28年 9月 中外徽章株式会社 

東京都千代田区神田

小川町３丁目２番地 

into the bush II 

：魂のスカイプ 

平成 29年 

3月〜現在 

山梨県南都留郡富士

河口湖町 青木ヶ原

樹海 

講師 出張講義 平成 28 年 11 月

8日 

北海道立静内高等学

校 

審査 TV出演 平成 28年 

5月 8日 

北 海 道 文 化 放 送

（UHB）みんなのテレ

ビ「コレ知り」 

 

下濱 晶子（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

放送大学

講義 

ロマン主義・写実主義・印章主義 平成 28 年 6 月

25・26日 

 

作成した

教科書 

ロマン主義・写実主義・印章主義 平成 28年 6月  

審査 東京藝術大学大学院紀要 

審査（平成 28年度査読委員） 

平成 28 年 4 月

～ 

平成 29年 3月 

東京藝術大学大学院 

学術論文 日本の伝統工芸と絵画の鑑賞と指導 

―アクティブラーニングを使って― 

平成 29年 3月 札幌大谷大学・札幌

大谷短期大学部紀要  

第 47号 pp.45～53 

講師 「知っておきたい西洋美術」 平成 28 年 4 月

～平成 28 年 10

月（月 1回） 

NHK文化センター 

新さっぽろ教室 

「ロマン主義・写実主義・印章主

義」 

平成 28 年 6 月

25・26日 

放送大学 

於 北海道大学 

「印象主義の誕生」 平成 28 年 10 月

～平成 29 年 3

月（月 1回） 

NHK文化センター 

新さっぽろ教室 

「印象主義の誕生 II」 平成 29 年 4 月

～平成 29 年 9

月（月 1回） 

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 

学術論文 「イラストレーションとナラティブ

及び時間軸の関係―メディア表現の

基礎演習と応用のために」 

平成 29年 3月 札幌大谷大学・札幌

大谷短期大学部紀要 

47号 

講演 「目にとまる地域広報紙作成研修」 平成 28年 7月 ボランティア活動セ

ンター 

 

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 平成 28年 9月 Gallery Suchi(東京) 

講師 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 

平成 28 年度 高文連空知支部 美術

部春季大会 

平成 28年 5月 北海道高文連美術専

門部空知支部 

平成 28 年度 高文連十勝支部 美術

部春季大会 

平成 28年 6月 北海道高文連美術専

門部十勝支部 

平成 28 年度 高文連苫小牧支部 美

術展・研究大会 

平成 28年 9月 北海道高文連美術専

門部苫小牧支部 

 

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2  平成 28年 5月 大会学術講演論文集 

2016 年度春季大会

（八戸）、日本図学

会、pp107-112 

日本図学会2016年度春季大会報告 平成 28年 9月 図学研究第 50 巻 3 号

通巻 150 号、日本図

学会、pp29-30 

空間曲線による幾何学模様の生成 平成 28年 10月 第 82 回形の科学会シ

ンポジウム「産業技

術とかたち」講演予

稿集、形の科学会、

pp28-29 

 

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)2016 平成 28年７月 ＪＲタワー。アートプ

ラネッツ「夢。つなぐ

風景」ＡＲＴ 

KYOTO.2016 平成 28年 10月 第91回道展 

札幌市民ギャラリー 
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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 札幌・冬・カラス 平成 28年 6月 札幌市民ギャラリー 

71回全道展 

「果物」、｢貌｣ 平成 28年 10月 田島美術店青山 

アトリエの植物と 平成 29年 3月 新国立美術館 

第 93回白日展 

 

鳥宮 尚道（准教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

その他 絵画指導における学生の理解度に関

する一考察 
平成 29年３月 札幌大谷大学・札幌

大谷大学短期大学部

紀要第 47号,p.71〜

78 

その他 幼児用オリジナル食器デザイン開発 平成 28年 9月 朝日化工株式会社製

品カタログ 

 

