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文 学 の ス ス メ
副学長

ん。文学、とりわけ小説は、様
々な作家をとおして人間と社
会を多様かつ豊かに描いてい
ます。偏狭で頑迷な自分の殻
から誘い出してくれます。
一冊の本との出会いが、人
生や生き方を変えることもあ
ります。一冊の本に救われる
人もいます。卒業生の皆さん
には、ぜひとも文学にいそし
んでほしいと切に願う次第で
す。

平 野 泰 樹

寛容さが希薄になります。非
婚や離婚、ヘイトスピーチ、ス
トーカーや 、そして歯止
めのかからない児童虐待の要
因ともなります。
私たちは、自分を取り巻く
狭い環境の中で生きていま
す。そこでの経験や体験、ある
いは思考はおよそ限定された
ものです。そこに安住すると
「見たいものだけを見る」、
「信じたいものだけを信じる」
偏狭な人間になりかねませ

國學院大學北海道短期大学部

いつのころからか家庭から
文学全集が姿を消し、多様化
する大学から文学の研究や教
育が姿を消し始めました。人
間の本質を洞察し人生を考え

させる文学の非生産性が、社
会に浸透する成果主義や娯楽
の多様化によって排除されよ
うとしているのでしょうか。
文学の衰退は、人間にも大
きな影響を及ぼし
ているように思わ
れます。自分を見
つめ、他者を理解
しようとする想い
が希薄になれば、
必然的に他者との
関わりや他者への

た友人のみんな、ここ滝 物を取り扱う販売員とし
川に住んでいる市民の方 て頑張っていきます。
々、そして何より私を短 繰り返しますが、
「後悔
大に通わせてくれた母を のない２年間」を送るこ
はじめとする家族に、本 とができました。本当に
上で支えてくれた大家さ 当に感謝しています。 ありがとうございまし
んを中心に家主会の皆さ この２年間で学んだこ た。２年間、楽しかった！
ん、私と少しでも関わり とを活かし、４月からは （国文学科２年／若宮葵）
を持って仲良くしてくれ 日本の伝統文化である着

２年 間 ありがと うござい まし た
２年間ありがとうございました
後悔のない２年間

して、働いている方々が
たくさんいる中で、私が
この２年間を使って後悔
が残っている、など言え
るわけがありません。
国文学科の先生方には
たくさんの迷惑をかけて
きました。ですから、無
事に卒業を迎えることが
できるのも、先生方のご
温情のおかげとしか言い
ようがありません。あり
がとうございます。特に
ゼミから講義、サークル、
日常までお世話になった
月岡道晴教授には感謝し
てもしきれません。
また、國短の事務局の
職員の方々、アルバイト
先の野上菓子舗の社員の
皆さん、学生生活を送る
なんだろう」という楽し
みな気持ちが複雑にまざ
り合っていました。
大学の授業が始まって
からの１か月間は、アパ
ートの大家さんが食事の
サポートをして下さり、
大きな助けになったこと
を今でも思い出します。
私が國短に来て一番良
かったと思うことは、人

と違う経験が多くできた
ことです。
北海道滝川という寒く
て雪の多い土地で、一人
暮らしを経験したことは
もちろんですが、授業で
は、稲作体験学習で実際
に田んぼに足を踏み入
れ、田植えや稲刈り、収穫
祭・もちつきを体験した
り、大学の実習園でジャ

挑戦し、体験し、成長を実感した滝川

だからこそです。編入す
る方も、就職される方も、
短大でできた仲間や先
生、地域の方々との繋が
りを、これからも大切に
してください。きっと皆
さんの支えになるはずで
す。

両親に感謝し東京へ

入学することが決まっ
た時は、
「これから一人暮
らしをしていけるのか」
という不安な気持ちと、
「北海道はどんなところ

りは大きな力となるはず
です。
私は國學院大學へ編入
しましたが、はじめは編
入後の生活の変化に馴染

学びと経験活かし
目標にまい進して

クラスメートと乗越えた１年間

自身社会性がなく、今思
うとまだまだ子供で、学
習の仕方や習慣もなく、
どのように取り組んだら
いいのか悩みましたが、
クラスメートも同じだっ
たのでみんなで協力し合
い直していきました。分
からないことを教え合
い、時には一つの問題に
ついて悩んだりもしまし
たが、お互いに問題を出

