
ドナルド・キーン教授の功績 

田中  日香里 

 

   札幌大学と北海道インターナショナルスクールの共催による「追悼記

念フォーラム 日本文化と文学を世界に伝えたドナルド・キーン」が、

10 月 10 日木曜日に札幌大学で開催された。キーン教授はコロンビア大

学で日本文学者として教鞭をとる傍ら、日本の文学や文化を世界に広

めるため、“橋渡し”的な存在としての役割も果たした。さらに、キー

ン教授は元々アメリカで生まれ育ったのにもかかわらず、晩年は日本

人として過ごしたいと願い 2011 年の東日本大震災後に日本に移り住み、

その後 2019 年 6 月 18 日に 96 歳でこの世を去った。 

  「教授の作品を読んでいくなかで、彼はとてもまじめで控えめな方な

のだと感じた。」そう語ったのは、北海道インターナショナルスクール

で校長を務める、バリー・ラッツリフ校長。「キーン教授は謙虚で勤勉

な一方で、話好きで好奇心旺盛な印象も受けた。」と続けた。 

   そしてもう一人、このフォーラムでラッツリフ校長とともに語り手を

務めていたのは、札幌大学の御手洗昭治教授。写真や過去の資料を使

ってキーン教授の生涯について紹介した。 

   その紹介の中で、キーン教授が広い交友関係を持っていたというエピ

ソードも登場し、阿部公房、川端康成そして三島由紀夫などといった

日本の著名な小説家や作家達が教授の友人として名を連ねた。 

   キーン教授が最初に日本の文化や文学に興味を持ったのは、当時、ア

ーサー・ウェイリーによってすでに英語翻訳されていた日本の古典文 

 

 

学である『源氏物語』を見つけたことがきっかけとなった。源氏物語

を読み終えた後に、教授は日本文化や文学を勉強するべく日本への留

学を決心した。そして 1953 年には、ついに 1 年間の京都大学への留学

を実現させ、留学終了後にはコロンビア大学の助教授を経て、教授と

なった。 

   キーン教授にはユーモラスな一面もあったという。産経ニュースによ

ると、教授が日本国籍を取得した際、日本での名前が必要となり、そ

こで教授は人々を笑わせるあるユニークな名前を考え出した。それが、

「鬼怒鳴門」。 

   日本名の読み方の順番は英語圏とは異なり、苗字が最初で、名前が後

にくるため、本来であればドナルド・キーンと表記されるところが、

「キーン・ドナルド」となる。大多数の人々からすると、この漢字の

組み合わせは、ややおかしなものに感じられるだろう。しかし、これ

は教授のお気に入りだったのだ。 

   記念フォーラム終了後、北海道インターナショナルスクールの生徒と

札幌大学の学生らがディスカッションを行った。そのディスカッショ

ンのテーマは、「キーン教授のように世界への橋渡し的存在になるため

に、あなたなら何をするか？」というものだった。参加者たちはチー

ムに分かれ、そのテーマについての自分たちの考えや主張を共有しな

がらディスカッションを展開した。 

   ディスカッションの最後には、各チームの代表者が全員の前に並び、

ユニークで興味深いアイデアを発表した。すべての発表が終了した後、

学生たちは軽食を取りながら、談笑を楽しんだ。 
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KING DANCE MATSURI 9 

土本 渉悟 

 

 今年で九回目の King Dance Matsuri は 2019 年 11 月 23 日と 24 日に

KING PRO によって開催されました。KING PRO は多くのダンスイベン

トの企画や運営をしている会社です。 

 このダンスイベントには二つのダンスコンテストと二つのダンスバ

トルがありました。一つ目のコンテストはチームコンテストで二つ目

はクルーコンテストでした。このチームコンテストとクルーコンテス

トには人数制限があり、チームコンテストは九人まででクルーコンテ

ストは十人から三十人まででした。 

   一つ目のバトルは 5 Cards と呼ばれるチームバトルで二つ目はソロバ

トルでした。チームバトルは一チーム五人で構成されていて、ソロバ

トルは一人でパフォーマンスをしました。 

 このイベントは両日とも午後二時にオープンし、午後二時三十分か

らスタートしました。入場のみのチケットは両日各￥4,500で椅子席は

さらに￥1,500で買うことができました。両日とも来られる方は入場チ

ケットを二日分で￥6,500（スタンでイングのみ）で買うことができま

した。 

 このイベントは二日間にわたり開催されて様々なダンサーが集まっ

ていました。その中には日本人の有名なダンサーもジャッジとして来

ていました。 

 このKing Dance Matsuri 9は北海道で最も規模の大きいダンスイベント

で、北海道のダンサーはダンサーとして必ず何か得るものがあるので

このイベントに来るべきです。 

SPADE Stage 4 が 3 月 1 日に開催される 

森田 怜依 

 

