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【音楽学科】 

■出張講義 

申込 

番号 
分野 担当 講義名 講義内容 講師プロフィール 

M-1 実技系 
(ピアノ) 

教授 

谷本聡子 
アンサンブルの愉しみ 

音楽は皆でも一人でもアンサンブル。 

室内楽を演奏する上での役割と愉しみ

を、演奏を交えながらお話します。 

ハンガリーリスト音楽芸術大学卒業。日本人初のソリストディ

プロマを取得。ドイツフライブルク音楽大学院修了。ダルムシ

ュタット、ボストン、ベルリン八重奏団、新ブダペストやケラ

ー弦楽四重奏団、ザルツブルグゾリステン他、チェロのペレー

ニ等ソリストと、Bp弦楽合奏団、シティオケ、札響、日本フィ

ル等と共演。ヨーロッパ、カナダ、アメリカ、ロシアで演奏。

PMF でウィーンフィルの首席達と共演。ルガーノ、ブダペスト

春・秋の音楽祭出演。 札幌市民芸術祭大賞、札幌市民文化奨励

賞、‘17年、ハンガリー政府より、文化勲章受賞。 

M-2 実技系 
(ピアノ) 

准教授 

黒山 映 
演奏解釈 

多くの音楽家が、同じ曲の同じ楽譜を

見て演奏しても、みな違った演奏にな

るのはなぜでしょう。表情記号の読み

方、考え方のちょっとした違いで演奏

がどのように変わるのか考えてみまし

ょう。 

横浜市出身、桐朋学園大学卒業。1992 年に渡独し、ビオッテ

ィ・バルセジア国際コンクールで審査員特別賞（94 年）、カ

ントゥ国際コンクール（同）及びマリアカナルス国際コンク

ール（95 年）でディプロマ賞をそれぞれ受賞。95 年、シュ

トゥットガルト音楽大学大学院を修了。96 年にマサラ・デ

ル・ヴァーロ国際コンクール入選。97 年 12 月に帰国。2007

年に札幌市民芸術祭奨励賞受賞。現在札幌大谷大学芸術学部

音楽学科准教授。 
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M-3 実技系 
(ピアノ) 

准教授 

鎌倉亮太 

伴奏のおもしろさ 

ピアニストには、ソロを弾くだけで

はなく、ほかの楽器や合唱などと一

緒に弾く「伴奏」の役割があります。

伴奏とは、誰かに合わせて、後ろか

らついていくものではありません。

時には指揮者の役割、演出家の役割

も担う、大変面白いものです。上手

な伴奏とはどんなものなのか、その

コツについて演奏を交えながらお教

えします。 

北海道教育大学札幌校芸術文化課程卒業及び、同大学大学院

修士課程修了。フィンランド国立シベリウス音楽院へ留学。

留学中クフモ室内楽音楽祭に参加。2006 年札幌市民芸術祭大

賞を受賞。2013 年第 12 回中田喜直記念コンクールにおいて

ＮＨＫ旭川放送局賞、三浦洋一賞を受賞。 

ピアニスト、指揮者として活動の幅を広め、2008 年より、室

内楽グループ kuhmo’z を結成、全国各地で演奏会を実施し、

札幌コンサートホールkitaraでのリサイタル公演を含め公演

数は 30 回以上を重ねる。 

また、北海道二期会「不思議の国のアリス」、「ショパン」（い

ずれも北海道初演）、kitara 主催オペラ「ヘンゼルとグレーテ

ル」の指揮を務める。 

2019 年度より、本学音楽総合コース主任として就任。 

M-4 
講義系 

（音楽総合） 

コンサートができるま

で 

～音楽のお仕事～ 

「音楽のお仕事」とはどんなものを

想像しますか？ 

演奏家、指導者、教師・・・実はそ

れ以外にも、音楽に携わる仕事はた

くさんあります。例えば、ひとつの

コンサートを開催するうえで、どれ

だけ多くの人が関わっているでしょ

うか。舞台の上に立っている演奏家

以外にも、様々な方が裏方として関

わっています。 

コンサートスタッフ、プロデューサ

ー、オーケストラマネージャー、オ

ペラの舞台スタッフなど、コンサー

トを作り上げるうえで、お客様から

見えないたくさんの仕事がありま

す。 

本講義では、そんな音楽を生かした

様々なお仕事についてご紹介しま

す。 
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M-5 講義系 
(ピアノ) 

講師 

外山啓介 

ピアニストとしての心

構え 

ピアニストとしてデビューしてから

全国各地の様々なホールで演奏させ

ていただいた経験を生かし、ピアニ

ストとしてプロフェッショナルであ

るために、どのようなことを心掛け

ているのか、またその愉しさや喜び、

厳しさなど、演奏を交えてお話しし

ます。 

第 73 回日本音楽コンクール第 1 位（併せて増沢賞、井口賞、

野村賞、河合賞、聴衆賞を受賞）。東京藝術大学卒業後、ハノ

ーファー音楽演劇大学留学を経て、東京藝術大学大学院を修

了。2007 年、サントリーホールでのデビューリサイタル以来、

毎年全国規模のリサイタル・ツアーを行っており、各方面か

ら高い評価を得ている。札響、N 響、読響、日本フィルなど

と共演。avex-CLASSICS より 9 枚のアルバムをリリース。 

 

M-6 実技系 
(声楽) 

教授 

三山博司 

良く響く声・明瞭な発

音を身につけよう 

～より良い独唱・合唱

を目指して～ 
 

「声」という楽器の特性を理解し、

良く響かせるためにブレス（息）や

体の使い方を初歩からわかりやすく

学んでいきます。そして声のテクニ

ックを使って美しい発音（特に日本

語）で歌うことを実践します。また

作曲家がどのように考えてテキスト

（詩）に旋律やハーモニーを付けた

かを楽譜を手掛かりに一緒に考えて

いきましょう。 

 

東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。同大学院修士課程修了。

博士後期課程満期退学。博士後期課程では B・ブリテンなど

の 20 世紀イギリス歌曲を研究する。受難曲の福音史家や、

バッハ、ヘンデル、モーツァルト、ベートーヴェンなどの宗

教曲および｢第九｣のテノールソロを数多く務め、オペラでは

マスネ｢ウェルテル｣のタイトルロールをはじめ、多くのフラ

ンス・オペラ、オペレッタに出演している。これまでにイギ

リス歌曲や日本歌曲・フランス歌曲を中心としたリサイタル

を８回開く。 

M-7 実技系 
(声楽) 

准教授 

針生美智子 
良い声で歌おう 

声は 1 人 1 人の身体が違う様に、唯

一無二の楽器です。楽器＝身体をど

う意識したら良い声になるのか、そ

の意識の仕方、訓練の仕方をお伝え

します。 

声の妙技である「オペラ」の作品に

触れながら、演奏を交えて、お話し

します。 

 

小樽市出身。札幌大谷短期大学卒業、同専攻科修了。文化庁

オペラ研修所第 11期修了。道文化財団、文化庁在外研修員と

してローマに留学。第 2 回藤沢オペラコンクール第 1 位他多

数受賞。新国立劇場「イエヌーファ」「パルジファル」「夕

鶴」二期会、松本オペラ「魔笛」のほか、東京オペレッタ劇

場「紅いりんご」「こうもり」「天国と地獄」「ジェロルシ

ュタンの女大公」「魔笛」のほか、「コジ・ファン・トゥッ

テ」「電話」「リタ」「絹のはしご」など多数出演。二期会

会員。 
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M-8 
実技系 
(木管楽器 

及び合奏) 

