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現状と有効活用の方法』。
１年生は『ブランドによ
る購買意欲の変化』など、
多くの研究発表がありま
した。
午後の発表は、２年生
が『アニメによる地域活
性化』や『コインパーキン
グの出現条件と価格に関
する調査研究』。 年生
は『外国人観光客に対す
るサービス』や『地域を生
きる舛井ゼミ』というテ
ーマのもと研究を進めて
いたグループもあり、舛
井ゼミのことを研究テー
マにしていることから、
1

４月からは地元の市役
所に勤務することにな
る。社会人としてのマナ

町の活性化
のために努力

私は國短に入学する
前、小学校の教員免許を
取得して教員として働こ
うと思っていましたが、
卒業後は地方公務員・新
十津川町役場職員として
働くことになりました。
教員を目指していた私
は、就職活動の時に面接
で話すことを作らなけれ
た。そこで３年前、幼児
・児童教育学科で保育士
と幼稚園教諭の資格を取
得し、さらに専攻科福祉
専攻に進学した私は、介
護福祉士の資格取得も目
指すこととなり、今まで
漠然と考えていた夢が、
現実に近づいてきまし
た。
しかし、私は、日々の
学習や実習等を通して、
どちらの仕事にも大きな
魅力を感じてはいたもの
の、どちらの道が私には
あっているのか、どちら

来年度の舛井ゼミにどの
ようにして研究で得られ
たことを取り入れていく
かが気になるところで
す。合計 のグループ発
表が終わり、最後に各事
業部報告を行って地域報
告会が終了しました。
今年度の舛井ゼミとし
ての活動は終わりました
が、来年度も地域の皆様
に寄り添って活動をして
いきますのでよろしくお
願いします。（総合教養
学科１年／森浦拓巳）

北海道神宮で 月
日、短大生６人が寒中禊
（みそぎ）に参加しまし
た。雪が降りしきる中、褌
一つで水を浴びる寒中禊

たことで、障がいという
ことについてより深い理
解に繋がったと思いま
す。社会人として働くこ
とに不安はありますが、
自分がしたいと思ったこ
とを仕事に出来ることは
本当に嬉しく、誇りに思
えます。
大学生活で学んだこと
を活かして、また、今後も
学んでいきながら、人の
ためになりたい、という
自分の夢を叶えていきた
いと思います。（専攻科
福祉専攻／上杉日菜恵）

進

係のない学生や一般の方
々、自衛隊の方々などが
参加していました。温め
るための鳥船歌（とりふ
ねうた）、振魂（ふりたま）

たことは、勉強はもちろ
んアルバイトをするとい
うことでした。アルバイ
トは自分自身を鍛える大
切なもので、人間関係の
在り方について考えるこ
とができ、結果として私
は楽しく働く喜びを感じ
ることができました。
２年生になると、本格
的に就職活動が始まった

学
います。初めはわからな
かったことが、後々の授
業に繋がっていくところ
に大きな衝撃を受けまし
た。その気付きから、い
ろんなものを関連付けて
覚えるようにし、さらに
は普段の生活の中でも同
じようなことがたくさん
あることにも気付くこと
ができるようになったの
です。友人関係のなかで
相手の顔色や態度を見て
どういう思いなのかに考
えを巡らしたりすること
は、私が志望する教職と
も切っても切り離すこと
が出来ない能力です。
編入を目指す仲間は総
じて意識が高く、勉強す
るその姿にいつも触発さ
れ、いい刺激をもらいな
がら大学生活を送れまし
た。私は、四月から地元
滝川を離れ、渋谷の國學
院大學の日本文学科に編
入します。ここで学んだ

