
大学院 3 研究科 16 名、4 学部 7 学科 843 名、
合わせて 859 名が入学しました。

　4 月 1 日札幌コンベンションセンターにて、2022 年度入学式を挙行しました。昨
年度と同様に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次のとおりメッセージを送りました。
「859 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、大変嬉しく思います。
本学のブランドメッセージ「One life, Many answers」は、1 度の人生において、直
面するであろう様々な課題解決の回答を得るために必要な教育を提供するという本学
から皆さんへの約束です。江別キャンパスに加え新札幌キャンパスにおいて、多様な
学びに対応し、社会で活躍する準備のため、本学は皆さんに寄り添って支援します。大学、大学院での生活の変化を
受け入れ、新たな変化は活かし、自身の成長したい将来像に向かって努力し続けてください。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」。
　入学式は 2 部構成として、第 1 部では、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。第 2 部では、白石英才常務理事から、本学の起源や歴史についてお話があり、
新入生は心に留めながら、本学学生の一員としての第一歩を踏み出しました。今後の新入生の活躍を心から期待しま
す。

2022 年度　入学式

入学式当日の様子は動画
でご覧いただけます。
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心理学部長・人文学部長就任のご挨拶

学生ビジネスプランコンテストを開催

大学認証評価で適合評価

　大学認証評価制度は大学の教育研究活動の質を保証することを目的とし、国内全ての大学が 7 年ご
とに受けることが法令で定められています。本学は 2021 年度、文部科学大臣の認証を受けた機関で
ある公益財団法人大学基準協会の大学認証評価を受け、同協会が定める大学基準に適合しているとの
評価を得ることができました。これは日頃から本学の教育研究活動にご理解・ご支援いただいている
ステークホルダーの皆様からの期待を励みに、教職員が一丸となって様々な取り組みに尽力した結果
と受け止めています。
　また今回の認証評価においては次の 6 件が本学の「長所」として評価されました：スカラシップ入
試制度、FD（教育改善活動）、コラボレーションセンター（学生による主体的な活動）、障がい学生支援、
社会連携活動、フェアトレード大学としての活動（本学は国内 2 番目の認定大学）。2021 年度に大
学基準協会の認証評価を受けた大学は 49 ありますが、長所の件数では本学は首都圏や関西の大規模
大学 3 校に次ぐものです。
　その一方で、是正・改善すべき点として複数の指摘がありました。今後はそうした指摘の改善に向
けて一層励行し、地域に責任ある高等教育機関としての任を果たすべく鋭意努力を続けてまいります。

　学生ビジネスプランコンテストを 2 月 26 日（土）に開催しました。本学と本学の連携校から 11 チームが出場し、社会や地域の課題解決策、あ
るいは新しいビジネスアイデアを競い合いました。
　最優秀賞に選ばれたのは苫小牧工業高等専門学校チーム。自治体の道路維持費の削減や清掃作業従事者の人手不足といった課題を解決すること
を狙いとして、塵芥車（ゴミ収集車）にスマートフォンを装備、日常的に道路の破損状況をチェックし、データを蓄積し AI 分析する「道路パトロー
ル機能」を付加するプランを提案しました。審査
員からは「斬新な着眼点なので、苫小牧高専発
ベンチャーとしてぜひ実現してほしい」と高い評
価を得ました。
　優秀賞は本学の能登龍二（経済 3 年）さんと
橋長ゼミナール（経営学部）が受賞しました。地
域ボランティアをマッチングアプリにより事業化
するプランを提案した能登さんは「ボランティア
をビジネスにつなげることに苦労した。事業運営
の継続性が課題なので引き続き検討したい」、新
札幌商店街と大学とのコラボレーションを提案し
た橋長ゼミナールの古山晶子さん（経営 3 年）は、

