


本学では昨年度に引き続き、感染予防策を継続して実施しております。

入構時のマスク要着用や座席間の間隔確保等といった基本的な対策は勿論、学内における飛沫ガード

の増設や自動検温器の導入といった一層の対策を行っております。

授業は、原則文部科学省の通達である「令和３年度の授業

実施は、十分な感染対策を講じた上で，面接授業の実施につ

教やんさ皆の生学、い従に」）約要（。とこむ組り取に切適てい

職員の協力体制のもと、オンライン（遠隔）授業を織り交ぜ

ながら展開しており、各課外活動団体においては各団体の感

染防止策を策定し実施等を行っていることから現在、幸いに

も学内における感染の発生事例を有しておりません。

昨年は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、苦渋の決断によりいずれも中止致しました。本
年は卒業証書・学位記授与式及び入学式を、人数を分散して午前・午後の2部制を敷き、時間短
縮や入場者制限、体調チェック等の感染防止策を徹底して滞りなく終えることができました。
卒業生代表挨拶者の1人である建築学科の黄瀬さんは、コロナ禍に見舞われた最終学年も含
め、4年間でお世話になった学長をはじめ教職員や家族等に謝辞を伝え、入学生代表挨拶者の
1人である社会福祉学科の長井さんは、収束の見込みがないコロナ禍でも、高校のボランティア
等の経験を生かし、国家資格である社会福祉士の取得を目標に学生生活を送る宣言を力強く行
いました。

新型コロナウイルス対策新型コロナウイルス対策

卒業証書・学位記授与式／ 入学式卒業証書・学位記授与式／ 入学式

卒業式 入学式

2021年
3月

2021年
4月

このたび学長の大役を仰せつかり、その重責に身の引き締まる思いをいたしておりま

す。皆さまのご支援とご協力を賜り、母校でもある星槎道都大学の発展に尽力して参り

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

　本学の学びの特徴は、二つあります。それは、①小規模ながらも、マネジメント・ソーシャ

ルワーク・保育・教育・デザイン・建築・スポーツ関連分野など多様な学びを提供しているこ

と、②身のまわりや地域にある課題を学修の対象とすることで、学生自らが感じ考えるこ

とを促進し仲間と共に学び合い、社会との関わりや世界とのつながりを理解し、ポストコロ

ナの時代に重要視される命とそれを取り巻くものの大切さについて気づくことです。

　本学は今年度、新たな履修カリキュラム制度をスタートさせました。学生一人ひとりが

「なりたい自分」「やりたいこと」を実現するために、所属学科の専攻・コースの学びを深

める「メジャー・プログラム（主専攻）」に加え、「サブメジャー・プログラム（副専攻）」より一

つ以上選択することを卒業要件としました。サブメジャー・プログラムは、他学部他学科

履修タイプ（8プログラム）と専用プログラムタイプ（16プログラム）で構成しています。その

うちの一つ『ボールパークプログラム』は、北広島市唯一の大学としての本学の強みを生

かしたプログラムといえます。

皆さまのご理解とご支援を重ねてお願い申し上げ、就任のご挨拶といたします。

飯浜 浩幸 学長

就 任 挨 拶

1960年旭川市生まれ。
84年道都大学社会福祉学部卒業。
99年同大専任講師となり、助教授、教授を
経て、2011年に社会福祉学部長に就任。
その後、学長補佐などを経て21年4月学長
に就任。専門は社会福祉学（子ども家庭福
祉、ソーシャルワーク）
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デザイン学科

北海道浦河高
校出身

経営学科
北海道追分高校

出身

経営学科小樽明峰高校出身

新入生のみなさんに、
大学生活がスタートしたばかりの
今の気持ちを聞きました！

①星槎道都大学に進学した決め手は？
②この学科・専攻を選んだ理由は？
③高校時代に打ち込んだことは？
④大学生活でチャレンジしたいことは？
⑤興味がある部活やサークルは？
⑥大学生活4年間、今のところの目標は？

ようこそ 星槎道都大学へ！

新入生インタビュー

稲井　美冬
いない みふゆ

横田　直也
よこた

なおや

デザイン学
科

北海道芽室
高校出身

建築学科

北海道函館工業
高校出身

吉澤　早絵
よしざわ

さえ

❶

❷

❸
❹
❺
❻

学校の雰囲気が良かったからです。また、先
生方の教え方も優しく自分にあっていると思
い入りました。
イラストレーターになりたいためここで勉強
することにしました。ノートにキャラクター制作音楽を作ってみたい！イラスト・マンガ研究部と電子音楽研究部
絵の展示会やコンクールで自分の絵を出展し
て賞をとりたいです！