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 

作成した

教科書，

教材 

4）文部科学省検定教科書（小学校

「図画工作」）(開隆堂出版株式会

社） 

平成 28年 10月 開隆堂出版株式会社 

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 

 「御舟のとらえた命」 平成 28年 10月 造 形 ジ ャ ー ナ ル

Vol.61 開隆堂出版株

式会社 pp.1～2 

エゾシカを素材とした膠の制作につ

いて 

平成 28年 10月 北方圏学術情報セン

タ ー 年 報  Vol.8 

pp109～113 

アートの力を考える「韓国美術交流

レポート」 

平成 28年 12月 北のとびら vol.110 

pp7 

公益財団法人北海道

文化財団 

「色と形で奏でる」 平成 28年 12月 造 形 ジ ャ ー ナ ル

Vol.62 開隆堂出版株

式会社 pp.1～2 

出品 君の住む街 平成 28年 7月 夢・つなぐ風景展 

札幌 JR タワープラニ

スホール 

休息する日 平成 28年 10月 第 91回記念道展 

札幌市民ギャラリー 

jikan-jima 平成 28年 12月 第 10 回北海道現代具

象展 

北海道立近代美術館 
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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 

講師 がんばれ美術の時間！オオタニアー

トキャラバン in 美唄東小学校 

平成 28年 7月 美唄市立東小学校 

日本美術家連盟北海道地区実技講習

会 

平成 28年 8月 日本美術家連盟北海

道支部 

中学生のための日本画入門 平成 28年 9月 網走市立美術館 

オオタニアートキャラバン 平成 28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） 

北海道立近代美術館「片岡球子展」

ワークショップ「面構を描く」 

平成 29年 1月 北海道立近代美術館 

がんばれ美術の時間！オオタニアー

トキャラバン in 札幌市立豊明高等養

護学校 

平成 29年 2月 札幌市立豊明高等養

護学校 

助言者 第６６回全道造形教育研究大会札幌

大会 

平成 28年 7月 全道造形教育研究大

会 

企画運営 子どもたちアートワークイベント

「いのちの森」 

平成 28年 9月 札幌赤レンガテラス

札幌大谷大学 

研究発表 手のあと、思考のあと－絵画制作の

プロセスをたどる 

平成 29年 3月 北海道芸術学会シン

ポジウム 

 

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・溜 平成 28年 10月 北海道美術協会展 

札幌市民ギャラリー 

現象界・誕 平成 28年 12月 個展・CUBE 展 

北海道銀行ライラッ

クギャラリー 

学術論文 「共同制作による空間造形の考察」 平成 29年 3月 「共同制作による空

間造形の考察」p36～

p44札幌大谷大学紀要 
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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 文化庁メディア芸術祭札幌展「ココ

ロ・つなぐ・キカイ」- 2016 
平成 28年 9月 主催：文化庁 

後援：札幌市，札幌

大谷大学，札幌大谷

大学短期大学部 

特別協力：クリプト

ン・フューチャー・

メディア株式会社 

協力：サッポロファ

クトリー，札幌国際

芸術祭実行委員会 

運営：文化庁メディ

ア芸術祭札幌展事務

局（電通北海道内） 

さっぽろ垂氷まつり 2017 平成 29年 2月 主催：札幌市創造都

市さっぽろ・国際芸

術祭実行委員会 

会場：札幌市資料館 

執筆 SIAF Lab.カタログ 平成 28年 6月 企画：SIAF ラボ 

制作：札幌市創造都

市さっぽろ・国際芸

術祭実行委員会 

ワ ー ク シ

ョップ等 

ARTSAT×SIAF LAB. 公開実験 平成 28年 9月 主催：札幌市創造都

市さっぽろ・国際芸

術祭実行委員会 

会場：札幌市資料館 

SIAF ラボ presents’Sonic Pi 講座 

〜プログラミングでライブをしよ

う！〜 

平成 28年 9月 主催：札幌市創造都

市さっぽろ・国際芸

術祭実行委員会 

会場：札幌市資料館 

Phantom Sketch Mod. 

TALK＆ Experience： Brain Machine 

KASINA / Sugen Takeda（八幡書店） 

平成 28年 10月 主催：No Maps 実行

委員会 

企画：宇川直宏 

会場：king xmhu 
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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 

ワ ー ク シ

ョップ等 
北海道大学 Costepシンポジウム 

「手のひらから宇宙まで:電波が創発

するコミュニケーション、そしてア

ート」 

平成 29年 3月 主催：北海道大学 高

等教育推進機構 オー

プンエデュケーショ

ンセンター  

科学技術コミュニケ

ーション教育研究部

門（CoSTEP） 

共催：北海道大学 物

質科学フロンティア

を先導する Ambitious

リーダー育成プログ

ラム 

協力：札幌国際芸術

祭実行委員会 

会場：北海道大学 工

学部 フロンティア応

用科学研究棟 鈴木章

ホール 

佐藤直樹個展「秘境の東京、そこで

生えている」 
平成 29年 4月 主催：そこで生えて

いるプロジェクト実

行委員会 

会場：アーツ千代田 

3331 メインギャラリ

ー 
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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 