「今回のプランを足掛かりに、将来的には新札幌
の施設や飲食店などと連携した『地域通貨』（電
子マネー）」を導入したい」と抱負を語りました。

心理学部長　山本　彩 人文学部長　中村　敦志

　現在の仕事の多くが近い将来人工知能や
ロボット等で代替可能になると様々な研究
で試算されています。また日本では少子高
齢化が加速しています。こうした劇的な世
の中の変化の中、またむしろそうした状況
下だからこそ、本学心理学部が果たすべき
役割を問い続け、地域に根差した特色ある
大学であり続けたいと考えています。

　4 月に入って対面授業が再開され、人文
学部のある江別キャンパスは活気に溢れて
います。これぞ新学期。久しぶりに思い出
しました。人文学部は、人間科学科、英語
英米文学科、こども発達学科の 3 学科があ
り、分野は異なっても人間探究という共通
項で結ばれています。コロナ禍で忘れかけ
ていた学部の賑わいですが、徐々に取り戻
していければと思います。

「基準適合の認定マーク」
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ZOOM ウェビナー講座「地域貢献を生業にするとは」開催

　「地域貢献を生業にするとは～『SDGs』の取組が地域を変革する」（講師：谷一之　下川町長）
が 4 月 23 日（土）新札幌キャンパスで開催されました。講演は対面の他 ZOOM でも一般
に配信されました。

　谷町長は先ず「世界に目を向けて」と題して地球の誕生から説き
起こし未来の「世界人口」を概観した上で北海道と下川町の未来、
そしてそれを踏まえた地域経営の在り方について述べました。続い
て「SDGs」推進本部長賞を受賞した下川町の SDGs 推進の取り組み
について紹介いただきました。地球規模で考えつつ足元から行動す
るという、持続可能な町づくりの実践とそのための方法論を学ぶ貴
重な機会となりました。

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 20 名、成績優秀者奨学生 72 名、
資格取得者奨学生 66 名、課外活動特待奨励生 52 名を採用

　2022 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 20 名、入試成績による成績優秀者奨
学生 72 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 66 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 52 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、昨年度の在学生のうちから様々な資格を取得した 21 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。

【スカラシップ特待生】
人　数 学　科 免除額

20 名
臨床心理学科 11 名、英語英米文学科 2 名、こども
発達学科 2 名、法律学科 1 名、経済学科 1 名、経
営学科 3 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 2 種 72 名
臨床心理学科 14 名、人間科学科 2 名、英語英米
文学科 7 名、こども発達学科 4 名、法律学科 8 名、
経済学科 19 名、経営学科 18 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

7 名 実用英語技能検定準 1 級 1 名、日本語能力試験
N1　5 名、介護福祉士国家試験 1 名

入学金及び 1
年次授業料

59 名
日商簿記検定 2 級 5 名、全商簿記実務検定 1 級
18 名、実用英語技能検定 2 級 35 名、日本語能力
試験 N2（JLPT）1 名

入学金免除

在学生
（2021年度）

21 名
実用英語技能検定準 1 級 2 名、TOEIC 740 点以上
5 名、TOEIC 900 点以上　1 名、日本語能力試験

（JLPT）N1　13 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 52 名
一種14名、二種28名、
三種 1 名、四種 2 名、
五種 7 名

硬式野球 13 名、弓道 12 名、ソフトテニス
7 名、陸上 13 名、バスケットボール 2 名、
空手 2 名、吹奏楽 1 名、クラシックバレ
エ 1 名、ボクシング 1 名

在学生
（継続者）

81 名 一種 35 名
二種 46 名

硬式野球 23 名、弓道 21 名、ソフトテニ
ス 13 名、陸上 24 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）

『 社 会 貢 献 シ ー ズ 集 2022』 の 発 行
について

　社会貢献に繋がる札幌学院大学の
シーズ（研究、技術、教育、社会活動等）
を取りまとめた『札幌学院大学 社会
貢献シーズ集 2022』を発行しました。
SDGs（国連が定めた 2030 年までに
達成すべき持続可能な開発目標）から
検索できるようにしています。これを
きっかけとして地域と連携した教育研
究活動の推進が期待されます。