社会人の自覚を胸に

進学しましたが、今年度
から法改正があり、これ
までは卒業と同時に取得
できた資格が国家資格を
受験し合格しなければな
らなくなったため、大変
な毎日ではありました。
でも、クラスメート全員
が合格に向けて頑張って
いたので私も頑張れまし
た。
専攻科入学当初は、私

し合い一つ一つの知識を
増やしていき、１月 日
に国家試験を終えること
が出来ました。
また、私を含めクラス
メートの中で報告、連絡、
相談の「ほうれんそう」が
出来ていなく、先生達か
ら指導が入ったりしまし
た。出来なかったその時
にはどうしたら良かった
のか話し合いをしていく
と、チームでの連携や自
分から行動する、自分か
ら発言するという力がつ
き、入学当初に比べると
社会性が身についたと、

卒業間近のいま思いま
す。
４月から私は介護の仕
事ではなく、保育士とし
て働くことになります
が、社会人としての自覚
と専門職であるというこ
と忘れずに、子どもたち
だけではなく保護者から
も信頼される存在になれ
るように日々勉強しなが
ら、これからも頑張って
いきたいと思います。そ
して 期生４人の仲間と
過ごしたこの１年間は忘
れません。
（専攻科福祉専
攻／藤原朱音）

てくれた友達、先生方、そ
してお世話になった地域
の方々、本当にありがと
うございました。（幼児
・児童教育学科幼児保育
コース２年／小畑誠也）

私の専攻科福祉専攻の
１年間は、これまでの中
でとても有意義なものと
なりました。
介護福祉士という専門
職の資格取得を目指して

んな個性が強くて一人ひ
とりがとても面白い人た
ちばかりでした。
短大生としての２年
間、この地でこの人たち
と過ごせて本当に良かっ
たと思います。仲良くし

地域の方々にも感謝

ら 日まで開催された。 受講生と短大生による絵 示された。期間中にはイ
本学のオープンカレッジ 画や書道などの作品が展 ベントが２つ開催され、
初日の 日は受講生と学
生のピアノコンサート、
日には子供を対象とし
たワークショップ「染め
を楽しむ」が行われた。
ピアノコンサートで
は、少し緊張した面持ち
で受講生や学生が演奏し
ていたが、会場には軽や
かなピアノ音色が響きわ
たっていた。
最終日には黒阪本学教
授が出品された絵画一点
一点を講評し、受講生た
滝川市美術自然史館で
「はる展」が２月 日か
ちは熱心に良い所や改善
点などを聞いていた。
今年で 回を迎えた
「はる展」は、地域に浸
透している恒例の展覧会
になっているようだ。
（総
合教養学科１年／木村晃
貴）

