学生４人で奮闘中！

テーマ：よーいドン！！ごっこ

います。
当日は、アイヌ文化の体験とアイヌ文化後継者と
の交流をおこない、自然を敬い、自然から学び、自然
を大切にする心を、一緒に感じてみませんか。
日 時 平成 年９月 日（日）
午前 時～午後２時半
場 所 國學院大學北海道短期大学部 アイヌの森
内 容 祭儀、ムックリ演奏、アイヌ古式舞踊、
アイヌ料理紹介
参加費 無料（自由参加）雨天時も実施

せる魅力に溢れていま
す。木古内にはこの他に
も、多くの観光スポット
があるので、機会があれ
ば是非来て下さい。（国
文学科１年／福士拓幸）

https://www.kokugakuin-jc.ac.jp/

開催日 ９月20日
（木）

國學院大學北海道短大部
ホームページに掲載中

子育てサロン
「ありす」

しています。
道南西部９町の特産物
を集めたショッピングエ
リアや、世界的有名シェ
フのイタリアンレストラ
ン等々、観光客を引き寄

＜カラー版＞

毎月、企画展示も開催

28

学内ワーク
スタディ

18

国文学科２年の田川です。私は現在、図書館で学内ワークスタディとしてアルバイトさせていただい
ています。現在、図書館の学内ワークスタディの学生は４人いて、同じ短期大学部の学生同士というこ
ともあり、日々「報・連・相」を密接に取ることを心掛け、楽しく働いています。

30

ペカンペ祭にぜひ

18

号

講師陣により行われま
す。
学生は希望する学部学
科によって履修する科目
がそれぞれ異なり、１科
目３日半と連続して講義
が行われます。

15

13

て、どうすればもっと利
用しやすくなるか、訪れ
やすい場になるか、を常
に考えて行動していま
す。また、図書館は一般
開放もしており、学生以
外の外部の方にも対応す
ることがあるので、学校
を代表するものとして責
任を持って明るく丁寧に
接する事を心掛けていま
す。もっと多くの学生、
外部の方が利用しやすい
図書館になるため、これ
からも工夫し続けながら
日々の業務をしっかり行
っていきたいです。（国
文学科２年／田川祐美）

18

16

サラキ岬など人気

Ｂａｒ

日太郎吉蔵で開催

30

学生の生活や成績
進路などで面談

國學院大學講師陣
による集中講義

支部総会では、総会で などの進路などについて 面談を致します。
決議された予算・決算・事
業計画などの報告があ
り、あわせてご父母と大
國學院大學の父母会支 父母会は、父母同士あ 学の教員による個別面談
部総会が８月下旬から９ るいは大学との情報・意 を実施いたします。
月上旬にかけて実施され 見交換の場として設けら 個別面談では学生の生 國學院大學への３年次 月５日から９月 日まで
ます。
れております。
活や成績、就職や編入学 編入学に必要な講義が９ の２週間、 科目 名の

９月

生、大学生、初心者の方、大歓迎で
すので、振るってのご参加をお待
ちしております。
記
日 時 ２０１８年９月 日
午後７時～午後９時
場 所 太郎吉蔵
参加費 １０００円（ワンドリン
ク付き）
お 題 コスモス（秋桜）
申 込 大学へ参加を申し込み
後、お名前、ご住所、電話
番号を明記の上、はがき
又はＦＡＸで投句してく
ださい。

15

13

子育て中のお父さん、お母さん、お子さんのための
広場です。
お子さんを連れて、気軽に遊びに来て下さい。
対 象 者 おおむね０～４歳未満の子どもとその家族
参 加 料 １家庭あたり100円（保険料を含む）
申し込み 開催日の前日15:00まで（先着30人）

30

17

自身の身体を清めて１月
北海道渡島管内木古内町
日に四体の御神体をそ
れぞれ抱え、厳寒の海に
飛び込んでその年の豊作
・豊漁を祈願する伝統行
私のふるさとは、北海 の亀川地区にある観光ス す。木古内町の薬師山（や 事です。
道の道南にある木古内 ポットで、５月上旬には くしやま）のふもとにあ 観光スポットの中でも
（きこない）です。その 花壇に色鮮やかなチュー る神社で、寛永２年に創 人気が高いのが、「道の
木古内の中でも特に有名 リップが咲き、
「チューリ 立されました。毎年１月 駅 みそぎの郷 きこな
な観光スポットを紹介し ップ祭」というイベント 日～ 日に行われる神 い」です。これは北海道新
ます。
が行われ、大勢の人々が 事「寒中みそぎ祭」の場 幹線開通前の平成 年１
１つ目は「サラキ岬」 訪れます。また「津軽海 所として有名です。行修 月 日にオープンした広
です。ここは、木古内町 峡」や「函館山」を一望す 者と呼ばれる４人の若者 域観光拠点で、現在の来
ることができます。そし が１月 日からこもり、 客者数は１００万人に達
て沖合には、幕末に太平
洋を往復したことで有名
な「咸臨丸（かんりんま
る）」が復元されていて往
９月 日アイヌの森
時を偲ぶことができ、サ
ラキ岬の目玉となってい アイヌの菱の実の収穫祭であるペカンペ祭が、平
成 年９月 日にアイヌの森で開催される。上川ア
ます。
２つ目は「佐女川神社 イヌ協会等の協力を得て、今年で 回目を迎えるこ
（さめがわじんじゃ）」で とになる。中空知地域でこのようなアイヌの儀式が
少なくなる中で、 回目を迎えられることは、偏にこ
のお祭が地域社会に根ざしつつあることを実感して