ブランド体感空間について

　リニューアルしたロゴマークとタグライン “One life, Many answers”
を体感できるキャンパスインテリアがお目見えしました。
▼顔出しパネル：
　新札幌・江別キャンパスに、フォトスポットとして顔出しパネルを設
置しました。撮影した写真の SNS への投稿などに利用できます。
▼パネル・ポスター：
　新札幌キャンパス 2 階のヒス
トリカルウォールや掲示板、江
別キャンパスの G 館ホワイエ
等に本学のブランドイメージを
PR するためのポスターやパネ
ルを掲出しました。

3



事業活動支出計
4,157,185
千円

教育研究経費
1,771,608
42.6％

人件費
2,060,792
49.6％

資産処分差額
3,684
0.1％

管理経費
320,817
7.7％

借入金等利息
108
0.0％

徴収不能額等
0
0.0％

その他の
特別支出
176
0.0％

その他の
特別収入
11,804
0.3％

寄付金
35,269
0.9％
手数料
61,173
1.6％

事業活動収入計
3,815,592
千円

学生生徒等納付金
2,847,169
74.6％

受取利息・
配当金
77,318
2.0％

その他の
教育活動外収入
12,158
0.3％

雑収入
75,239
2.0％
付随事業収入
2,119
0.1％
経常費等
補助金
688,960
18.1％

資産売却
差額
4,383
0.1％

2021（令和 3）年度決算並びに 2022（令和 4）年度予算
　2022（令和 4）年 2 月 25 日に開催された第 249 回理事会において、学校法人札幌学院大学
2022（令和 4）年度予算が承認されました。また、2022（令和 4）年 5 月 27 日に開催された第
250 回理事会において、学校法人札幌学院大学 2021（令和 3）年度決算が承認されました。

【2021（令和 3）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 6 億 5,750 万円の支出超過を見
込んでおりましたが、決算額では 2 億 2,138 万円減少し、4 億 3,612 万円の支出超過となりま
した。これは経常費補助金の交付額の増加や、感染症拡大に伴う事業の中止や延期に伴う支出
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。
　なお、上記要因により資金（キャッシュ）の増減については、2020 年度末から 1 億 3,760
万円の増加となっておりますが限定的な要因となるため、今後も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

2021 年度予算 2021 年度決算 差　異 2022 年度予算 主な項目

事
業
活
動
収
入
の
部

学生生徒等納付金 2,848,000 2,847,169 831 3,033,300 入学金、授業料、教育充実費、実験実習料など

手数料 66,300 61,173 5,127 66,400 入学試験の検定料、試験料など

寄付金 35,100 35,269 △ 169 33,000 個人や団体からの寄付金

経常費等補助金 494,400 688,960 △ 194,560 474,700 国又は地方公共団体からの補助金

（内国庫補助金） （465,700） （662,440）（△ 196,740） （474,400）

付随事業収入 2,100 2,119 △ 19 2,300 外部より委託を受けて行う試験・研究などの収入

雑収入 79,900 75,239 4,661 151,200 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 3,525,800 3,709,929 △ 184,129 3,760,900 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 2,072,400 2,060,792 11,608 2,186,400 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 1,797,200 1,771,608 25,592 1,935,800 教育や研究部門に資する費用（減価償却費含む）

管理経費 350,700 320,817 29,883 387,000 管理や法人部門に資する費用（減価償却費含む）

教育活動支出計 4,220,300 4,153,217 67,083 4,509,200 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 △ 694,500 △ 443,288 △ 251,212 △ 748,300 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 77,100 77,318 △ 218 75,500 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 10,600 12,158 △ 1,558 12,900

教育活動外収入計 87,700 89,476 △ 1,776 88,400 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 100 108 △ 8 100 借入金の支払利息、リース料の利息分など

その他の教育活動外支出 0 0 0 0

教育活動外支出計 100 108 △ 8 100 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 87,600 89,368 △ 1,768 88,300 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 △ 606,900 △ 353,920 △ 252,980 △ 660,000 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