講師 

河野泰幸 
いい音を出そう 

本来、どの楽器にも、それぞれに”いい

音”が備わっています。その音を出すた

めには、一人一人のメンバーやバンド

全体の特徴や個性に応じた、日常での

トレー ニング方法を見つけることが

大切です。プロのオーケストラや吹奏

楽団での経験を積んだ札幌大谷の教員

が、皆さんと一緒に音を出しながら、

本物の音を手に入れる方法を考 えま

す。 

京都市立堀川高校音楽科、東京藝術大学音楽学部を経て、シ

ュトゥットガルト芸術大学修了。在独中、リューベック歌劇

場、プフォルツハイム市立劇場のクラリネット奏者として研

鑽を積む。海川雅富、村井祐児、三界秀実、ヴォルフガング・

マイヤー、ノルベルト・カイザーの各氏に師事。第 10 回京

都芸術祭で「京都市長賞」受賞。「Trio Rintonare」のコンサ

ートが評価され青山財団より 2008 年度バロックザール賞を

受賞。現在、札幌大谷高校音楽科非常勤講師。 

 

M-9 実技系 
(金管楽器) 

教授 

大隅雅人 
本物の音を求めて 

音楽を奏でる時に豊かな幅広い響きが

して、自由に演奏できるとどんなに素

晴らしいでしょう？素晴らしい音色や

柔軟性を求めるには、日々のトレー ニ

ング方法が大事です。プロのオーケス

トラや吹奏楽団での経験を生かし、皆

さんと一緒に音を出しながら、あなた

にとってベストな練習メニューを考え

ます。  

 

札幌出身。日本大学芸術学部音楽学科在学中より東京シティフ

ィル、東京交響楽団、東京佼成ウィンド等へ客員。東京金管五

重奏団第一トランペット奏者、新星日本交響楽団団員(現、東京

フィル)を経て東京交響楽団へ首席奏者として入団。文化庁在外

研修員制度によりニューヨーク、マネス音楽院へ留学し、ニュ

ーヨークフィル V ・ペンツァレラ氏に師事。呼吸法を元シカゴ

交響楽団チューバ奏者故 A・ジェイコブス氏に師事。第 4回日本

管打楽器コンクール第 3位入賞。元 東京交響楽団首席トランペ

ット奏者。 
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M-10 
講義系 

(音楽概論・ 

音楽史) 

教授 

千葉 潤 

音の不思議 遊びながら学

ぶ音の仕組み 

物理現象でもあり、音楽の基礎でもあ

る「音」は、不思議な魅力をもってい

ます。ばね電話やグラスのハーモニカ

等での実験を通して、音の謎に迫りま

す。 

1966 年、仙台市生まれ。東京藝術大学大学院音楽研究科後期博

士課程満期退学、 

ロシア国立モスクワ音楽院大学院音楽理論科修了。2003 年に芸

術学カンディダート（Ph.D）取得。洗足音楽大学、くらしき作

陽大学、北海道教育大学等の非常勤講師を歴任。専攻は音楽学・

現代ロシア音楽。著書に「作曲家人と作品 ショスタコーヴィ

チ」（音楽之友社）、「アリフレド・シュニトケの交響的創作：間

テクスト分析の試み」（モスクワ・コンポジートル社、露語）。

共編著に「ロシア音楽事典」（カワイ出版）など。 吹奏楽の歴史と文化 

身近に接している吹奏楽や管楽器・打

楽器の生い立ちを知っていますか。面

白い格好をした過去の楽器や、様々な

器楽合奏の例を辿りながら、吹奏楽の

誕生や楽器の変化を振り返ってみまし

ょう。 

M-11 講義系 
(作曲) 

准教授 

小山隼平 

もう BGMとは呼ばせない 

映画やテレビを見ていると、あるシー

ンに音楽が流れたりしますね。だいた

い音楽はシーンの内容に「合わせて」

付けられると、多くの人が考えます。

でももし、音楽の方が主導権を握ると

したら？ ただの BGM にはならない

「付随音楽」の力を、選曲をしながら

感じていきましょう。 

東京藝術大学音楽学部作曲科卒業。2008 年奏楽堂日本歌曲コ

ンクール・一般の部で、寺山修司の詩による「四つのちぎれ

た歌」が第１位を受賞。第 2 回 TIAA 全日本作曲家コンクー

ル・室内楽部門では「オーボエ五重奏曲」が第 2 位を受賞。

また、俳優座劇場プロデュース公演「音楽劇 わが町」でピ

アニストを務めるなど、演劇の分野での活動も行っている。

現在、北海道教育大学教育学部教員養成課程講師（非常勤）。 

コンピューターで作曲を始

めよう 

 

いまや音楽業界で、コンピューターを

使った作曲は欠かせないものになって

います。パソコン本体もソフトの値段

も安くなり、気軽に始められるものに

なりました。では何を用意して、どこ

から始めれば良いのでしょうか。これ

から始めたい人向けの、入門講座です。 
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M-12 

 

体験ワー

クショッ

プ系 
(音楽療法) 

准教授 

高田由利子 

 

コミュニケーション力を養

おう！ 

音楽療法士に求められる能力の一つに

コミュニケーション力があります。主

に『聴く力』、『観察力』そして『共感

する力』などを高めていくことでコミ

ュニケーション力は向上されます。講

義では、『音を媒体としたコミュニケー

ション・トレーニング』の概要を学び、

聴く力や観察力などの手法を用いて実

際にコミュニケーション力が高まるワ

ークを体験してみましょう。終了後に

コミュニケーション力が上がっている

ことに気がつくでしょう。 

洗足学園音楽大学音楽学部器楽学科ピアノ専攻卒業。同大学

付属音楽療法臨床センターにおいて音楽療法の実習指導に携

わる。その後、米国留学し、レズリー大学大学院表現アーツ

学科音楽療法・メンタルヘルスカウンセリング科修士課程修

了。ニューヨーク、ノードフ・ロビンズ音楽療法センターに

てディプロマ取得。現在、東京大学大学院学際情報学府文化・

人間情報学コース博士課程在籍。日本音楽療法学会認定音楽

療法士。ノードフ・ロビンズ音楽療法士。共編著に「ケースに

学ぶ音楽療法Ⅰ」（岩崎学術出版社,2017）。 

 

講義系 
(音楽療法) 

音・音楽のもつコミュニケ

ーションの力について 

音楽療法は音楽を用いた心理療法と言

われているように、音や音楽を用いて

クライアントの問題や悩みを解決して

いきます。では、カラオケも音楽療法

と言えるのでしょうか？治療アプロー

チを援用することによって、十分に音

楽療法になります。その治療アプロー

チを学ぶことで、音楽が個人レベルか

ら地域や社会などのマクロレベルに対

し、どのように貢献できるかを学んで

みたいと思います。好きな音楽の聞き

方が変わるかもしれません。 
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【美術学科】 

■出張講義（講義系） ※実技系の講義は「がんばれ！美術の時間」に記載していますのでご覧ください。 

申込 

番号 
分野 担当 講義名 講義内容 プロフィール 

A-1 
講義 

（進路指導） 
全教員対応 美術・デザインの学びと仕事 

美術・デザインの学びによってどのような

ことが養われるのか、そしてどのように社

会や仕事と繋がるのかについて、身近な例

をもとに紹介します。 

 

A-2 
講義 

(デザイン) 