遠藤　颯大
えんどう そうた

❶

❷

❸

❹

❺

❻

美術に関して幅広く学べる点と、オープンキャンパスから学内の雰囲気がとても良いと感じたからです。
絵を描くことが好きなので、将来に活かす技術を身に付けられるのはここしかないと思ったからです。
部活動です！バドミントン部に所属して、たくさんのことを学びました。英語すら出来ないのですが、韓国語か中国語を学びたいと考えています！オープンキャンパスのスタッフとして活動する部活に入りました。色んな人と関わって、知識とか技術を吸収したいです！！4年後、人としても成長できるよう頑張ります！

❶

❷

❸

❹

❺

❻

経営学部でスポーツの勉強もできる大学は珍しいなと思い、進学を決めました！
経営学科の中にスポーツ専攻というコースがあるので、4年間で幅広い様々な知識を身に付けられると思ったからです。
部活動と生徒会活動です。
将来に活かせるような資格を1つでも取りたいです。
オープンキャンパススタッフの活動に興味があったので、行事企画運営部に入りました。卒業後にやりたいことが全く決まっていないので、それを見つけることが今の目標です！

建築学科北海道岩見沢農業高校出身

厚谷　玲菜

あつや れいな

後藤　峻佑
ごとう しゅんすけ

社会福祉学科

星槎国際高校（
郡山学習センタ

ー）出身

石田　悠盛
いしだ ゆうせい

❶

❷

❸

❹

❺

❻

社会性を重視
しているところに魅

力を感じた

からです。

他大学にはない美術学部建築
学科という美術

目線で建築を
学べるから

です。

学科の専攻班
活動

アルバイト
と両立させ

ながら地域
に貢献した

活動を行いた
いです。

ダンス部、
行事企画運営

部です。

星槎道都大学
の学生として自慢できるような

記録を作り出
したいです

。

❶

❷

❸

❹

❺

❻

資格に関する講義が充実しているからです。将来、建築士になるためです。部活です。
いろいろな資格を取得したいです。まちづくり研究部です。
在学中に2級建築士合格！

❶

❷

❸

❹

❺

❻

オープンキャ
ンパスに行っ

た際に、生徒
と先

生の距離が近くて、いい雰囲気の学校だと感

じたからです
。

経営を学べるのはもちろん、スポーツのこ

とも学べるこ
と。そして社

会に出た時に役立

つことを学べ
ると思ったか

らです。

バスケットボールです。キャプテンは大変

だったし、コロナで試合もなくなっちゃっ

たけど、楽し
かったです。

勉強もアルバ
イトも遊びも

、何事も全力でや

りたいです。
色んなことを

して、色んな
経験

をしたいです
。

今のところ、
特にないです

。

勉強や、それ以外のこともたくさん挑戦し

て、経験した
ことが活かせ

るような職業
に就

きたいです。

社会福祉学科
北海道札幌東豊高校出身

岡島　希空
のあ

おかじま

❶

❷

❸

❹

❺

❻

先生と学生の距離感が近く相談事がしやすいと思ったからです。
将来自分で起業して相談所を作りたいと考えています。その為の勉強に取り組みたいと思いこの学部に決めました。
部活です。私は演劇部に所属しており週3で活動していました。
アルバイトです。大学では門限が緩くなったので色んなアルバイトをしてみたいです。手話研究部です。色んな人との会話を楽しみたいと思い手話を覚えようと思っています。できるだけいい点数が取れるようにテストなど授業を頑張る事と部活やアルバイトにも力を入れてやっていきたいと思いました。さらには将来の目標もしっかり固めていこうと思います。

❶

❷

❸

❹

❺

❻

高校の先生に勧められました。自分は将来、高校教師の資格を取り高校の先生になりたいと思ったからです。生徒会長をしていたので主に行事の企画・運営を頑張りました。
高校では地域の方たちと関わることが少なかったので大学ではボランティアなどに積極的に参加してたくさんの人たちと交流したいです。
これから見つけていきたいです。教職に就くための学習はもちろんですが、色々なことに積極的に全力で取り組みたいです。
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キャンパス ニュースCampus News

ゼ ミ 紹 介ゼ ミ 紹 介

　近澤ゼミでは、「チームワーク」をキーワードに、主にプロジェクト活動を通して、コミュニケーションや協働・協調について実践的に
学んでいます。私は、2年前まで一般企業に勤めており、多様な価値観を持つ様々な人たちと仕事をすることの難しさを痛感しまし
た。大学で学んだ知識や技術を活かすには、他人を認め、排除せず、仲間をつくるといったコミュニケーション能力や協働・協調性が
前提にあると考え、様々な活動に取り組んでいます。2年生は、「図書情報館プロジェクト」を立ち上げ、現状分析、利用促進の企画立
案、図書情報館への提案（プレゼン）を行いました。現在は、その企画を盛り込んだリニューアルオープンに向けて、着々と準備を進め
ています。学生たちが創り出す図書館に、どうぞご期待ください。