資産売却差額 4,300 4,383 △ 83 0 資産売却収入が当該資産の帳簿価格
を超える場合の、その超過額の収入

その他の特別収入 11,100 11,804 △ 704 90,700

特別収入計 15,400 16,187 △ 787 90,700 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 3,700 3,684 16 7,700 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 200 176 24 0

特別支出計 3,900 3,860 40 7,700 資産売却や処分にかかる臨時的な支出

特別収支差額 11,500 12,327 △ 827 83,000 特別収入から特別支出計を減じた額

予備費 10,900 0 10,900 11,800 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 △ 606,300 △ 341,593 △ 264,707 △ 588,800 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 △ 51,200 △ 94,525 43,325 △ 208,900 1 号から 4 号までの基本金組入額

当年度収支差額 △ 657,500 △ 436,118 △ 221,382 △ 797,700 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 △ 8,168,500 △ 8,168,549 49 △ 8,341,600 前年度までの収支差額

基本金取崩額 0 263,024 △ 263,024 0 当年度で購入した建物や備品等の額を上回って、既
存の建物や備品等を除却した際に基本金を取崩す額

翌年度繰越収支差額 △ 8,826,000 △ 8,341,643 △ 484,357 △ 9,139,300 翌年度へ繰り越す収支差額

（参考）

事業活動収入計 3,628,900 3,815,592 △ 186,692 3,940,000 当年度のすべての事業活動収入

事業活動支出計 4,235,200 4,157,185 78,015 4,528,800 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）

2021 年度予算 2021 年度決算 差　異 2022 年度予算 主な項目

収
入
の
部

学生生徒等納付金収入 2,848,000 2,847,169 831 3,033,300 入学金、授業料、教育充実費、実験実習料など

手数料収入 66,300 61,174 5,126 66,400 入学試験の検定料、試験料など

寄付金収入 35,100 35,269 △ 169 33,000 個人や団体からの寄付金

補助金収入 499,700 694,913 △ 195,213 559,400 国又は地方公共団体からの補助金

資産売却収入 4,300 4,383 △ 83 0 機器備品等の固定資産の売却による収入

付随事業・収益事業収入 12,700 14,277 △ 1,577 15,200 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 77,100 77,318 △ 218 75,500 貸付金、預金等運用財産の利息・受取利息・配当金

雑収入 80,300 75,627 4,673 151,200 退職金財団交付金、科学研究費の間接経費の収入など

前受金収入 412,300 457,952 △ 45,652 422,800 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 1,373,500 2,270,190 △ 896,690 580,700 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 △ 501,500 △ 501,431 △ 69 △ 613,700 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 808,100 808,088 12 945,700 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 5,715,900 6,844,929 △ 1,129,029 5,269,500

支
出
の
部

人件費支出 2,088,700 2,078,102 10,598 2,192,900 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 1,261,500 1,236,924 24,576 1,392,800 教育や研究部門に資する費用

管理経費支出 312,300 281,436 30,864 348,000 管理や法人部門に資する費用

借入金等利息支出 100 108 △ 8 100 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 0 0 0 12,500 借入金等の元金返済にかかる支出

施設関係支出 121,700 123,586 △ 1,886 238,000 土地・建物・構築物等の固定資産取得の支出

設備関係支出 58,400 56,683 1,717 54,000 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 1,204,400 2,140,964 △ 936,564 432,900 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 89,400 63,000 26,400 58,500 新たな貸付金、前払金、前年度の未払金など

予備費 10,900 0 10,900 11,800 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 △ 84,300 △ 81,561 △ 2,739 △ 88,400 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 652,800 945,687 △ 292,887 616,400 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 5,715,900 6,844,929 △ 1,129,029 5,269,500

貸借対照表
資産の部 （単位：千円）

本年度末
2022 年 3 月 31 日

前年度末
2021 年 3 月 31 日 増　減 主な項目

固定資産 24,115,283 24,540,060 △ 424,777 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 16,059,984 16,758,608 △ 698,624 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 7,443,420 7,451,983 △ 8,563 1 年以上所有する特定資産

