
■新札幌キャンパス竣工式・落成式
　2021年 3月 12日（金）、新札幌キャンパスの竣工式・落成式を
挙行しました。
　当日は竣工式・落成式に加え、河西邦人学長による記念講演「2
キャンパスを活用した札幌学院大学の教育エコシステム構想」、フェ
アトレードサークルによる学生活
動報告、内覧会が行われました。
●第一部　竣工式（神事）
●第二部　落成式・テープカット
●第三部　�竣工記念講演・学生

活動報告
●第四部　内覧会

■新札幌キャンパス　コンセプト
「多様なこと・ひと・もの（Diversity）」との「協働（Collaboration）」
　新札幌キャンパスは、交通の要衝である新札幌の地で地域住民に
も開かれた「都市型・開放型」キャンパスとして運用します。
　また、隣接する札幌看護医療専門学校と本学で「大地と杜」を景
観コンセプトに建物外観がデザインされています。本学は「杜」を
イメージしたグリーンを外壁の一部に用いています。また壁面にガ
ラスを多用しているので、開放感あふれる空間に仕上がっています。
教室の壁面にもガラスやパーティションを多用し、教室の外と内の
境界をゆるやかにすることで、学生が視野を教室（大学）の外に拡
げる姿勢を意識できる仕掛けとしました。
　産官学民の連携拠点である社会連携セン
ター、生涯教育の拠点であるコミュニティ・
カレッジ、経済学・経営学・心理学の専門
書を中心に約 10 万冊の蔵書を予定してい
る図書館、300 席規模の多目的ホール、気
軽に食事が楽しめるカフェテリア「Resto�
U」はいずれも地域住民の利用を想定し、
校舎の1－ 2階に集中しています。
※�図書館の利用及び施設の貸出については、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止の観点から当面、停止します。

■社会連携センター／コミュニティ・カレッジ

　産官学のほか、地域と連携した教育研
究を推進するための活動拠点。コミュニ
ティ・カレッジ教室では英会話や心理学
講座など、市民向けの講座も多数開講し
ています。

■新札幌キャンパス図書館分館

　約 1,000m2 の空間にアク
ティブゾーン、サイレント
ゾーン、データベース検索
コーナー、共同学習室等がコ
ンパクトに配置され、利用者
のニーズにあった学習環境を
提供しています。
　書架は、固定書架と電動集密書架を導入し約 11万冊の図書を所
蔵することができます。2021年度は、経済経営学部が必要とする
図書、約 7万 5千冊が配架されており、次年度には約 3万冊の心
理学部で必要とする図書が追加されます。コリドールという書架回
廊があり、そこには、就職・資格に関する図書、論文やレポートの
書き方に関する図書、パソコンソフト（ワードやエクセル等）の解
説書、事典類などの参考図書が配架されています。

■学部学科・学生数など

　新札幌キャンパスでは 2021年 4月より経済経営学部、大学院地
域社会マネジメント研究科の学生・大学院生が学びはじめました。
2022 年 4月には心理学部、大学院臨床心理学研究科の学生・大学
院生が学びはじめます。2021年 4月は約 1,200 名そして 2022 年
4月にさらに約 500 名の学生・大学院生が加わるので、2022 年 4
月以降は合計で約1,700 名が学ぶキャンパスとなります。
　人文学部、法学部がある江別キャンパスと合わせると全学で
3,000 人規模の大学となる見込みです。

　本学は 2021年 4月、新札幌キャンパスを開設しました。

新札幌キャンパス開設
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2021 年度　入学式

「学生ビジネスプランコンテスト」を開催

　学生のビジネスアイデアを競う「学生ビジネスプランコンテスト」
が 2021 年 3 月 16 日（火）、オンライン中継で開催されました。開
催を記念し、株式会社セコマ会長の丸谷智保氏から「地域と共に～地
域密着の経営～」と題して基調講演があり、高齢化社会においてコン
ビニエンスストアが向かうべき方向性などについて話されました。コ
ンテストでは、1次審査を通過した 12チームが、これまで練り上げ
てきたビジネスプランを発表しました。最優秀賞は、札幌ベルエポッ
ク美容専門学校の山本真衣さん。洋服の大量廃棄問題に着目し、イメー
ジコンサルタントを介した洋服選びによる地球環境に優しいファッ
ションの楽しみ方を提案しました。山本さんは「審査員からいただい
た課題点を整理し今後も努力していきたい」とコメントしました。優
秀賞は本学経営学部 3年生の望月祥さん、北海道情報大学「よっちゃ
ん s'」がそれぞれ受賞。コンテスト終了後のアンケートによると、出
場者の 4割以上が卒業後に起業・事業化を希望していることがわか
りました。社会連携センターでは、コンテスト終了後も学生たちの起
業の夢を実現させるための支援や助言を行っていきます。

陸上競技部と株式会社フィリップス・ジャパンが「アンバサダー契約」を締結

　全日本大学駅伝対校選手権大会の出場常連校である本学陸上競技部
が、株式会社フィリップス・ジャパンと連携し、同社の睡眠補助装置
「Smart�Sleep ─ディープスリープ　ヘッドバンド─」を使った「質
の高い睡眠が果たすスポーツ競技成績の向上の可能性」の検証を行う
ことになりました。これに伴い、2021 年 2 月 26 日（金）、同社と
Smart�Sleep の使用に関する「アンバサダー契約」を締結しました。
締結式の中で、フィリップス・ジャパンの島田和実シニア・ディレク
ターは「スポーツ競技のパフォーマンス向上において質の高い睡眠は
重要と考えている。Smart�Sleep を選手のケガ予防、スポーツ成績
の向上に役立ててほしい」と期待を込めて述べました。鹿内万敬陸上
競技部監督は「これまで睡眠の『長さ』に視点を置いてきたが、今後
は『質』の高さに着目し改善に取り組みたい」と Smart�Sleep の効
果に期待を寄せ、幸谷玲弥主将は「本学陸上競技部に声かけしていた
だき光栄に思う。この取り組みが好成績につながれば」と意気込みを
語りました。今後、選手たちは Smart�Sleep に関する広告や販売促
進活動等に協力するとともに、製品の使用感や競技記録データの提供
を行い、両者が共同してその効果を検証していきます。

