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　この震災により入学金や授業料の納付が困難となった
学生に対して、入学金の免除や授業料の減免を行ってい
ます。
　ご相談については、事務局学生課までお問い合わせく
ださい。

東日本大震災により被災された学生に対し、引き
続き経済的支援を行っています。

『釧路の朝』撮影者：関山　紗菜（経済学科１年）
C    O    N    T    E    N    T    S



−　　−2

す。その一部として座談会を開きました。管理者、
卒業生２名と私がメンバーです。席に着いて楽し
く話しながら気持ちを開学当時に集中すると、記
憶が芋づる式に湧いてきます。記憶の芋づるのき
っかけになるのは開学当時の先生たち・学生たち
です。（学生たちのことは以前にも書きましたの
で今回は割愛です。）今回の座談会中によく思い
出したのは、年嵩の先生たちのことでした。特に
私の父親と同年代の方には親しみというか関心が
あったので、みなさんの人生経験、研究、趣味に
ついて廊下でよく話を聞かせてもらいました。話
は、「君のそのテーマは細かすぎるのではないか」
といった勉強上のご指摘から、「いつかはあれく
らいのレベルの車に乗れるようになりなさい」と
いう類の人生訓めいたものにまで及びました。自
分の研究室に戻って、これはまるで学生時代のゼ
ミと同じ気分だったなと嬉しい気持ちになったも
のです。今思うと学生気分が抜けきっていない教
師だったのですね。すでに鬼籍に入られた先生も
いらっしゃいますが、私の記憶の中では実にお元
気で、笑顔で話をされています。
今年は本学が７年に一度の認証評価を受ける年

度でもあります。来年度の初めごろに結果が出ま
す。その内容はホームページで公開することとし
ています。その際には是非、ご覧ください。
この原稿を書いている９月初め、学内では公務

員対策講座が開かれています。集中講義も始まり
ました。大学祭の大道具作りもアトリウムで始ま
るでしょう。野球部の元気な声は少し以前からグ
ラウンドに響いています。今年は気持ちのいい秋
空に恵まれそうな予感がします。実現しますよう
に。

今年の夏はとても快適でした。先日、たまたま
お話しした大阪からのご夫婦が、「（釧路が）こん
なにいいところなら、来年は３か月滞在したい」
と話されていましたが、それがよくわかる気がし
ます。
その過ごしやすさにうながされて、私は週末自

宅の庭仕事に精を出しました。その時に気づいた
ことから始めます。今年は不思議なほど蚊がいな
いのです。これが今年だけのことなのか、（実際
に大学の向かいの文苑地区で行われたように）湿
地が宅地化されたおかげなのかは不明ですが、雑
草を抜く作業をする際に虫よけスプレー、蚊取り
線香などの防衛策が必要ありませんでした。バラ
につくマメコガネが多かったのも印象的でした。
日本産のこの昆虫が北米やヨーロッパのブドウ畑
を荒らしているとのニュースを読んだので、いつ
も以上に気になったのかもしれません。バラの花
にもぐりこんでいるのを駆除していました。週末
だけの庭仕事という小さな活動のなかででも、自
然界の微妙なバランスの変化をいろいろ体験でき
るものです。
虫がらみのことで秋になるといつも思い出す事

があります。大学があり、私も暮らしている芦野
地区は開学したての30年前には新たに造成された
ばかりの土地でした。造成用に運び込まれた土の
表面部分には植物の種子や昆虫の卵もあまり含ま
れていなかったためか、何年もの間雑草も少な
く、夜になっても虫の声がしなかったのです。秋
に虫の声が聞こえないのは妙に物足りない感覚で
した。
今触れてしまいましたが、今年は本学の開学30