文化庁メディア芸術祭札幌展 - 2016 

SPECIAL TALK 「メディア芸術祭入

門」 

平成 28年 9月 主催：文化庁 

後援：札幌市，札幌

大谷大学，札幌大谷

大学短期大学部 

特別協力：クリプト

ン・フューチャー・

メディア株式会社 

協力：サッポロファ

クトリー，札幌国際

芸術祭実行委員会 

運営：文化庁メディ

ア芸術祭札幌展事務

局（電通北海道内） 

会場：サッポロファ

クトリーアトリウム 

SIAF ラボ 

ラウンジトーク vol.3 「リアリティ

ってなんだ？」 

平成 28年 9月 主催：札幌市創造都

市さっぽろ・国際芸

術祭実行委員会 

会場：札幌市資料館 

京都大学 第 10 回宇宙ユニットシン

ポジウム 

ポスターセッション 

平成 29年 3月 主催： 京都大学宇宙

総 合 学 研 究 ユ ニ ッ

ト、京都大学理学研

究科附属天文台  

後援： 宇宙航空研究

開発機構、京都府教

育委員会、京都市教

育委員会、和歌山大

学国際観光学研究セ

ンター 
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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 CENTRALGARDEN 平成 28年 6月 各種イベント 

フライヤー 

Ragnarok EP 平成 28年 8月 iTunes ストア 

ワ ー ク シ

ョップ 

まんがワークショップ 平成 29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 

朝日化工食器デザイン PJ 平成 28年 6月 朝日化工株式会社よ

り受託事業 

担当：制作指導 

伏古ふれあいまつり 平成 28年 8月 伏古商店街より受託

事業 

担当：指導教員 

イノチヲツナグプロジェクト 平成 29年 4月 フォーシーズンアカ

デミー・エゾプロダ

クト・中川町より受

託事業  

担当：クリエイティ

ブディレクター 

栗山プロジェクト 平成 29年 4月 栗山町より受託事業 

担当：クリエイティ

ブディレクター 

国際交流 北方四島「後継者」訪問事業 平成 28年 7月 択捉島視察 

 

＜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 地域の未来をつくる～子育て支援の

潜在力～ 

平成 28年 5月 赤平市（交流センタ

ーみらい） 

違いを認め合いつながる社会へ－変

化の時代を乗り越える家族 

平成 29年 2月 東京大志学園（クラ

ーク札幌国際高等学

校白石校） 

フ ォ ー ラ

ム登壇者 

北海道からムーブメントを巻き起こ

せ 

平成 28年 5月 日本青年会議所北海

道地区協議会（札幌

市教育文化会館） 

著書 「若者の『地域』志向とソーシャ

ル・キャピタル－道内高校生 1,755

人の意識調査から」 

平成 28年 10月 ナカニシ出版 

高校生がつなぐ地域の未来 平成 29年 2月 北海道開発協会「開

発こうほう」2017 年

2月号 

コラム 「北の文化－地域のなかの高校生」 平成 28年 12月 朝日新聞朝刊 
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久野 寛之（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 発行・場所等 

著書 『それでも大学が必要と言われるた

めに―実践教育と地方創生への戦

略』 

平成 28年 5月 創成社 

学術論文 シリーズ 小学校からはじまる実用英

語教育 第 9回「“Yes”は“Yes”，

“No”は“No”― その 2」 

平成 28年 5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 5 巻第 1 号, pp.8-

15 

シリーズ 小学校からはじまる実用英

語教育 第 10回「ほめる・頼む・感

謝する・同情する―その（１） ほめ

る」 

平成 29年 1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 5 巻 第 2 号 , 

pp.20-23 

シリーズ 小学校からはじまる実用英

語教育 第 10回「ほめる・頼む・感

謝する・同情する―その（２）――

頼む・感謝する」 

平成 29年 4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 6 巻第 1 号, pp.8-

13 

 

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 Linguistic and Business Needs in 

an International Trade Show: 

Preliminary Results of an On-site 

Questionnaire Survey among 

Business Students 

平成 28年 9月 The JACET 55th 

International 

Convention 

（北星学園大学） 

 