大学院 3 研究科 11 名、4 学部 7 学科 774 名、
合わせて 785 名が入学しました。

　2021 年 4 月 1 日（木）、2021 年度入学式を挙行しました。今年
度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、保護者の皆さまの参列
をご遠慮いただき、新入生と本学教職員のみで実施しました。また、
会場もこれまでの本学SGUホールから、札幌コンベンションセンター
に場所を移し、初めての開催となりました。
　河西邦人学長は新入生に向けた式辞の中で以下のメッセージを送
りました。「785 名の皆さんを新入生として大学にお迎えすることが
でき、非常に嬉しく思います。2021 年度は本学にとって大きな転換
点となる、その年に皆さんは入学されました。今年度からは新札幌
キャンパスでの教育活動がスタートします。また、大学のロゴマーク、
ブランドメッセージも一新しました。そのメッセージは “One�life,�
Many�answers”。皆さんの人生において、これから様々な問題に直
面することがあります。それを解決していく答えはひとつではありま
せん。札幌学院大学で過ごす時間が皆さんの人生において、価値ある
ものになることを心より期待しています」。

　河西邦人学長の式辞に続いて、在学生、新入生代表からの挨拶があ
り、最後に参列者全員で校歌を聴きました。終了後には学科毎にガイ
ダンスを行い、大学生としての第一歩を踏み出しました。学生諸君の
活躍を心から期待します。

（左）鹿内万敬　陸上競技部監督、（中央）幸谷玲弥　陸上競技部主将
（右）株式会社フィリップス・ジャパン　島田和実　シニア・ディレクター

新入生代表　経済経営学部経営学科　夏原勇紀さん
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頑張った学生を応援する奨学・奨励金制度

スカラシップ特待生 23 名、成績優秀者奨学生 96 名、
資格取得者奨学生 89 名、課外活動特待奨励生 48 名を採用

　2021年度新入生のスカラシップ特待生、成績優秀者奨学生、資格取得
者奨学生、課外活動特待奨励生が決定しました。スカラシップ入試制度に
よるスカラシップ特待生が23名、入試成績による成績優秀者奨学生96名、
入学までの資格取得（英検・簿記など）による資格取得者奨学生 89名、
公募制指定スポーツ推薦などで入学した課外活動特待奨励生 48名が採用
されました。また、課外活動特待奨励生の継続者については 81名が決定
しています。
　さらに、在学生で昨年度資格を取得した 7名が資格取得者奨学生として

採用されました。
　奨学生並びに奨励生は、大学生活においてより高い目標に向かって勉学
や資格取得、課外活動に励むことが期待されています。

日本政策金融公庫と連携協定を締結北海道中小企業総合支援センターと
連携協定を締結

　2021年 3月 16日（火）、北海道中小企業総合支援センター（理事長：
阿部啓二氏）と産学連携協定を締結しました。今後、両者が協働して、
中小企業者、学生・卒業生の創業・事業承継等の経営課題解決、講演
会やセミナー等の開催、地域における経済動向、企業動向に関する情
報交換等の連携活動を展開していきます。協定式の挨拶の中で、阿部
理事長は「当センターが有する中小企業支援スキルや専門人材と、札
幌学院大学が有する知見やノウハウを組み合わせることで、道内中小
企業、小規模企業の発展に向けて取り組んでいきたい」と述べ、河西
学長は「支援センターと連携し北海道の中小企業を支えるエコシステ
ムの構築を目指したい」と抱負を述べました。

　2021年 3月 16日（火）、日本政策金融公庫（国民生活事業本部北海
道地区統括：久木田眞郎氏）と産学連携協定を締結しました。協定式の
挨拶の中で、久木田地区統括は、「当公庫は創業資金の融資に留まらず、
若者の創業マインド向上を目的に『高校生ビジネスプラングランプリ』『高
校への出張授業』等の取り組みを行っている。札幌学院大学は実践的な
人材育成教育に力を入れており、当公庫と方向性が一致している。今回
の連携により相乗効果が期待できる」と述べました。河西学長は「“ZERO�
to�ONE”という言葉がある。0から1を生むのは非常に難しくリスクを
負う反面、創造的な活動である。日本政策金融公庫と共に起業家を発掘、
育成、支援し、北海道においてZERO�to�ONE社会を創造することで、
社会的使命を果たしたい」と抱負を述べました。

【スカラシップ特待生】
人　数 学　科 免除額

23 名
臨床心理学科 15名、人間科学科 1名、
英語英米文学科2名、法律学科2名、経済学科2名、
経営学科 1名

1年次の
年間授業料

【成績優秀者奨学生】
種　類 人数 学　科 免除額

第 1種 16名 英語英米文学科 3名、法律学科 3名、
経済学科 6名、経営学科 4名

1年次の
年間授業料

第 2種 80名
臨床心理学科 19名、人間科学科 11名、
英語英米文学科 8名、こども発達学科 4名、
法律学科 12名、経済学科 13名、経営学科 13名

1年次の
前期授業料

【資格取得者奨学生】
人数 資格の種類 免除額

新入生

8名 実用英語技能検定準 1級 1名、日本語能力試験
N1　6名、介護福祉士国家試験 1名

入学金及び
1年次授業料

81名
日商簿記検定 2級・全商簿記実務検定 1級 16名、
実用英語技能検定 2級 37 名、日本語能力試験
N2　28名

入学金免除

在学生
（2020年度）

7名
実用英語技能検定準 1級 2 名、TOEIC740 点以
上 2 名、TOIEC900 点以上 1名、日本語能力試
験（JLPT）N1　2名

年間授業料の
半額

【課外活動特待奨励生】
人数 種　類 競　技　名

新入生 48名
一種 9名、二種 25名、
三種 1名、四種 4名、
五種 9名

硬式野球 13名、弓道 5名、ソフトテニス
9名、陸上 13名、バスケットボール 4名、
空手 1名、バレーボール 1名、モーター
サイクルコードレース1名、吹奏楽 1名