　　その他の固定資産 611,879 329,469 282,410 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 1,059,849 954,853 104,996 現金や預金・1 年以内の短期貸付金

資産の部合計 25,175,132 25,494,913 △ 319,781

負債の部

固定負債 1,265,763 1,295,640 △ 29,877 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 573,024 521,337 51,687 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 1,838,787 1,816,977 21,810

純資産の部

基本金 31,677,988 31,846,486 △ 168,498
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 △ 8,341,643 △ 8,168,549 △ 173,094 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 23,336,345 23,677,937 △ 341,592 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 25,175,132 25,494,914 △ 319,782 負債の部合計と純資産の部を合計した額

2021 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）

 2021 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）

2021 年度決算ならびに 2022 年度予算
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【2022（令和 4）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附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） 新型コロナウィルス感染症への対応は、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） 2022 年度は、広報入試部門・管財部門・グローバル部門を対象とし
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。

【2022（令和 4）年度予算の概要】
　以上の方針に基づき、当年度収支差額は 7 億 9,770 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 3 億 2,930 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。

2022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 7,800,000

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 繰越

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 延長

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 130,000

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 780,000

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 延長

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

経済経営 井上　　仁 基盤研究（C） マイナス金利政策が銀行貸出および銀行収益性に与える影響 780,000

人文 奥田　統己 基盤研究（C） 現地調査により残されたアイヌ語音声・筆録資料および未公刊論文等の横断的整理と公開 1,690,000

人文 山田　伸一 基盤研究（C） 19 世紀後半の北海道・千島沿岸を中心とするラッコ・オットセイ猟に関する基礎的研究 520,000

職員 辻　　由依 若手研究 発達障がい学生の自己理解促進を目的とした支援方法の検討 390,000

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。
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保護者懇談会について 女子アイスホッケー日本代表
ゴールキーパー藤本那菜選手
本学を表敬訪問

　女子アイスホッケー日本代表（スマイルジャパン）のゴールキーパー
藤本那菜選手（2012 年人文学部臨床心理学科卒／現在はデンソー北
海道に所属）が 3 月 25 日（金）に河西邦人学長に表敬訪問し、北京
2022 冬季オリンピックの報告を行いました。
　北京 2022 冬季オリンピックにおいて、女子アイスホッケー日本代表
は予選リーグを通過し、決勝リーグにて 6 位という成績を収めました。
　藤本那菜選手は日本代表チー
ムの正ゴールキーパーとして全
試合に出場し、多くのファイン
セーブを見せ、日本中を沸かせ
る活躍をしました。
　その活躍を讃えて、河西学長
からは今後の更なる活躍を期待
し、報酬金が贈られました。
　藤本那菜選手の益々のご活躍
を期待したいと思います。

※写真撮影時のみマスクを外し
て撮影しています。

　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 2 年ぶりに「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
きし対面で実施する予定です。新型コロナウイルスの感染状況によって
は、中止とさせていただく場合もございますので、予めご了承ください。
　開催の詳細は、以下のとおり予定しています。

後援会評議員会を開催

　5 月 21 日、新札幌キャンパスにおいて 2022 年度後援会評議員会を開催しました。評
議員会では、①副会長・監事の選任、② 2021 年度事業報告並びに決算報告、③ 2022
年度事業計画及び予算並びに「役員の会議出席に伴う日当交通費支給内規」（案）を審議
し、全て承認されました。また、2021 年度事業報告では、後援会報の発行、卒業生へ
の記念アルバム配布、学生課外活動における活動補助等を行ったことが報告されました。
　今年度も大学と協力しながら各種事業を推進して参りますので、引き続き、皆さまの
ご理解とご協力をお願いします。
　なお、評議員会の詳細は、大学のホームページ及び後援会報（2022 年 8 月 1 日発行予定）
に掲載しますのでどうぞご覧下さい。