教授 

森田克己 
大学で学ぶデザイン、 

社会におけるデザイン 

モダンデザインの歴史を踏まえて大学で

学ぶデザインについて解説します。さら

に、具体的なデザインの事例を通し社会に

おけるデザインの理解を深めます。 

芸術学部美術学科教授。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)。北海道造形デザ

イン専門学校講師を経て、昭和 62 年札幌大谷短期大学美

術科専任講師、平成 24 年札幌大谷大学芸術学部美術学科

教授、非常勤講師歴を北海道大学、苫小牧駒澤大学他で行

う。専門はデザイン、図学、数理造形。著書に図学用語辞

典(共著)、かたち創造の百科事典(共著)。所属学会は日本

デザイン学会、国際図学会、日本図学会、形の科学会、パ

ーソナルコンピュータ利用技術学会他。 

A-3 
講義 
(絵画) 

教授 

川口 浩 

自由な発想と多彩な表現を目

指して 

視聴覚機器を使用し、高校生とほぼ同年代

の多数の作品を見て、作品内容を解説し、

取り組み方や「創ること」を考えます。 

武蔵野美術大学大学院造形研究科油画専攻修了。日大鶴

ヶ丘高等学校非常勤講師、岩見沢東、稚内高等学校教諭

を経て現職。 

担当授業は基礎造形 B、油彩研究Ⅲ・Ⅳ、卒業制作、表

現研究。 

明日への具象展、具象の新世紀展、北海道現代具象展 

各実行委員（～2017）、現在 全道展会員。 

A-4 
講義 
(絵画) 

教授 

松村 繁 
偶然性が喚起するもの 

様々な作品の中から、偶然の効果を生かし

て制作している作家を取り上げます。 

彼等がどの様にして、画材の様々な表情を

引き出し、その効果と自身の内面世界をつ

なげて制作しているのかを探っていきま

す。 

 

1984年 3月 武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業

（芸術学士）。1986 年 3月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）。

現在、札幌大谷大学芸術学部美術学科教授、武蔵野美

術大学造形学部通信教育非常勤講師兼任、北海道教育

大学札幌校非常勤講師兼任。過去に白日会 白日賞、

安田火災美術財団奨励賞を受賞。専門分野は油彩とテ

ンペラ絵具による混合表現。 
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A-5 
講義 

(現代美術) 

教授 

今 義典 

コンテンポラリーアートの最

前線 

世界各国の最先端芸術を動画や写真を交

え、分かりやすく解説していきます。 

1992 年東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻(美術学

士）終了後、1994 年東京藝術大学美術学部大学院美術

研究科(美術修士）修了。1995 年にはドイツ政府給費留

学（DAAD)でクンストアカデミーデュッセルドルフ写

真学科入学、3 年のドイツ滞在後 1998 年帰国。2001 年

より東京藝術大学美術学部付属写真センター常勤助手

（文部科学教官）6 年を経て、2008 年本学着任。現在

芸術学部美術学科メディア表現領域教授。専門は現代美

術。主にコンテンポラリーアートでの写真・映像表現を

ベースに研究を行っている。90 年代から現在まで国内

外での発表多数。2018 年 4 月より芸術学部長・美術学

科長就任。 A-6 
講義 

（写真） 
記録としての写真、表現と

しての写真 

写真を大きく 3 つに大別すると、記録の特

性が強い「報道写真」と、 

美しさやある種の問題提起をしていく「芸

術写真」、そして商品の販売促進や 

企業のブランディングのための「広告写

真」など 3 つに大別されます。 

この講座ではこれらのジャンルについて

焦点を当て、様々な写真作品を紹介してい

きます。 

A-7 
講義 

（美術教育） 
教授 

平向功一 

わたしたちは何を描いて 

成長してきたか 

０歳から小学校卒業までの子どもたちの

造形表現は単純な身体表現からはじまり

心理的な発達とともにどんどん変化して

いきます。この講義では実際の子どもの絵

を見ながらその発達過程について解説し

ます。また世界中の子どもたちの絵を紹介

します。 

北海道教育大学教育学部札幌分校特別教科（美術・工芸）

卒業。同大学大学院修了。本学では日本画専攻を担当。道

内外の展覧会に出品。また、教職授業の美術教育も担当。

美術教師を目指す学生が中心となり、スクールミュージア

ム〔鑑賞授業）や大型のアートワーク（表現活動）などを

行うオオタニアートキャラバンを道内各地の学校で展開

している。小学校・中学校の教科書編集にも携わる。 

A-8 

 
講義 

（日本絵画） 
教授 

平向功一 
琳派にふれる 

琳派とは伝統的なやまと絵の手法を洗練

させ、明快な構図と華やかな色彩で描かれ

た装飾性の高い絵画様式のことをさしま

す。本授業では琳派の歴史を学習しながら

伝統的な日本絵画の世界を学びます。 
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A-9 
講義 

（デザイン） 
准教授 

鳥宮尚道 

デザインにできること、求め

られること 

私たちが身の回りで使う“モノ”のデザイ

ンを事例に、デザインがこれまでどのよう

に発展してきて、これから先どのように進

化していくのだろうか、という流れを豊富

な資料を紹介しながら解説します。 

筑波大学大学院芸術研究科を修了後、東北芸術工科大学生

産デザイン学科助手、京都工芸繊維大学工芸科学研究科デ

ザイン学部門助教を経て本学講師、2017 年より准教授。博

士（学術）。専門は情報デザイン、プロダクトデザイン。

生活の中で使用する道具やサービスに求められるニーズ

を定性・定量の両側面から探り、使う人のことを考えてデ

ザイン、提案することを企業、行政、地域とともに実践し

た経歴を持つ。 

 

A-10 
講義 

（デザイン） 

准教授 

島名 毅 
「デザインする」ということ 

さまざまな場面で「デザイン」という言葉

が使われていますが、そもそも「デザイン

する」とはどういったことなのか。美術は

もちろん、普段生活するうえでも役に立つ

「デザイン」の考え方について講義しま

す。 

1977年東京生まれ、千葉県育ち。東京藝術大学美術学部デ

ザイン学科卒業・同大学修士課程デザイン専攻修了。同大

学教育研究助手・助教を経て札幌大谷大学メディア表現領

域グラフィック専攻准教授。専門はデザイン学、アートデ

ィレクション。グラフィックデザインを中心とした媒体を

主に扱うが、近年は地域デザインのディレクションやフィ

ルムアーカイブなど様々な活動を行っている。サブカルチ

ャー（アニメ）にも造詣が深い。 

A-11 
講義 

（デザイン） 
講師 

村井陽平 
文化とデザイン 

日本は高度経済成長を経て西洋化が進み、我々

の生活は大変豊かになった一方、和文化は低迷

の一途を辿りました。現在のアジアの情勢とし

て、日本を取り巻く近隣諸国の発展には目覚ま

しいものがありますが、日本の成長は停滞して

います。そんな時代だからこそ、デザインの分

野においても、先人達が作り上げてきた日本の

文化を、もう一度現代に見直さなければならな

い時が来ています。 

デザインはモノをデザインするだけではなく、

人とモノとの関係をデザインすることも出来

ます。和楽器の研究を行う自身の経験と共に、

デザイナーの仕事や社会的役割を紹介します。 

1987 年富山県富山市生まれ。金沢美術工芸大学美術工芸

学部デザイン科製品デザイン専攻を卒業後、企業にてイン

ハウスデザイナーとして勤める。英ロイヤル・カレッジ・

オブ・アートへの交換留学を経て、京都市立芸術大学大学

院美術研究科修士課程修了（大学院第一種奨学金全額免除

奨学生）。同大学院、博士課程を首席的な賞である「梅原

賞」を受賞して修了（美術博士）。31 歳で札幌大谷大学に

専任講師として着任。専門分野はプロダクトデザイン、ク

ラフトデザイン。実務経験として、企業で多くの商品を開

発した経験を持つと共に、フリーランスデザイナー・研究

者としても受賞経歴を持つ。教育歴としては、京都大学、

京都府立大学、専門学校のデザイン教育に携わった経験を

持ち、現京都市立芸術大学美術学部デザイン科非常勤講

師、日本伝統音楽研究センター共同研究員を兼任。意匠学

会事務局幹事、京都大学サマーデザインスクール 2016～

2018 実施者。 
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問合せ先 入試広報課 

 