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 「介護予防・日常生活支援総合事業

における住民主体サービスの可能性

と課題」 

平成 29年 3月 札幌大谷大学社会学

部論集第 5号 

pp.75～99 

北海道の全保険者における生活支援

総合事業の早期取り組み予定の有無

とその関連要因 

平成 29年 3月 日本医療大学紀要 

第 3巻 

pp.47～55 

講師 高齢期をどう生きる～介護と住まい

の選択 

平成 28年 10月 大学女性協会 

北海道大学サスティナビリティ・ウ

ィーク2016行事「超高齢社会の現

状」 

平成 28年 10月 北海道大学工学研究

院 

 

西脇 裕之（教授）研究業績なし 
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平岡 祥孝（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 発行・場所等 

著書 それでも大学が必要と言われるため

に―実践教育と地方創成の戦略― 

平成 28年 5月 ㈱創成社 

241頁 

学術論文 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 

英国の食生活に見る牛乳消費事情 平成 28年 6月 Dairy PROFESSIONAL 

Vol.5 pp.60～63 

Dairy Japan 

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 28年 6月 消費経済研究第 5号 

（日本消費経済学

会）pp.39～48 

英国ミルク・マーケティング・ボー

ド再考 

平成 29年 2月 Dairy PROFESSIONAL 

Vol.7 pp.82～89 

Dairy Japan 

生乳クォータ制度廃止以降のＥＵ酪

農部門の現状分析 

平成 29年 3月 札幌大谷大学・札幌

大谷短期大学部紀要

47号 

pp.79～88 

新千歳空港の国際化のあり方を考え

る 

平成 29年 4月 北海道自治研究

（（社）北海道地方自

治研究所）第 579号 
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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 

著書 「それでも大学が必要」と言われる

ために－実践教育と地方創生への戦

略－ 

平成 28年 5月 （株）創成社 

学術論文 離島の文化とその活用 平成 29年 3月 札幌大谷大学 札幌

大谷大学短期大学部

紀要（札幌大谷大学

紀要編集委員会）第

47号pp.89～93 

口頭発表 北海道の馬頭さん 平成 28年 7月 第38回石仏公開講座 

（大正大学） 

 

山下 成治（教授）研究業績なし 

 

和田 佳子（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 発行・場所等 

学術論文 「若手社員とコラボチームによる業

務課題解決プロジェクト」 

平成 29年 3月 日本ビジネス実務学

会 2015・2016年度 

JAUCB受託研究 

2016年度報告書 

（23頁） 

著書 『若者の「地域」志向とソーシャル

キャピタル 

道内高校生 1,755 人の意識調査か

ら』 

第 4 章 地域創生と高校生のキャリ

ア教育～地域が子ども・若者を育て

る“ホンキ”の取り組みとは～ 

平成 28年 10月 中西出版 

講演 キャリア教育とこころの教育－キャ

リア教育にできること－ 

平成 29年 2月 第 3 回北海道人格教

育フォーラム（基調

講演） 

 

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 「アクティブ・ラーニングにおける

能力論とその源流」 

平成 29年 3月 札幌大谷大学紀要第

47号 pp.95～100 

「アクティブ・ラーニングの基盤と

なる能力論と 1970 年代における『学

力』論の比較検討」 

平成 29年 3月 『北海道私立大学・

短期大学教職課程研

究連絡協議会会報』

第 36号 pp.9～19 

教材 『平成 26 年度版 教職課程履修の手

引き』改訂版 

平成 28年 4月 札幌大谷大学 
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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 教職科目におけるアクティブラーニ

ング－ポスターセッションの手法を

用いて 

平成 29年 3月 札幌大谷大学社会学

部論集第 5 号（札幌

大谷大学社会学部）

pp.57-74 

講師 韓国カトリック大学校 招待講師

（特別講義） 

平成 29年 5月 韓国カトリック大学

校 

通訳 日本キャリア教育学会第 38 回研究大

会 

北海道キャリア教育職業教育フォー

ラム 2016基調講演 

平成 28年 10月 Dr. Nancy Arthur 

(University of 

Calgary, Canada) 

2017冬季アジア札幌大会 公式通訳 平成 29年 2月 2017 冬季アジア札幌

大会 

 