在学生
（継続者） 81名

一種 36名
二種 45名

硬式野球 23 名、弓道 23 名、ソフトテニ
ス12名、陸上 21名、カーリング 2名

第一種（年間授業料全額免除）、第二種（年間授業料半額免除）、
第三種（1年次授業料の半額免除）、第四種（入学金免除）、第五種（入学金半額免除）

（左）日本政策金融公庫�国民生活事業本部北海道地区統括�久木田眞郎�様
（右）河西邦人学長

（左）河西邦人学長
（右）北海道中小企業総合支援センター�理事長�阿部啓二�様
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事業活動支出計
4,363,310
千円

教育研究経費
1,997,557
45.8％

人件費
2,018,866
46.3％

資産処分差額
5,802
0.1％

管理経費
340,145
7.8％

借入金等利息
7
0.0％

徴収不能額等
10
0.0％

その他の
特別支出
923
0.0％

その他の
特別収入
46,917
1.3％

寄付金
76,168
2.2％
手数料
60,294
1.7％

事業活動収入計
3,535,301
千円

学生生徒等納付金
2,715,219
76.8％

受取利息・
配当金
95,389
2.7％

その他の
教育活動外収入
12,999
0.4％

雑収入
75,804
2.1％
付随事業収入
968
0.0％
経常費等
補助金
451,543
12.8％

資産売却
差額
0
0.0％

2020（令和 2）年度決算並びに 2021（令和 3）年度予算
　2021（令和 3）年 2月 25日に開催された第244回理事会において、学校法人札幌学院大学
2021（令和3）年度予算が承認されました。また、2021（令和3）年5月27日に開催された第
245・246回理事会において、学校法人札幌学院大学2020（令和2）年度決算が承認されました。

【2020（令和 2）年度決算の概要】
　事業活動収支計算書の当年度収支差額については、予算額で新札幌キャンパス関係分を含み
48億 4,660 万円の支出超過を見込んでおりましたが、決算額では 4億 5,610 万円支出超過が
減少し、43億 9,050 万円の支出超過となりました。これは、主に新札幌キャンパスの什器・機
器備品購入及び建物・構築物の改修・修繕に係り、基本金へ組み入れる部分の減少によるもの
であります。引き続き、学園全体での適切な経費の執行に努めます。
　また、資金（キャッシュ）の増減については、2019年度末から7,310 万円の減少となっており、
財務基盤をより強固なものにするため、中期的に収支均衡を図るよう改善を行って参ります。