1．任命（2022 年 4 月 1 日付）※部長職以上掲載
河西　邦人 学長
佐野　友泰 副学長
渡邊　愼哉 副学長　総合研究所長
石川　千温 地域社会マネジメント研究科長
大宮　秀淑 臨床心理学研究科長
中村　敦志 人文学部長
山本　　彩 心理学部長
新田　雅子 教務部長
坂口　勝幸 学生部長
山添　秀剛 広報入試部長
田中　敦士 就職部長

教職員人事

開催地 開催日 受付 保護者懇談会 会場

旭川  8月27日（土） 12：00 12：30 ～ 14：30 ホテル クレッセント旭川

北見  8月28日（日） 9：30 10：00 ～ 12：30 ホテル黒部

帯広  9月 3日（土） 12：00 12：30 ～ 14：30 とかち館

釧路  9月 4日（日） 9：30 10：00 ～ 12：30 釧路プリンスホテル

函館  9月10日（土） 12：30 13：00 ～ 15：30 ホテル法華クラブ函館

青森  9月11日（日） 9：30 10：00 ～ 12：30 ホテル青森

本学 10月15日（土）
9：00 9：30 ～ 12：30 札幌学院大学　

新札幌キャンパス

12：30 13：00 ～ 16：00 札幌学院大学　
江別キャンパス

2．採用
（2022 年 2 月 1 日付）
梅野　恵介 （キャリア支援課）

（2022 年 4 月 1 日付）
山田　伸一 （人文学部人間科学科　教授）
浅沼　裕治 （人文学部こども発達学科　准教授）
友野　貴之 （心理学部臨床心理学科　講師）
田代　　歩 （経済経営学部経済学科　講師）
ハメット　D.A.　（人文学部英語英米文学科　英語講師）

3．退職（2022 年 3 月 31 日付）
児島　恭子 （人文学部人間科学科　教授）
ヒンクルマン　ダン　W.　（人文学部英語英米文学科　教授）
室橋　春光 （心理学部臨床心理学科　教授）
井手　正吾 （心理学部臨床心理学科　教授）
玉山　和夫 （経営学部会計ファイナンス学科　教授）
高橋　秀昌 （教育支援課）

4．人事異動
（2022 年 2 月 1 日付）
教育支援課 出羽　寛信（財務課）

浅沼　裕治

ハメット　D.A.友野　貴之 田代　　歩

梅野　恵介

2022 年
2 月 1 日付
採用

山田　伸一

2022 年
4 月 1 日付
採用

■採用教職員
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　1991 年 3 月に本学商学部商学科を卒業され、全国でツルハドラッグを中心に店舗を展開するドラッグストア大手の株式会社ツルハ代表取締役社
長の八幡政浩さんにお話を聞きました。なお、株式会社ツルハ様には 2022 年 2 月 2 日にアルコール配合の薬用消毒ハンドジェル (500ml)240 本
を寄贈いただきました。寄贈いただいた株式会社ツルハ様に深く感謝申し上げます。

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。
　私は、商学部商学科に在籍していました。講義のなかにマーケティングや商業についての内容
があり、そこで小売業に興味を持ちました。
　大学 4 年生（1990 年）のときに学内セミナーに参加し様々な企業説明を受けました。
　その当時はツルハが 100 店舗目を出店した頃、今後ドラッグストア業界が芽吹き始める、成長
するとの説明があり、ツルハの成長と自分自身の成長を重ね、ドラッグストアの将来性を見据え
て入社を決めました。

Q．これまでの仕事に関するエピソードを教えてください。
　2011 年 3 月 11 日の東日本大震災のとき、甚大な被害を受けた宮城県・福島県のエリア担当部
長でした。店舗も壊滅的な被害でしたが、当社従業員が北海道や東京から応援に駆けつけ迅速に
復旧作業を行うことができました。早期復旧ができ、地域の皆様から「ツルハがあってよかった」「こ
んなに早くお店を開けてもらい助かりました」というたくさんの感謝のお言葉をいただけたのが一
番励みになりました。

