
SPADE &流の合同卒業パーティー 

土本 渉悟 

 

   札幌大学のダンスクラブである「SPADE」と、北西学園大学のダン

スクラブ「流」が、２０１９年３月１３日に Space Art Studio で合同

の卒業パーティーを開催しました。このパーティーは「SPADE」と「流」

のために初めて開催されたもので、両大学から合計 30 チーム以上のダ

ンスチームが出演しました。 

   パーティー会場は 14 時にオープンし、14時 30 分にスタートしまし

た。出演料は 1,500円で参加チケットは 1,000 円でした。 

   パーティーは３度の休憩を挟みながら全部で 3 部に分かれており、

休憩中には DJが音楽をかけて参加者全員が楽しんでいました。 

   1部では、6チームがステージでパフォーマンスを行いました。その

後 2部は 9チームがパフォーマンスをしました。それから 2回目の休憩

があり、3部は 9つのチームとゲストパフォーマンスがありました。 

   ゲストパフォーマンスでは、札幌大学でインストラクターをしてい

る宮津清也 

（SE-YA）さんがパフォーマンスをし、その後に卒業生と一緒のパフォ

ーマンスを見せてくれました。その振り付けは彼らが「SPADE」に入っ

た時に踊ったものと同じものでした。 

   この合同卒業パーティーは、参加者が楽しめる、非常に素晴らしい

イベントになりました。ダンスに興味のある学生にとっては非常に有

意義なクラブ活動だと思います。 

 

アルキタ杯 

森田 怜依 

 

   アルキタ杯は、北海道の学生ダンサ

ーによるダンスバトルのトーナメント戦です。各大学１チーム５人～

８人で出場し、北海道でもっとも強い大学ダンスチームを決めるため

に相手チームと競います。この大会は７月６日の土曜日で５回目の開

催となります。 

   トーナメントは今年新しくできたばかりの JINX Sapporo です。この

イベントは午後１時にはじまり、午後７時に終わります。当日券と前 

売り券はどちらも 1,000 円で、ワンドリンク 500 円も払わないといけま

せん。このイベントはダンスバトルだけに限らず、いくつかの演技披

露もあります。そして、優勝したチームは優勝カップと賞金 10 万円を

得ることができます。 

   また、8 月 18 日に函館で開催される Red Bull BC One Cypher Japan への

観戦チケットを手にします。それだけでなく、優勝チームには 11 月 23

日と 24 日に Zepp Sapporo にて開催される、北海道で一番大きなストリ

ートダンスイベント、KING DANCE MATSURI 9 への出場権も得ることが

できます。そして準優勝のチームには優勝賞金 5万円が授与され、ほか

にも特別賞などがあります。 

   ダンサーたちは全員いつも激しい練習を行っているので、スムーズで

リズミカルな、かっこいいダンスをたくさん見ることができます。 

   もし、ダンスが好きな方がいたら、このイベントを観に行くべきで

す！とてもわくわくして楽しいこと間違いなしです。このイベントは

毎年行われているので、もし今年のイベントを逃したのなら、来年は

行きましょう！ 

 

北海道四季劇場 
成田 眞悟 

 

   北海道における劇団四季の専用劇場は、1991 年(平成 3 年)に誕生し

た「キャッツ・シアター」にまで遡る。劇団四季の全国初の専用劇場

として、その後全国各地に誕生する専用劇場の契機となったが、1999

年の札幌駅の再開発に伴い、計 20 作品の上演 100 万人以上の動因をも

って何かのまちがい。 

   それから 2011 年(平成 23 年)、劇団四季は再び北海道に専用劇場を

復活させ、北海道初の常設劇場となる「北海道四季劇場」が誕生した。    

   2020 年 3 月(予定)をもって公演を終了することが決定している。こ

の敷地は竹中工務店が所有しており、土地契約終了によってのことで

あった。 

   それでも、この契約は 2016 年(平成 28 年)までの 5 年間であったの

が、期限を2度延長した。劇団四季の最終公演となる舞台は「リトルマ

ーメイド」となった。彼らの迫力ある演技と美しい歌声には圧倒され

た。観客からの拍手は鳴りやむことなく、また場内の興奮は収まるこ

とはなかった。 
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将棋の世界 

佐藤 令一 

 