事業活動収支計算書
� （単位：千円）

教
育
活
動
収
支

2020 年度予算 2020 年度決算 差　異 2021 年度予算 主な項目

事
業
活
動
収
入
の
部

学生生徒等納付金 2,712,400 2,715,219 △ 2,819 2,818,400 入学金、授業料、教育充実費、実験実習料など

手数料 49,000 60,294 △ 11,294 66,300 入学試験の検定料、試験料など

寄付金 55,900 76,168 △ 20,268 33,000 個人や団体からの寄付金

経常費等補助金 473,900 451,543 22,357 562,500 国又は地方公共団体からの補助金

（内国庫補助金） （471,600） （449,025） （22,575） （562,200）

付随事業収入 0 968 △ 968 1,800 外部より委託を受けて行う試験・研究などの収入

雑収入 67,200 75,804 △ 8,604 66,700 退職金財団交付金、科学研究費の間接経費の収入など

教育活動収入計 3,358,400 3,379,996 △ 21,596 3,548,700 経常的な活動のうち教育活動にかかる収入額計

事
業
活
動

支
出
の
部

人件費 2,060,700 2,018,866 41,834 2,062,700 専任教職員・非常勤給与、アルバイト料、退職金など

教育研究経費 1,846,600 1,997,557 △ 150,957 1,976,200 教育や研究部門に資する費用（減価償却費含む）

管理経費 365,500 340,145 25,355 381,500 管理や法人部門に資する費用（減価償却費含む）

徴収不能額等 0 10 △ 10 0

教育活動支出計 4,272,800 4,356,578 △ 83,778 4,420,400 経常的な活動のうち教育活動にかかる支出額計

教育活動収支差額 △ 914,400 △ 976,582 62,182 △ 871,700 教育活動収入計から教育活動支出計を減じた額

教
育
活
動
外
収
支

事
業
活
動

収
入
の
部

受取利息・配当金 92,200 95,389 △ 3,189 75,200 貸付金または預金などの運用財産の利息・受取利息・配当金

その他の教育活動外収入 12,300 12,999 △ 699 11,600

教育活動外収入計 104,500 108,388 △ 3,888 86,800 経常的な活動のうち教育活動以外の主に財務活動にかかる収入額計

事
業
活
動

支
出
の
部

借入金等利息 600 7 593 100 借入金の支払利息、リース料の利息分など

教育活動外支出計 600 7 593 100 経常的な活動のうち教育活動以外の主に財務活動にかかる支出額計

教育活動外収支差額 103,900 108,381 △ 4,481 86,700 教育活動外収入計から教育活動外支出計を減じた額

経常収支差額 △ 810,500 △ 868,201 57,701 △ 785,000 教育活動収支差額と教育活動外収支差額の合計額

特
別
収
支

事
業
活
動

収
入
の
部

その他の特別収入 41,300 46,917 △ 5,617 5,800

特別収入計 41,300 46,917 △ 5,617 5,800 資産売却や処分にかかる臨時的な収入

事
業
活
動

支
出
の
部

資産処分差額 7,000 5,802 1,198 7,100 資産売却代価が帳簿残高を下回った場合の差額や資産を除却した際の除却額

その他の特別支出 0 923 △ 923 0

特別支出計 7,000 6,725 275 7,100 資産売却や処分にかかる臨時的な支出

特別収支差額 34,300 40,192 △ 5,892 △ 1,300 特別収入から特別支出計を減じた額

予備費 10,500 0 10,500 10,900 予備的予算で、本学では事業活動収入の 0.3％を計上

基本金組入前当年度収支差額 △ 786,700 △ 828,009 41,309 △ 797,200 経常収支差額と特別収支差額の合計額

基本金組入額合計 △ 4,059,900 △ 3,562,446 △ 497,454 △ 123,900 1号から 4号までの基本金組入額

当年度収支差額 △ 4,846,600 △ 4,390,455 △ 456,145 △ 921,100 基本金組入前当年度収支差額から基本金組入額を控除した今年度の収支差額

前年度繰越収支差額 △ 3,778,100 △ 3,778,093 △ 7 △ 7,906,100 前年度までの収支差額

翌年度繰越収支差額 △ 8,624,700 △ 8,168,548 △ 456,152 △ 8,827,200 翌年度へ繰り越す収支差額

（参考）

事業活動収入計 3,504,200 3,535,301 △ 31,101 3,641,300 当年度のすべての事業活動収入

事業活動支出計 4,290,900 4,363,310 △ 72,410 4,438,500 当年度のすべての事業活動支出

資金収支計算書
� （単位：千円）

2020 年度予算 2020 年度決算 差　異 2021 年度予算 主な項目

収
入
の
部

学生生徒等納付金収入 2,712,400 2,715,219 △ 2,819 2,818,400 入学金、授業料、教育充実費、実験実習料など

手数料収入 49,000 60,294 △ 11,294 66,300 入学試験の検定料、試験料など

寄付金収入 57,400 79,918 △ 22,518 33,000 個人や団体からの寄付金

補助金収入 509,200 489,803 19,397 562,500 国又は地方公共団体からの補助金

付随事業・収益事業収入 12,300 13,967 △ 1,667 13,400 外部より委託を受けて行う試験・研究などの収入

受取利息・配当金収入 92,200 95,389 △ 3,189 75,200 貸付金、預金等運用財産の利息・受取利息・配当金

雑収入 67,200 76,004 △ 8,804 66,700 退職金財団交付金、科学研究費の間接経費の収入など

借入金等収入 130,000 130,000 0 0 金融機関などからの借入金、学園債券の満期分

前受金収入 385,400 417,143 △ 31,743 400,700 翌年度入学生の入学金、授業料、教育充実費など

その他の収入 7,953,800 8,741,604 △ 787,804 1,204,800 運用資産の満期または売却による収入額、前期末未収入金、貸付金の回収収入など

資金収入調整勘定 △ 498,400 △ 569,865 71,465 △ 513,700 当年度末の未収入金、前期末の前受金など

前年度繰越支払資金 881,200 881,183 17 1,147,100 前年度に繰越された預貯金など、支払資金の繰越額

収入の部合計 12,351,700 13,130,659 △ 778,959 5,874,400

支
出
の
部

人件費支出 2,058,700 2,016,937 41,763 2,080,100 専任教職員・非常勤給与、アルバイト料、退職金など

教育研究経費支出 1,446,000 1,662,412 △ 216,412 1,501,000 教育や研究部門に資する費用

管理経費支出 340,200 313,777 26,423 349,000 管理や法人部門に資する費用

借入金等利息支出 600 7 593 100 借入金の支払利息、リース料の利息分など

借入金等返済支出 30,000 30,000 0 0 借入金等の元金返済にかかる支出

施設関係支出 3,121,500 3,137,361 △ 15,861 143,200 土地・建物・構築物等の固定資産取得の支出

設備関係支出 995,000 696,435 298,565 61,800 備品・図書・施設利用権等の固定資産取得の支出

資産運用支出 3,496,200 4,380,008 △ 883,808 1,069,000 運用資産の新規購入または満期償還などによる再取得額

その他の支出 66,500 146,676 △ 80,176 44,500 新たな貸付金、前払金、前年度の未払金など

予備費 10,500 0 10,500 10,900 予備的予算で、本学では事業活動収入の 0.3％を計上

資金支出調整勘定 △ 45,000 △ 61,042 16,042 △ 58,500 当年度の期末未払金、前期末の前受金

翌年度繰越支払資金 831,500 808,088 23,412 673,300 次年度に繰越す預貯金など、支払資金の繰越額

支出の部合計 12,351,700 13,130,659 △ 778,959 5,874,400

貸借対照表
資産の部� （単位：千円）

本年度末
2021 年 3 月 31 日

前年度末
2020 年 3 月 31 日 増　減 主な項目

固定資産 24,540,060 25,227,514 △ 687,454 有形固定資産とその他の固定資産の合計額

　有形固定資産 16,758,608 13,289,310 3,469,298 使用期間が 1年以上にわたる、土地・建物・構築物・備品・図書

　特定資産 7,451,983 11,680,713 △ 4,228,730 1年以上所有する特定資産

　その他の固定資産 329,469 257,491 71,978 1年以上所有する、電話加入権・施設利用権・長期貸付金・長期前払金

流動資産 954,853 1,017,762 △ 62,909 現金や預金・1年以内の短期貸付金

資産の部合計 25,494,913 26,245,276 △ 750,363

負債の部

固定負債 1,295,640 1,164,509 131,131 返済期限が 1年以上の借入金や学園債、退職給与引当金

流動負債 521,337 574,820 △ 53,483 返済期限が 1年未満の借入金や学園債、預り金や未払金

負債の部合計 1,816,977 1,739,329 77,648

純資産の部

基本金 31,846,486 28,284,040 3,562,446
学校法人会計基準第 30号で定められた固定資産（第 1号）、
新校舎建設等引当特定資産（第 2号）、運用果実で行う奨学
事業の基金（第3号）、法令に基づいた支払準備資金（第4号）