 

美術に関する創作活動の支援をします。 

 
・学校に美術の授業や美術クラブがなく指導が受けられない人 

・どんな画材(道具)を使用したらいいのかお悩みの人 

・自分の作品を専門の先生に評価をしてもらいたい人 

 

などを支援します。  
 

 

遠方の方でもメールの画像添付などで作品の指導をいたします 
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【地域社会学科】 

■出張講義 

申込 

番号 
分野 担当 講義名 講義内容 プロフィール 

S-1 社会学 
教授 

髙橋 肇 

社会を生き抜く力としての

「社会学的想像力」 

社会と時代を生き抜く力を育てるうえで必要な

「心の品質(a quality of mind)」について考えま

す。私たちは生きていく中で、個人的な葛藤やト

ラブルに直面しますが、個人的トラブルを単なる

私的問題として捉えるだけでは、社会を生き抜く

力としては不十分です。私的トラブルを公共的イ

シュー（社会的な問題）として捉えなおす力こそ

「社会学的想像力」です。そうした精神の特質に

ついて考えます。 

名古屋大学大学院法学研究科政治学専攻博士後

期課程単位取得退学。名古屋大学法学部基礎政治

学講座助手を経て、1996年より名古屋音楽大学専

任講師。以後 21年間、名古屋音楽大学にて教養

科目担当の教員として教鞭をとりつつ大学運営

に深く関わる。2010 年 3月、46歳准教授の時に

名古屋音楽大学の学長に就任。音楽が専門でない

音大学長として注目を浴びる。2014年 4月より同

大学音楽学部音楽学科教授。2016年 3月、6年間

の学長任期満了に伴い名古屋音楽大学学長を退

任。2017年 4月より、札幌大谷大学・札幌大谷短

期大学部学長に就任。札幌大谷大学社会学部教

授。専門は社会政治学。C.Wright Mills研究者。

研究テーマはグローバル社会における自由主義

と民主主義。 
 

S-2 政治学 
教授 

髙橋 肇 

家族・地域・企業・ＮＰＯを

生き抜く力とは？～組織を動

かす政治力 

人類は、共同性と組織の中を生きる生物種です。

家族や地域といった共同性、あるいは企業やＮＰ

Ｏといった組織の中で生き抜いていくうえで必

要な力はいろいろありますが、この講義では社会

的存在としての人間が身に着けておくべき最小

限の政治的能力について考えます。 

S-3 社会学 
教授 

梶井祥子 

〝まちづくり″のための社会

学 

自分たちの住んでいる＜地域＞について考えて

みませんか？ 私たちの生活は地域社会によって

支えられています。人口減少が進行するなかで、

地域の未来はどうなるのでしょうか。社会学理論

を応用しながら、〝まちづくり″とは何か、私た

ちに何ができるのかを考えていきます。 

慶應義塾大学法学部卒、北大大学院修士課程修

了。専門は、社会学、家族社会学、ソーシャルキ

ャピタル論。「親の離婚を経験した子どもたち」、

「地域とつながる子育て支援」、「道内高校生の

地域志向」、「スウェーデンの高齢者と家族」な

どをテーマに研究調査を実施。北海道社会教育委

員会議議長、札幌市子ども子育て会議副会長、北

海道創生協議会委員などの公職。最近の編著書は

「若者の地域志向とソーシャル・キャピタル」。 
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S-4 日本語 
教授 

平岡祥孝 
実用日本語表現 

社会生活や職業生活において文章を書く場面が

多くあります。二字熟語の漢字の使い方、意味の

通る文の作り方、文章作成上役に立つ公式など

を、事例を数多く取り上げながら文章力を伸ばし

ていきたいと思います。また、様々な辞書を紹介

して、各々の使い方を説明していきます。手書き

の重要性を知ってもらうためにも、楽しくプリン

ト学習で勉強していきます。 

北海道大学大学院農学研究科修士課程修了。九州大

学博士（農学）。農業経済学専攻。学生の就職支援や

インターンシップ事業に長年かかわる。教育論や仕

事論などをテーマに講演や高校出張講義など多数。

2001 年日本消費経済学会学会賞受賞。著書に『ミド

ルの仕事論』、『インターンシップの現場から見た仕

事論』、『北海道再建への戦略』（編著）『「それでも大

学が必要」と言われるために』（編著）他。『北海道

新聞』水曜夕刊コラム「平さんの異論・暴論・青論」

執筆中。 

 

S-5 社会学 
教授 

西脇裕之 
防犯まちづくりの光と影 

「人を見たら泥棒と思え」。「渡る世間に鬼はな

い」。あなたはどちらの言葉にリアリティを感じ

ますか。この講義では近年の犯罪と防犯活動につ

いての市民意識を確認した上で、防犯まちづくり

を支える環境犯罪論という考え方を解説します。

また、防犯まちづくり活動がもたらすプラスとマ

イナスの影響について受講生と一緒に分析しな

がら、高校倫理における「幸福と功利」の学習へ

つなげて考えます。 

慶應義塾大学社会学研究科後期博士課程単位取得退

学。専門は社会学説史。主な研究テーマは、コミュ

ニケーションの意味を送り手の意図ではなく受け手

の反応に求める相互行為論の発想とプラグマティズ

ムというアメリカの哲学的伝統との関連、その応用

編として都市環境におけるコミュニケーションや行

動の誘導についても研究を広げる。本学においては

社会学部開設以来、社会学基礎という社会学の入門

講義を担当。 

 