将棋とは何か 

 将棋はインドのチャトランガというゲームが起源と言われています

が、いつ伝来したのかについては分かっていません。将棋は、１対１

で互いの王を狙うゲームです。互いの駒は、王将が１枚、飛車が１枚、

角行が１枚、金将が２枚、銀将が２枚、桂馬が２枚、香車が２枚、歩

兵が９枚の２０枚となります。それぞれの駒の役割は異なり、プレイ

ヤーは一定の時間内に交互に駒を動かします。 

AI の登場 

 コンピューター将棋の開発が始まったのは１９７０年代で、これが

完成したのは、およそ同時期とされています。当時、プロ棋士の半数

は、近い将来に AI が彼らに勝つことを予想していました。２０１２年

から２０１７年にかけて、プロ棋士が AI と対局する電王戦と呼ばれる

大会が６度ほどありましたが、プロ棋士は５回敗北しています。 

将棋界について 

 将棋界には８つの異なるタイトルが存在し、プロ棋士はトーナメン

トに勝つことでこれらのタイトルや、最大 4,200万円まである賞金を獲

得します。更に、女性限定のプロ棋士というものがあり、こちらには

６つのタイトルが存在します。将棋界には羽生善治や佐藤天彦といっ

たような、強く、かつ有名な棋士がおり、テレビにも取り上げられて

います。 

 

『名探偵コナン紺青の拳』 
松田 華恋 

 

アニメーション映画『名探偵コナン紺青の拳』が 2019 年 4 月 12 日

に公開され、公開日から観客動員７００万人、興行収入９０億円を突

破しています。コナンの声を演じているのは高山みなみさんです。 

日本の声優で『魔女の宅急便』のキキ役で知られています。怪盗キ

ッドの声を演じているのは山口勝平さんです。日本の声優で『ONE 

PIECE』のウソップ役で知られています。 

このストーリーはシンガポールの小さな島のリゾートホテルマリー

ナベイ・サンズで弁護士のシェリリン・タンが何者かによって殺害さ

れたとこから始まります。その後警察が怪盗キッドのカードを殺害現

場で見つけました。 

一方、この物語の他の登場人物である蘭と園子と小五郎は空手トー

ナメント観戦のためシンガポールを訪れました。コナンは留守番の予

定でしたが、殺害容疑のかかっている怪盗キッドが自身の罪を晴らし

てほしいためコナンをスーツケースに入れてシンガポールに連れてき

ました。そしてシンガポールで怪盗キッドはとある屋敷の地下金庫に

世界最大のブルーサファイアがあると知り、盗もうとします。 

名探偵コナンは 1994 年 1 月に週刊少年サンデーで連載が始まりまし

た。その後、同じ年の７月に単行本が発売されました。テレビアニメ

は 1996 年から放送が始まり、最初の映画は 1997 年から毎年４月頃に

上映されています。今年上映された映画で２３作品目となっていま

す。テレビアニメは高視聴

率を誇り 2016 年に 20 周年

を迎えました。単行本の総

発行部数は 2003 年に発売さ

れた 40 巻で 1 億部を、2018

年 11 月の時点で全世界累計

2 億 3000 万部を突破しまし

た。この映画は迫力のある

アクションシーンと恋愛模

様があり、皆さん楽しんで

見られると思います。 

 

 

開拓の村について 
樽井 華奈 

 