繰越収支差額 △ 8,168,549 △ 3,778,093 △ 4,390,456 前年度までの繰越収支差額に、当年度の繰越収支差額を加えた累積額

純資産の部合計 23,677,937 24,505,947 △ 828,010 基本金及び繰越収支差額の合計

負債及び純資産の部合計 25,494,914 26,245,276 △ 750,362 負債の部合計と純資産の部を合計した額

2020 年度　事業活動収支計算書
事業活動支出の部割合（金額単位：千円）

 2020 年度　事業活動収支計算書
事業活動収入割合（金額単位：千円）

2020 年度決算ならびに 2021 年度予算
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【2021（令和 3）年度の予算編成方針】
　財政再建計画が掲げる数値目標にもとづき、収入財源の確保と人件費等
の経費節減により、収支構造の改善を目指します。
　また、各部門の事業予算は、目標達成に必要不可欠なものに対してその
有効性、効率性、経済性を考慮して適正に配分します。さらに、教育・研
究基盤の整備（内部充実）とブランドの構築に資する事業に対しては大学
発展準備引当特定資産を活用し、予算を重点配分します。
1．予算統制制度に従った編成と執行
1）�事業予算の編成にあたっては、予算統制制度の下で理事会と大学が連
携し、法人予算と大学予算全体を見通した原案づくりを進め、予算の
適正な配分を行います。

2）�予算の執行段階では、予算統制制度に従い、厳格な執行管理と機動的・
弾力的な運用を通じた事業の適正かつ効率的な運営を行います。

2．収入の増加
1）�入学者の獲得と退学率の改善によって在学生数を増やし、年次計画的
な学費改定とあわせて学費収入の着実な増加を図ります。

2）�収益事業の展開等、多様な収入財源の確保を図ります。
3）�教育振興のための寄付金募集に取り組みます。
4）�競争的補助金の戦略的な獲得を目指します。その実現に必要な予算を
確保します。

5）�経常費補助金の増額を図ります。具体的には、学生定員充足率の改善
を図り、教育の質保証のための取組を強化することにより一般補助金
と特別補助金の増額を目指します。

6）�受取利息の増加を図るため、安全かつ効率的な資産運用計画を策定し、
実施します。

7）�間接経費の獲得を推進するために研究支援機能の強化を図ります。
3．支出の適正化と事業の活性化
○部門別経常予算
1）�教育・研究・社会貢献活動及び管理運営のために継続的に措置しな
ければならない経費については、基盤的経費として措置します。

2）�各部門の重点事業については、さらなる強化と新たな展開を図ります。
3）�現時点で新型コロナウィルス感染症の影響は見通せませんが、事業
の目的を達成するため、従来の予算の範囲内で実施方法の見直しを

進めるとともに、感染対策に必要な予算があれば追加的に措置しま
す。

○戦略的事業予算
1）�中期計画（財政再建計画）の重点課題を中心に、教育研究の特色化
やブランド化を図る戦略的な事業に対して予算を重点配分します。

2）�戦略的事業予算は、部門別経常予算とは別枠で措置します。
○包括的予算制度
1）�事業の効率的かつ効果的な遂行を実現するため、予算項目に割り当
てられた予算を超えて執行する必要が生じたときは、予算単位の予
算総額の範囲内において、他の予算項目からの流用を認めます。

2）�2021年度は、国際交流部門、広報入試部門、管財部門を対象とします。
○人件費の圧縮
1）�人件費総額の圧縮を図ります。
2）�教職員数の適正化を図るための人事計画を具体化します。
○大学改革を担う教職員の能力開発と組織力の強化
1）�教職員は人的資本です。能力開発の経費を先行投資と考え、必要十
分な予算を配分します。

2）�大学全体の組織力強化を図るため、FD（教員の能力開発）とSD（職
員の能力開発）を推進するとともに相互の連携を促進します。あわ
せて、法人運営適正化の観点からBD（理事会の経営力強化）の取
組を進めます。

4．キャンパス整備事業の推進
1）�施設の修繕・改修、設備・機器・情報インフラの更新は、優先順位を
付して計画的なメンテナンスサイクルを確立し、経費を年度間で平準
化します。

2）�2 つのキャンパスの総合的活用の方針と実施計画を定めたマスタープ
ランを策定します。

【2021（令和 3）年度予算の概要】
　以上の方針に基づき、当年度収支差額は 9億 2,110 万円の支出超過を見
込んでおり、資金（キャッシュ）については 4億 7,380 万円の減少を見込
んでおります。先にも述べましたが、中期的に収支均衡を図るように改善
を行う所存です。

　札幌学院大学は今年、学園創立 75周年、大学開学 53周年を迎えます。
この歴史と伝統を踏まえ、本学は今後も地域の発展を支える人材の育成に
取り組んでまいります。
　同窓生、在学生の保護者、法人等の皆さまにおかれましては、本学が取
り組む教育事業のさらなる充実のため、教育振興に関わる寄付金の募集に
ついてご協力をお願いいたします。
　教育振興寄付金は①奨学金制度の充実　②教育研究活動の充実　③国際
交流事業の充実　④課外活動の充実　⑤施設・設備の整備・充実に活用さ
せていただきます。
　寄付は専用用紙による申し込みとインターネット（本学ホームページ）
上でクレジットカード決済やコンビニエンスストアでの払込みによる申し
込みが可能です。寄付の詳細についてはホームページをご覧ください。

寄付金のご協力に深く感謝 ▶▶▶学生からの要望が多くあった総合グラウン
ドのナイター照明設備・オムニコートが設置されました。同窓生、保護者
の皆さまをはじめ多数の方々から寄付金のご支援を賜り、厚く御礼申し上
げます。引き続き、皆さまの温かいご支援を心からお願い申し上げます。