 SPADE Stage 4 は札幌大学のストリートダンスサークル SPADE の 1 番

大きなストリートダンスのイベントです。ですが、SPADE は大学生たち

のサークル活動のためだけにあるわけではありません。他にも、地域

の子供達に向けて、プロのダンサーたちによるキッズレッスンを毎週

水曜日、木曜日、金曜日の夕方に行なっています。 

 SPADE がこのような活動を行なっているのには、KING.PRO と呼ばれ

る、札幌のダンスシーンを盛り上げるべく集まったプロのダンサーや

映像クリエイターたちの全面サポートがあるからです。 

このイベントは毎年行われていましたが、去年は S.S.P.（SPADE Special 

Party）として、例年よりも少し小規模にイベントが開催されました。

ですが今年、このイベントが S.S.4（SPADE Stage 4）として帰ってきたの

です。 

 S.S.4 は 2020 年 3 月 1 日に札幌大学の 2 号館 3 階のプレアホールにて

開催されます。 SPADE Stage 4 は午後 2 時 30 分にスタートし、4 時 30

分に終了します。前売りチケットは￥1,000、当日チケットは￥1,50０

となっています。 

2 時 30 分から 4 時 30 分の 2 時間の間、子供達や大学生によるそれぞ

れのクラスのカラーや個性が光る様々なパフォーマンスがあります。

これはただのダンスのショーではありません。全てが詰まったエンタ

ーテイメントショーとなっています。音楽やたくさんの人々によるパ

フォーマンス。もしあなたがエンターテイメントショーが好きなら、

来た方がいいですよ！ 
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芥川龍之介 
佐藤 令一 

 

彼の生涯 

 明治時代、芥川龍之介という名の１人の文豪がいました。１８９２

年生まれ、１９２７年没。１１歳の頃、母親の死によってその叔父の

養子となります。１９１３年、龍之介は現在の東京大学の英文学科に

進学しました。在学中は、処女作となる「老年」を１９１４年に、「羅

生門」を１９１５年に生み出しました。 

 １９１６年、大学を卒業した彼は、１９１９年まで海軍機関学校で

英語の教師として働きながら、執筆を続けました。同年、彼は結婚し

１９２５年には３人の子供がいました。退職後は、新聞社に勤めまし

た。 

 １９２７年、彼の義理の兄が保険金詐欺と放火の冤罪によって自殺

するという事件が起こりました。このことから、龍之介は彼の残した

借金と彼の家族の面倒を見なくてはならなくなりました。そして同年、

彼は大量の睡眠薬を飲んで自殺。当時３５歳という若さでした。 

 

彼の作品について 

彼の作品の多くは短編小説でした。たとえば、「羅城門」は多くの

人々に知られています。彼が残した作品には、子供向けに書かれた

「鼻」や、当時の人間社会を批判した「河童」等があります。 

多くの短編小説がある一方で、一般の人々から見て「地獄変」のよ

うな一部の作品は長編小説であると言えます。彼の作品は初期と晩年

で異なると言われており、初期の作品は主に人間の内面を表したもの

になっています。 

 

同時代の作家たち 

 当時の作家において、特筆すべきは夏目漱石です。本名を夏目金之

助と言い、１８６７年に生まれ、１９１６年に没しました。彼の作風

は、当時の自然主義作家のものとは違っていました。 

夏目漱石は多くの弟子を持ち、龍之介もその１人でした。龍之介に

とって漱石は憧れの存在であり、漱石が自著を高く評価してくれるこ

とこそが、龍之介にとっての激励になったのです。 

 

『おジャ魔女どれみ』 
村上 明香 

 