佐藤 弘直（准教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 発行・場所等 

講演 キャンセルするのにお金を払わない

といけないか？ 

平成 28年 9月 平成 28 年度北海道消

費者行政推進事業セ

ミナー 

 

西浦 功（准教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 発行・場所等 

講演 住民主体の地域づくり、地域の絆と

支え合い 

平成 28年 10月 北海道町内会連合会

「平成 28 年度ブロッ

ク別町内会活動研究

大会（道北・道南ブ

ロック）」 

地域福祉活動の現状とこれから 平成 29年 3月 岩見沢市社会福祉協

議会「平成 28 年度 

地域福祉活動推進セ

ミナー」 

学術論文 公衆衛生と在宅福祉との接点 ―中

山間地における在宅福祉と駐在保健

婦 

平成 29年 3月 札幌大谷大学社会学

部論集 5号 

pp.1～25 

口頭発表 在宅福祉サービスの開始時期にみる

地域差の背景―世帯構造要因と福

祉・医療のかかわり― 

平成 28年 5月 西日本社会学会第 74

回大会（保健医療経

営大学） 

 

吉岡 亮（准教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 発行・場所等 

著書 『太宰治研究』24 平成 28年 6月 和泉書院 

学術論文 「徳富蘇峰『人物管見』論――人物

評論と同時代の文学論」 

平成 29年 3月 『研究成果報告 歴

史叙述と文学』（国文

学研究資料館） 

pp.77～87 
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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 社会的包摂を目指す高等学校教育の

可能性：カルガリー市の実践を中心

に 

平成 29年 3月 北海道キャリア教育

研究会『北海道キャ

リア教育研究』第 1

号 pp.1-12 

審査員 全道高校生英語プレゼンテーション

大会 

平成 28年 5月 北海道高等学校文化

連盟国際交流専門部 

全道高校生英語弁論大会石狩大会 平成 28年 10月 北海道高等学校文化

連盟国際交流専門部

石狩支部 

口頭発表 カルガリー市における Vulnerable 

Youth対応の取り組み 

平成 28年 6月 カナダ教育学会第 47

回研究会 

（会場：筑波大学東

京キャンパス文京校

舎） 

特別企画シンポジウム「社会的包摂

を目指すキャリア教育の可能性」 

平成 28年 10月 日本キャリア教育学

会第 38 回研究大会・

北 海 道 キ ャ リ ア 教

育・職業教育フォー

ラム 2017 

（会場：札幌大谷大

学） 

A Study on the Career-related 

Education for the Vulnerable 

Youth 

平成 28年 11月 国際キャリア教育学

会 (International 

Association for 

Vocational and 

Educational 

Guidance: IAEVG) ス

ペイン大会（会場：

国立教育大学、スペ

イン・マドリード） 

The Possibilities of Career 

Education for Vulnerable Youth 

平成 29年 5月 アルバータ州キャリ

ア発達学会 (Alberta 

Career Development 

Conference 2017) 

（会場：Fantasyland 

Hotel, Edmonton）） 

講師 ディベートに挑戦してみよう 平成 28年 6月 

 

美唄サテライト・キ

ャンパス 2016 

企 画 ・ 運

営 

日本キャリア教育学会第 39 回研究大

会兼北海道キャリア教育職業教育フ

ォーラム 2016 

平成 28年 10月  

 

杉澤 洋輝（講師）研究業績なし 
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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」 