ありました。就職活動や
素晴らしい仲間たちとの出会い
行事が忙しく、みんな疲
労の表情を浮かべている
時期もありました。です
がそれも含めていい思い
仲間や様々な分野におい 男友達も多く最初に抱え 出です。
てのプロの先生方、また ていた不安はもうすっか ２年生のクラスは、み
ほかの学科の友達などに り消えてしまいました。
支えられ乗り越えること 友達との距離が縮まり始
ができ、とても充実した めた宿泊研修、実際の現
生活を送ることができま 場に立つことに不安を感
じていた保育実習、施設
國學院大學北海道短期 した。
大学部の幼児保育コース 最初は男の友達がゼロ 実習、大道具や台本など
での２年間は自分にとっ の状態で入学したため、 一から手掛けた楽しい発
てとても貴重でためにな とても不安な気持ちでい 表会、各出し物の練習に
りました。同じクラスの っぱいでしたが、今では 励んで挑んだクリスマス
会など様々な行事に取り
のは、北海道に送り出し 組んだこともとても鮮明
てくれた家族や親身にな に残っています。
って相談に乗ってくれた また、部活動での思い
先生方、いつもそばで支 出も自分にとってかけが
えてくれた友達や周りの えのないものになりまし
人たちの助けがあったか た。なかなか良い結果は
らこそだと思います。 出せなかったものの、だ
編入後は実家から通学 からこそ学べたことや感
することができるので、 じたことも多くあり、素
両親に感謝の気持ちを伝 晴らしい仲間と出会うき
えたいです。（幼児・児 っかけにもなって本当に
童教育学科児童教育コー 入ってよかったと思って
ス２年／久野真由）
います。
ですが楽しいことばか
りではなく、テストやレ
ポートに追われることも
ガイモを育てたりしまし
た。また自ら進んで、自
然体験指導者という資格
を取得したり、朝早く起
きて農家の野菜の収穫の
アルバイトをしたりしま
した。東京の大学に進学
していたら、きっとでき
なかったであろう滝川な
らではの体験、いろいろ
なことに興味を持ち挑戦
することの大切さを知る
ことができた２年間でし
た。
國短での２年間が楽し
く充実したものになった

多くの出会いと支えに感謝

図書館司書科目「図書
館制度・経営論」の授業
の中で、２月 日滝川市
立図書館を見学した。は
じめに館長から図書館の
概要について説明があ
り、その後館内をまわり
ながらそれぞれのコーナ
ーで説明があった。説明
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２月 日に「第 回た
きかわ紙袋ランターンフ
ェスティバル」が開催さ
れた。滝川駅前から滝川
市役所付近にかけて１万
５千個ものランターンが
並べられ、夕方の３時間
だけ滝川市内がランター
ンの温かく美しい輝きに
彩られた。
当日は、約１万５千人
の来場者が訪れ、雪の降
る中でのランターンフェ
スティバル開催となっ
た。このランターンは、
多くのボランティア団体

ができるように日々精進
していきたいと思いま
す。ありがとう滝川！（総
合教養学科２年／片岡拓
真）

ペース＆カフェ「宙」に
設けられていて、地域の
方々がだれでも制作でき
るようになっていた。こ
のほかに、作り方がホー
ムページに掲載されてい
て、だれでも簡単に制作
できるようになってい
た。
このイベントも第 回
目をむかえ、地域に密着
したイベントとなってい
る。今後もより一層地域
に浸透したイベントにな
るだろう。（総合教養学
科１年／萱森唯人）

後、学生たちは市立図書
館の図書館サービスにつ
いて、 分程館内を見て
回わり、その活動状況に
ついて調査をしていた。
普段学生たちは授業で
図書館サービスについて 体的にどのようなことが スの重要性を理解したよ
習って理解しているつも 実践されているか見て、 うだ。
りでも、実際の現場で具 あらためて図書館サービ

や協力団体によって作ら
れ、ランターンの模様も
多種多様であり、子ども
からお年寄りまで多くの
方々が参加して作られ
た。
ランターンをただ見て
回るのではなく「ランタ
ーンを探せ」や「フォトコ
ンテスト」などのイベン
トも開催された。
また、フェスティバル
が始まる前には、紙袋ラ
ンターン制作コーナー
が、まちづくりセンター
「みんくる」やレンタルス

紙袋ランターンフェス

温かく美しい
灯りに包まれる
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滝川市立図書館
でサービス学ぶ