 「おジャ魔女どれみ」は 1999 年 2 月から 2003 年の 1 月まで、テレビ

朝日で放送されていました。これは女の子のアニメとして、東映アニ

メーションが制作しました。5 人の小学生の女の子達が自分たちの夢を

叶えるのと、日常の困難に立ち向かうお話です。彼女たちは魔女に変

身し、呪文を唱えます。春風どれみも、その１人です。 

 どれみは、この物語の重要な人物です。彼女は幼稚園の頃から、魔

女になりたいと思っていました。自分が好きな男の子に告白する勇気

がほしいので、彼女は魔女になりました。性格は明るくて活発で、好

奇心旺盛です。また多

くの困っている人

達を手助けします。

なので、友達や同

級生は彼女と触れ

合うことで、色々

と変わっていきます。 

 

 このアニメは、お話を現実的に描くのが上手いです。例えば思春期

や友情、恋などです。この脚本のおかげで、アニメは若い人達の間で

爆発的にヒットしました。またどれみたちが使用している箒や魔女服

も、商品化されました。これも若者の間でヒットしました。加えて東

映アニメーションは、２つの映画と OVA を制作しました。アニメ放送

後、小説も発売されました。これはどれみ達が高校生や社会人になっ

た頃の話が描かれています。 

 ７月５日に札幌シネマフロンティアで、特別なアニメイベントが行

われました。これは「おジャ魔女どれみ」がデビューから 20 周年を記

念して開かれました。一般料金は 3,000 円で、360 人が招かれました。 

 5 人の声優とアニメ監督が舞台に登壇しました。彼らは長い時間、い

ろいろな話をしました。アニメを映画館で映し、台本を朗読しました。

また数名のアニメスタッフは、来年公開される新しい映画の話もしま

した。この映画は、年齢や性別に関係なく楽しめる作品になる 

でしょう。 
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人間とチンパンジーの混血種「ヒューマンジー」 
成田 眞悟 

 

 皆さんはご存じだろうか。１９７６年７月１５日に「オリバー」と

呼ばれるチンパンジーが来日した。彼は普通のサルとは違い、顔の色

が白く、毛も少なく、耳は上に尖った特徴的な形をしており、ひざを

曲げることなく二本足で歩くことができた。またビールやコーヒーが

好きで、タバコも吸うことができた。彼は明らかに他のサルとは違う

特徴を示している。 

 しかし、こういった外見的な特徴だけでなく、より科学的な方法で

オリバーが検査されたことがある。検査では彼の染色体が調べられ、

ヒトの 46 本、チンパンジーの 48 本の中間である、“47 本”の染色体

を持っていることが確認された。 

 つまりオリバーは、正真正銘、ヒトとサルの混血種だったのである。

オリバーは 1976年に一躍有名となった謎の生物である。 

 当時は人とサルの混血種だとも言われたが、はたしてその真相は一

体どうなっているのだろうか。 

 当時、オリバーはアメリカでの検査にて、染色体の数が人間とチン

パンジーの中間にあたる“47 本”という結果が出たとされる。しかし、

放射線医学総合研究所の平井百樹研究員（細胞遺伝学）がオリバーの

白血球の培養検査を行い、染色体の数がチンパンジーと同じ 48 本であ

ることを突き止めている。検査が終わった後にオリバーは、ごく自然

に手の甲を地面につけて４本足で歩いたという。どうやら２本足で歩

けたのは訓練の結果らしい。 

 結局のところオリバーは

「人間とチンパンジーの混

血種」と謳われて人間のみ

せものとなっていたのだっ

た。オリバーは、この動物

保護施設で平穏に余生を過

ごすことになる。2012 年 6

月 2日に死去。享年 55。最

期のときは、かたわらにレ

ーズンという名のガールフ

レンドがいたという。 

 マスメディアに取り上げることは禁止となっているが, 当時はこの

ような加熱した番組が流行っていた。今では考えられないことだが、

今だからこそ動物を含め自然をもっと大切にするべきなのである。 

 

世界の国際町香港 
松田 華恋 

 