S-6 社会学 
教授 

森 雅人 

高校生のための観光マーケテ

ィング入門 

ワークショップ方式によって、観光マーケティン

グの手順を学びます。アピールすべき札幌観光の

魅力を洗い出し、観光客を増やすための戦略をマ

ーケティング・ミクスの視点から整理していきま

す。ワークショップを進めながら、市場・顧客の

ニーズを満たす旅行商品・サービスの価値、商

品・サービスの価値、商品化について提案に結び

つけます。 

昭和 55 年、札幌大学経済学部経済学科卒業。

昭和 58 年、駒澤大学大学院人文科学研究科修

士課程社会学専攻修了。専門は民俗学、地域社

会学、観光学、宗教人類学。共著に『シャーマ

ニズムとその周辺』（株）第一書房、平成 12

年、『よさこい／ＹＯＳＡＫＯＩ学リーディン

グス』開成出版（株）、平成 15 年。論文に「地

域社会における馬頭観音信仰の持続性に関す

る社会学的アプローチ－北海道を事例として

－」『日本の石仏』第 155 号、日本石仏協会、

平成 27 年など。北海道地域づくりアドバイザ

ーとして、主に文化領域からまちづくりに関す

る提言を行っている。 
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S-7 社会学 
教授 

山下成治 
モノを計る・心を測る 

学校の身体測定では，身長は「センチ」，体重は

「キロ」で書かれていたと思います。駅までの距

離は「キロ」で，徒歩時間は「分」で表されてい

るので，おおよそどのくらい前に家を出れば職場

や学校に着くかがわかります。 

このようなモノやコトを計る「ものさし」とは

いったいどんなものなのでしょうか？この物差

しが、人や社会、文化の違いによって異なってい

れば、さまざまな問題が生まれてしまいます。 

私達のココロも，同じような「ある原理」に基い

た「物差し」をもっていることを実例から確認し

ていきましょう。 

1953 年東京都生まれ。北海道大学水産学研究科

修士課程修了 /博士 (水産学 ) /日本水産学会

賞’02(田内賞）。北大水産学部/北大院水産科学研

究院:助手/講師/准教授を経て現職。専門は漁村地

域計画および生産管理工学・水産工学・産業保健

人間工学。地域資源管理論/環境社会学/情報数学

などを担当。数理統計分析や社会心理調査法を用

いた地域課題解決のための PDCA サイクルに従

うプロジェクト管理および地域協議会創生と活

動支援を実践。北海道マリンビジョン推進委員・

公共事業評価審査委員・各種水産技術顧問・北海

道地域づくりアドバイザーなどを兼務。 

S-8 キャリア 
教授 

和田佳子 

高校生のためのキャリアデザ

イン 

将来の夢や、やりたい仕事は見えてきましたか。

その夢を実現させるために今取り組んでいるこ

とはありますか。まだまだ自分の適性がわから

ず、先が見えずに不安を感じているという人も少

なくないでしょう。そもそも、働くって、どうい

うことなのでしょうか。将来に対する不安を少し

でも解消するために、高校生の今、やっておくべ

きこと・考えておくべきことをキャリアカウンセ

リングの手法を用いて探ってみます。 

1983 年藤女子大学文学部英文学科卒業。札幌市

内のホテルで社長室秘書勤務の後、教職に就く。

國學院短期大学、北海道武蔵女子短期大学教授を

経て、2012 年から現職。専門はキャリア教育。

産業カウンセラー、キャリアコンサルタントとし

て日々、学生や卒業生の様々な相談に応じてい

る。著書に『働く女性』（文眞堂）、『秘書ビジ

ネス論』（紀伊国屋書店）、『若者の地域志向と

ソーシャル・キャピタル』（中西出版）など。札

幌市社会教育委員会委員。現在は「ビジネス分野

における教育プログラムと職業能力のチューニ 

ングに関する研究」（課題番号：17K04722）に

取り組んでいる。 

S-9 社会学 
教授 

西浦 功 

大震災。その時あなたはどう

しますか？（ワークショップ

形式） 

 昨年の胆振東部地震のように、大震災には誰に

とっても他人事ではありません。また、ブラック

アウトで電気が使えなくなる等、震災は我々の生

活に様々な形で被害を及ぼします。このような極

限状態に置かれたとき、どのようにすれば自身の

生活をうまく再生できるでしょうか。 

震災に関する学びとグループワークを通して、震

災後の状況をうまく乗り切るための方法を参加

者みなさんで一緒に考えてみましょう。 

1972 年北海道稚内市生まれ。北海道大学大学院

博士課程満期退学。日本女子大学助手、北翔大学

准教授を経て現職。専門は福祉社会学。「福祉の

まちづくり」を主たる研究テーマとして、福祉ボ

ランティア活動や高齢者向け在宅福祉サービス

にまつわる調査研究を行ってきた。近年では、「買

物難民」問題をはじめとして地域で孤立する高齢

者の方々の生活ニーズを把握し支援策を検討す

るため、美唄市におけるフィールド調査を進行中

である。 

 



14 

 

S-10 文学 
教授 

吉岡 亮 
福沢諭吉から見る明治の社会 

福沢諭吉の『学問のすゝめ』。その書名は聞いた

ことがあるでしょうが、実際に読んだことがある

人はなかなかいないようです。本講義では、この

書名だけが有名な『学問のすゝめ』を、ほんの一

部分ではありますが、みなさんと一緒に実際に読

んでみようと思います。具体的には、福沢諭吉の

生涯を簡単に振り返った上で、『学問のすゝめ』

の議論をいくつか取り上げ、明治初年に彼が何を

考えていたのか、また、彼がそのように考えたの

はどのような時代背景であったのかを見ていき

ます。 

北海道大学文学部を卒業後、2 年間、出版社に勤

務。その後、大学院に入り直し、大学院卒業後、

苫小牧工業高等専門での 7 年間の勤務を経て、現

職。苫小牧工業高等専門では主に国語の授業を担

当。専門は日本近代文学で、現在は明治時代の文

学と歴史の関係について研究を行う。大学では文

学に関する科目の他、文章表現に関する科目を担

当している。 

 

S-11 教育 
教授 

荒井眞一 

内容構成に基づいた授業：農

具の発達と生産の増加 

教職課程を履修する学生は、４年次に教育実習に

参加し中学校あるいは高校で研究授業を行わな

ければなりません。この研究授業では、内容構成

に基づいた授業の展開が求められます。本講座で

は、江戸時代の農業技術の発達による商品生産の

増加について、しょうゆ醸造業を例に挙げ、内容

構成に基づいた授業展開についてお話しします。 

北海道大学教育学部卒業、大学院教育学研究科修

了、博士（教育学）。２０数年の学習塾経営、北

海道文教大学講師を経て現在に至る。専攻は教育

方法学。学問研究成果を踏まえた教育内容を、生

徒の認識形成過程に即して系統性・順次性を保持

しながら教材として組織した上で、実験授業の結

果を踏まえてその成果を検証している。近年は、

学問研究が社会的な意識形成にどのように関わ

っていたかという問題を、幕末期における尊王攘

夷運動を具体的な足場として考察している。 

 

S-12 英語 
教授 

石川希美 
英語で表現してみよう 

この講義では、英語で各自が自分の思いや考えを

書いて表現するのがねらいです。書くことは、自

分の知っている表現を使う機会であり、使いたい

表現を探す機会にもなるでしょう。また、それぞ

れが書いたものを発表しあうことで、自分では気

づかなかったことを知るかもしれません。これ

は、自分の考えを発表する、他の人の発表（考え・

意見）を聞いてさらに考えを深めていくといった

大学での学びを体験することにもつながります。 

米国カリフォルニア州立大学ロングビーチ校言

語学科（TESOL 専攻）修士課程修了。これまで

道内の中高一貫校、専門学校、高等教育機関に勤

務。通訳や外国語ボランティアの経験もある。担

当科目は基礎演習Ⅰ～Ⅳ、英語演習Ⅰ・Ⅱ、英語

プレゼンテーション A・B。研究分野は、英語教

育、ライティング、教科指導など。 

 



15 

 

S-13 法律 
准教授 

佐藤弘直 
日常のやり取りと法律 

内容量が 500ml と表示された１本 150 円のペ

ットボトル飲料が、実は、内容量が 490ml だっ

た場合、あなたは３円分を手にしていないことに

なります。3 円の返還を求めるため、あるいは不

足している 10ml の引き渡しを求めるため裁判

所に訴えますか。苦情も言われず、この飲料水が

１億本売られたとしたら、業者は、３億円を手に

入れることができます。これでいいのでしょう

か。 

北海学園大学大学院法学研究科博士（後期）課程

修了（博士（法学）） 

札幌簡易裁判所裁判所書記官，札幌大谷大学社会

学部地域社会学科講師を経て，２０１７年から現

職。北海学園大学法学部非常勤講師，消費者支援

ネット北海道理事，検討委員。 

札幌大谷大学では法学入門，民法入門，専門演習

等を，北海学園大学では消費者法を担当する。消

費者支援ネット北海道では，消費者被害の防止の

ための活動を行っている。 

 

S-14 

 

教育 

 

准教授 

岡部 敦 

 

 