年周年にあたります。それを記念する記念誌、記
念式典などの事業をおもにこの秋に企画していま

いい夏でした。快適な秋、冬になりますように。

釧路公立大学学長　　髙　野　敏　行

学 長 メ ッ セ ー ジ
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大学院では、主に「地方公共財供給の最適性」をテーマに
地方公共財が地域住民にとって望ましい量だけ供給されてい
るのか否かについて研究を進めました。しかし、これまでの
地方財政論では、地方公共財供給の最適性に焦点が当てられ
ており、地域の雇用や所得を増加させるために、どのように
地方公共財や補助金を提供するべきかという問題については
あまり議論されてきませんでした。例えば、地方自治体は、
地域の雇用や所得を増加させることを狙い、地域へ企業を流
入させるために、誘致補助金を用いることがありますが、そ
もそもその地域に雇用をより生み出しているのは、存続企業
であるのか新規企業であるのかは明確にされていません。し
たがって、地域の雇用を生み出す大きな源泉が存続企業であ
った場合、税金で賄った誘致補助金はあまり効果を発揮しな
いことになります。今後は、地域の雇用や人口が増加するメ
カニズムを明らかにし、地域活性化のために地方財政を通じ
たどのような政策が必要なのかを研究して参りたいと考えて
おります。
これまで自身で学んできたことや研究で得られた成果を分

かりやすく学生に教えられるように、そして地域の皆様にも
分かりやすく発信することができるように努力して参たりた
いと考えております。まだまだ未熟者ではありますが、今後
とも、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、どうぞよろしくお願い
申し上げます。

手当と児童手当の間で議論が起こるだけでなく、待機児童対
策などの保育サービスの充実に向けて動き出しています。充
実した家族政策を展開してきたフランスから日本が学べるこ
とはいくつもあると感じています。
政治学の視点から雇用や社会保障の問題に取り組むこと

は、解決策だけでなく政治的合意の方法も考えることだと思
っています。こうしたことは、日本全体のみならず、道東で
も必要になります。現在、専門演習ではテーマのひとつとし
て小児在宅医療を取り上げています。障がいのある子どもが
自宅で生活していくための資源は地方よりも都市のほうが充
実しています。障がいのある子どもが釧路で生活できなけれ
ば家族全体で札幌などに転出してしまうでしょう。この状態
は釧路で小児在宅医療の予算を付けなくてよいという結論も
導き出しますが、本当にそれでいいのでしょうか。家族全体
が転出するとなると、小児在宅医療だけの問題ではなく釧路
の人口減少の問題にもつながってくるかもしれません。こう
した道東ならではの課題に対する政治学からの応答も含め
て、様々なことを学生の皆さんと一緒に探っていければと考
えています。

今年度より本学に講師として着任いたしました東裕三と申
します。私は大阪府出身でして、これまで関西を拠点に生活
を送って参りました。着任した直後は新天地での生活に少し
不安もありましたが、周りの諸先生方や職員の方々に温かく
接していただき、お陰様で今では釧路での生活を楽しみなが
ら送らせていただいております。自然が豊かで過ごしやすく、
教育・研究環境も充実した本学で働かせていただけることに
大変感謝いたしております。
私は、本学で主に地方財政論や財政学の授業を担当してお

ります。大学２回生のときに財政学の講義を受講し、公共財
の話が興味深い内容であったことが財政学を専攻するきっか
けとなりました。大学では財政学のゼミに所属し、「国債残
高累増が日本経済に与える影響」というテーマでゼミ論文を
執筆しました。その後、地方自治体の公債発行を抑制するた
めに国が国債を発行せざるを得ないという側面があることに
気付き、地方自治体の問題を解決することが、国の経済問題
を解決する上でも重要だと考えるようになりました。また、
私の出身地は少子高齢化に加え都市への人口流出が進んだ地
域であり、このような故郷の過疎化を目の当たりにすること
は私自身、大変つらいものがありました。このような過疎化
が進む地域に対して、財政学を用いて何か役に立てるような
ことができないかと考え研究者を目指すことを決意しまし
た。

今年度より本学に着任しました千田航と申します。生まれ
も育ちも札幌ですが、広い北海道のなかで札幌とはやや異な
る釧路の気候や風土を新鮮に感じながら日々生活をしています。
本学では政治学関連の「行政学」と「政治学」、「地方自治論」