   野幌森林公園には「北海道開拓の村」があります。これは北海道開

基百年を記念して開設された北海道で最初の野外博物館です。この開

拓の村は 1983 年 4 月にオープンし、明治時代から昭和初期までの建築

物でできています。この開拓の村の目的は当時の人々の生活を理解し、

じかに経験することにあります。 

   開拓の村では一年を通して様々なイベントが行われています。4 月

から5月にかけて鯉のぼりが飾られます。８月には七夕祭りが行われ、

参加者は短冊に願い事を書き、笹の葉に飾ることができます。１２月

にはもちつきを体験することができます。 

   開拓の村は 54.2 ヘクタールもの敷地面積を持っており、50 棟以上

の建物があります。また、村全体が４つの区域に分かれています。 
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   それは農村、漁村、山村、市街地です。農村郡には民家や小屋があ

り、北海道独特の建築様式を見ることができます。 

   漁村には漁船と漁具が展示されています。このように、それぞれの

地区は独自のテーマをもっているのです。村の中ではボランティアの

人たちによって行われているガイドツアーがあり、建物について日本

語と英吾で説明をしてくれますので、（外国人）観光客の人達も十分楽

しめます。 

   開いている日時は季節によって異なります。5 月から 9 月までは毎日

午前 9 時から午後 5 時までです。10 月から 4 月までは午前 9 時 30 分か

ら 4 時 30 分までです。しかし、毎週月曜日（月曜日が休日の場合には

火曜日）と年末・年始（12 月 29 日から 1 月 3 日）は閉まっています。 

   入場料は 15 歳から 64 歳までの人は 800 円です。大学生や高校生は身

分証明書を提示すると 600 円になります。中学生までの人と 65 歳以上

の人は無料です。10 人以上であれば 1 人 100 円割引を受けられます。 

   駐車場は無料で、新札幌駅から 22 番のバスも利用できます。バス運

賃は大人 210円、子供 110円です。終点で下車して徒歩 18分程度です。

更に詳しい情報は以下のウェブサイトをご覧ください。 

http://www.kaitaku.or.jp/en/en.htm 

 

平成の進化 

大高 拓真 

 

 30 年間続いた平成が 4 月 30 日に幕を閉じ、5 月 1 日に新しい時代で

ある令和が幕を開けた。 

 平成で起こった出来事や変化を振り返ってみよう。恐らく一番重要

なことは、インターネットが欠かせないものになったことだろう。な

んでも検索ができ、SNS によって誰とでも繋がることが出来る。更には、

誰もがそれぞれの家からオンラインで買い物ができ、人々に便利さを

与え続けている。インターネットは人々の生活や仕事に多大な影響を

与え、それはどこにでも存在するようになった。 

 別の変化は、パソコンがますます軽くなり、容量の増加と共に、画

質も鮮明になった。最初はデスクトップパソコンだけしかなかったが、

今はノートパソコンもあり、どこでも持ち運び、使うことが出来る。

今ではタブレットも出てきて、ノートパソコンよりも更にコンパクト

で効率的で気楽に使えるようになった。 

 もう一つの変化は、携帯だ。平成の最初の携帯はただ話すことしか

できない機械だった。2000 年代初期にはアナログからデジタルへと変

わった。ガラパゴス携帯が出現し、画面には色が付き、テレビを観た

り、写真を撮ったり、着信音も鳴るようになった。2010 年代には

iPhone や android などのスマートフォンが出現した。今や指で画面をタ

ッチ操作でき、ゲームをしたり、動画を見たり、SNS やインターネット

で検索も出来る。携帯はとてもコンパクトで便利で機能的になった。

今ではほとんどの人がスマートフォンを所持しており、それは生活に

必要不可欠なものとなっている。 

  

   最後に、車は更に便利で安全になった。現代の自動車メーカーは、グ

ローバリズムや地球温暖化や燃料枯渇に関心を持たざるを得ない。電

気自動車も発展しており、車はますます省エネルギーになり、環境に

優しくなってきている。ほどなく車は全自動運転や人を探知したりす

ることが出来るようになり、車の事故は減るだろう。今では、日本の

自動車会社は世界でトップ 3 の地位を占めている。 

 この他にもゲームのグラフィックやアニメの作画がとても綺麗に 

なったり、多くの家電はより機能的になった。 

 平成の間でたくさんのことが急速に変化した。これらすべては平成

で始まったり、 進化した。30 年間でこんなに進化するとは誰も想像す

ることが出来なかっただろう。平成は激動と革新の時代だった。令和

ではどのような出来事が起こるのか楽しみだ。 
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岩見沢農業高校 
太田 沙希 