札幌学院大学教育振興寄付のお願い

寄付者・ご芳名（掲載承諾者・敬称略・五十音順）2021.1.1 ～ 5.31

天方　智順
天谷　敦美
粟井　信雅
池田　志郎
池脇　利昭
伊藤　光男
伊藤　泰通
井上　一弥
上野　善雄
宇部　弘樹
江上さい子
遠藤　静哉
大橋　悦子
大畑　揮義
小川　純司
奥田　裕之
小田　新夫
笠木　康弘
柏　　秀人
加勢　清光
加藤　哲史

川部　　勝
岸本　宜久
草野　　馨
栗橋久美子
栗原富優子
小池　亮介
小林　紀子
小松トシ子
斎藤　雄斗
坂本　雅允
笹森　孝丸
佐藤　啓子
佐藤　政隆
白石　英才
新谷　正芳
真保　弘之
菅野　裕義
杉村　剛志
杉本　　正
角　　一喜
住友　義昭

関　　幸江
髙石　壽春
髙原　弘幸
武田　泰岳
田中　　努
谷口ハルミ
丹治　敏男
塚田　俊憲
塚原　正彦
辻　　智子
坪田　久人
成田　貴洋
西浦　貴史
花田　エリ
平松　雄介
細谷　和司
本田　義次
本間　　勉
本間　雅登
松田　昌己
松本美智子

水野　康弘
村松　健二
桃山　光雄
山﨑　　優
山田　圭二
山谷　義治
結城　英雄
吉川　哲生
渡部　俊治

医療法人社団江和会�
おくの内科胃腸科�
クリニック

株式会社北海道建設�
新聞社

札幌学院大学�
教職員テニス同好会

札幌学院大学文泉会

※�受配者指定寄付を�
のぞく
　ほか匿名　41名
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2021年度　科学研究費助成事業
（日本学術振興会）採択状況�

（単位：円）
学部 研究代表者 研究種目 研究課題 交付決定額

人文 臼杵　　勲 基盤研究（A） ヘルレン川流域を中心とした匈奴国家中枢地の研究 5,200,000
人文 奥田　統己 基盤研究（B） アイヌ語現地調査資料の整理・分析および研究者アーカイブズの構築 2,340,000
心理 森　　直久 基盤研究（B） 困難を示す生徒・学生のための生態心理学的アプローチによる学習環境デザイン 1,430,000
心理 宮崎　友香 基盤研究（C） 治療的アセスメント短縮版の開発と適用に関する実証的研究─複数施設における効果検証 ※
心理 山本　　彩 基盤研究（C） 社会的ひきこもりや暴力等の不適応行動に対する家族支援プログラムの普及と効果検証 390,000
心理 伊藤万利子 若手研究 拡張された自己身体を見ること：姿勢の安定性と動作の巧みさへの影響 ※

経済経営 石川　千温 基盤研究（C） クラウドによる機械学習を利用したエンロールメントマネジメントシステムの構築 520,000
人文 大塚　宜明 若手研究 北海道における先史時代の資源利用とその変遷過程の研究：置戸黒耀石原産地を対象に 1,040,000

人文 Joao. C. Koch. Jr. 若手研究 Identifying and addressing students' SpLDs and potential SpLDs in English as a foreign 
language in Japanese higher education 1,040,000

心理 大宮　秀淑 若手研究 統合失調症と自閉スペクトラム症の認知機能及び認知機能改善療法における異同 650,000
経済経営 大國　充彦 基盤研究（C） 戦後復興期労働運動の再評価：夕張炭鉱労組書記長日記（1947-62）翻刻と分析 1,430,000
経済経営 小池　英勝 基盤研究（C） 最適解の高速列挙によるコンテナ流通混雑問題の解決 780,000
経済経営 岸本　宜久 若手研究 アイヌ語鵡川方言のフィールド調査およびデータの公開 520,000

経済経営 黄　昕 若手研究 Effects of Female Executives in Top Management Teams on Corporate Behavior and 
Performance 650,000

人文 井上　大樹 基盤研究（C） 地域子育て実践における「親理解」の学び 390,000
人文 横山登志子 基盤研究（C） フェミニストソーシャルワークの理論構築 650,000

※繰越金により研究継続。

科学研究費助成事業とは、文部科学省並びに独立行政法人日本学術振興会所管の競争的研究資金です。
本学からも下記の研究者が競争的資金を獲得し、研究活動を活発に行っております。

元学長（名誉教授）荘子邦雄先生のご逝去について

■採用
（令和 3 年 3 月 1 日付）
柳町　　翼 （教育支援課　専任職員）

（令和 3 年 4 月 1 日付）
王　　佳星 （経済経営学部経済学科　専任講師）
南川　高範 （経済経営学部経済学科　専任講師）
黄　　　昕 （経済経営学部経営学科　専任講師）
中村　裕子 （人文学部人間科学科　専任講師）
橘井　雄太 （法学部法律学科　専任講師）
枡谷　隆男 （人文学部こども発達学科　特別任用教授）
加藤　正佳 （法学部法律学科　特別任用准教授）
リン　I.C. （人文学部英語英米文学科　英語講師）
黄　　昱翰 （国際交流課　専任職員）
藤原　祐子  （学生支援課（江別）　専門職員 

（障がい学生支援コーディネーター））
梅谷　　愛 （学生支援課（江別）　専門職員（看護師））
近藤　真樹  （学生支援課（新札幌）　専門職員 

（障がい学生支援コーディネーター））
鎌田知恵美 （管財課（新札幌）　契約職員）
鷲田　芽吹 （学生支援課（江別）　契約職員）

　去る 2021 年 3 月 25 日（木）、本学元学長（名誉教授）の荘子邦雄先生（100 歳）が、

逝去されました。荘子邦雄先生は法学部設立に尽力され、初代法学部長（1984 年 4 月

〜 1988 年 3 月）を務められました。その後、札幌学院大学第 2 代学長（1988 年 4 月〜

1991 年 3 月）として、多大な功績を残され、学園の発展に大きく貢献されました。

　また、1983 年には紫綬褒章を授章され、研究者、教育者として輝かしい経歴を残されて

います。

　この度の訃報に際し、ご生前の功績を偲び、心よりご冥福をお祈り申し上げると共に、

学園への多大なる貢献・ご尽力に、衷心より感謝申し上げます。

近藤　真樹 鷲田　芽吹

藤原　祐子 梅谷　　愛

鎌田知恵美

橘井　雄太 枡谷　隆男

リン　I.C.