今後は國學院大學生と
してなお一層自分に誇り
を持ちながら、これまで
以上の学生生活の充実を
目指し、両親への恩返し

貴重な体験を財産に
を理解することができた
ということは、私の将来
への選択肢を増やすきっ
かけとなったと思いま
す。
もちろん短大の授業か
ら学んだことも大きな動
機となりましたが、やは
り、友人や教授との「生の
会話」を通して得た多様
なものの考え方や多角的
な視点の在り方を直に感
じ、学べたことは、私に
とって貴重で充実した経
験でした。
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最後に、２年間の滝川
市での生活の中で出会え
た素敵な友人、自分が辛
い時にいつも支えてくれ
た友人には、心から感謝
しています。私にとって
これほどの「濃い友人関
係」は國學院大學北海道
短期大学部に来ないと育
めなかったことでしょ
う。
また、これまで私が滝
川市で何不自由なく生活
でき、無事に國學院大學
文学部外国語文化学科へ
編入できたのは、友人、
先生方、そして常に私の
背中を押してくれた父と
母であり、改めて深く感
謝をしたいと思います。
大学部に入学後、私は教
職課程を履修し、必ず教
職に就くことを目指し勉
強に励みましたが、これ
まで出会った多くの人た
ちとのかかわりを通し
て、教職以外にも本当に
自分が将来進みたいと思
う選択肢を増やすことが
できました。
特に、短大内外での人
とのコミュニケーション
は、その人の考えや将来
へのビジョン、また、い
い意味での競争の楽しさ
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このように感じる理由
の一つはまさしく滝川市
という限られたコミュニ
ティの中でだからこそで
きる、唯一無二の貴重な
体験であったことに他な
らないと考えています。
４月から國學院大學文
学部外国語文化学科に編
入し、滝川市での生活で
得た貴重な財産を大切に
しながら、友人とともに
新たなステージに踏み出
します。
國學院大學での多くの
人たちとの出会いを求
め、更に自分を高め、将来
に繋がるものを追究して
いきたいと思っていま
す。
私が２年間、北海道滝
川市に住み、一番印象深
く感じたのは「人から学
ぶ」ということでした。
この人というのは主に滝
川市で出会った友人、短
大の先生方、そして地域
の方々のことです。
國學院大學北海道短期
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経験を生かし社会へ

この２年間に後悔はな
い！と私は言い切りま
す。もちろん、正直なと
ころ、２年生に上がる際
に先輩が卒業することを
悲しく思うあまり、学校
に足が向かなかった時期
があること、スペシャリ
ストの多い我が國短の講
師陣の講義に自分の理解
が及ばなかったことな
ど、反省の気持ちはあり
ます。
しかし、まだ学びたい
気持ちを抑え、社会人と

これから皆さんは編入
学される方や就職される
方など、新しい目標に向
かってそれぞれの道を歩
むことになるでしょう。
その際、短期大学部で培
った知識・技能・経験、
そして仲間たちとの繋が

卒業生へのメッセージ

短期大学部の皆さん、
ご卒業おめでとうござい
ます。２年間の滝川生活
はいかがでしたか。楽し
かったことや大変だった
こと、振り返ってみると
たくさんの思い出がある
かと思います。

的に自分の将来を見失う
ことになります。そこで
皆さんには、この休みの
間、どうして編入を選ん
だのか、どんな思いで就
職を勝ち取ったのかをも
う一度思い出してみてく
ださい。ゴールではなく、
次のスタートラインに立
ったという気持ちで、新
たな目標へ走り出してく
ださい。
新たな道への不安はあ
るでしょうが、短大での
学びと経験そして仲間を
支えに、目標へ向けて邁
進してください。（國學
院大學文学部史学科３年
／大井勇輝）
最後に、目標の話をし
ます。ときどき、編入学
や就職が決まって満足
し、その先の目標を見つ
けられなくなってしまう
人がいると聞きます。そ
うなってしまうと、最終
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むことが難しい日々が続
きました。そんな時、支
えになったのが短大の仲
間でした。悩みや気にな
ることなどを相談し、支
え合えるのは、２年間と
もに過ごした短大の仲間
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「はる展」でピアノコンサートも

17

滝川市文京町３－１－１

ＮｅｗｓCATY
http://www.kokugakuin-jc.ac.jp

受講生と短大生
の作品が一堂に
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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）
２０１８年
（平成３０年）
３月１７日
（土曜日）
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