
   

HAIKU MASTERS とは NHK ワールド TV の番組の１つであ

る。この番組は約 140 ヵ国にて英語で放送されている。

HAIKU MASTERS ではフォト俳句と呼ばれる新しいアート

を題材としている。フォト俳句とは俳句と写真が合わさ

ったアートである。 

   ウェブサイトでは多くの人々がフォト俳句を投稿し

ており、その中から毎月１人の HAIKU MASTERを選出して

いる。この番組は NHK ワールドオンデマンドにて視聴す

ることができる。これは無料アプリで、世界中の人がこ

の番組を視聴することができるようになっている。 

   HAIKU MASTERS には３つの心得がある。一つ目は不即

不離。これは題材である、写真のイメージと近すぎるこ

ともなく、遠すぎない俳句であることを意味する。俳句

とは、単に写真の説明のようなものではいけないという

ことだ。二つ目の心得は三行詩であることだ。俳句の独

自の形、リズム感を表現するために三行詩で書くことは

必須である。そして最後は季節感だ。写真、俳句のどち

らにも季節感を表現することは欠かせない。 

   NHK 札幌放送局は 9 月 10 日 14 時から 16 時までの 2

時間、札幌大学にて HAIKU MASTERS トークセッションを

開催した。このイベントは入場料など全て無料で行われ

た。このイベントではフォト俳句を作成するうえでの面

白さや北海道の新たな魅力を発見しようということが目

的である。 

 イベントには俳人の西村和子さん、キット・パンコー

スト・ナガムラさん、MC としてアーティストのネルソン・

バビンコイさん、スペシャルゲストに美瑛カメラマンの

中西敏貴さんと札幌大学のフィリップ・ラドクリフ教授

の 5 人が出演した。 

   このイベントは 2 部に分かれており、1 部は写真家の

中西さんが撮った写真を用い、出演者がフォト俳句を作

成。西村さん、キットさん、そして中西さんによる素晴

らしいフォト俳句が披露された。2 部は英語のクラスで

どのようにしてフォト俳句が使われているのかというプ

ログラムだ。ラドクリフ教授は生徒が考えたいくつかの

フォト俳句を披露した。また、それぞれの出演者がそれ

らの特徴について解説をするといった内容だった。来場

した多くの人々が、よりフォト俳句について学び、HAIKU 

MASTERS への興味を示した。 

   最初の HAIKU MASTERS フォト俳句イベントは 7 月に

山形県にて行われた。俳人の西村さん、キットさんを含

め、ゲストとしてイッセー尾形さんが出演した。彼は日

本を代表する俳優の一人で、ユニークで力強い演技でよ

く知られている。また、日本の一人芝居の第一人者であ

る。 

   2回目のフォト俳句イベントが先ほど紹介した札幌で

行われ、3 回目は 11 月に京都で行われた。京都イベント

では、作家の岩下尚史さんをスペシャルゲストとして迎

えた。HAIKU MASTERS は 2 か月ごとにフォト俳句イベン

トを開催している。次回のイベントは２月に大分県由布

市湯布院です。決して見逃さないように、また、あなた

も HAIKU MASTERS に挑戦してみてはいかがだろうか。 

HAIKU MASTERS トークセッション in 札幌大学 
安藤 瑞季 
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   ロサンゼルスはアメリカで 2 番目に人気の旅行先と