   香港は有名で多くの人々が訪れます。日本から香港まで直行便の飛行

機で、約５時間で行くことができます。香港の人口は 793万人。公用語

は中国語と英語ですが、主に広東語が話されています。 

 香港でおススメなスポットのまず１つめは、ヴィクトリア・ピーク

です。夜景が有名なことでよく知られています。ヴィクトリア・ハー

バーのまわりに立つ高層ビルの美しい夜景は 100万ドルの夜景といわれ

ており、それを一目見ようと観光客が訪れます。 

   もうひとつのおススメなスポットは、香港ディズニーランドです。香

港国際空港の近くにあり、世界で最も狭いディズニーランドです。眠

れぬ森の美女城がシンボルで、7 つのエリアに分かれています。料金は

１日券が 639 香港ドル、2 日券が 754 香港ドルです。 

   香港ディズニーランドで有名なレストランはクリスタル・ロータスと

いうレストランです。そこではディズニーキャラクターの形をした飲

茶を食べることができます。もし食べたいなら、事前予約が必要とな

ります。 

   最後におススメしたいスポットは、女人街（レディースマーケット）

です。女人街はトン・チョイ・ストリートに１キロメートルに渡って

広がり、格安の洋服やアクセサリー、お土産品などを売る屋台が 100以

上あります。 

もともとは全世代の女性向けに洋服やアクセサリーを売っていた

ことから女人街といわれるようになりましたが、その混雑した通りで

は、洋服の他に、時計、化粧品、カバン、家具、CD や小物なども売ら

れています。香港は訪れるのに素敵な場所です。ぜひ行ってみてくだ

さい。 
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北海道の温泉 
太田 沙希 

 