 

   岩見沢農業高校はＪＲ駅から徒歩約 20分かかります。この高校は農

業科学、基礎科学および技術を専門とし、文部科学省から指定を受け

たスーパーサイエンスハイスクールです。 

   学校は 1907年 5月に設立されました。合計 797名の学生がおり、そ

のうち 114名が農業科学科にいます。ほとんどの学生は男子で、農家な

どの後継ぎをする生徒が多い学科です。 

   農業の科目のほかに、学生は会話とプレゼンテーションのスキルを

向上させるために英語を学び、理解力の向上と英語表現の習得に焦点

をあてています。さらに、生徒は論理的な文章を構成する能力を向上

させる方法を学びます。 

   また、科学プロジェクトやプレゼンテーションに必要な数学や高度

な論理的思考スキルを身につけます。これらの研究分野はすべて探索

的な学習、観察、実験を行うために使用されるものです。 

  Youth Forum News は石田康幸先生と武田幹弘先生の２人の先生に話

を伺いました。 

石田先生は、２０１８年に美幌高校から岩見沢農業高校に赴任し、出

身高校の農業クラブを担当する先生に憧れて、先生になりたいと思っ

たそうです。 

授業は、基本的な栽培技術とビジネス知識に重点を置いているそう

です。石田先生は農産物の生産と販売には特定の必要条件があると説

明し、持続可能な農産物を実現するためには、生産プロセスの管理を

安全に実施しなければならないためＧＡＰを導入していると言ってい

ました。農業科学科は、きゅうり・ナス・メロン・スイカなど、３０

から４０種類の野菜を生産しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武田先生は生活科学科で、2008 年から教えています。３０歳の時に

先生になることを決めたそうです。生活科学科 1年生から３年生まで合

計１１２名の学生に園芸および流通を教えています。 

学生に貴重な体験をしてもらうために、学校ではグリーンフェア・

食彩フェアなどのイベントを開催しています。生徒たちによる岩農シ

ョップで商品を販売しています。ちなみに、岩農のロックという言葉

は、日本語では岩を意味し、岩見沢農業高校を略した名称です。 

今年のグリーンフェアは５月１８日に開催されました。そして、生

徒たちが商品を販売する岩農ショップも６月１４日からオープンしま

した。 

その目的は学生たちが花・野菜・加工食品などを栽培、食品製造し

たものを自らの力でよりよく販売する方法を学ぶことで、授業の一環

として行われています。 

フェアで人気のある花は、冬に販売されているポインセチアとシク

ラメンです。ちなみにシクラメンは、多年草の球根植物で２３種類も

ある花です。 

今年の食彩フェアは１０月５日土曜日にアリオ札幌（北７条東９丁

目）をはじめ全道５か所で開催されます。食彩フェアで最も人気のあ

る商品はトマトです。その他の商品は肉・牛乳・アイスクリーム、加

工商品などで、人気商品を揃えて開催されます。 

最後に石田先生と武田先生は、流通過程は人々との接点が多く、貴

重な体験だと強調し、その中で学生が思いやりとおもてなしを学び、

生産・流通・販売のさまざまな段階での人々とつながりを持つことが

とても大切ですと話してくれました。 

お時間があれば、フェアの一つでも、できればすべてをご覧くださ

い。札幌からは車でなく、交通機関を使って来てください。 

＊Website：http://www.iwamizawanougyou.hokaido-c.ed.jp/  

 

 

 

Page 4                 www.su-yfn.com       Youth Forum News

________________________________________________________________________________________________ 

https://www.su-yfn.com/