の講義を担当しています。私たちは市役所に行ったり投票を
したり、現実に政治や行政と身近に触れ合っています。政治
学や行政学は政治や行政がいかなる条件で成立し、いかに機
能しているのかを理解する学問だといえます。講義のなかで
は、なぜ役所の職員は市民をたらい回しにするのかとか、な
ぜ政治家や官僚は重要なときに限って記憶がなくなるのかな
ど身近な問題を取り入れつつ、経済学部のなかで政治や行政
のあり方を考えることができるように努めています。
研究の話をすると、私の専門分野は政治学のなかでも比較

福祉国家研究、福祉政治学などと呼ばれるものになります。
これらは雇用や社会保障を通じて人びとの生活を支えようと
する政治的な合意について各国を比較、分析する学問領域だ
と考えています。私はそのなかでもフランスの家族政策を対
象として、手厚い家族手当の支給や多様な保育サービスの提
供がなぜ実現できたのかを研究しています。日本でも子ども

新 任 教 員 紹 介

釧路公立大学講師　　東　　　裕　三

釧路公立大学講師　　千　田　　　航

（担当科目：財政学、地方財政論ほか）

（担当科目：行政学、政治学ほか）
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釧路公立大学講師　　曽　我　寛　人
（担当科目：経営統計、統計解析ほか）

釧路公立大学開学30周年記念事業

日　時　　平成29年10月７日（土）　午後３時10分～４時10分
会　場　　釧路公立大学　大講義室１
演　題　　公立大学の現状と課題
講　師　　一般社団法人　公立大学協会　事務局長　中田　晃 氏

共通テーマ　　「歴史と文化の地平を拓く」
　　　　　　　※詳しくは７ページをご覧ください。

申 込 方 法　　記念講演・公開講座いずれも事前申込は不要です。
　　　　　　　会場に直接お越しください。
問　合　先　　釧路公立大学事務局総務課
　　　　　　　（TEL 0154−37−3211）

記念講演（受講無料）

記念公開講座（受講無料）

具体的には、アンケート調査から得た企業のデータを使った
分析によって、企業が海外進出する要因や海外進出戦略を策
定するプロセスなどを解明することに取り組んでおります。
私の講義においては、これまでの研究成果を事例として取

り上げ、統計の基礎知識から重回帰分析や因子分析などの統
計解析の手法までを説明していきます。そのためには数式の
意味や役割を１つ１つおさえることが重要となり、それによ
り統計や解析の理解が深まることにつながります。したがい
まして、私の講義においては、数式の意味を分かりやすく説
明し、学生の理解を深めさせていきたいと思っております。
また、パソコンのソフトウェアを使った分析方法などについ
ても適宜説明をしていきます。
これから、学生とともに経営学の世界を統計的な解析手法

を使って探求していきたいと思っております。どうぞよろし
くお願いいたします。

今年度より本学に着任しました曽我寛人と申します。私は
昨年まで横浜市と鎌倉市にまたがる集合住宅に住んでおりま
した。中学・高校は隣町まで、そして、大学学部・大学院は
都内まで電車で通っておりました。釧路に来てからは電車を
使わない生活となり、通勤時の満員電車から解放され、ほっ
としております。また、昨年まで通っておりました明治大学
のキャンパスには17階建てや23階建ての建物があり縦に高い
キャンパスでしたので、釧路公立大学の横に広いキャンパス
にはとまどいと新鮮さを感じております。
私は国際ビジネスを専門としており、特に、企業の海外進

出についての研究を行っております。企業が海外で事業を始
める際には、国内でのビジネスと違って、進出する国と本国
との間の文化、制度、地理、経済の違いを踏まえ、海外進出
戦略を策定することが求められるのです。私はこの戦略策定
について統計的な分析手法を用いた研究を行っております。