高校から仕事への移行につい

て： 

大学進学とその先のことを考

えよう 

毎日高校に通って授業に出席し勉強することの

意味はなんだろうか、卒業後に大学にいくのは何

のためか、働くとはどんな意味を持つのか、さま

ざまなイメージを持っていることと思います。本

講義では、高校から大学・就職へと移行すること

の意味を、教育学の分野から一緒に考えます。ま

た、給与をもらうため、自分の夢の実現のため以

外に、働くことの意味とは何か、事例を用いて一

緒に考えます。 

小樽商科大学卒、北海道大学大学院修士課程、博

士後期課程修了を経て 2011 年 3 月に博士（教育

学）を取得する。北海道内の公立高校にて英語教

師として勤務し、国際交流、キャリア教育および

高大接続の推進に努めた。専門は教育制度、カナ

ダ・アルバータ州の公立高校をフィールドに学校

から仕事への移行に関わる高校教育のあり方に

ついて研究している。特に、近年は社会正義

(Social Justice)に関心を持っている。 

 

S-15 経営学 
講師 

太田稔 

社会を変えるソーシャル・ビ

ジネス入門 

「こまった」を解決する仕事 

私たちを取り巻く社会は常に変化しています。環

境問題や格差社会、少子高齢化、空き家問題など

あげればきりがありません。この授業では、それ

ら社会的課題をビジネスの力で解決するソーシ

ャル・ビジネスについて知り、社会的起業家とは

どのような存在なのかを学びます。 

小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナ

ーシップ専攻修了。経営管理修士（専門職）ＭＢ

Ａ。実務家として 22 年間、企業や行政、市民団

体や教育機関などへの環境教育研修、環境ＣＳＲ

支援などに従事。現在はソーシャル・ビジネスの

戦略形成プロセスに関する研究を継続中。専門は

「経営戦略論」、「ソーシャル・ビジネス」、「環境

ＣＳＲ」、「環境教育」。著書に「親と子の週末 48

時間（小学館）共著」など 
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S-16 教育 
講師 

丸山宏昌 
こんなに便利！魔法の数字 

相手に思ったことをうまく伝えることができな

くて、困った経験はありませんか？ 考えがうま

く整理できなくて、わかりやすく書くことができ

なくて、困った経験はありませんか？ わかりや

すく話す能力、わかりやすく書く能力、自分の考

えを整理する能力、相手の話の要点を聴き分ける

能力は、これからの人生をよりよく生きるために

持っていたい能力です。この講義では、これらの

能力をアップするための魔法の数字の使い方を

マスターします。 

13 年間システムエンジニアとしてさまざまな分野

のエンジニアとチームを組みシステム開発に従事。

その後、人材育成会社に転職し、現職に至る。担当

科目は情報処理演習。専門は組織社会学、人材開発

論。学びと組織をめぐる現象について学習理論、情

報、地域マネジメント、コミュニケーション論の視

点から読み解くことが研究テーマ。大人の学び・成

長を支援することに関心を持ち、企業・組織におけ

る人々の学習・成長・コミュニケーションについて

研究している。  

 

S-17 教育 
助教 

山田政樹 
グローバル社会で生き抜く力 

昨今では国内外問わず企業のグローバル化が

進み，社会で活躍するためにはグローバルな多

様性を取り込む必要性があるといわれていま

す。この講義では自分自身がグローバル企業で

活躍してきた経験を基に，大学入学から現在に

至るまでの軌跡を事例として，何を思い，何に

ぶつかり，何を行ってきたのか，経験談をお話

しします。高校生にはこれから生きていくため

に，何を行っていくべきか，何を身に着けるべ

きか，自分で未来を切り開くヒントととなるお

話ができればと思っています。 

小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナ

ーシップ専攻修了，経営管理修士（専門職）。ド

イツに本社を置くヨーロッパ最大級の大手ソフ

トウェア会社で，国内外で活躍するグローバル IT

コンサルタントとして従事。プログラミングやシ

ステムエンジニアリングなど 10年以上の IT業界

でのキャリアを持つ。近年は地域で活躍できるグ

ローバルビジネスパーソン育成のため，特定用途

向けの英語（ESP）学習プラットフォーム作成や，

人的資源管理，マーケティングなど経営学関連の

研究にも携わっている。 
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■講演会                   ※教員研修や PTA 研修などの講演会へ本学の教員を講師として紹介いたします。 

申込 

番号 
担当 講演会テーマ 講演会内容 プロフィール 

SL-1 
教授 

髙橋 肇 
「学長」というお仕事 

弱冠 46 歳で名古屋音楽大学の学長に就

任した経験について語ります。政治学が

専門であるにも関わらず、なぜまったく

専門の異なる音楽大学の学長になって

しまったのか。当時 40 代半ばの准教授

であったにも関わらず、なぜ学長になっ

てしまったのか。そもそも学長のお仕事

とはなんなのか。 

学長になるまで、学長になってから体験

したこと、学長になってから学んだこ

と、そして再びなぜ北海道で札幌大谷大

学の学長になってしまったのか、などな

どについて、語ることのできる範囲内で

ざっくばらんに語ります。 

名古屋大学大学院法学研究科政治学専攻博士後期課

程単位取得退学。名古屋大学法学部基礎政治学講座

助手を経て、1996年より名古屋音楽大学専任講師。

以後 21年間、名古屋音楽大学にて教養科目担当の教

員として教鞭をとりつつ大学運営に深く関わる。

2010年 3月、46歳准教授の時に名古屋音楽大学の学

長に就任。音楽が専門でない音大学長として注目を

浴びる。2014年 4月より同大学音楽学部音楽学科教

授。2016年 3月、6年間の学長任期満了に伴い名古

屋音楽大学学長を退任。2017年 4月より、札幌大谷

大学・札幌大谷短期大学部学長に就任。札幌大谷大

学社会学部教授。専門は社会政治学。C.Wright Mills

研究者。研究テーマはグローバル社会における自由

主義と民主主義。 

 

SL-2 
教授 

髙橋 肇 
マネジメントとリーダーシップ 

人間の社会と組織にとって、マネジメン

トという営みは不可欠であり、極めて重

要です。マネジメントとはソーシャル・

アートであり、リベラル・アーツの実践

です。また、人間の社会と組織を語る際

には権力の問題を避けて通ることはで

きません。リベラル・アーツの重要な構

成要素である政治学は、組織内権力の問

題を探究するうえで有益な道具を提供

してくれます。マネジメントには教養と

リーダーシップが必要です。人間の社会

と組織において求められるマネジメン

トとリーダーシップについて語ります。 
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SL-3 
教授 

髙橋 肇 

大学で何を学ぶか～大学と学部

の正しい選び方 

偏差値と入試科目だけで大学と学部を

選んでいませんか。進路選択は誰もが真

剣に悩む人生の通過点ですが、ではどの

ように大学と学部を選べばよいのでし

ょうか。私がこれまでに全国各地、津々

浦々で見てきた大学教育の実態にも触

れながら、大学と学部の正しい選び方に

ついて考えます。その際のポイントは、

自分に合った専門を選ぶこと、卒業後の

就職のことばかり考えすぎないこと、で

す。大切なことは、「大学で何を学ぶか」

です。 

 