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。
　小売業に興味を持つきっかけにもなったマーケティング論の講義です。講義の中で色々な販売の方法について学び
ました。例えば、過去にカラーバリエーションが少なかった商品が性能自体は変わらなくとも、多色に増やすことで「私
はこの色がいい」という人が増え、その結果何倍にも売上が伸びたというケースがあったそうです。学生のうちにこう
いった付加価値をつけて販売する手法や知識を身につけられたのは非常にいい経験となりました。また、30 年前の学
食はお昼になると非常に混み合い、席を確保することが難しく、2 講時目を早めに抜け出し昼食をとったこともなつか
しい思い出です。（笑）

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。
　コロナ禍によりリモート等での講義が続き、コミュニケーションが取りづらかったり、友だちがなかなかできないな
どの状況が続いているかと思います。ただ、毎日を何も考えずに過ごしてしまうよりも自分で目標を立て、期限を決め
てコツコツと課題をクリアをしていってみてください。そうすることでいつの間にか周りの人たちと比べたときに高い
能力が身に付くはずです。今後、就職した際には先輩や上司の言うことを素直に聴き自分の身に取り入れてください。

寄付者銘板設置のご報告

　新札幌キャンパスの開設を記念して 2019 年度よりご案内をしており
ました寄付者銘板が完成し、新札幌キャンパス 2 階フロア（図書館入口前）
に設置しております。あらためてご寄付をいただきました皆さまに厚く
御礼申し上げます。
　お近くにお越しの際にはぜひお立ち寄りください。
　学生・保護者・同窓生の皆さま、そして大学に関わるすべての皆さま
のご期待に応えるべく、本学はこれからも地域の「知の拠点」としての
責務を果たしてまいります。

札幌学院大学教育振興寄付のお願い

　札幌学院大学は今年、学園創立 76 周年、大学開学 54 周年を迎えま
す。この歴史と伝統を踏まえ、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、在学生保護者、法人のみな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。
　寄付は専用用紙による申し込みやインターネット（本学ホームページ）
上でのクレジットカード決済または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本学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

▲ ▲ ▲

 札幌学院大学へ寄付のご協力をいた
だき、心より御礼申し上げます。ご寄付いただきました方々への感謝
を込めご芳名を掲載させていただきます。

卒 業 生 こ の 人 株式会社ツルハ
代表取締役社長　八幡　政浩さん

寄付者・ご芳名（掲載承諾者・敬称略・五十音順）2022.1.1～5.31

伊佐　均
石井　衛
石田　浩晃
石戸　英雄
伊藤　環
大西　一充
大橋　芳美
大畑　揮義
小山田　直俊
笠木　康弘

加藤　清志
狩野　建司
小林　紀子
今野　寿幸
佐藤　義孝
白石　英才
新谷　正芳
鈴木　邦夫
平　昭広
平　正博

髙岡　健次郎
田中　勇治
津國　孝
鶴田　實
豊川　良典
中野　優子
夏原　博
奈良　忍
平松　雄介
平山　和雄

松本　美智子
村松　健二
八幡　茂政
山田　耕市
横山　末雄
ほか匿名 31 名
※受配者指定寄付をのぞく

八幡政浩社長（1991年3月商学部商学科卒業）

株式会社ツルハ様より寄贈い
ただいたアルコール配合の薬
用消毒ハンドジェル
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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観点から全ての会場で事前申
込制となっています。