なっています。ロサンゼルスには日本人が多く、最近で

は 70,629 人の日本人が住んでいます。そして、ロサンゼ

ルスは、ニューヨークに次いで 2 番目に日本人の人口が

多い都市です。ロサンゼルスには日本から約 11 時間で到

着します。ロサンゼルスは人気の観光スポットも多くあ

ります。ここでロサンゼルスで人気の観光スポットを 3

つ紹介します。 

   まず、最も有名な観光地は、ディズニーランドパーク

とアドベンチャーパークです。入場料金はワンデイパス

だと、バリュー料金で 97 ドル、レギュラー料金で 110 ド

ル、ピーク時の料金は 124 ドルとなっています。週末や

祝日は料金が高くなるので、平日に行くのがおすすめで

す。そのほかにも、２days チケットや５daysチケットも

あります。 

   ディズニーランドパークには眠れる森の美女のお城

があり、テーマにより 8 つのエリアに分けられています。

パーク内ではさまざまな所をキャラクターたちが歩いて

いるので、いつでも一緒に写真を撮ることができます。 

   カリフォルニアのディズニーランドで一番のエリア

はアドベンチャーパークに位置しているワールドオブカ

ラーです。世界最大級のウォータースクリーンと噴水が

織り成す水上ショーを見ることができます。ディズニー

映画の名場面が 1200 個の噴水と音楽と共に次々と登場

します。 

   次に人気のスポットは、サンタモニカビーチです。サ

ンタモニカはカリフォルニアで一番有名なビーチです。

このビーチは、海水浴だけでなく、ジョギングやヨガ、

ビーチバレー、サイクリングをするする人も多くいます。

また、自転車をレンタルしてベニスビーチまでサイクリ

ングすることもできます。さらに、ビーチの真ん中にサ

ンタモニカピアがあります。 

   パシフィックパークにはお土産屋さんや、水族館、レ

ストラン、観覧車があり、夜になると観覧車や遊園地内

がライトアップされとてもきれいです。サンタモニカは

シカゴからロサンゼルスを結ぶ旧ルート６６の西端の地

として公式に認められています。ビーチの近くには、サ

ードストリートプロムナードとサンタモニカプレイスと

いうショッピングセンターがあり買い物を楽しむことが

できます。サードストリートプロムナードには、ヴィク

トリアズシークレットもあるので日本では買えないもの

を買うこともできます。 

   三番目に有名なスポットは、ハリウッドです。ハリウ

ッド映画誕生の地であり、映画産業の中心地となってい

ます。ロサンゼルスで最も有名な映画館と言われている

チャイニーズシアターがあります。これまでに多くの映

画の試写が行われ、数多くのハリウッドスターや著名人

が訪れました。 

  チャイニーズシアターの入り口前にある地面のタイル

には、数々のハリウッドスターの手形、足型、そしてサ

インが残されています。しかし、そこの前には映画のキ

ャラクターの衣装を着た人がだくさんいて、その人たち

と写真を撮るとお金を要求されます。 

   ハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムはチャイニー

ズシアターの前の通りにあります。歩道には、多くの有

名な俳優、ミュージシャン、監督、プロデューサー、ミュ

ージカルや演劇グループ、想像上のキャラクターなどの

星型タイルがあります。チャイニーズシアターをずっと

歩いて行くと、映画「La La Land」に登場するハリウッ

ドスターの壁画があります。 

   ハリウッドサインは、ハリウッドのほとんどの場所で

見ることができます。また、ハリウッドサインの後ろに

行くこともできます。グリフィス天文台に行って、ハリ

ウッドサインを見ることもでき、夜はハリウッドの夜景

を見ることもできます。サンタモニカビーチからは、バ

スで約１時間程でハリウッドへ行くことができます。そ

のバスはビバリーヒルズを経由するので、サンタモニか

らハリウッドに行く途中で寄ることもできます。 

   これらがロサンゼルスの 3 つの有名なスポットです

が、ロサンゼルスには他にもおしゃれな場所やアミュー

ズメントパーク、おいしいレストランがたくさんありま

す。ロサンゼルスに行くなら、夏がおすすめです。ロサ

ンゼルスは、海辺は涼しく快適ですが、ハリウッドやデ

ィズニーランドなどはとても暑いです。また、サンタモ

ニカ周辺には多くの日本食レストランが多いので、いつ

でも日本食を食べることができます。ロサンゼルスはと

ても魅力的な場所で、機会があればぜひ行ってみてくだ

さい。 
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ロサンゼルス 
菊田 侑里 



 