SL-4 
教授 

梶井祥子 

若者たちにとっての「結婚」      

～少子化は止められるか～ 

少子化の主たる原因は、未婚率の上昇にあ

ります。現代の若者世代はどのような状況

にあるのでしょうか。彼らの結婚観や家族

観はどのように変化しているのでしょう

か。家族社会学の視点から考えてみたいと

思います。 

慶應義塾大学法学部卒、北大大学院修士課程修了。専

門は、社会学、家族社会学、ソーシャルキャピタル論。

「親の離婚を経験した子どもたち」、「地域とつなが

る子育て支援」、「道内高校生の地域志向」、「スウ

ェーデンの高齢者と家族」などをテーマに研究調査を

実施。北海道社会教育委員会議議長、札幌市子ども子

育て会議副会長、北海道創生協議会委員などの公職。

最近の編著書は「若者の地域志向とソーシャル・キャ

ピタル」。 

SL-5 
教授 

平岡祥孝 
大学研究・学部研究 

入試内容、偏差値などの表面的な指標だけ

で大学選択をすることは、入学後のミスマ

ッチの大きな原因の一つです。それぞれの

大学のカリキュラムの特徴を把握して、高

等学校との学びの接続を意識することが

必要です。本講義では、大学教育の実態を

紹介しながら、大学選び・学部選びの参考

になるような情報をお伝えします。 

北海道大学大学院農学研究科修士課程修了。九州大学

博士（農学）。農業経済学専攻。学生の就職支援やイン

ターンシップ事業に長年かかわる。教育論や仕事論な

どをテーマに講演や高校出張講義など多数。2001 年日

本消費経済学会 学会賞受賞。著書に『ミドルの仕事

論』、『インターンシップの現場から見た仕事論』、『北

海道再建への戦略』（編著）『「それでも大学が必要」と

言われるために』（編著）他。『北海道新聞』水曜夕刊

コラム「平さんの異論・暴論・青論」執筆中。 
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SL-6 
教授 

森 雅人 
観光社会学入門 

いまや 9 億人以上の人びとが世界中を移

動（旅）する時代になりました。観光に関

連したビジネスチャンスも拡がっていま

すが、観光地（地域社会）は必ずしも観光

の恩恵を受けていません。本講義では持続

可能性をキーワードに地域社会における

観光のあり方について学びます。 

昭和 55 年、札幌大学経済学部経済学科卒業。昭和

58 年、駒澤大学大学院人文科学研究科修士課程社

会学専攻修了。専門は民俗学、地域社会学、観光

学、宗教人類学。共著に『シャーマニズムとその

周辺』（株）第一書房、平成 12 年、『よさこい／

ＹＯＳＡＫＯＩ学リーディングス』開成出版（株）、

平成 15 年。論文に「地域社会における馬頭観音信

仰の持続性に関する社会学的アプローチ－北海道

を事例として－」『日本の石仏』第 155 号、日本

石仏協会、平成 27 年など。北海道地域づくりアド

バイザーとして、主に文化領域からまちづくりに

関する提言を行っている。 

 

SL-7 
教授 

山下成治 
ワークショップ技法の修得 

地域社会は人が「単位」で成り立ちます。 

けれども，人がいれば社会ができ上がる

わけではありません。感覚や考え方，喜び

苦しみは一人ひとり違ったものです。その

ような「多様性」のある人が紡ぎ合ってつ

くった地域の「課題」はどのように解決し

ていけば良いのでしょうか？  

札幌大谷大学地域社会学科には，人の考え

方の特徴を知り，これを社会に役立てるた

めの技術体系があります。みなさんとワー

クショップを開いて，ご一緒に確認してい

きませんか？ 

1953 年東京都生まれ。北海道大学水産学研究科修士

課程修了/博士(水産学) /日本水産学会賞’02(田内賞）。

北大水産学部/北大院水産科学研究院:助手/講師/准教

授を経て現職。専門は漁村地域計画および生産管理

工学・水産工学・産業保健人間工学。地域資源管理

論/環境社会学/情報数学などを担当。数理統計分析や

社会心理調査法を用いた地域課題解決のための

PDCA サイクルに従うプロジェクト管理および地域

協議会創生と活動支援を実践。北海道マリンビジョ

ン推進委員・公共事業評価審査委員・各種水産技術

顧問・北海道地域づくりアドバイザーなどを兼務。 

 

SL-8 
教授 

西浦 功 

大震災。その時あなたはどうしま

すか？ 

昨年の胆振東部地震のように、大震災には

誰にとっても他人事ではありません。ま

た、ブラックアウトで電気が使えなくなる

等、震災は我々の生活に様々な形で被害を

及ぼします。このような極限状態に置かれ

たとき、どのようにすれば自身の生活をう

まく再生できるでしょうか。 

近年の様々な震災時の諸問題とその解決

にかんする様々な事例を紹介しつつ、震災

後の状況をうまく乗り切る方法について

解説します。 

1972 年北海道稚内市生まれ。北海道大学大学院博士

課程満期退学。日本女子大学助手、北翔大学准教授

を経て現職。専門は福祉社会学。「福祉のまちづくり」

を主たる研究テーマとして、福祉ボランティア活動

や高齢者向け在宅福祉サービスにまつわる調査研究

を行ってきた。近年では、「買物難民」問題をはじめ

として地域で孤立する高齢者の方々の生活ニーズを

把握し支援策を検討するため、美唄市におけるフィ

ールド調査を進行中である。 

 



20 

 

SL-9 
准教授 

岡部 敦 

高等学校におけるキャリア教育

の在り方につい 

近年、キャリア教育の推進が盛んに叫ばれ

ており、高等学校では総合的な学習の時間

を活用した取り組みが報告されています。

しかし、キャリア教育については、明確な

定義づけがなされていません。インターン

シップや民間企業から派遣される講師に

よる講演会などのイベントに終始してい

る例も多く見られます。また、普段の授業

に加えて、新たな業務が付加されることに

よる教員の負担感なども課題として報告

されています。本講義では、キャリア教育

とは何か、その経緯と意味を検討し、高校

教育における在り方について提言します。 

小樽商科大学卒、北海道大学大学院修士課程、博士後

期課程修了を経て 2011 年 3 月に博士（教育学）を取得

する。北海道内の公立高校にて英語教師として勤務し、

国際交流、キャリア教育および高大接続の推進に努め

た。専門は教育制度、カナダ・アルバータ州の公立高

校をフィールドに学校から仕事への移行に関わる高校

教育のあり方について研究している。特に、近年は社

会正義(Social Justice)に関心を持っている。 

 

SL-10 
講師 

太田稔 

自然から学ぶ環境の重要性 

地球市民としての私たち 

日本は自然豊かな国であり、その中でも北

海道は自然資源に恵まれた環境にありま

す。しかし人間活動により北海道だけでは

なく地球環境全体が危機に陥っています。

この授業では、生物多様性や自然環境とい

う視点から環境問題を見つめなおし、自分

たちのライフスタイルの在り方を考えま

す。 

小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシッ

プ専攻修了。経営管理修士（専門職）ＭＢＡ。実務家

として 22 年間、企業や行政、市民団体や教育機関など

への環境教育研修、環境ＣＳＲ支援などに従事。現在

はソーシャル・ビジネスの戦略形成プロセスに関する

研究を継続中。専門は「経営戦略論」、「ソーシャル・

ビジネス」、「環境ＣＳＲ」、「環境教育」。著書に「親と

子の週末 48 時間（小学館）共著」など 
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【保育科】 

■出張講義 

申込 

番号 
分野 担当 講義名 講義内容 プロフィール 

C-1 
入門 

講座 

保育科 

専任教員 
保育者入門 

保育者になるための資格の種類と内容、取得

のための勉強や求められる資質、就職の動向

に関する情報などをお話しします。保育者志

望の方だけでなく、志望について迷っていた

り、進路を決定していない方も受講可能で

す。内容はご希望に応じて調整いたします。 

 