開催日程 開催地 会場 時間

6月21日（火） 室蘭 FK ホールディングス
生涯学習センター　きらん

16：30 ～ 18：30
（受付 16：00 ～）

7月24日（日） 八戸 ユートリー（VISIT はちのへ） 14：00 ～ 16：00
（受付 13：30 ～）

7月25日（月） 盛岡 いわて県民情報交流センター　
アイーナ

16：00 ～ 18：00
（受付 15：30 ～）

7月26日（火） 秋田 秋田拠点センターアルヴェ 16：00 ～ 18：00
（受付 15：30 ～）

9月24日（土） 旭川 イオンモール旭川駅前 12：30 ～ 15：00
（受付 12：00 ～）

9月25日（日） 北見 まちきた大通ビル 10：30 ～ 13：00
（受付 10：00 ～）

10月1日（土） 帯広 道新ホール帯広 12：30 ～ 15：00
（受付 12：00 ～）

10月1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 ～）

10月2日（日） 釧路 釧路ロイヤルイン 10：30 ～ 13：00
（受付 10：00 ～）

10月2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11日（土） 【リフレクション入試・学校推薦型選抜説明会】
 7月17日（日） 【学び LIVE ！】
 9月18日（日） 【学校推薦型選抜対策講座】
 12月3日（土） 【サツガク模試】

2023年3月21日（火・祝） 【サツガク入門】

　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に鑑み、延期や中止、オン
ライン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にてご確認ください。

Information

出版社：明石書店
出版年：2022 年 4 月
I S B N：978-4-7503-5384-5
定　価：本体 2,000 円＋税
　頁　：204 ページ

　この本は、教師である私が教師につ
いて書いた本です。現在本学で担当し
ている「教職入門」の講義の内容を中
心にまとめて、学生のテキストとして
使うことを想定して作りました。どう
すれば教師として、この困難な時代を
生き抜くことができるのか、その働き
方・生き方を考えるためのガイドブッ
クとして、多くの方々に読んで頂きた
いです。

SNS 情報
twitter YouTubeFacebook

＃桜のあるキャンパス

＃図書館

教員著書紹介

『かわはら先生の教師入門～
「教師ブラック時代」を生き抜くために』

川原　茂雄　著

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。

　第 50 回となる大学祭「青嵐祭」を 6 月 25 日（土）に新札幌キャンパスにて開催します。
　大学祭は、新型コロナウィルス感染症拡大の影響から 2 年間開催ができませんでした。大学祭を楽しみにしていた先輩たちは開
催が中止となりとても残念な思いをして卒業されたことと思います。私たちは大学祭実行委員会を 1 月に結成し、大学祭が開催さ
れない年がこれ以上続かないよう、どうすれば大学祭が開催できるかアイデアを出し合うことからスタートしました。その際、新
たな開催方法としてオンラインによる開催なども検討していましたが、3 回目のワクチン接種も進み、社会がワクチンとの共存方
法を模索し始めたこともあり、できるだけ対面で開催できるよう準備を進めています。対面で重要なのはコロナウィルス感染拡大
防止対策を徹底することです。その点は十分に注意して開催しますので、皆様にはぜひご来場いただきたいと思います。
　今年のメインは、今ノリにノっている人気コンビのティモンディさんをゲスト芸人としてお迎えする予定です。
　その他に「青春ビンゴ大会」などのイベントや、サークル等の展示も予定していますので、大勢の皆様にお楽しみいただけると
思います。
　今回の大学祭の開催にあたり、パンフレットへの広告掲載に協賛いただいた多くの事業者の皆様を始め、開催のために協力して
くださった全ての皆様に感謝申し上げます。ご来場の皆様に満足いただけるよう実行委員会一同全力を尽くして参ります。
 青嵐祭実行委員会委員長　法学部 3 年　松澤　拓夢

第 50 回大学祭「青嵐祭」開催のご案内

出版社：ナカニシヤ出版
出版年：2021 年 7 月
I S B N：978-4-7795-1586-6
定　価：本体 3,600 円＋税
　頁　：403 ページ

　マルクスや『資本論』が再び注目さ
れ、手軽な解説書も多数出版される中、

「易しさ」のために精度や深みを犠牲
にしないという方針で執筆・編集され
ました。『資本論』第 1 部を中心とし
た理論的解説、置塩信雄氏を嚆矢とす
る数理マルクス経済学、大塚史学、日
本資本主義論争などを扱う経済史の 3
分野が共通の基本認識のもと一著に纏
められています。

『最強のマルクス経済学講義』
松尾匡　編著・神山義治・浅川雅己　ほか著