園こどものもり」に内定 で、学校のキャリアセン
いち早く一人 をいただきました。今回、 ターで求人票を見せても
前の保育士に 内定をいただいた園は森 らい、園を選ぶ上で自分
で保育を行う森保育を行 が何を見て就職を決めた
っていて、私はそこにと いのかなどを教えてもら
ても興味を持ち、先生の いました。札幌や旭川の
勧めもあり就職すること 合同説明会、施設見学等
に決めました。
色々な保育園を見させて
就職は、「学校法人北 就職活動は、保育園で いただきました。先生方
広島竜谷学園小規模保育 働きたいと考えていたの にお話を聞き、気になっ

間、私を支え教えてくだ
さったすべての人に本当
に感謝しています。あり
がとうございました。
（幼
児・児童教育学科 児童教
育コース２年／白水加奈
子）

先での楽しさや職場の人
間関係のよさなどの話を
したところ「自分の責任
でやりたいことをやりな
さい。そして無理をしな
いで自分の身の丈にあっ
た仕事をしなさい」と私
を押してくれ、今の仕事
を続けるという決断をす
ることができました。
これまで私がしたいこ
とを温かく支えてくれる
友人、職場の方々、そし
て家族など私の周りの人
たちのおかげでこれまで

哲学を学び
人間形成構築

「堅苦しくて、屁理屈だ」
と感じる方もいると思い
ます。しかし、そのような
ものではなく「一つの事
柄を考える」ことこそが
今後の人生、必要になっ
てくると考えています。
なぜならば、その事柄を
熟考することで、自らの
考えをしっかりと持つこ
とができるからです。現
在は多様な世界となって
おり情報は不確かなもの
が多いと感じます。その
時に役に立つことは「自
らの考え方をしっかりと
述べられること」だと考
えます。
このような考えを持つ
ためには、やはり國學院
大學に編入学し、先人の
知恵をしっかりと学ぶこ

私が介護の分野に興味
を持ったのは、小学生の
時に見たテレビ番組の介
護士特集がきっかけでし
た。その特集の内容自体
は記憶が曖昧なのです
が、介護という仕事を初
めて知り、
「こんな仕事が

保育の経験を
生かし介護へ

とにより、自らの感性な
どを養うことができると
考えています。同時に専
門知識を確実に身に付け
ることでより良いものと
なると考えます。
私の専門的知識や考え
方などはまだまだ十分な
状態にあるとは言えませ
ん。哲学科に編入にあた
って、正直多くの不安を
抱えているところです
が、今後も勉学にこれま

私は今年の４月から國
學院大學文学部哲学科に
進むことになりますが、
入学した当初は法学部へ
の編入学を第一に掲げて
勉学に励みました。しか
し哲学系統の科目も学ん
でいく中で、私はもしか
したら「一つの事柄を考
えることに向いている」
と気付きました。そこか
ら哲学へ興味を抱きまし
た。
哲学ときくと皆さんは

で以上精進し「哲学をす
る」ということを自分な
りに極めていきたいと考
えています。
國學院大學北海道短期
大学部での２年間、本当
に多くの方々にお世話に
なりました。感謝の気持
ちを込め無事卒業できる
ことをうれしく思いま
す。ありがとうございま
した。（総合教養学科２
年／所大夢）

※併願入試は國學院大學受験者に限ります
※詳細・お問合せ、資料請求は入学係まで（℡0125-23-4111）
進学相談・校舎案内は随時受付中

＜合格発表＞
平成30年３月21日

あるんだ」「身体の不自
由な人の生活の役に立っ
ていてすごいな」と思っ
たことは今でもよく覚え
ています。
私は保育と介護、二つ
の分野について学びたい
と考え、この学校に入学
しました。この２年間は
保育について学ぶ一方、
１年生の施設実習やボラ
ンティア活動では施設に
行き、多くの高齢者や障
がい者の方と交流しまし
た。実際に高齢者や障が
い者の方と接すると、自