　釧路公立大学は、釧路管内市町村の強い思いによって昭和63年に設立され、今年開学30周年を迎えました。
「地域に結びつき開かれた大学」「国際性を重視する大学」「理論と実践の相まった大学」の建学の理念のもと、
7,500名を超える有為な人材を輩出してきた伝統を受け継ぎ、これからも地域とともに歩み、地域に愛され
る大学を目指していきます。



−　　−5

卒業予定者の内定状況 (2017/9/19現在)

■農林漁鉱業　百商屋
■建設業　一条工務店、大場上下水道設計、北弘電社、三
建設備工業、タクトホーム、竹中工務店、つうけん、東急
リバブル、北海電気工事、ミサワホーム北海道、陸中建設
■製造業　上田商会、北一硝子、北菓楼、きのとや、三和
シャッター工業、JBCケンウッド、総合商研、武田薬品
工業、東洋印刷、凸版印刷、日東エフシー、日本高圧コン
クリート、東日本フード、ホクレンくみあい飼料、北海道
糖業ルアン、よつ葉乳業
■卸売・小売業　岩手トヨタ自動車、岩手トヨペット、帯
広地方卸売市場、キャン、釧路トヨタ自動車、クワザワ、
国分北海道、サッポロドラッグストアー、札幌丸井三越、
サンデー、スズキ自販北海道、ダイイチ、ツルハホールデ
ィングス、DCMホーマック、東急百貨店、東テク北海道、
道北アークス、トヨタカローラ札幌、ナラサキ産業、ニト
リ、ネクステージ、ハスコムモバイル、ハミューレ、林塗
料、福原、藤栄、二葉屋、ホーマックニコット、ほくやく、
北海道コカ・コーラボトリング、北海道ジェイ・アール商
事、北海道歯科産業、マックスバリュ北海道、森永乳業北
海道、モロオ、薬王堂、リラィアブル、ローソン
■金融・保険業　旭川信用金庫、遠軽信用金庫、北日本銀
行、きらやか銀行、釧路信用金庫、三井住友海上火災、荘
内銀行、損害保険ジャパン日本興亜、大地みらい信用金庫、
栃木銀行、栃木県信用保証協会、苫小牧信用金庫、日専連
釧路、日本生命保険、野村證券、北星信用金庫、北都銀行、
北洋銀行、北海道信用漁業協同組合連合会、杜の都信用金
庫、ゆうちょ銀行
■運輸・情報通信　アイエックス・ナレッジ、アイティ・
コミュニケーションズ、アシスト北海道、アドヴァンスト・

ソフト・エンジニアリング、インターパーク、エクストリ
ンク、NECソリューションイノベータ、栗林商会、呉電
子計算センター、ケイケンシステム、コネクシオ、ジィフ
ァム、ジャパンテクニカルソフトウェア、ティー・エス・
シー、道新サービスセンター、日本アイビーエム・ソリュ
ーション・サービス、日本情報産業、東日本旅客鉄道、ホ
ープス、北海運輸、北海道中央バス、北海道旅客鉄道、三
ッ輪運輸、ヤマハモーターソリューション、USEN
■電力・ガス　エネサンス北海道、ほくでんサービス
■不動産業　エイブル、セキスイハイム東北、積和不動産
東北、タイセーハウジング、大和リビングマネジメント、
TonTon、プライムハウス、レオパレス21、三井不動産
リアルティ札幌
■サービス　アレフ、ANA新千歳空港、えんゆう農業協
同組合、オービィ、釧路商工会議所、合田観光商事、国立
病院機構、札幌臨床検査センター、JIEC、斜里町農業協
同組合、ジュリアンヌ、ディー・エム広告社、進学会、全
日警、創和プロジェクト、大学生活協同組合連合会北海道
事業連合、豊頃町農業協同組合、トリドールホールディン
グス、ネクシィーズグループ、フォーシーズ、ホクレン農
業協同組合連合会、北海道農業共済組合連合会、ヤマチユ
ナイテッドグループ、吉岡経営センター、ラウンドワン、
ルートインジャパン
■国家公務　皇宮護衛官、国家一般職（検察庁）、陸上自
衛隊（一般幹部候補生）
■地方公務　青森県警察、秋田市役所、上士幌町役場、北
見市役所、釧路市役所、警視庁、札幌市消防局、北海道警
察、北海道庁（一般行政）、北海道庁（警察行政）

