
「ポスト新型コロナウイルス時代を生き抜こう」　学長　河西邦人
　新型コロナウイルスの世界的感染拡大に対し、本学は感染防止のため、入学式の中止、授業
開始日の延期、遠隔（オンライン）授業の全面展開等、今までとは異なった状況へ適応すべく
教育活動を変更しています。大学生活を楽しみに入学した皆さんには大変申し訳なく思ってい
ますが、本学の新入生と在学生の皆さん、教職員の健康を守るための対応へご理解を賜りたく
お願い申し上げます。
　政府が緊急事態宣言を発出し、経済活動は制限されたため、今年の 4 年生の就職活動に対し
て採用人数の抑制や採用の休止という厳しいニュースも見聞します。今年入学した皆さんにと
って就職は先の話ですが、近年の就職活動での売り手（学生）優位は昨年度で終了したと言え
ます。そのため皆さんには危機意識を持って大学で学び、力を付けて社会へ旅立つよう、望み
ます。
　厳しい話をしましたが、変化は良くも悪くもチャンスをもたらしてくれます。その大きな社
会の変化へいち早く適応し、変化に新たなチャンスを見つけた人が、厳しい時代であっても生
き抜く人です。今回はオンライン化という大きな変化が急速に広まっています。オンライン化
はインターネットを仲介するため、人と人のコミュニケーションのあり方を変えます。今まで
のように人間関係と雰囲気の助けで何となく意思疎通するだけではなく、これからは遠隔支援
技術を十分に活用し、適切な説明によるコミュニケーションが必要になります。それらの基礎
的な知識と能力を本学の教養科目と専門科目で学び、身につけられます。
　皆さんは ICT 時代に育った世代ゆえにオンライン化の変化に対し優位性を持ち、成長への可
能性を持っています。本学でしっかり学び、ポスト新型コロナ時代を生き抜く力を身につけて
下さい。

学長から新入生へのメッセージ

　2021 年 4 月に本拠地・江別キャンパスから新札幌キャンパスへ移転す
るのは、新設する「経済経営学部」です。既存の「経済学部」と「経営学
部」を統合する「経済経営学部」開設の狙いは、それぞれの学部が培って
きた強みを融合させて、新たな時代に相応しい教育を提供することにあり
ます。北海道の未来を担う学生たちに期待されているのは、国際経済の動
向と地域経済の関連を分析し把握する力、不透明な時代にあって企業経営
や地域経営の発展の課題を見いだす力、国際的視野をもって地域の役割や
独自性を創造する能力、そして、職業人としての実践力です。
　「経済学部」は、これまで「国際的視野と地域的視点」を重視したカリ
キュラムの体系を経済学教育の中心にすえ、同時にキャリア・アップ・プ
ログラム（CUP）により資格や専門知識を備えた職業人を育てることを強
みとしています。「経営学部」は、高度なマネジメント能力の養成を目的
に、専門科目「フィールド実践」を軸に全国の各地や海外に出かけ調査・
見聞を広めるとともに、企業、自治体、NPO などと連携して学修成果を
実践するという体験型教育に一貫して取り組んできました。
　これら二つの学部を融合させる「経済経営学部」の学びは、今後学生た
ちに期待される能力の獲得を実現し、北海道の未来を支える力になると考
えます。経済学部と経営学部の学問の垣根を低くし、それぞれの強みと利
点を活かすこと、本格的な AI 時代を迎え IT、IoT（モノのインターネッ

ト）技術や、ビッグデータを含むデータの収集と解析能力を身につけるこ
と、さらにはビジネスのグローバル化に対応した外資系企業におけるイン
ターンシップ・プログラムの展開などが新学部の特長の一つになります。
　なお、経済経営学部開設に向け、国道 12 号線沿いの看板に広告を掲載
しています。

経済経営学部開設
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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 57名、成績優秀者奨学生 187 名、
資格取得者奨学生 93名、課外活動特待奨励生 49名を採用
　2020 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。2018 年度入試から実施
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 57 名（前年度比
31 名増）、入試成績による成績優秀者奨学生 187 名（前年度比 85 名増）、
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 93 名

（前年度比 52 名増）、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 49 名（前年度比 5 名増）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 78 名が決定しています。

【スカラシップ特待生】

人数 学　科 免除額

57 名
臨床心理学科 12 名、人間科学科 9 名、英語英米文学
科 3 名、こども発達学科 7 名、法律学科 14 名、経済
学科 6 名、会計ファイナンス学科 3 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 1 種 5 名 臨床心理学科 1 名、人間科学科 2 名、英語英
米文学科 1 名、会計ファイナンス学科 1 名 1 年次の年間授業料

第 2 種 182 名

臨床心理学科 25 名、人間科学科 14 名、英語
英米文学科 25 名、こども発達学科 5 名、法律
学科 28 名、経済学科 35 名、会計ファイナン
ス学科 15 名、経営学科 35 名