自慢

第

画は、半年から１年を通
して図書館の学内ワーク
スタディの学生全員で行
うものであり、昨年は「映
画鑑賞会」「図書館フォ
トコンテスト」などを行
いました。今年は「國短
の先生方のおすすめ本」
の展示を行う予定です。
随時Ｔｗｉｔｔｅｒやポ
スターで発表していく予
定なのでチェックしてく
ださると嬉しいです！
図書館の学内ワークス
タディは、他の学内ワー
クスタディと比べて、人
と関わる時間は少ないで
すが、図書館の裏方とし

毎年１月に
「寒中みそぎ祭」

Ｈａｉｋｕ

ふるさと

Ｎｅｗ ｓCATY

11 30

13

30

アルバイトの業務とし ては、図書の受け入れ・返 却・貸出・配架、学生・ 他図書館からの依頼の対
応や処理、企画
展示、新着図書
のポップ作成等
があります。こ
れらの作業を、
司書の西村さん
の指示の下に、
分担して行いま
す。企画展示は
月毎の個人企
画、学生特別企
画があり、月毎
の企画は図書館
の学内ワークス
タディの４人が
交代して１人で
発案、企画、準
備、展示を行い
ます。
過去のものと
して、「源氏物
語」「神話と星」
「猫と文学」をテ
ーマとした企画
を行ないまし
た。学生特別企

高速輪転機に驚き

印刷現場を見学

毎年１月に行われる「寒中みそぎ祭」

ＮＨＫ俳句（２０１６）の選者
をしていた堀本裕樹氏、
「札幌モ
ノローグ紀行」を北海道新聞に
連載中の山田航氏を招いて、観
客の皆さんに事前に出していた
だいた俳句作品に投票し、批評
し合うイベントを下記のとおり
実施します。俳句を話のタネし
て、楽しトークに花を咲かせま
せんか。
昨年度は会場が一杯になるほ
ど盛況で特に学生の参加が多く
あり、若者のみずみずしい俳句
で会場は熱気にあふれていまし
た。俳句に興味のある方、高校

16

図書館でワークスタディとしてアルバイトする田川さん

その昔は活字による制
作でしたが、現在はコン
ピュータ化され、パソコ
ン画面で制作されている
と聞きました。
新聞がある裏には、印
刷という技術が不可欠だ
ということを改めて知る
８月 日、ＮｅｗｓＣ ていくので、とても効率 貴重な体験でした。（国
ａｔｙインターンシップ 的だと思いました。
文学科１年／佐藤誠也）
の一環として、空知新聞
社の新聞の印刷現場を見
学させてもらいました。
普段私たちが何気なく
手に取って読んでいる新
聞が、どのように印刷さ
れ発行されていくのか、
間近に見ることができま
した。印刷した新聞を即
座にまとめる人や、印刷
機のチェックをして新聞
の写りにむらができてい
ないか確かめる人など、
社員の方々が総出で取り
掛かる様子に驚きまし
た。何も書いていない、
まっさらな用紙のロール
が高速輪転機を通して一
瞬のうちに新聞となって
いきました。短い時間で
大量の新聞が出来上がっ
24

滝川市文京町３－１－１

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

16

図書館 の裏方です
空知新聞社
を 訪 問

空知新聞社の印刷工場で新聞印刷の様子を見学しました

TEL0125-23-4111 FAX0125-23-5590
編集長 ／矢 口 元 晴

125

発行／國學院大學
北海道短期大学部
２０１８年８月
キャティ

ニュース

「Ｃ Ａ Ｔ Ｙ 」
の名前は「
、Ｃ Ａ ｍ ｐ ｕ ｓ 」
と
「ｃ ｉ Ｔ Ｙ 」
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）
８月２９日
（水曜日）

プ レ ス 空 知
（第３種郵便物認可）

