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アイヌ文化も学ぶ

今回の「賢治の会」の
お話をはじめて聞いたの
は、サークルの活動中に
『銀河鉄道の夜』の朗読
の誘いを受けたときでし
た。私自身、宮沢賢治の
作品を読む機会は少な
く、賢治の印象はひどく
薄っぺらなものでした。
しかし「賢治の会」に参
加した際に、井川会長や
会のみなさんの熱心な作
品に対する想い、賢治の
考えに対する見解を聞く
うちに、私の賢治像は確
かに変化し、『銀河鉄道
の夜』を朗読するうえで
も非常に勉強になりまし

われています。
学科への編入を目指して 習をしていきたいと思い
旭川市博物館はアイヌ います。今回の研修を活 ます。（国文学科２年／
の歴史文化ゾーンと厳寒 かして今後、充実した学 大井勇輝）
を生き抜く動植物と人ゾ
ーンにわかれて展示され
ており、北海道の歴史と
自然について学ぶことが
できました。大陸や日本
と活発な交易をし、複雑
な社会を生み出してきた
アイヌの歴史と全国有数
の資料展示、さらに文化
の伝承と創造に取り組む
今日の上川アイヌの紹介
はとても興味深かったで
す。
今回の研修で貴重な遺
跡を実際に自分たちの目
で見て、肌で感じたこと
で、北海道の歴史や魅力
を再発見することができ
ました。参加者のほとん
どは國學院大學文学部史

回以上の朗読を披露でき
るように努力していきた
いです。（国文学科１年
／黒田龍太郎）

６人、高校４校 人、総
数３５１人の応募があっ
た。表彰式では田村弘学
長から賞状と副賞が授与

日「研究発表会」

す。
「研究発表会」はその一年間のゼミ活
動の成果を発表する場で、本学科での
重要な行事です。この今回は 名の学
生による発表を予定しており、テーマ
も様々です。
高校生・一般の方の聴講もできます
ので、是非ご参加下さい。

髙瀬優衣「私の好きな
物」（滝川市立明苑中学
校３年）
野邊瑠華「二つの家族」
（名護市立屋部中学校３
年）
【高校生詩部門】
稲毛茜「本」（北海道
滝川西高等学校３年）
【高校生短歌部門】
吉田万央「短歌三首」
（北海道滝川西高等学校
３年）
【高校生俳句部門】
該当者なし
■奨励賞
【小学生低学年部門】
石尾心愛「わたしのじ
まんのかぞく」（滝川市
立江部乙小学校２年）、
奥津昊太「ぼくの家ぞく」
（滝川市立江部乙小学校
３年）
【小学生高学年部門】
新野琴音「犬も大切な
家族の一員」（新十津川
町立新十津川小学校５
年）、瀧山葵「本の世界」

総合教養学科学生による「研究発表
会」を 月 日午後１時から、本学４階
４０２教室で実施します。
総合教養学科では、英語・外国文化、
経済、哲学、法律、情報処理など様々な
分野にわたり、複眼的に物事を見る力
を養うことを目的とした学科で、１・２
年生ともにゼミを必修科目としていま

総合教養学科

クイン氏の映画鑑賞
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入賞者を表彰
族」または「本」で、８
月 日から９月２日まで
の応募期間で、小学校６
校 人、中学校７校２０

作文・創作文
芸コンテスト

第 回作文・創作文芸
コンテスト表彰式が 月
日、開学記念館で行わ
れた。今年のテーマは「家

月

どちらの作品も普段観
しました。
「ＩＣＤ」でディスカッション
最初の〝“Ｔｏｏ Ｃｌ ている映画とは大きく異
ｏｓｅ ｔｏ ｔｈｅ Ｓ なり、演出や構成がとて
ｋｙ〟（「近すぎる空」） も新鮮でした。英語で話
は第６回札幌国際短編映 すことを意識することよ
画祭で上映されるととも りも、映画についてディ
月 日、ホテル三浦
に各国の映画賞にノミネ スカッションをすること
華園にてＩＣＤ（Ｉｎｔ
ートされ、２０１２年に に集中でき、外国語で自
ｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
は国際アカデミックフォ 分の考えを表現すること
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ
ーラム最優秀映画賞を受 が楽になりました。
ｉｏｎ Ｄａｙ）が行わ
賞した作品です。次に上 精緻に作られた映画を
れました。メインスピー
映された〝Ｓｌｉｖｅｒ〟 観て、文化的・芸術的な
カーのデニス・クイン先
（「一縷の願い」）は冬 視点で意見を交換するこ
生（映画研究者）をはじ
の雪山を舞台にした作品 との意義や楽しさを実感
め、各国出身のゲストテ
で、その幻想的なストー できた一日でした。（総
ィーチャーの方々が参加
して下さいました。今年 品を２本鑑賞し、その内 スカッションを行い、そ リーに観客は魅了されて 合教養学科２年／葛尾
瞬）
度はクイン先生監督の作 容についてグループディ の結果を発表する活動を いました。
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海老沢賞受賞者決まる