加藤　正佳

黄　　昱翰

南川　高範 黄　　　昕王　　佳星

中村　裕子

令和 3 年
4 月 1 日付
採用

■退職
（令和 3 年 2 月 28 日付）
本間　果奈 （学生支援課　契約職員）

（令和 3 年 3 月 31 日付）
望月　和代 （人文学部人間科学科　専任教授）
畠山なよ子 （人文学部こども発達学科　特別任用教授）
渡邊　憲介 （人文学部こども発達学科　特別任用教授）
横路　俊一 （法学部法律学科　特別任用教授）
檜山　　純  （経営学部会計ファイナンス学科　特別任用准教授）
山崎　慎吾 （経済学部経済学科　特別任用講師）
オルソン　R.C. （人文学部英語英米文学科　英語講師）
嶋　　雅明 （総務課　専任職員）
三浦　仁史 （教員支援課　専任職員）

■人事異動
（令和 3 年 3 月 1 日付）
教育支援課長　樋田　康宏（教育支援課　第 1 課長）
学生支援課長　廣嶋　　進（教育支援課　第 2 課長）
教育支援課全学共通係長　中村　眞紀（教育支援課）
教育支援課　伊藤　綾乃（国際交流課）

教職員人事

柳町　　翼

令和 3 年
3 月 1 日付
採用

■採用教職員
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　2020 年 10 月 26 日（月）に行われた日本プロ野球ドラフト会議で、
近藤廉さん（2021 年 3月経営学科卒）が中日ドラゴンズから育成ドラフ
ト 1位で指名され、本学初のプロ野球選手が誕生しました。近藤選手は、
大学 3年生の頃からプロ野球のスカウトに注目され始めた最速 148km
の左腕投手です。東京・豊南高校から単身北海道へ渡り、地道なトレー
ニングを重ねた結果、球威が大幅に増しドラフト指名に至りました。
2021 年 2 月から始まった沖縄での春季キャンプ、教育リーグではケガ
もなく登板のたびに首脳陣の評価も上昇。2021 年 3月 30 日（火）には
育成契約から支配下登録選手へと、異例のスピードで契約が交わされ、5
月には球団の新人選手のトップを切って一軍出場登録されました。その
後5月 28日（金）、北海道日本ハムファイターズとの交流戦で一軍初登板。
1イニングを 2奪三振と、札幌ドームで見事な凱旋初登板を飾りました。
背番号「70」の近藤廉投手の応援をどうぞよろしくお願いします。

　1982年 3月に本学人文学部人間科学科を卒業され、主に北海道内の建設関連の情報を扱う北海道建設新聞社代表取締役社長の小泉昌弘さんにお
話を聞きました。

Q． 現在お勤めの会社に就職されたきっかけを教えてください。
　新聞記者を職業にしようと考えて就活していたところ、北海道中小企業家同友会に入って
いた同期の武田佳朗君（現・秋田県中小企業家同友会事務局長）が、非常に良い会社だと紹
介してくれたのが、弊社を知ったきっかけです。気が進まなかったのですが、恩師（人文学
部人間科学科　小林甫教授）が、「基幹産業の建設産業界で大きな支持を得ている新聞社に
入ることで、北海道の産業構造が分析できる。入社して（満足に書けなかった）卒論の続き
を書け」と押され受験し、無事採用されました。

Q．これまでに経験した仕事に関するエピソードを教えてください。
　入社して新聞記者として仕事をしたのが25年くらい、後の14年は管理職の道を歩みまし
た。北海道新聞と日本経済新聞を相手に幾つかの企業合併などをスクープしましたが、一番
の大仕事は、道内最大規模の建設会社となった岩田建設と地崎工業の合併スクープです。経
営破綻した北海道拓殖銀行の取材から始まり、同行をメインバンクとする本道最大のゼネコ
ン地崎工業の経営危機を追った10年がかりの仕事でした。地崎家は富山から出てきて、札幌オリンピックの誘致に尽力したり、北海道新聞社の前
身の小樽新聞社を経営したり、定山渓温泉をつくり上げたり、親子で代議士になって本道の政界もリードした家柄です。札幌学院大学も前身の札幌
短期大学をつくるとき、地崎の協力がありました。寝るのが惜しい気持ちで毎日取材し、資料や書籍読みに明け暮れました。

Q．札幌学院大学に入学して良かったこと、印象に残っている思い出があればお聞かせください。
　私が人文学部に入った翌年、学生自治会をつくり初代の委員長を務めました。ワンダーフォーゲル部結成にも参画し、体育会の議長も務め、学費
問題や学内施設開設などさまざまな課題に取り組み、非常にアグレッシブな学生時代をすごしました。多くの先生とお酒を飲んだり、議論したり、
学生時代の体験すべてが財産です。

Q．後輩である本学の学生たちにメッセージをお願いします。
　今の学生は新聞を読まないことは知っています。しかし、今を知るツールとして新聞を読んでほしい。そして過去を知る意味で本をたくさん読ん
でほしい。そこで得た知識と読みながら取っ組んだ思考は、社会に出て絶対に役に立ちます。