長田 彩乃 

   バンクーバーは誰もが聞いたことのある都市です。

2010 年には冬季オリンピックがそこで開催され、フィギ

アスケートの浅田真央選手が銀メダルを獲得しましたし、

2017年には北米で最も住みやすい都市の一つに選ばれま

した。 

   バンクーバーの人口は 210 万人で、カナダで 3 番目に

大きな都市です。カナダは移民の国として有名で、バン

クーバーの人口の半分は他の国からの移民です。また、

アジアや南米の留学生も沢山います。その結果、市内で

は英語以外の言語が聞こえてきます。カナダと日本の時

差は 16 時間で、気候は北海道に似ています。 

   バンクーバーは 19 世紀後半に現在のダウンタウンの

東側の角にあるガスタウンという定住地に端を発してい

ます。一時は、治安の悪化により、人々はその地を去っ

てしまいましたが、近年では、新しい建物が建てられ、

古い建造物が改装されて石畳の通り沿いにファッショナ

ブルなブティックやレストランが立ち並ぶなどの再開発

が進んで再び活気のある都市になりました。お土産屋や

蒸気時計があり、観光客が集まります。 

   でもその一方で、まだ多くのホームレスの人々が歩道

で物乞いをしているのを見かけます。バンクーバーは気

候が温暖なのでカナダ中からホームレスがガスタウンに

集まるのです。 

   お勧めの観光スポットはイングリッシュベイです。ダ

ウンタウンの西側のビーチ通りにあり、ダウンタウンか

らも簡単に行くことができます。夏には、観光客が日光

浴をしたり、本を読んだり、また、ローラーブレードや

サイクリングやスケートボードをして楽しんだり、ある

いはイングリッシュベイビーチでマラソンに参加したり

します。一方、地元の人々は犬を散歩させたりして市民

のための憩いの場にもなっています。流木のベンチがビ

ーチに並び、多くの人がそこでリラックスしています。

日没が美しいので、午後に行くことをお勧めします。 

   日本からバンクーバーまでの飛行時間は約 10 時間で

す。人々はとても親切で、異なる人種の人々も良好な関

係を築いています。 高層ビルや塔が並ぶダウンタウンば

かりでなくビーチや山々もあり、自然を感じることがで

きる場所や多くの観光客が訪れる観光スポットも多く、

バンクーバーには沢山の魅力があります。 

 

 

 

 

   毎年たくさんの観光客がボストンに訪れています。ボ

ストンでは面白く貴重な経験がたくさんできます。そう

した体験のできるまず一つ目の場所は、クインシーマー

ケットです。クインシーマーケットには美味しい食べ物

や可愛いお土産が沢山あります。 

   ボストンで最も有名な食べ物はロブスターロールと

クラムチャウダーですが、クインシーマーケットにある

クラムチャウダーのレストランはとても美味しくて値段

もお手頃です。 

   次に、ニューベリーストリートには多くのお洒落なお

店やケーキ店、洋服店、そして美味しいレストランがあ

ります。このストリートの街並みも美しいデザインです。    

   ニューベリーストリートには日本のレストランもあ

り、寿司、うどん、牛丼が食べられますが、多少値段が高

いです。ただ、味は最高です。 

   他にも美味しいレストランが多くあり、有名なチョコ

レートショップもこのストリートに集中しています。ニ

ューベリーストリートの近くにはボストン公共図書館が

あります。 

   この図書館はアメリカで最も古い図書館です。ここな

ら集中して勉強できます。 

   もし芸術作品を見たいなら、ファインオブアーツ美術

館に行くべきです。そこはとても巨大な建物で、すべて

の展示物を見終わるには約三時間かかります。 

   世界中の展示物が 50 万点以上もあります。ボストン

には歴史的な建造物や場所が多くあります。 

   その一つであるボストンコモンは憩いの場として非

常に有名です。ボストンコモンはボストンの中心地ダウ

ンタウンの近くにあり、アメリカで一番古い公園です。 

   ここを舞台に多くの歴史が変わっていきました。いま

では人々がリラックスしたり遊ぶ場所として使われてい

ます。 

   ボストンは旅人にとても良い場所です。美しく居心地

がよく静かで平和です。 

   このように魅力的な場所が多いボストンは、旅行者に

とってとても素晴らしい場所です。 

   美しく、居心地がよく、静かで平和な街です。 
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バンクーバー ボストン 
森岡 潮音 
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札幌のミッフィーカフェ 
石塚 智子 