・センター試験利用入試第Ⅲ期

＜合格発表＞
平成30年３月29日

・併願入試入試第Ⅴ期

分の想像以上に介助に手
間取ってしまったり、上
手くコミュニケーション
をとることが出来なかっ
たりと大変なこともあり
ましたが、交流していく
中で彼らの笑顔や温かさ
に触れ、感謝されること
にやりがいを感じまし
た。
元々専攻科への進学は
決めていましたが、これ
らの経験をしたことでよ
り一層介護について学び
たいと思うようになりま
した。
福祉専攻科は毎日講義
がびっしりあり、今まで
以上に日々の努力や過ご
し方が問われると思いま
す。これまでの保育の学
びを活かしながら、１年
間を有意義に過ごし介護
の知識や技術を身に付け
ていきたいと思います。
（幼児・児童教育学科福
祉介護コース２年／梅津
里穂）

ムページを見るだけでは
分からなかったことを聴
き、いくつかを比較して
どこの園にするか考えま
した。
新しい場所で慣れない
ことも多く、初めは上手
く出来ないこともあるか
と思いますが、学校で学
んだことを生かし、いち
早く一人前の保育士にな
るよう努力していきたい
と思います。（幼児・児
童教育学科幼児保育コー
ス２年／大橋未季）

・ありす会特別入試第Ⅱ期

平成30年３月５日
～３月25日

平成30年３月28日

・自己推薦入試第Ⅵ期

平成30年３月17日

平成30年２月27日
～３月13日

・自己推薦入試第Ⅴ期
・日本語に関する基礎知識
を問う入試
・社会人帰国子女特別入試
第Ⅲ期
・併願型入試第Ⅳ期
・センター試験利用入試第Ⅱ期

選考日

出願期間

入試方法

１年間の学習
の成果を発表

試み」
「教育実習における
の練習のあと、いよいよ
水を被る儀式です。薄氷
学びの深化」と題して、
１年間の学びの成果を発
が張っている水を桶で汲
表しました。
む際、あまりの冷たさで
どの発表も教育をめぐ
手が震え桶を持つのもや
初等教育研究会報告会
る課題について、学生と
っとのことでした。
「エイ！」の掛け声に 本学で１月 日、滝川 事粟井康裕様、滝川市市 して主体的に受け止めて
合わせ、参加者全員が一 市内小学校の校長先生、 民生活部山本亜希子様、 よく考えられたものであ
斉に水を被ります。禊の 滝川市教育委員会指導参 とんぼの会代表平澤一彦 り、しっかりと自分の意
水は想像以上に冷たく、
様のご来賓並 見を述べていました。特
びに市民の皆 に教育実習についての発
被るごとに身体の熱が奪
様の参加をい 表は、自分たちが２年生
われるのが分かるほどで
ただき、幼児 で行うということもあ
す。 杯水を被り終えた
時には、禊場の水も半分
・児童教育学 り、とても考えさせられ
以下に減っていました。
科児童教育コ るものでした。
禊が終わった後、みん
今回の報告会を通して
ースの学生
な達成感に満ちた顔をし
人による初等 学んだことを活かし、来
ており、意味深いもので
教育研究会報 年自分たちの実践研究の
した。この貴重な経験を
告会が開催さ 深化、発表に向けて、日
糧にし、神職資格取得の
れました。 常の授業の中で主体的に
ために日々精進します。
２年生の代 学ぶことが大事であると
改めて、北海道神宮の御
表が「稲作体 いうことに、改めて気が
祭神、北海道神宮の方々
験を通して食 付きました。（幼児・児
に感謝します。（国文学
を考える」
「環 童教育学科 児童教育コ
科 年 松井佑亮）
境教育実践の ース１年／草苅光起）

☆３月ラストスパート 入試情報☆

の仕事の継続が可能とな は職業となります。これ ようにこれからも一生懸 ている園について相談に
ったことに感謝するとと まで以上に多くの仕事を 命頑張っていきたいと思 乗ってもらったりもしま
もに、今年で２年目にな 覚え、自分自身が満足と います。（総合教養学科 した。
園選びとしては、園の
るアルバイトが４月から 納得のいく仕事ができる ２年／赤沢美玖）
特色や保育方針、施設形
態、地元を出て就職しよ
うと考えていたので地域
の状況や環境、福利厚生
や手当て、保険関係のこ
とも視野に入れ、就職活
動を行いました。気にな
った園には園を見学させ
てもらい、実際に働いて
いる保育士さんの仕事内
容や子どもの様子、ホー