 温泉は日本の文化の象徴です。芯まで温まり肌がすべすべになる

など様々な効果があります。また、泉質は温泉地の地域によって異

なります。露天風呂に入ると、温かい湯につかりながら野外の景色

を楽しむことができます。北海道は温泉で有名で、また、利用でき

る温泉のタイプも近代的な建物の巨大な温泉施設から山の屋外温泉

風呂まで色々とあります。北海道で最も有名な温泉地は定山渓、登

別、湯の川、洞爺湖温泉です。 

 まず、定山渓は、札幌から車で 40 分の便利な場所にあります。定

山渓温泉リゾートエリアに湧き出る温泉には無色透明の塩化ナトリ

ウムと少量の塩が含まれています。日本で最も一般的な泉の一つです。

温泉につかると、体が内から温まります。それは、塩分が体に付着し

て汗が蒸発するのを防ぐからです。定山渓温泉は、臼別川、白井川、

小樽内川の３つ川が豊平川の本流に流れ込む場所にあります。 

 第二に、登別温泉は有名な温泉リゾートエリアです。室蘭の北にあ

ります。登別温泉は、地獄谷を訪れる人々によく知られています。登

別には約１４件のホテルがあります。滝の音を聞きながら、温泉につ

かってみてください。自然の香りが漂う香り高い檜風呂があります。

浴場にはシャンプーとボディソープが用意されています。また、施設

にはきれいな山の湧き水が用意されており、入浴者はそのきれいな山

の湧き水を飲むことができます。この水は慢性の消化器疾患や慢性の

便秘や糖尿病や通風および肝臓病などに有効です。 

 この地域の地面から湧き出るミネラルが豊富な水は、その治癒効果

で有名です。乳白色の硫黄を含んだ泉質が肌を柔らかくし、リフレッ

シュします。他の塩分が豊富な泉質や金属が豊富な泉質には、さまざ

まな健康上の効能があり、各ホテルの浴室に誇らしげに列挙されてい

ます。お風呂で一日を過

ごすことはリラックスす

ることだけでなく、活力

を取り戻すことができま

す。 

 第三に、洞爺湖温泉は

山と湖に囲まれています。

洞爺湖温泉は支笏洞爺国

立公園にあります。和風

の旅館と土産店が立ち並

び、北海道で最も人気の

ある温泉街の一つであり、

多くの人々がこの地域に

押し寄せています。温泉

に浸かりながら壮大な湖の景色を見ることができ、夜に湖に映る湖岸

の光の美しい光景に飽きることはありません。洞爺湖は日本最大のカ

ルデラ湖で、海岸沿いに立ち並ぶホテルの前に広がっています。 

 洞爺湖温泉は、春から秋にかけて毎晩、湖岸で花火大会が開催され

ることでも有名です。毎晩４５０発の花火の３０分間のショーは、そ

れが鑑賞できる地域の素晴らしいショーとなっています。夜のクルー

ズに参加し、湖からの花火を見たり、浴衣をレンタルしたり、日本の

夏の夜を楽しむこともできます。洞爺湖は、朝から夕方へと変化する

美しい湖の景色で北海道の三大景勝地の一つと見なされています。 

 最後に、湯の川温泉にある函館市熱帯植物園には、約１００匹のニ

ホンザルが生息しています。一年中、猿が楽しく過ごしているのを見

ることができますが、サル達が温泉にゆっくりつかっているのを見る

ことができる冬の季節は来園者にとって特に人気があります。サル達

は１２月上旬から５月にかけて湯気のたっている温泉で体を温めます。 

 

 

Youth Forum News                                       www.su-yfn.com                  Page 5

________________________________________________________________________________________________ 



『天気の子』 

大高 拓真 

 

 『天気の子』は、新海誠氏によって作られました。彼の代表作には、

2007 年に公開された『秒速 5 センチメートル』や 2016 年に公開された

『君の名は。』はもちろん、他にもたくさんの名作があります。 

   『君の名は。』が大ヒットしたのも記憶に新しいでしょう。 彼の映画

は、日本人のみならず海外の人からも多大な人気を得ています。それ

故に沢山の賞も受賞しています。今では、彼は日本を代表する有名な

アニメーターの一人です。『天気の子』は、沢山の人からの期待が大き

かった映画です。 

 彼の映画には、沢山の傑出した特長があります。 

   一つ目は、街中、空や雨の一粒一粒などの風景がとてもきれいなとこ

ろです。すべてがとてもリアルに描かれています。 

   二つ目は、物語がとても幻想的です。新海誠氏は、見た人が彼の世界

観に引き込まれるような壮大で感動的な映画を沢山作っています。三

つ目は、歌がシーンにとてもマッチしていて、人々に強い印象を与え

ています。 

 『天気の子』は、

2019 年 7 月 19 日に

公開されました。

この物語は、ある

離島から東京に来

た少年と天気を操

れる驚くべき能力

を持った女の子の

ファンタジーな映

画です。 

   スリリングで印象

的な見所が沢山あ

りますが、特に最後のシーンはとても感動的です。テーマ曲は、日本

で有名な若い男性バンドの RADWIMPS が歌っており、彼らの曲があな

たをワクワクさせるでしょう。 

 公開から 75 日で観客動員 1000 万人、興行収入 130 億円を突破し、歴

代アニメ映画の興行収入のランキングにも驚異の早さでランクインし

ました。この映画は、140 の国々で公開される予定で、アカデミー賞の

候補作にも選ばれました。新海誠氏の映画はとても影響力があります。 

 この映画は、感動的で一押しの作品です。 

星野リゾート トマム 
樽井 華奈 

 

 星野リゾートトマムは北海道勇払郡占冠村に位置する山岳リゾート

である。北海道開発庁が、占冠村やその周辺の地域の人口減少が進ん

でいたため、トマム山開発の必要性を提案した。トマムには２種類の

ホテルがある。 

 最初のホテルは 1987 年 12 月に建てられ、タワーⅠと名づけられ、2

つ目のホテルは 1989 年 12 月に建てられ、タワーⅡと名づけられた。2

つのタワーは、夏と冬の両方の特徴を反映して設計された。 

   トマムには他にもリゾナーレトマムと呼ばれているホテルがある。こ

れらのホテルに宿泊する場合には予約が必要である。宿泊費は様々で

ある。タワーⅠとタワーⅡはリゾナーレトマムよりも手軽に宿泊する

ことができる。また、トマムでは 1年を通して様々なイベントが開催さ

れているため、日本人はもちろん他の国からも多くの観光客が来てい

る。 

 5 月から 10 月には、雲海と呼ばれるものを見ることができる。しか

し、天候によるため、とても見ることが難しい。12 月から 3 月にはア

イスヴィレッジが開かれている。－30 度にもなるトマムの氷の街を体

験することができるが、17 時から 22 時までの間でしか体験することが

できない。入場料は 500円だが、ホテルの宿泊者は無料で入場すること

ができる。そこには氷で造られた教会やホテルやカフェがある。チー

ズフォンデュやホットコーヒーを食べながらその空間を楽しめる。 
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