藤根ゼミ

　梅田彫刻研究室では、様々な素材や技法を自由に横断し、新しい表現を探る「複合表現」（Mixed Media）を主に研究しています。　

　そのため、研究を行う学生には、まず「興味のあることは何か」、「どんな事をしてみたいか」、さらに言えば「どのように生きていきた

いのか」。遠回りかもしれないけれど、制作の核となる、自分の内面から湧き上がってくる想いに、じっくりと向き合ってもらう時間を

大切にしたいと考えています。歴史や伝統的な表現には敬意を払いますが、常識に縛られず、学生それぞれが持つ個性を尊重し、現代

的な感性を駆使して、果敢に新しい表現に挑む独自性のある作家を育てていく事を目標にしています。

　建築学科、佐藤善太郎研究室です。本研究室は平成２年度に開設以来、「コンピュータによる建築表現の研究」を目的に活動を行

なってきました。時代の流れとともにC言語やVBasicによるプログラミング主体の表現研究からCGソフトによるパースの制作、そし

て現在はVectorWorksやArchiCAD等の３DCADによる３次元表現の研究へと変遷しております。現在ゼミ生は４年生７名、３年生

３名で行っています。卒業後の進路は様々で大手ゼネコンや工務店、設備関係、公務員、教職、設計事務所と「建築」に携わりつつも

様々な業種や職種で活躍しています。

　藤根ゼミ（3年専門演習Ⅰ）は、ATM（明るく、楽しく、前向きに）をモットーに、特別支援教育をはじめ教職の専門的な知識や技能
等を高め、実践的な研究を行うゼミです。中学校、高等学校教諭免許状と特別支援学校教諭免許状の取得を目指すメンバーで構成さ
れています。ゼミでは、教育の今日的な課題について、各自教育課題のテーマを設定して、調査・検討したり、プレゼンテーションをす
るなどの取組をとおして､教師としての資質・能力を高めます。現在は、新型コロナウイルスの感染予防に努めながら、対面やオンライ
ン形式でゼミを行っていますが、ゼミ員が学びを深めるとともに、お互いを尊重したゼミ活動に努め、子どもの心に寄り添った素敵な
先生を目指しています。

社会福祉学科佐藤ゼミ建 築 学 科

近澤ゼミ梅田ゼミ 経 営 学 科デザイン学科
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留学生インタビュー

　今年の四月から三年生として星槎道都大学に編入
しました。大学生活が一ヶ月経ち、様々なことを学
びました。
　例えば、わたしは陶芸に興味があるので、陶芸の
科目を選びました。この授業で陶芸の作業前と作業
中の注意点を勉強しました。二週間の授業を受け、
自分でカップを作ることに成功して、面白いと思い
ました。他の授業も面白いと思っています。先生の
おかげで、毎日楽しくしています。
　日本に来る前に、厳しい留学生活を想像していま
した。でも、今の生活は考えていたものと全然違い
ます。2年前短期留学の時に星槎道都大学の学生の
優秀な作品を見て、このような絵をいつか自分でも
描けるようになりたいと思いました。そのため、日
本に来て美術を勉強しています。これから、美術が
上手になることを目指して頑張りたいです。

僕は2年前にアフリカのエリトリアという国から日本
に留学に来たナトナエルと言います。日本に来たのは、
エリトリアの代表として、陸上や様々な文化を学んで成
長するためです。
大学に入学する前に、星槎国際湘南学習センターに

2年在籍し、陸上と勉強両方とも頑張ってきました。し
かし、陸上では、けがをしてしまったので、足が痛くな
ることが多かったです。そこから、体のことやスポーツ
のことをもっと学びたくなりました。
星槎道都大学は日本に来たときから知っていたの

で、自分が学びたいことがこの大学にあるかどうかを
調べました。星槎道都大学には僕の将来につながる分
野があって、興味を持ちました。
僕が４月に入学式に参加してから1ヶ月が経ちまし

た。大学生活を楽しんでいます。

星槎道都大学に編入してきてもう二年の学生生活を
過ごしました。
過去二年間を振り返って、悔しいことも、悲しい事も
ありましたが、楽しいこともあります。毎日新鮮な生活
を体験し、二年前の私と比べると成長しました。
二年前４つの専攻から社会福祉を選び、専門知識を
たくさん勉強しました。簡単に言えば、社会福祉は人と
して自分らしく人生を自立するための支援です。
中国では、先生は庭師と呼ばれ、学生を花と呼びます。
しかし花のような学生たちの人生もそれぞれ違います。
学生たちは先生から種をもらって、知識や経験を栄
養として吸収し、人生を花のように色づけていくことが
素敵だと思います。
自信を持って、目標に進んで自分らしく人生を作るこ
とは、大学で習ったことの中で1番重要なことです。