女性職員キャリアアップﾟ実践教材 平成 28年 5月 人事院北海道 研修教

材「女性職員キャリ

アアップﾟ」 

中堅職員実践教材 平成 28年 5月 黒松内つくし園 研修

教 材 「 中 堅 職 員 研

修」 

地域担い手育成実践教材 平成 28年 5月 帯広市 市民活動推進

課 研修教材「地域担

い手育成」 

監督者政策形成実践教材 平成 28年 6月 登別市 研修教材「監

督者政策形成」 

対話によるポジティブアプローチ実

践教材 

平成 28年 6月 特別区 研修教材「対

話によるポジティブ

アプローチ」 

問題解決・プレゼンテーション実践

教材 

平成 28年 6月 人事院北海道 研修教

材「問題解決・プレ

ゼンテーション」 

地域協働事業実践教材 平成 28年 6月 帯広市教育委員会 研

修教材「地域協働事

業」 

採用 5年次職員実践教材 平成 28年 8月 北見市役所 研修教材

「採用 5 年次職員研

修」 

企画立案実践教材 平成 28年 9月 鷹栖町 研修教材「企

画立案研修」 

政策形成実践教材 平成 28年 10月 大空町役場 研修教材

「政策形成研修」 

新規採用職員実践教材 平成 28年 10月 札幌広域圏組合 研修

教材「新規採用職員

研修」 

学校経営のマネジメント実践教材 平成 28年 11月 北 海 道 高 等 学 校 教

頭・副校長会 研修教

材「学校経営のマネ

ジメント研修」 

10月採用職員実践教材 平成 28年 11月 苫小牧市 研修教材 

ファシリテーション実践教材 平成 28年 11月 人事院北海道 研修教

材 

中等科マネジメント実践教材 平成 28年 11月 札幌高等検察庁 研修

教材 

ファシリテーション実践教材 平成 28年 12月 札幌市社会福祉協議

会 研修教材 

町内会人材育成実践教材 平成 28年 12月 札幌市  町内会事業 

研修教材 
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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 

学術論文 幼児と身近な小動物との豊かな触れ

合いに関する考察－幼稚園における

オタマジャクシの飼育活動を通して

－（査読付） 

平成28年12月 環境教育第 26巻第 2

号 pp.43～51 

 

星 信子（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

学術論文 

 

実習事前指導としての指導実習 –実

習力アップに焦点をあてて 

平成 29年 3月 札幌大谷大学・札幌

大谷大学短期大学部

紀要第47号 

子どもを理解し言葉の発達を支える

保育者の養成 

平成 29年 3月 札幌大谷大学・札幌

大谷大学短期大学部

紀要第 47号 

学会発表 

 

 

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 

Regional differences in and 

factors influencing children's 

play in Japan 

平成28年7月 31st International 

Congress of 

Psychology 

Influence of exposure to harmful 

metals on the development of 

temperament in Japanese children 

平成28年8月 Conference of 

International 

Society for 

Environmental 

Epidemiology and 

International 

Society of Exposure 

Science -  Asia 

Chapter 2016 



- 37 - 

 

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 くるみのぼうけん 平成 28年 12月 さっぽろ絵本グラン

プリ 特別賞受賞 

講演 「作って遊べる工作」 平成 28年 11 小樽私立幼稚園教員

研修会 小樽市ニュ

ー三光ホテル 

 

中澤 香織（教授） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

学術論文 調査報告：北海道の母子生活支援施

設の現状 2北海道の母子生活支援施

設の特徴と課題―全国との比較から 

平成 28年 11月 北海道大学大学院教

育学研究院・教育福

祉 論 研 究 グ ル ー プ

『教育福祉研究』第

21号 

講師 母子福祉について 平成 28年 9月 札幌市家庭福祉担当

職員等研修 

子どもの貧困とその解決策を求めて 平成 28年 8月 旭川大学 AEL コミュ

ニティ福祉講座 

対人援助の基礎 平成 28年 7月 芦別市市民後見人養

成講座 

対人援助演習 平成 28年 10月 芦別市市民後見人養

成講座 

 

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 加藤多一のフアンタジー作品につい

て 

─『きこえる きこえるーぽう神物

語』論─ 

平成 28年 6月 日本児童文学学会北

海道支部機関誌『ヘ

カッチ』第11号（通

巻20号） 

口頭発表 「あべ弘士の動物絵本─野生動物の

死をどう描いたか」 

平成28年5月 

 

第 19回絵本学会 

 

『台湾少年界』の発行人・楊天送に

ついての考察 
平成28年10月 第 55回日本児童文学

学会研究大会 
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岡 健吾（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 風土に根ざした自然 

体験活動の実践と展望～カヌーによ

る生活体験プログラムの一思案～ 

平成 28年 12月 子どもと自然学会 

第25回大会 

講師 2016年度お泊り会 「カヌー体験」 

講師【同園年長組幼児対象】 

平成28年 7月 

 

認定こども園ひまわ

り幼稚園(旭川市） 

「冬の外遊び～雪中サッカーでアイ

スクリーム作り～」講師 

【同園年長組幼児対象】 

平成 28年 7月 認定こども園ひまわ

り幼稚園(旭川市） 

 

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 

演奏 第5回ハイメスオーケストラ演奏会 

 

平成28年8月 ちえりあホール 

 

第317回JRタワー展望台 そらのコ

ンサート 

 

平成28年8月 

 

JRタワー展望台 

 