   ミッフィーカフェはパルコで 9 月 9 日～10 月 29 日

まで期間限定でオープンしていました。ミッフィーが

モチーフのオリジナルメニューや札幌限定メニューが

ありました。写真を撮るエリアがあったりオリジナル

グッズや限定グッズを買えたり、記念にミッフィーと

写真も撮れます。ミッフィーカフェは東京、大阪、名古

屋、福岡でも期間限定で開催していました。 

 ミッフィーはオランダのデザイナー、ディック・ブル

ーナによる絵本のメインキャラクターです。オランダ

での名前は、ナインチェ（Nijntje）で小うさぎを意味

する konjin を短縮形にしたものです。ミッフィーは英

語訳の名前です。ある日、ブルーナがオランダの北部の

海辺の村、エグモンド・アーン・ゼーにある家族の別荘

で小さな白うさぎが庭をかけまわるのを見て、その白

うさぎからミッフィーが誕生しました。1955 年のこと

です。 

   ナインチェはシンプルな線と明解な色彩で子供た

ちの支持を得ました。ブルーナは 1959 年に彼の絵のタ

ッチや本の形を変えました。彼は、赤、青、白、緑、黄

色を使い、これらが後に「ブルーナカラー」と呼ばれる

ことになりました。さらに、1963 年に新たにナインチ

ェを描き直しました。さらに 1963 年に新たにナインチ

ェを描き直しました。初期のナインチェは耳が横向き

でしたが、この時に耳が立ったデザインになり、顔の輪

郭も楕円形になりました。 

   ナインチェの絵本は世界約４０ヶ国語に翻訳され、

世界中で親しまれています。日本では、1964 年に石井

桃子により「小さなうさこちゃん」が出版され、多くの

子供たちに支持を受けました。 

 このように日本でも人気のミッフィーのカフェが、

期間限定で札幌にもオープンしていたのです。料理は

ミッフィーのトマトチキンカレー、チキンシュニッチ

ェルバーガー、パンケーキ、シフォンケーキ、マンゴー

パフェがあります。飲み物はフレッシュミントティー、

綿菓子ソーダ、ミッフィーラテ（ホット・アイス）、ワ

ッフル付ホットコーヒー、ワッフル付ホットティーが

あります。 

 

 

   開催地によって各地域限定メニューがあり、札幌の

限定メニューは、ミッフィーの人参ドリアとミッフィ

ーのかくれんぼモンブランです。また、このカフェで購

入できるオリジナルグッズには、ぬいぐるみ、マスキン

グテープ、クリアファイルセット、ランチトートバッ

グ、クロスハンカチなど他にも色々ありました。食品は

マシュマロ、スポンジケーキ、フレーバーティー、松崎

せんべい、どらやきがあります。 

 

 

 

 私は、ミッフィーのおばけシフォンケーキを食べた

のですが、美味しかったです。人参のシフォンケーキの

上にミッフィーの顔があり小さなクマもついてきまし

た。カフェではミッフィーのテレビが流れていたり、椅

子の上にミッフィーのぬいぐるみが置いてありまし

た。カフェの様々な場所でミッフィーのぬいぐるみを

見ることができました。 



モエレ沼花火大会 
主藤 陽佳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   この花火大会は２０１２年に始まった。はじめは