後期に実施する就職対策事業

キャリアセンターは学生が気軽に利用できる施設として、申請書類
の受け渡し、セミナーの申し込みの他、就職や進学、部活やアルバイ
トなど大学生活全般の相談で、多くの学生にご利用いただいています。
本学の学生は就職先（民間企業、団体、自治体、官公庁など）から

高い評価を得ていますが、その理由の一つに卒業生の活躍があります。
今年開学30周年を迎え、国内外で活躍している卒業生たちが、真面目
に、柔軟に、遊ぶときは遊び、在学時と同様の特徴を発揮して今まで
働き続け積み重ねて出来た伝統が、企業などに理解され、浸透して今
の高評価に繋がっていると思います。
メディアにも頻出している学内カフェは、経済・経営の実践の場と

して大学が設置し、運営面は全て学生が担っています。メニュー、価
格、仕入れ先の決定、予算管理、制服のデザインや店名も学生達が決
め、食品衛生責任者を置き、責任を持って運営しています。自主的に
判断、行動する経験を得た学生達もまた高く評価していただき、民間
企業の企画総合職などの進路に就いています。キャリアセンターは学
内カフェの運営サポートや学外活動時のアドバイスも行っています。
本学は今後も学生の成長をサポートし続け、卒業後それぞれのフィ

ールドで活躍できる人材を育成していきます。学生の経験値を高める
ためには地域住民や企業、団体の方々のご協力が不可欠となります。
これからもご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

キャ リアセンター だより

「釧路公立大学キャリアセンター」
  9月 MOS講座・検定

公務員受験対策講座（夏期集中）
10月 自己分析講座

企業訪問報告会
求職票配付（学生課に全員が提出）
TOEIC　IP試験
ＳＰＩ対策テスト
業界研究講座
企業研究講座
社会人の体験談を聞こう

11月 一般常識対策模擬試験
内定者パネルディスカッション
公務員ブラッシュアップ講座
履歴書対策講座・添削
秘書検定試験
就活マナー講座
就活メイク講座（女子学生対象）
エントリーシート攻略講座・添削
金融実務講座

12月 グループディスカッション対策講座
模擬グループディスカッション
面接対策講座
公務員試験合格者パネルディスカッション
採用担当者パネルディスカッション
模擬面接（集団）
内定者伝授会

  1月 模擬面接（個人）
  2月 就活直前対策講座

サテライト活用講座
公務員試験対策講座（春期集中）
公務員試験説明会（学内）
業界研究会
公務員模擬試験（共通型）
公務員模擬試験（警察官・消防型）
合同企業説明会攻略講座

  3月 公務員模擬試験（国税専門官型）
公務員模擬試験（国家一般型）
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活 躍 す る 公 立 大 生

こんにちは！軟式野球部です。私たち軟式野球部は
町内の大会に出場することを中心として活動していま
す。現在、この学内には硬式野球部と準硬式野球部、
そして私たち軟式野球部と３つの野球部が存在してい
ますが、その中で前者２つと大きく違う点は「初心者
歓迎！」であるところです。野球部、それも大学とも
なるとどうしても経験の差が出てしまいますが、私た
ちのサークルは「楽しく野球をする」ことがモットー
です。そのため全くの初心者から中学校でやめてしま
った人、また、高校まで野球をしていたものの大学で
はゆるゆるとプレーしたい人など様々なレベルの部員
が約30名在籍しています。練習日程は多くても週２日
程度ですが、「練習」というよりは「遊び」感覚で野
球をするため練習中もとても雰囲気がよく、部員それ
ぞれ意欲的に取り組んでいます。
続いて2017年度の活動成績を紹介します。元々勝つ

ことが第一目標ではないサークルだったのですが、今
年はなんと高松宮賜杯全日本軟式野球（１部）北・北
海道大会に出場することができました。今年の春に２
部から１部に昇格した私たちですが、２部でも成しえ
なかった大きな大会での地区優勝を、昇格していきな