二期会ロシア歌曲研究会 第19回定

期演奏会 

ショスタコーヴィチ歌曲の夕べ 

平成28年9月 東京文化会館小ホー

ル 

 

第一回ロシア声楽コンクール入賞者

による 

ニューフェイス・コンサート 

平成 28年 11月 カワイ表参道コンサ

ートサロンパウゼ 

 

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 

学術論文 実習事前指導としての指導実習 

―実習力アップに焦点をあててー 

平成29年3月 

 

札幌大谷大学 

紀要第47号 

子どもを理解し言葉の発達を支える

保育者の養成 
平成29年3月 札幌大谷大学 

紀要第 47号 

学会発表 実習力アップにつながる事前指導 平成 28年 5月 日本保育学会 

第 69回大会 

東京学芸大学  

小金井キャンパス 
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今西 良輔（講師） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

学術論文 首長部局等との協働による新たな学

校モデルの構築事業＜平成 28 年度

文部科学省委託事業＞ 

平成 29年 3月 東神楽町報告書 
1-76P 

口頭発表 里親養育における里親心性の形成プ

ロセス 里親養育で困難体験が里親

心性に与える影響 

平成 28年 7月 第14回日本福祉心理

学会 17P（ポスター

発表） 

 

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 子どもを理解し言葉の発達を支える

保育者の養成 
 

平成 29年 3月 

 

札幌大谷大学札幌大

谷大学短期大学部紀

要 第47号、pp.121-

127 

実習事前指導としての実習指導―実

習力アップに焦点をあてて― 
平成 29年 3月 札幌大谷大学札幌大

谷大学短期大学部紀

要 第47号、pp.107-

120 

口頭発表 ヤヌシュ・コルチャックおよびマリ

ア・ファルスカの理論と実践 

平成 28年 8月 日本教育学会第75回

大会発表要旨集録

pp.120-121 

 

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 

学術論文 保育学生の倫理意識を考える－札幌

市子どもの権利条例から－ 

平成 28年 5月 日本保育学会 第６

９回大会発表論文集

p.９９（ポスター発

表） 

幼保連携型認定こども園の教育・保

育・障がい児保育を考える―幼保連

携型認定こども園教育・保育要領か

ら－ 

平成 29年 3月 札幌大谷大學・札幌

大谷大學短期大学部

紀要第４７号 pp.１２

９～１４２ 

その他 夕張市の「認定こども園の立ち上げ

に向けて」 

平成 28年 9月 「 夕 張 保 育 士 会 研

修」の講師 
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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 横谷ピアノゼミコンサート 平成28年7月 

平成29年3月 

横谷英嗣邸 

学術論文 砂田友治生誕 

１００周年展覧会画集図録集 

平成28年4月 苫小牧市立美術館編

集 

ピアノ初心者の心を開く子供の歌の実

用伴奏法―和声学に於けるカデンツと

コード・ネームによる伴奏付けの比較

から簡易伴奏の可能性を探る 

平成 29年 4月 札幌大谷大学紀要第

47号 

ピアノ学習に於ける音楽力向上の現状

と課題―器楽応用の調査から 

平成 29年 3月 北翔大学紀要第 54号 

 

竹口 敦子（講師） 

教育・研究・社会活動の名称 年月 場所・発行元 

学術論文 幼児体育における靴教育の導入の試

み 
平成29年3月 札幌大谷大学・札幌

大谷短期大学部紀要

第 47号 

公演参加 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） 

正義流剣舞術「和歌 敷島の」 平成 28年 6月 ビクター吟友会道予

選（優勝） 

正義流剣舞術「和歌 剣太刀」 平成 28年 6月 北海道予選（優勝） 

正義流剣舞術「和歌 敷島の」 平成 28年 10月 ビクター吟友会全国

大会（４位入賞） 

正義流剣舞術「烏江亭に題す」 平成 29年 4月 全国剣詩舞ｺﾝｸｰﾙ北海

道道央予選（優勝） 
ポ ス タ ー

発表 

「わらべうたでたいそう」 平成 28年 8月 東京日本女子体育大

学 
講演･実技 「食べて・動いて・よく寝よう」 平成28年7月 札幌 琴似教会幼稚園 

「運動遊びについて」 平成28年9月 札幌市未来局 

保育に生かせる運動遊び 平成29年１月 札幌市幼児教育セン

ター 

幼児期に身に付けたい基本的な運動 平成29年１月 札幌大谷大学 付属

幼稚園 

作品発表 「ひょっこりひょうたんじま」「ボ

ロボロロケット」「ウキウキパレー

ド」 

平成28年10月 保育体育授業（サー

ク ル 親 子 ・ 幼 稚 園

児・学生合同発表会 
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３ 学生に関する情報（平成 29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 
（H29.3） 