ッカケとなりました。
今後も、「賢治の会」
のみなさんとのつながり
を大切にしていき、また
朗読の機会があれば、今

安田教授の講演と学生の朗読
た。
私はジョバンニという
役を担当しましたが、ジ
ョバンニという少年の人
間性、カンパネルラとの
関係性を考えるのが難し
く、当日を迎えるまでに、
私自身の中で答えが出な
かったことが後悔として
残っています。
当日は多くのお客さん
が来てくださり、朗読も
大きな失敗がなく、無事
終えることができまし
た。その後の安田先生の
講演も自身の文学感や賢
治が伝えたかった本当の
さいわいを学び、育むキ

賢治の会
周年記念

第３回文学と空知

うです。
神居古潭とはアイヌ語
で「魔神が住む所」という
意味だそうで、神居古潭
竪穴住居遺跡には、２１
９個の竪穴と祭祀の場や
権力者・英雄の住居など
多目的な場所であったと
されるチャシコツ１カ所
が存在しています。擦文
式土器、紡錘車、石斧な
どが発見され、アイヌ直
前の先住民族のものとい

音江環状列石を見学
史学演習
の受講者

月 日、本学で開講 されている「史学演習」受 講者を対象とした野外研 修が行われました。旭川
の学芸員で友田哲弘さん
の解説を聞きながら、深
川市音江環状列石（スト
ーンサークル）、旭川市
神居古潭竪穴住居遺跡、
旭川市博物館の３カ所を
巡りました。
気温が低く寒い中でし
たが、幸い屋外での研修
の際は雪をかぶることな
く研修ができ、天候に恵
まれた研修となりまし
た。
音江環状列石は国指定
の史跡で、メディアにも
たびたび取り上げられる
空知を代表する史跡の一
つです。昭和 ～ 年の
調査で縄文時代の墓とわ
かり、墓の中からはヒス
イ玉や弓といった特殊な
遺物が出土しました。縄
文時代の集石や列石は日
本各地で発見されていま
すが、北辺にあって、多
くの玉がみられることが
音江環状列石の特徴だそ
かった」という話をして
いました。
行事として学生とし
て、地域の活性化に貢献
できてとても光栄です。
私たちの音楽劇と歌やダ
ンスを見て、少しでも元
気になっていただけた
ら、嬉しいです。（幼児
・児童教育学科福祉介護
コース２年／泉七虹）

来年は２部昇格を

川第一小学校４年）
【中学生部門】
崎濱楓音「新たな挑戦」
（名護市立大宮中学校
年）
【高校生詩部門】
金巻百華「迷っている」
（北海道小樽潮陵高等学
校３年）
【高校生短歌部門】
佐々木海涼「短歌三首」
（北海道滝川西高等学校
３年）
【高校生俳句部門】
該当者なし
■優秀賞
【小学生低学年部門】
神田姫乃「わたしの家
族」（滝川市立江部乙小
学校３年）
【小学生高学年部門】
平川野々花「父と剣道
で結ばれているきずな」
（砂川市立砂川小学校５
年）
【中学生部門】

国文学科卒業論文発表会

された。受賞者は次のと
おりである（敬称略）。
■海老沢賞
【小学生低学年部門】
相原光紀「わたしのお
母さん」（滝川市立江部
乙小学校３年）
【小学生高学年部門】
田谷内駿「大好きなば
あちゃん」（滝川市立滝
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どの各分野から選抜され
た２年生がその研究の成
果を発表します。
発表会は会場準備から
司会進行まで、すべて学
生の力で行ないます。発
表会は一般に公開してお
りますので、是非市民の
皆様も会場においでにな
って、学生の発表をお聞
き下さい。

（滝川市立滝川第一小学
校５年）
【中学生部門】
村椿彩華「いつも私の
そばにあった『本』」
（滝
川市立明苑中学校１年）、
西田礼人「僕の夢」（名
護市立大宮中学校１年）
【高校生詩部門】
坂本安美「家族」（北
海道滝川西高等学校３
年）
【高校生短歌部門】
野村成心「短歌三首」
（北海道旭川工業高等学
校２年）
【高校生俳句部門】
髙橋なつみ「爽やかや
背表紙の色褪せてをり」
（北海道小樽潮陵高等学
校３年）、高橋茂里「君
の声呼び起こされる春一
番」（北海道札幌稲雲高
等学校３年）、花颯大「珈
琲が体に染みる除夜の
鐘」（北海道札幌稲雲高
等学校３年）
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Ｎｅｗｓ ＣＡＴＹカラー版
ホームページに掲載中