C-2 保育原理 
講師 

大澤 亜里 
子どもの権利と保育 

乳幼児も「人間」であり、人権をもっていま

す。そのため保育の場でも子どもの人権に配

慮することが必要です。そこで、「子どもの

権利条約」はなぜつくられたのか、乳幼児は

どのような権利を持っているのかを学び、子

どもの権利を尊重した保育のあり方につい

て考えます。 

北海道大学大学院教育学院博士後期課程修了。博士

（教育学）。専門領域は教育福祉。国連子どもの権利

条約の成立に影響を与えたとされているポーランド

の教育学者ヤヌシュ・コルチャックの思想と実践に関

心を持ち、ポーランドに留学。ワルシャワ大学にて研

究を行い、修士号を取得。教育と福祉の歴史から、ま

た現在の子どもを取り巻く様々な問題から、子どもの

権利の意味について検討している。 

 

C-3 心理 
教授 

星 信子 

赤ちゃんとの 

コミュニケーション 

赤ちゃんは人と関わるための基本的な力を

もって生まれてきます。生後間もない赤ちゃ

んの持つ力とその意味を学び、赤ちゃんとの

コミュニケーションの大切さについて考え

ます。 

北海道大学大学院教育学研究科博士後期課程単位取

得中退（教育学修士）。専門分野は発達心理学。人の

様々な行動や感情の感じ方・表し方の個人差を表す概

念である、気質の発達に関心を持って研究に取組んで

きた。最近では、乳幼児の気質自体の発達に加え、そ

れを支える子どもの心身の特徴や、養育環境の特徴に

注目して観察や調査などを行っている。著書：「子ど

もの育ちを支える発達心理学」「子育ての発達心理学」

など 
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C-4 文化 
教授  

横田由紀子 
児童文化財としての絵本 

「絵本」は優れた児童文化財であり、その種

類も多数あります。子どもの発達段階に合わ

せた絵本の選択は、言葉の獲得をうながすな

ど重要な意味を持っています。赤ちゃん絵本

と呼ばれるものや、最近の特徴的なものな

ど、できるだけ多くの絵本を紹介します。読

み聞かせにも挑戦します。 

大学での専攻は国語学。宮沢賢治の語彙について（特

に、賢治の独特なオノマトペの成立に関して、童話に

与える影響等が卒論のテーマ。）を研究した。 

現在、大学で日本語表現（文書作成）を担当し、「書

く」ことが苦手な学生と向き合っている。短大（保育

科）では、文書作成のほかに「児童文学」を担当し、

多様化する絵本について学生に知ってもらうことを

中心に授業を展開している。 

 

C-5 自然 
教授 

柘植純一 
子どもと自然とのかかわり 

最近の子ども達は自然との触れ合いが少な

く人工的な物で遊ぶことが多くなっていま

す。幼児期の自然とのかかわりがなぜ大切な

のか、自然とかかわる体験を通してどのよう

な育ちが期待されるのかについて考えまし

ょう。 

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

学科ゲノム工学専攻修了。博士（農学）。日本環境教育学

会、子ども環境学会、日本食育学会、日本農芸化学会、

日本水環境学会会員。現在は幼稚園・保育所における環

境教育、幼児と身近な小動物との触合いについて、保育

者養成の視点から検討している。 

 

 

C-6 音楽 
准教授 

松井亜樹 
子どもと音楽のかかわり 

保育の現場で必要な音楽の専門知識、技術の

アドバイスを行います。実際に歌ったり、手

遊びをしたりしながら、具体的に実践します

（講義の実施には、ピアノが設置された会場

が必要となります）。 

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。同大学院教科教育専修音楽教育専攻（声楽分

野）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。全国大学音楽教育学会会員。平成28年度

札幌文化奨励賞受賞。平成25～29年度教員免許状更新講

習講師。平成25年、平成27年札幌私立幼稚園教育研究大

会分科会講師。北海道幼稚園教諭養成連絡協議会理事。

乳幼児期の歌唱表現活動について研究し、ロシアの音楽

教育との比較研究も行っている。 



23 

 

C-7 美術 
教授 

清水郁太郎 

美術を通した 

子どもとのかかわり 

幼児のための造形の制作体験を行います。簡

単な材料で出来る楽しい工作を体験し、保育

における造形指導の一端にふれます。 

保育科で美術・表現系科目を担当。北海道教育大学（札

幌校）卒業。専門は木の遊具デザイン制作で、テレビチ

ャンピオン（テレビ東京）「木のおもちゃ選手権」優勝。

子どもがどうしたら自分の気持ちや個性をいきいきと造

形的に表現できるのかを考え、日々教材研究を行ってい

る。身近な材料を使った簡単な工作、特に音や仕掛け・

遊びの要素を持ったものが得意。また選択科目で木工・

陶芸・羊毛などの自然素材を生かした工芸的な作品を制

作する授業も展開している。 

 

C-8 運動 
准教授  

岡 健吾 
“子どもが育つ”運動あそび 

鬼ごっこ、マット運動・縄跳び・跳び箱、ゲ

ーム遊び等々、子どもたちが楽しみながら心

身を成長させるためのプログラムをレクチ

ャー。 体育的指導とは異なる視点から、“あ

そび”を通して子どもが育つ場を提供しま

す。 

北海道教育大学大学院 教育学研究科 教科教育専攻 

保健体育専修を 2000 年に修了。専門分野は幼児体

育・自然教育・体育社会学。一般社団法人 農山漁村

文化協会〔農文協〕職員、北海道ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｶﾇｰ・ｼﾞｭﾆｱｸ

ﾗﾌﾞ〔自然教育任意団体〕事務局長、拓殖大学北海道

短期大学保育学科 保育科専任教員を経て現職。2016

年度まで全国保育士養成協議会 北海道ブロック理

事。現在、公益財団法人 日本幼少年体育協会 学術委

員。 

 

C-9 福祉 
講師  

今西良輔 

障がいのある子どもの理解 

と配慮 

私達が生活している地域や建物には、様々な

バリアフリーが進められています。そもそも、

障がいってなんだろう？ バリアフリーってどん

なものなのだろう？ 改めて自分達の日常生活を

振り返りながら、障がいとなるものがどんなも

のなのかを理解しましょう。そして私達がで

きることはどんなことかを考えてみましょ

う。 

北海道大学大学院教育学院教育学専攻修士課程修了。職

務経験としては、札幌市児童相談所の一時保護所、児童

心理司などを経験し、障害相談や社会的養護の児童や保

護者相談を受けてきた。最近は、北海道スクールソーシ

ャルワーカーとして、困難を抱えた生徒対応や学校内で

の教育相談について関わっている。どのように障害のあ

る人や配慮の必要な人と共に地域生活を送るかを検討し

ている。 



24 

 

 

C-10 福祉 
教授 

中澤香織 

 
 

保育者による子育て支援 
 

 

保育者の仕事には、子どもの保育だけではな

く、子どもの保護者や地域の保護者に対する

子育て支援が含まれています。子育て家庭が

抱える問題はどのようなものなのかについ

て、家庭への理解とともに考えていきましょ

う。 

北海道大学大学院教育学院修士課程修了。専門分野は社

会福祉学。実務経験は、医療機関のソーシャルワーカー、

児童福祉施設の非常勤相談員である。現場における多様

な困難を抱える女性たちとの出会いから、女性と家族の

問題や対人援助職が持つ価値観に関心を持ってきた。現

在の研究テーマはソーシャルワークに潜むジェンダーで

ある。 

 

 

※基本的には札幌市及び近郊の学校を対象とします。遠方の場合はご相談ください。 