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。 

61名 320名 216名 

(67.5%) 

62名 3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 37名 

その他進路（音楽活動を続ける他） 21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。 

52名 280名 234名 

(83.6%) 

53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 32名 

その他進路 （美術活動を続ける他） 10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 
（H29.3） 

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。 

59名 280名 211名 

(75.4%） 

43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 42名 

その他進路 1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 

（H29.3） 
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。 

102名 200名 211名 

(105.5%) 

106名 2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 96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 

7名 20名 26名 

(130%) 

2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 1名 
就 職 分 野 教育・学習支援業 
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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 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

札幌大谷大学 

芸術学部音楽学科 54 50 61 

芸術学部美術学科 65 57 52 

社会学部 

地域社会学科 
50 52 59 

合  計 169 159 172 

札幌大谷大学 

短期大学部 

保 育 科 106 109 102 

小  計 106 109 102 

専攻科保育専攻 2 19 7 

小  計 2 19 7 

合  計 108 128 109 

 

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 27年度 平成 28年度 平成 29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 1 0 

芸術学部美術学科 0 0 0 0 0 0 

社会学部 

地域社会学科 
0 0 0 0 0 0 

合  計 0 0 0 0 0 0 

札幌大谷大学 

短期大学部 

保 育 科 1 0 0 0 0 0 

合  計 1 0 0 0 0 0 

 

④ 留学生数及び海外派遣学生数の状況（平成 29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 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） 

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 33 91 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 

独立行政法人大学改革支援・

学位授与機構への申請・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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③ 平成 29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 33 91 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 13 43 短期大学士（保育） 

専攻科 

保育専攻 
2年 46単位 8 38 

独立行政法人大学改革支援・

学位授与機構への申請・合格

により“学士（教育学）”取得

可能 
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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 29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  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 

年間スケジュール http://www.sapporo-otani.ac.jp/life/schedule/ 

施設紹介 http://www.sapporo-otani.ac.jp/outline/shisetsu/ 

クラブ紹介 http://www.sapporo-otani.ac.jp/life/circle/ 

サポート http://www.sapporo-otani.ac.jp/life/support/ 

奨学金・授業料減免制度/特待生制度 http://www.sapporo-otani.ac.jp/tuition/shogaku/ 

給費生制度 http://www.sapporo-otani.ac.jp/tuition/kyuuhiseiseido/ 

アパート・マンションの紹介について http://www.sapporo-otani.ac.jp/life/apart/ 

教育ローンのご紹介 http://www.sapporo-otani.ac.jp/tuition/loan/ 

 

●進路支援 

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

 

http://www.sapporo-otani.ac.jp/life/schedule/
http://www.sapporo-otani.ac.jp/outline/shisetsu/
http://www.sapporo-otani.ac.jp/life/circle/
http://www.sapporo-otani.ac.jp/life/support/
http://www.sapporo-otani.ac.jp/tuition/shogaku/
http://www.sapporo-otani.ac.jp/tuition/loan/
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 28年度実績） 

 

平成 28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/ 1（土） 仏教入門 学 長     巌城 孝憲 74 

2 10/ 8（土） 地域とデザイン 
芸術学部美術学科 講師 

島名  毅 
39 

3 11/12（土） 

宮沢賢治と北海道 

（更科源蔵・小田邦雄による北海

道での受容、あべ弘士の絵本） 

短期大学部保育科 教授 

横田 由紀子 
47 

4 11/26（土） 
コミュニケーション・コーチ

ング講座 

社会学部地域社会学科 助教 

丸山 宏昌 
28 

5 12/ 3（土） 
ショスタコーヴィチ再考・音

楽と政治 

芸術学部音楽学科 教授 

千葉 潤 
45 

合    計 233 

 

仏教・音楽・美術・社会・保育の５講座を開講し、述べ 233 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、地下鉄駅直上の「セレスタ札幌キャ

ンパス」で実施した。 

 

●公開講座 

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

 

●地域連携 

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

 

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