モエレサマーフェスティバルと呼ばれていた。２０１

４年、モエレ沼花火大会と呼ばれるようになり、国内

でトップレベルの花火大会となった。 

   この花火大会はたくさんの社会人と学生が準備や

運営をしている。そして去年は２万人以上の観客が訪

れた。 

   今年のモエレ沼花火大会は９月９日に開催され

た。今年は風が強く、花火の煙が充満したため、何回

か花火が中断された。今年で６回目の開催となり、

18,000 発の花火が打ちあがった。 

   モエレ沼花火大会は人気のイベントとなり、北海

道で二番目の人気の花火大会となった。もちろん、当

日はひどく混み合う。人々は無料シャトルバスや車、

バスやタクシーで来ることができる。翌日はごみ拾い

イベントも開催されている。 

   プレミアム席は 7,000 円で花火打ち上げエリアか

ら一番近い。芝生の席は 3,500 円。芝生の席でも十分

に花火を見ることができる。小学生は 500 円で芝生の

席から見ることができる。 

   花火は音楽に合わせて打ち上げられ、モエレ沼公

園は広いため３D 演出ができる。花火は夏の夜空にラ

イトアップされる。それはとても美しい！あなたにと

って忘れられない思い出になるだろう。ぜひあなた自

身で体験してほしい。 

リアル脱出ゲーム 
葛西 真由 

   最近リアル脱出ゲームは若者に人気があります。 

リアル脱出ゲームは「脱出ゲーム」のリアルバージョ

ンです。脱出ゲームというのはコンピューターゲーム

です。ゲームではプレイヤーは部屋に閉じ込められ、

時間がなくなる前に謎、ヒント、秘密を解決しなくて

はいけません。あなたは実際にさまざまな状況でこれ

らを実際に体験することができます。過去には遊園地

や元学校を使ったリアル脱出ゲームが行われていまし

た。 

   札幌にはほぼ毎日リアル脱出ゲームを体験できる

場所があります。お店の名前は「アジト・オブ・スク

ラップ」。このお店は少人数のためのリアル脱出ゲーム

を専門としています。最大人数は 10 人です。友達と一

緒にいくこともできるし、一人でも、見知らぬ人とで

もゲームをすることもできます。さまざまなタイプの

ゲームがあります。たとえばルームタイプ、ホールタ

イプ、フィールドタイプなどがあります。 

   フィールドタイプは時間制限がありません。自分の

ペースで町を歩きながら謎を解くことができます。設

定される場所は、特定の町や施設でもあることがあり

ます。それぞれタイプの異なるゲームがあるので楽し

めるひとつのポイントです。このお店は、名探偵コナ

ン、進撃の巨人、ポケモン、ジョジョの奇妙な冒険な

ど、さまざまなアニメーションとコラボしています。

最近では、SEKAI NO OWARI が共同で夜の遊園地でリア

ル脱出ゲームを開催しました。 

   上手さによりますが脱出成功率は約 10％ほどで

す。しかし、ゲームによっては難易度を選べるものも

あります。年齢制限のないゲームが多いので、大人か

ら子供まで楽しむことができます。チームとして参加

すると、いい思い出作りや友情を深めることができる

でしょう。 
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大学野球 
井口 拳吾 

                          「スクランブル」は２０  

                           １７年にアントニオ・ 

                           ネグレによって監督さ 

                           れピエール・モレルに 

                           よって製作されたアク 

                           ションスリラー映画で 

                           す。主演はスコット・ 

                           イーストウッドがアン   

                           ドリュー・フォスター 

                           役、フレディ・ソープが 

                           ギャレット・フォスタ

ー役、アナ・デ・アルムスがステファニー役そしてガ

イア・ワイスがデビン役として出演している。スコッ

ト・イーストウッドはクリント・イーストウッドの息

子である。この映画は「トランジット」と同じ著者に

よる作品で「９６時間」の監督によって製作された。

そして２０１７年１１月２２日に上映されました。 

   この映画は伝説的な車の窃盗団のフォスター兄弟

がマフィアのボスのジャコモ・モリエールから高級ク

ラシックカーを気づかれずに盗み出す話である。この

兄弟は高級クラシックカー専門の窃盗団である。 

   彼らの今回のターゲットはオークション会場から

搬出された世界に二台しかない３７年型のブガッテ

ィ・タイプ５７。 

   しかし、彼らの作戦は失敗に終わり、オークション

でその車を落札したマフィアのモリエールに捕まっ

てしまう。命が助かる条件として提示されたのがモリ

エールと敵対するマフィアのマックス・クレンプが持

っている６２年型のフェラーリ・２５０ＧＴＯを一週

間以内で盗み出すことだった。 

   フォスター兄弟は一流ハッカーと天才スリ、爆弾

オタクに手伝ってもらい彼らは一緒に 3800 万ドルの

フェラーリを盗み出す計画を立てる。 

   高級クラシックカーはとても美しく南フランスの

景色も魅力的だ。高級クラシックカーの南フランスの

街並みでのカーチェイスシーンは息をのむものだっ

た。この物語は展開が読めやすいが捻りなどもあり退

屈はしなかった。邦題は「スクランブル」で、タイト

ルのように複雑に絡みながら展開する。 

   最も印象に残った場面はフォスター兄弟たちがマ

フィアを騙してすべての高級クラシックカーを盗み

出すところだ。この映画は大ヒットしたわけではな

い、しかしそれは必ずしもおもしろくないということ

ではない。車好きやアクション映画好きの人はきっと

満足することだろう。迫力のあるカーチェイスシーン

や驚くほど美しい街並みは見る価値がある。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   大学野球に興味はありますか？日本では高校野球は

とても人気があり、注目もされていますが、大学野球に

ついて知っている人は多くはありません。 

   大学野球は春季リーグと秋季リーグと呼ばれる２つ

の大会があります。リーグは３つのセクションから構成

されていて、１部が一番強いセクションです。北海道で

は、１部は６チームで構成されていて、総当たり戦を２

回行い、計１０試合で勝敗が決まります。１部で優勝し

たチームは明治神宮球場で行われる全国大会に出場する

ことができます。 

   ８月２３日から９月２２日に円山球場と札幌ドーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で２０１７年度札幌学生野球秋季リーグが行われました。

春季リーグで優勝し、全国大会でベスト４に入賞した東

海大学が優勝すると多くの人が予想しましたが、道都大

学が東海大学を破り、全勝優勝を果たしました。 

   そして１１月１０日から行われた全国大会に出場し、

準優勝という結果を残しました。この記録は北海道勢初

の偉業です。次のリーグは来年の春に開催される予定で

す。札幌６大学にはプロ野球へ行く可能性がある選手が

何人かいるので見に来るのも面白かもしれません。 
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スクランブル 
高田 拓海 