70

日一日を過ごすだけでク
タクタでした。ですが、
私はここへ入学すると決
めたとき、東京の四年制
大学に行っていたらでき
ないことに挑戦しなが
ら、勉強はしっかりして
必ず自分の行きたい編入
先に行く！という強い意
志とともに来ました。だ
から、辛い大変なことが
あってもあきらめたり折
れたりしまうことはあり
ませんでした。その意志
や國短でできた大切な仲
間のおかげで、私は２年
間を頑張ることができ、
希望の編入先へ行けるこ
とが決まりました。
いまだに國學院大学へ
４月から通うということ
に全く実感がありません
が、２年間頑張って得た
編入学を無駄にしないよ
うに頑張りたいと思いま

24

知識をしっかりと生かし て空知の子どもたちの教 す。
て学び、そして自身の夢 育に携わることを目指し 國學院大學でもより一
である教員としての力を ます。（国文学科２年／ 層勉強し教養をつけ、積
磨き、北海道に戻って来 宮城島亮太）
極的に様々なことに挑戦
し、自分の将来に向けて
新たな一歩にできるよう
頑張っていきます。２年

高校３年生の２月末、
國短に行くか行かないか
をものすごく悩んでいま
した。そんな時、渋谷で
開かれた説明会で児童教
育コースの先生方や先輩
方に、國短の魅力につい
て聞いたり今ある不安を
相談しアドバイスしても
らったりして、私は北海
道で２年間親元から離れ
自分一人で頑張ってみよ
うと決意しました。
初めは、一人も知り合
いのいない土地勘のない
ところでの生活は不安し
かありませんでした。一

短大部での
２年間に感謝

れず、２年間の学びで得 て働きます。（幼児・児 のですが、求人票を見て
たことを活かしながら春 童教育学科児童教育コー もアルバイト先と比較し
てしまうことが多く、新
からは立派な社会人とし ス２年／中鉢大地）
たに自分がどんな仕事が
したいのかというイメー
ジをもてない状況が続き
ました。
このような中、私は友
人やアルバイト先の先輩
などに相談し、自分の考
えや気持ちを固めること
を大切にしながら、まず
は、自分の気持ちを親に
きちんと伝えようと考え
ました。親にアルバイト