卒 業 生 こ の 人 北海道建設新聞社
代表取締役社長　小泉　昌弘さん

札幌学院大学後援会より新札幌キャ
ンパスに植栽を寄贈いただきました

　札幌学院大学後援会より、新札幌キャンパス施設充実のために 2千万
円の寄附をいただきました。その寄附金を原資に、新札幌キャンパスの利
用者に安らぎとくつろぎを提供できるよう屋内植栽を設置しました。
　屋内にいながら自然を感じられる空間を新札幌キャンパスにお越しの際
は、是非ご覧ください。
　魅力あふれるキャンパスの創出に協力いただいた後援会の皆さまに衷心
より感謝申し上げます。

卒業生の近藤廉さん
中日ドラゴンズの支配下選手に登録

北海道建設新聞社社長室にて
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［入試情報］大学進学セミナー
　札幌学院大学では、進路選択、進学準備を整えるきっかけづくりを目的
に10会場で「大学進学セミナー」を開催します。
　大学進学セミナーでは、学科紹介、入試制度説明、個別相談（学生生活、
資格・就職、奨学金など）について専門スタッフがご案内します。
　遠方のためオープンキャンパスへのご参加が難しい高校生、保護者、教
員の皆さまのお越しをお待ちしています。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の視点から事前申込制となって
います。

開催日程 開催地 会　場 時　間

7月25日（日） 八戸 八戸ポータルミュージアム　はっち 14：30～ 16：30
（受付 14：00～）

7月26日（月） 盛岡 いわて県民情報交流センター
アイーナ

16：30～ 18：30
（受付 16：00～）

7月27日（火） 秋田 秋田拠点センターアルヴェ 16：30～ 18：30
（受付 16：00～）

7月28日（水） 室蘭 室蘭市生涯学習センター　きらん 16：30～ 18：30
（受付 16：00～）

8月21日（土） 旭川 旭川市大雪クリスタルホール
国際会議場

12：30～ 15：00
（受付 12：00～）

8月22日（日） 北見 北見芸術文化ホール　きた・アート21 10：30～ 13：00
（受付 10：00～）

8月28日（土） 帯広 道新ホール帯広 12：30～ 15：00
（受付 12：00～）

8月29日（日） 釧路 釧路市生涯学習センター
（まなぼっと幣舞）

10：30～ 13：00
（受付 10：00～）

9月� 4日（土） 函館 函館市地域交流まちづくりセンター 13：00～ 15：30
（受付 12：30～）

9月� 5日（日） 青森 青森県観光物産館アスパム 10：00～ 12：30
（受付 9：30～）

［入試情報］オープンキャンパス
日　程

� � 6月12日（土） 【リフレクション入試・学校推薦型選抜説明会】

� � 7月18日（日） 【学びLIVE！】

� � 9月19日（日） 【学校推薦型選抜対策講座】

� 12月� 4日（土） 【サツガク模試】

2022年�� 3月19日（土） 【サツガク入門】

　なお、大学進学セミナーやオープンキャンパスなど今後のイベントにつ
きましては、新型コロナウイルスの感染拡大する情勢を鑑み、延期や中止、
Web開催など変更が生じる場合があります。ご了承ください。最新情報
につきましては本学公式ホームページをご確認ください。

Information
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出版年月：2020年 4月
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定 　 価：3,636 円（税抜）
頁 ：370ページ

　この本は、私の授業全ての教科書と
して使えるように作りました。そのた
め、この本は金融と証券市場に関わる
ほとんどのことを取り上げています。
そして、分野ごとの専門書に比べて、
かなり分かりやすく書きました。自分
の研究結果のいくつかも、要約して掲
載しました。ビジネスマンの中堅層が
復習のためにも使える入門書といえま
す。

SNS 情報
twitter YouTubeFacebook

＃卒業おめでとう

＃新キャンパス

教員著書紹介

『金融のしくみと証券市場
─「経済の血液」はどう流れるか─』

玉山　和夫　著

＃全天候型オムニコート

Pick Up！

Instagram
の投稿の
一部を
ご紹介！

Instagram

この広報紙は、震災復興型カーボンオフセット用紙を使用することにより、
CO2削減活動ならびに東日本大震災被災地復興を応援しています。

大学進学セミナー
について

オープンキャンパス
について

＃キタコブシ

　2021 年度の後援会評議員会は新型コロナウイルス感染拡大状況に鑑
み、対面での開催を断念し、書面決議としました。審議事項として、「会長、
副会長、監事の選任」、「2020 年度事業報告並びに決算報告（新型コロナ
ウイルス感染拡大に伴う各種事業の中止、新札幌キャンパスや修学支援の
ための寄附金贈呈等）」、「2021年度事業計画並びに予算（案）（課外活動
等の充実のための寄附、卒業記念アルバムの贈呈等）」を諮り、全ての議
案が承認されました。
　なお、加勢清光後援会長が任期満了で退任となり、新たに佐藤眞彰氏が
後援会長に就任しました。新会長からのご挨拶や予算・決算等については、
後援会報（8月 1日発行予定）に掲載しますので、ご覧下さい。

後援会評議員会について

　2021 年度の大学祭（「青嵐祭」）は、6月 26日（土）に開催予定をし
ていましたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い延期することとしまし
た。延期後の開催日は 9月 25日（土）を予定し、大学祭実行委員会と調
整中です。最終的な開催の可否は決定次第本学ホームページ等で公表し
ます。

大学祭について

　例年、保護者の皆さまと大学との情報交換、連携を深めることを目的と
して保護者懇談会を開催しています。今年度は 8月下旬より「北見・旭
川会場」、「帯広・釧路会場」、「函館・青森会場」、「本学会場」にて、希
望される保護者の皆さまをお招きし実施する予定でしたが、新型コロナウ
イルスの感染状況の改善が見られないことから、対面での実施を見送り、
Webでの開催とすることとしました。
　具体的なWebでの開催方法は、前期の成績表を送付する際にお知らせ
します。（10月上旬頃）

保護者懇談会について