り果たしてしまったことに正直部長である私も驚いて
います。あまり伝わらないかもしれませんが、とにか
く驚きです。また、初の道大会出場ということでルー
ルや手続き、道具やユニフォームの統一など今まで以
上に厳しい規定があり、戸惑う場面も多々見られまし
たが、レベルの高い大会で試合をすることができ、肉
体的にも精神的にもまた１つ成長できたのではないか
と思います。
私たち軟式野球部は決して上手な人を求めているわ

けではありません。レベルの高い野球がしたい人は硬
式や準硬式に入ることをおすすめします。私たちが求
めているのはたとえ下手であっても「野球が好きだ！」
という熱意を持った人です。このことを忘れず、もっ
ともっと野球が好きになるようなサークルを目指して
これからも活動していきたいと思います。

こんにちは、女子アイスホッケー部です。私たちは
部員21名で、公式戦の勝利を目標に活動しています。
釧路といえばアイスホッケーが有名ですが、部員は全
員大学から始めた初心者です。スケートを大学に入学
するまでやったことがなかった部員、今まで体育会系
の部活に入ったことがなかった部員もいます。そして、
防具や道具はなかなか新しいものやいいものを使えな
かったり、リンクまで行く手段の車が足りていなかっ
たりと現状は厳しいところもあります。参加費のかか
る試合や遠征も多く、費用がかかるため、バイトをし
ている部員がほとんどです。ここだけを見みると「な
んでアイスホッケー部に入っているの？」と思うかも
しれません。
どうしてみんな入ったのかというと、部活の雰囲気

やアイスホッケーが好きになったという理由が多いと
思います。ほとんどの部員は「春に行われた新歓試合
で先輩を見てかっこいいと思って入部した」人が多い
です。私もそこで初めてアイスホッケーというスポー
ツを間近で見て衝撃を受けました。自分自身もやって
いくうちにアイスホッケーの魅力にはまっていきまし

た。そして部員は全員初心者と先ほど述べましたが、
練習はみんな上達したいので真剣にやっており、最近
はどんどん新入生がうまくなっていくのを見て成長し
ているなぁと感じています。ほかにも部員が21名と多
いにもかかわらず、選手・マネージャー・学年関係な
く部員全員仲がいいことは自慢だと思います。この部
員同士で話しやすい環境は試合中にも学年関係無く意
見が言いやすいので、お互い成長できるとてもいい環
境だと感じています。
初心者が多いので公式戦や練習試合では負けること

が多くあります。まだまだ課題が多く技術不足な面も
ありますが、部員一同、精一杯努力をし、今年のシー
ズンはひとつでも多くこのチームで勝利を手にしたい
と思います。

軟 式 野 球 部
部長　経済学科3年　新山　　大

女子アイスホッケー部
部長　経済学科３年　若山　理紗
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公 開 講 座 の ご 案 内

・釧 路 会 場：釧路公立大学　２階202教室
　　　　　　　釧路市芦野４丁目１番１号
・厚岸町会場：本の森　厚岸情報館　視聴覚室
　　　　　　　厚岸郡厚岸町宮園１丁目１番地
・音別町会場：音別町コミュニティセンター　研修室
　　　　　　　釧路市音別町中園１丁目78番地
・受 講 無 料
・対　　　　象　高校生以上
・受 講 方 法　お申込みの必要はありません。
・お問い合わせ　釧路公立大学　総務課

平成29年度釧路公立大学公開講座

■高嶋　弘志　教授
講演テーマ　 箱館戦争と釧路・厚岸
　　　　　　−榎本軍が道東にやってきた−
概要　箱館戦争の舞台は箱館あるいは道南に限定されがちで
あるが、釧路や厚岸にまで及んでいたことはほとんど知られ
ていない。榎本武揚が率いる旧幕府軍は新政府の勢力を追放
し、全島の制圧をはかって軍事行動を展開した。特に室蘭に
置かれた開拓奉行は東蝦夷地に兵士を派遣し、釧路や厚岸に
榎本艦隊の長鯨丸を送って米や金銭を略奪していた。各場所
に留まっていた新政府側の役人や商人の動向を通して、道東
から見た箱館戦争を考えてみたい。