　皆さん、こんにちは。美術学部建築学科で勉強し
ている1年生のファムハーチャンです。 
　私は、子供の時から、絵本が大好きで、時間を経
て、段々アートに興味を持ちました。また、建築家
の父親から影響を受けて、美術と建築にも関心を
持っています。進学する時、いろいろと調べて、星
槎道都大学を選びました。星槎道都大学では、建築
をデザインの視点から学ぶことができるし、プロの
建築家として活躍している教員による講義も受けら
れます。きっと星槎道都大学で私の情熱をさらに燃
やすことができます。
　大学を卒業した後、大学で学んだ知識を実際に応
用したいです。人々に喜びをもたらす、環境にやさ
しい建築作品を作りたいです

美術学部　デザイン学科３年 中国出身

張　寧
チョウ ネイ

経営学部　経営学科 1 年 エリトリア出身

NATNAEL TEWELDEBRHAN
TESFAGABR

ナトナエル トゥウエルデブルハン
テスファガブル

社会福祉学部　社会福祉学科 4 年 中国出身

姚　心馨
ヨウ シンケイ ファム ハー チャン

美術学部　建築学科 1 年 ベトナム出身

PHAM HA TRANG

ニュース国際交流 News スポーツ ニュースSports News

女子バスケットボール部女子バスケットボール部

マリンスポーツ・サークルではダイビングをはじめ、ラフティン
グやカヌーなどの活動も行っています。ダイビングでは体験ダイビ
ングからプロのレベルまであり、ライセンスを取得することも可能
です。好きが高じて卒業後に潜水士やインストラクターの仕事に
就いた先輩たちもいます。ダイビングは、泳げなくても、運動が苦
手でも、楽しめるレジャーです。
　水中の浮遊感…それはまるで日常ではまず体験できない神秘の
別世界！
体験した人だけにしか知ることが出来ないもう一つの世界があ

ります。世界最大の水族館である海で、私たちと一緒にダイビング
を楽しみましょう！
大学で新しいことに挑戦しようとしている方、新たな趣味を見つ
けたい方などせっかくの大学生活、一緒にたくさん思い出を作っ
ていきましょう♪

マリンスポーツ・サークルマリンスポーツ・サークル
私たち星槎道都大学チアリーディング部は、応援活動や渉外活

動、チアリーディングの大会、ステージ等、様々な活動を行ってい
ます。
応援活動や渉外活動では、体育各部の選手の方々や渉外を依

頼してくださった方々の想いに応えるために、自分達に何が出来る
か、日々考えて活動しています。
また、チアリーディング大会では、普段は応援する側の私たちが

一選手として出場し、2分30秒の演技に全て懸けて取り組んでい
ます。大会を経て、一人ひとりが仲間を信じ、思いやる気持ちや、
チームを超えて仲間を応援することを改めて学び、よりチームが一
丸となります。
一人ひとりが星槎道都大

学チアリーディング部として
の誇りと責任を持ち、一瞬
一瞬を大切に、二度と来な
い「今」を全力で駆け抜け
ていく所存です。
私たちと一緒に、キラキ

ラ輝いてみませんか？
少しでも興味がわいたら、
ぜひ一度体験・見学に来て
ください！
お待ちしております！

チアリーディング部チアリーディング部

児童文化研究部においでよー！
部活のモットーは『こどもが喜ぶようなことをしたいし、おとな

も楽しめなきゃつまらない』。最近の活動は、北広島市役所内の
「地域子育て支援センターあいあい」の壁面装飾を行うことで
す。季節に合った飾りや子どもたちが大好きな絵本を題材に、制
作中です。男子部員が多いので高いところの飾りは助かっていま
す（俺たち、はしご？）。「壁面が貼り替わるのを楽しみにしてい
る親子がいますよ」というセンターからの言葉が一番の励みです
が、活動時間の最中に部長が「それではここでおやつタイム！」と
いうひと声が一番の楽しみかもしれません。

児童文化研究部児童文化研究部
留学生のみなさんに、
星槎道都大学で学んでいること、
これからの目標など、 いろいろ聞いちゃいました。

　女子バスケットボール部は今年度より活動を開始しました。
現在は１年生 11名で活動しています。
　活動するに当たって、勝つこと以上に大切にしていることが
３つあります。１つ目はバスケットボールが大好きな選手たち
に、バスケットボール競技の理解と追究ができる環境と時間を
提供すること。２つ目は本学で学んだことを活かし、将来優秀
な指導者になる礎を築くこと。そして、最後に北海道、ひいては
日本バスケットボール
界に発信できるチーム
になることです。
　学生の本分は勉強で
す。アルバイトや自由な
時間を楽しみたいとい
う思いもあるかもしれ
ません。
　しかし、有意義な大
学生活を送るに当たっ
て、大学での授業の他
にバスケットボールに
も打ち込みたいという
人の入部をお待ちして
います。
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