1

12

月 日ホテルスエヒロ
国文学科の恒例行事と
して、卒業論文発表会を
今年も 月 日午後２時
から、ホテルスエヒロで
開催します。
国文学科では２年間の
学業の総決算として、卒
業論文を提出することが
必修となっており、近代
文学、古典文学・民俗、
歴史、中国文化・文学な

17

〇公募制学校推薦
〇自己推薦
第Ⅱ期
〇併 願 型
第Ⅱ期
○受付期間:H28.11.21(月)
～12.6(火)必着
〇選 考 日:H28.12.10(土)
〇合格発表:H28.12.17(土)

先輩たちに感謝
できませんでしたが、とても楽しく
野球ができ、初めての滝川での暮ら
しも不安なく生活できたのも先輩方
のサポートのおかげです。ありがと
うございました。
２年生の功績、頑張りを無駄にし
ないよう来年の春に向け目標を掲
げ、冬の日々のトレーニングを積み
重ねていきたいと思います。（幼児・
児童教育学科児童教育コース１年／
根本卓亮）
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軟式野球部

昨年はリーグ戦に参加しなかった
ため、今年は４部からのスタートと
なりました。しかし日々の練習で力
をつけ、春のリーグ戦で３部昇格を
決め、秋のリーグ戦では３部の大学
と堂々と試合ができる力を身につけ
ました。この成果と悔しさをばねに、
来年は２部昇格を目指します。
ひとりひとり個性があり、普段の
学校生活も面倒を見てくださり、先
輩たちは勉強の仕方やバイトの紹介
までしてくれ、本当にお世話になり
ました。約７カ月しか一緒にプレー

14

10

音楽劇やダンスを披露

11

31

月 日、滝の川運動公園野球場
で國學院大學北海道短期大学部軟式
野球部２年生の引退試合が行われま
した。雪もちらつくなかの試合とな
りましたが、１年生主体となり２年
生に素敵な花道を作ることができた
のではないかなと思います。
寒い中にも関わらず、スタンドに
は２年生の応援に来た学生の姿もあ
りました。試合結果は９―８で２年
生チームの見事なサヨナラ勝ち。川
村拓海部長の会心の打球が左中間を
抜けていきました。

14

14

29

老人福祉施設等で発表会
せていただきました。最
後には手を振って見送っ
ていただき〝ここで発表
を行えてよかった〟と心
から感じました。
月９日に訪れたの
は、滝川市老人保健施設
「ナイスケアすずかけ」で
した。今までよりも高い
年齢層の方を対象にした
発表になる上に、一年生
も講義の関係で不在であ
るため、〝上手く発表で
きるだろうか〟と学生一
同心配していました。い
ざ発表を行うと、リアク
ションが大きい方が多
く、「かわいいね」
「がん
ばって」などのお声もあ
りました。
発表後も、「良かった
よ」「また来てね」と温か
いお言葉をいただきまし
た。学生が乗る帰りのバ
スでは、「すずかけの利
用者の方は優しくて温か

12
12

29
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私たち幼児保育コース いう一大イベントを成功 り多くの地域の方に劇や
の２年生と１年生は、 させました。しかし、こ 歌、ダンスを見ていただ
月 日に楽しい発表会と れで終わりではなく、よ き、地域活性化を促すこ
とを目的に、施
設を訪問して発
表を行いまし
た。
月２日にお
邪魔させていた
だいたのは、重
症心身障がい者
通園施設「たん
ぽぽの家」でし
た。事前に伺っ
た話によると、
「重度の障害を
持つ方が多いの
で、リアクショ
ンがとても少な
いかもしれませ
ん」ということ
で、少々不安で
した。しかし、
発表が終わる
と、拍手をくだ
さり、握手もさ
11
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30

サークル紹介
10

北 海 道 の 歴 史 再 発見
北海道の歴史再発見
10
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地 域 交 流
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ニュース

「Ｃ Ａ Ｔ Ｙ 」
の名前は「
、Ｃ Ａ ｍ ｐ ｕ ｓ 」
と
「ｃｉＴＹ」
からの造語で、地 域 と 大 学 の 相
互理解、交流促進を目的として生まれまし
た。
「地域との共生 社会に学ぶ」
を合いこ
とばに、高等教育機関としての教育研究の
成果を、地域に発信します。また学生が取材
活動を通じて、読む・書く・話すといった能
力を開発していくことも意図しています。

（６）
２０１６年
（平成２８年）
１１月３０日
（土曜日）

プ レ ス 空 知
（第３種郵便物認可）