■萩原　充　教授
講演テーマ　資源からみた日中関係史
　　　　　　−鉄をめぐる争奪が日中戦争を招いた−
概要　今日、日中間に様々な問題が起こっているが、その大
半は交流に伴って発生するトラブルであり、相手国に対する
理解が深まれば、解消されるものである。しかし、領土問題
はやっかいである。国の防衛や資源確保に関わるだけに互い
に譲れず、戦争に発展する危険さえ孕んでいるからである。
実は、先の日中戦争もまた資源をめぐる戦争であった。それ
はどういう意味なのか？　歴史を辿ることにより、開戦の要
因に迫ってみよう。

■神野　照敏　教授
講演テーマ　都市を考える
　　　　　　 −歩くことから見えてきたこれからの都市のかたち−
概要　古今東西、人間にとって都市とは自由な空間、文化を
創出する空間でした。ですが、21世紀の現在、「空き家問題」
に見られるように、都市はスプロール化、スポンジ化によっ
て衰退の一途を辿っています。ここ釧路もその例外ではない
どころか、むしろ「課題先進都市」です。この講座ではこれ
からの都市のあり方を皆さんと一緒に考えていきます。

■藤田　祐　准教授
講演テーマ　ロック・ミュージックとアイルランド近現代史
概要　アメリカの黒人音楽をルーツとするロック・ミュージ
ックが発展したイギリスでは、ビートルズの主要メンバーを
初めとして、音楽業界で数多くのアイルランド系の人々が活
躍してきました。また、Ｕ２など、アイルランド出身のミュ
ージシャンも活躍しています。本講座では、ロック音楽を糸
口にして、アイルランドの歴史を紐解いていきたいと考えて
います。特に、1801年の合同、20世紀初めの分断、戦後の北
アイルランド問題など、イギリスとの関係を軸にアイルラン
ド近現代史について学びます。

■釧路公立大学公開講座　１回目
日 時 10月４日（水）　18：30～20：00
場 所 釧路公立大学　２階202教室
講 師 萩原　　充　教授
演 題 資源からみた日中関係史

－鉄をめぐる争奪が日中戦争を招いた－
■釧路公立大学公開講座　２回目
日 時 10月11日（水）　18：30～20：00
場 所 釧路公立大学　２階202教室
講 師 高嶋　弘志　教授
演 題 箱館戦争と釧路・厚岸

－榎本軍が道東にやってきた－
■釧路公立大学公開講座　３回目
日 時 10月18日（水）　18：30～20：00
場 所 釧路公立大学　２階202教室
講 師 藤田　　祐　准教授
演 題 ロック・ミュージックとアイルランド近現代史
■釧路公立大学公開講座　４回目
日 時 10月19日（木） 　18：30～21：00　
場 所 本の森　厚岸情報館　視聴覚室
講師１ 高嶋　弘志　教授
演題１ 箱館戦争と釧路・厚岸

－榎本軍が道東にやってきた－
講師２ 藤田　　祐　准教授
演題２ ロック・ミュージックとアイルランド近現代史
■釧路公立大学公開講座　５回目
日 時 10月25日（水）　18：30～20：00
場 所 釧路公立大学　２階202教室
講 師 神野　照敏　教授
演 題 都市を考える

－歩くことから見えてきたこれからの都市のかたち－
■釧路公立大学公開講座　６回目
日 時 10月27日（金） 　18：30～21：00
場 所 音別町コミュニティセンター　研修室
講師１ 萩原　　充　教授
演題１ 資源からみた日中関係史