は、覚悟がいる儀式でし
た。短大生は志願して参
加しましたが、このよう
な禊の神事に参加するの
は初めてで、神道とは関

寒中禊（みそぎ）
に参加して

19

ーを身に着け、できるだ 増え、サークルとしての
アルバイトの
け早く職場の環境に馴染 活動実績をつんでいき、
経験を生かす
めるように努力していき 多くのことを学ぶことが
たい。（国文学科２年／ 出来ました。
佐藤沙耶）
活動の中では、滝川を
活性化する「まちづくり
活動」をしている学外団
ばと思い色々なサークル 体と協力する機会があ
に入りました。初めのう り、それが私の転機とな ２年前、私が國學院大
ちはよく顔を出していた りました。町を良くする 學北海道短期大学部に入
のですが、私はこのまま にはどうしたらいいかを 学してから力を入れてい
では面接で強い印象を与 皆で考え、様々なイベン
えるような経験はできな トを企画、運営すること
いのでは、と思うように が私にはとても楽しく感
なりました。そこで、仲間 じ、この経験を生かした
とサークルを立ち上げま 仕事をしたい、こんな活
教員になるた
した。
動を続けたいと思うよう
め一層の努力
立ち上げたばかりのサ になりました。その結果
ークルではできることも として新十津川町職員と
少なく、専ら活動内容は して内定を頂くことが出
学校や市内で行われる食 来ました。
関係のイベントのボラン 児童教育コースとして
ティアでしたが、活動を は珍しい進路となりまし
続けていくなかで様々な たが、就職のためと思い 國短の授業は、私の知
人と出会い、活動の幅も 行動したこの主体性を忘 らない言葉がたくさん飛
び交う場でした。高校時
代、あまり勉強をしてこ
なかった私にとって、と
ても苦痛な場で「勉強し
たくない」とさえ思った
ほどです。しかし、その
一方で「このままでは置
いていかれてしまう、編
入という目標も遠ざかっ
てしまう」と思い、一年
生の空き時間に授業の復
習を始めました。その積
み重ねが今の自分に繋が
っていると思います。
國短での一番の収穫
は、気付くことが出来る
ようになったことだと思
の道に進むべきか、決め
かねていました。
その中で、私が児童発
達支援センターへの就職
を目指そうと決めたの
は、幼児・児童教育学科
と専攻科福祉専攻、その
２つ学んできたことを活
かせる仕事であると感じ
たからです。
保育、介護を通して人
と関わる上で大切なこと
を学んだことはもちろ
ん、その両方の観点から
障がい児や障がい者、そ
の特性について学んでき

/

来年度に向け意欲

職
いて本番に臨んだ。その
結果、地元の市役所に合
格することができた。
就活を振り返って改め
て学んだことがある。そ
れは、支えてくださった
人たちへの感謝の気持ち
を忘れないこと、日々の
生活がどれだけ大切なの
かということだ。家族や
就活をしていた仲間、先
生方など多くの方に支え
られていたからこそスム
ーズに就活が行えた。ま
た、普段から笑顔で挨拶
することを心掛けていた
ので、面接の際にも普段
と変わらずに話せたのだ
と思う。

学んだことを
仕事に生かす

私は４月から、札幌に
ある児童発達支援センタ
ーで働くことが決まりま
した。元々、人と関わり、
人のためになる仕事に憧
れていた私は、前々から、
保育や介護の仕事につい
て、興味を持っていまし
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2

一年間の活動を報告
舛井ゼミ
地域報告会
私たち舛井ゼミは２月
日に滝川市まちづくり
センターみんくるで「地
域報告会」を行いました。
「地域報告会」とは 年
間舛井ゼミとして研究し
てきたことを発表する会
のことで、舛井ゼミ最後
の活動が「地域報告会」
になることが多いです。
「地域報告会」は午前
時から始まって、途中
休憩を挟みながら 時ま
で行いました。午前の発
表内容としては、２年生
は『舛井ゼミのモチベー
ション』や『空き家問題の
1

夢と希望を
夢と
希望を胸に
胸に新たな
新たな道へ
道へ

1

11
10

旅立ちの春―、夢と希望を胸に就職や進学で短大部を巣立っていく学生
たち９人に、今後の抱負を聞いた。

就
何事も努力の
積み重ねが大事

私は１年生の時から公
務員を希望していた。公
務員対策はあまりしてい
なかったが、就職ガイダ
ンスには毎回参加して、
様々な職業の業務内容や
職場環境などを聞いて知
識を広げていった。中で
も一番参加して良かった
のは就活合宿だと思う。
就活合宿では履歴書の
書き方など、一人で進め
ると大変なことを先生や
外部講師の方に指導して
もらった。このため、履
歴書を書く時に困ったり
はしなかった。さらに２
年生からは、公務員試験
対策をしながら民間企業
の説明会に参加し、求人
票や企業情報は積極的に
キャリアセンターを利用
して情報収集に努めた。
昨秋に地元の市役所の求
人があり、夏休み中は毎
日勉強していた。一次試
験を合格した後は面接練
習をし、アドバイスを頂
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「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）
２月２４日
（土曜日）

プ レ ス 空 知
（第３種郵便物認可）