－鉄をめぐる争奪が日中戦争を招いた－
講師２ 神野　照敏　教授
演題２ 都市を考える

－歩くことから見えてきたこれからの都市のかたち－

本学で活躍されている教員の
著書をご紹介します。

『自信過剰な私たち』
　自分を知るための哲学
中村　隆文　准教授　著
（ナカニシヤ出版）2017年９月

もし今あなたが自信を失っているとして、そもそもの
自信が高望み的な期待を反映していたり、自信過剰気味
であったとするならば、それこそがあなたを苛み、苦悩
させ、罪悪感を植え付けたり、あるいは自分を評価しな
い周囲への不満を生み出しているのではないだろうか。
哲学することで失敗や偏見の傾向性を知り、そして自ら
の限界を見定めれば、現実の自分自身をきちんと理解で
き、「なすべきこと」が見えてくるかもしれない。

活 躍 す る 教 員

共通テーマ「歴史と文化の地平を拓く」
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公立大生、並びに保護者の皆様、こんにちは。
K.P.U.フェスタ実行委員会の國塚です。
今年も釧路公立大学祭の時期がやって参りました。

地域の皆様、ご協力頂いた企業様、教員及び学生の
皆様のおかげで当大学祭も16回目を迎えることが出
来ました。日頃の応援、ご協力有難うございます。
今年度のテーマは「JUKE BOX～食欲の秋、芸

術の秋、祭りの秋‼～」となっております。このテ
ーマにある「JUKE BOX」とは、たくさんの音楽
を内蔵し好きな曲を楽しめるものです。これを当祭
りに置き換え、「この祭りの中にたくさんの楽しさ
や面白さを詰め込んでいる」ということを表現して
おります。学内外、地域の方々に思う存分楽しんで
頂きたいと考え、このテーマに決定致しました。
今年度は開学30周年ということもあり、お呼びし

た芸人さん、企画の内容や景品も例年に比べてより
一層豪華になっております。また、私達運営のみな
らず、参加するサークルや団体も様々な趣向を凝ら
した露店や企画をご用意しております。
開学30周年を飾る大学祭が開催されるこの機会に是非、釧路公立大学まで足をお運びくださいませ。

◎表紙題字／髙嶋初代学長筆＊あうろーら（AURORA）：ギリシャ神話の曙の女神エオスのローマ名

　今夏８月の末に本学で実施された、とある研究会の事務局作業を
行った。参加者自体は30名にも満たない研究会ではあったが、登録
者への告知、報告者の募集、討論や座長のお願い、論文や報告資料
の受取、会場設営、懇親会の準備などで次々と難題が降りかかり、
その都度対応に四苦八苦した。普段は事務方に支えてもらう立場で
あり、なんとなく大変な仕事だということを頭では理解していたつ
もりであるが、所詮外野でみているのと実際にやってみるのとでは
大違い。改めて縁の下の力持ちに感謝を忘れてはいけないと実感し
た夏であった。

編 集 後 記 釧路公立大学だより　第56号
平成29年10月１日発行

◎発行元
　　釧 路 公 立 大 学
〒085-8585 釧路市芦野４丁目１番１号

ＴＥＬ 0154-37-3211 ㈹
ＦＡＸ 0154-37-3287 　

学生課：ＴＥＬ 0154-37-5091 　
URL･http://www.kushiro-pu.ac.jp/
◎発行日
　毎年２回（４月１日、10月１日）

◎平成29年度後期授業料の納付について
　後期授業料は10月31日までに納めてください。最寄の金融機関から、同封の「納入通知書兼領収書」でお
振込みください。特別な事情により授業料の分割納付や減免を希望される場合は、学年毎に指定された受付
日に関係書類を提出してください。

◎大学祭（K.P.U.フェスタ）の開催時刻
前夜祭 10月６日㈮ 17：30～20：00　　本祭 10月７日㈯ 10：00～20：00　　10月８日㈰ 10：00～20：00
※一般公開日は、10月７日㈯・８日㈰となります。

K.P.U.フェスタ実行委員会委員長
経済学科３年　國塚　一希

K.P.U. フェスタ2017

インフォメーションインフォメーション 大学事務局より