1 年次の前期授業料

　さらに、在学生で昨年度資格を取得した 9 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。

【資格取得者奨学生】

人数 資格の種類 免除額

新入生

14 名
日商簿記検定 1 級・全経簿記能力検定上級 1 名、
実用英語技能検定準 1 級 1 名、日本語能力試
験 N1　9 名、介護福祉士国家試験 3 名

入学金及び
1 年次授業料

79 名
日商簿記検定 2 級・全商簿記実務検定 1 級 18
名、実用英語技能検定 2 級 47 名、日本語能力
試験 N2　13 名、基本情報技術者試験 1 名

入学金免除

在学生 6 名 実用英語技能検定準 1 級 1 名、TOEIC740 点以
上 3 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 49 名
一種 18 名、二種 21 名、
三種 0 名、四種 2 名、
五種 8 名

硬式野球 10 名、弓道 10 名、ソフトテニ
ス 8 名、陸上 12 名、バスケットボール 8 名、
カーリング 1 名

在学生
（継続者） 78 名 一種 37 名

二種 41 名
硬式野球 27 名、弓道 16 名、ソフトテニ
ス 11 名、陸上 21 名、カーリング 3 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）

　2020 年度の入学志願者数及び入学者数が確定しました。総志願者数は 5,117
人（前年度 3,168 名、前年比 162％）、前年度 3,168 人から 1,949 人増加していま
す。 入 学 者 数 は 定 員 795 名 に 対し て 953 人 と なり（ 前 年 度 732 人、 前 年 比
130％、定員比 120％）、志願者数、入学者数共に前年度を大きく上回りました。
　志願者の大幅な増加の主な要因は、2021 年度に開設する新札幌キャンパスへの期
待と、経済経営学部という新しい学部の開設を通じて大学が常に変化し、新しいこと
にチャレンジする姿勢を前面に打ち出したことが好影響をもたらしたと分析していま
す。2020 年度、全国の私立大学の志願者数は前年度比平均で 5％程度の減少である
ことと比較すると、本学の志願者・入学者増加率は全国的にも注目される結果です。
　18 歳人口の減少と私立大学の入学定員管理の厳格化を背景として、受験生は
大学選びに一層慎重になりつつあります。コロナ禍の影響により、対外的な入
試広報が大きな制約を受ける中、オープンキャンパスも Web 開催となるなど、
本学の魅力をどのように伝えるか試行錯誤しているところです。機会を逃さぬ
よう積極的な PR をしていきたいと思います。

2020年度入学者状況

新型コロナウイルス感染拡大防止のための遠隔授業導入について
　新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、「三密」を避けるため授業の形態を通常の「面接授業」から「遠隔授業」に替え、5 月 4 日に開始しま
した。「遠隔授業」とは、授業担当教員が作成した授業内容をインターネット回線を経由して配信し、学生が自宅のパソコンなどを通じて受講する授業の
形態です。これはほとんどの学生・教員にとって初めての取組みで、道内始め全国の大学でも同様な取組みがされています。遠隔授業においても教室で
行われる面接授業と同等の教育の質が維持できるよう、学内で遠隔授業の知識・経験を持つ教職員を総動員して 4 月初旬から教員向け講習会を 2 週間に
わたり連日開催し、数週間の準備期間を経て開始に至りました。
　開始当初は学生・教員共には戸惑いもありましたが、慣れるにつれて授業毎の課題のやりとりもスムーズになっています。大学では受講学生の反応も
参考にしつつ今後も改善に取り組みます。（5 月 31 日時点）

　2021 年 4 月、新札幌キャンパス完成とともに、学部の統合・再
編によって経済経営学部が開設されます。それに伴い、この度、
経済経営学部対談リーフレットを作成しました。
　本学が目指すべき経済学・経営学とは
なにか？　経済や経営を学ぶ意味とは？　
学生たちに期待することとは？　経営と
会計の最前線に立つ、「会計学」専門の
邵 藍蘭教授と、独自のアイデアで第一
次産業や地域を支える本学卒業生の株式
会社オーレンス総合経営 取締役会長 高
橋 武靖氏に思いを語っていただきまし
た。

経済経営学部対談リーフレット
を作成しました
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　5 月 29 日、後援会の評議員会を本学 3 号館において開催いたしました。評議員
会では、①新評議員及び副会長の選任、② 2019 年度事業報告及び決算、③ 2020
年度事業計画及び予算の議案について、全てご承認いただきました。
　2019 年度事業報告では、新型コロナウイルス感染防止により学位記授与式が中
止となり後援会の共催事業である卒業祝賀会が実施できなかったこと、特別会計
においては全日本大学駅伝、全日本バスケットボール選手権大会への旅費等の補
助を行ったことなどが報告されました。2020 年度事業として 2021 年度新札幌キ
ャンパス開設に伴う寄付、新型コロナウイルス対策の修学支援金として大学に寄
付することを決定しました。
　なお、2020 年度の後援会共済事業「保護者懇談会」につきましては、大学と新
型コロナウイルスの感染防止対策を行い進めてまいりますので、ご理解ご協力の
ほどよろしくお願いします。
　評議員会の詳細につきましては、大学のホームページ並びに後援会報（8 月 1
日発行予定）に掲載いたしますのでご覧ください。

　新札幌キャンパスに建設中の新校舎は順調に工事が進み 6 月
現在、5 階部分まで建物の躯体が立ち上がっています。
　今後は最上階の 6 階までの工事と共にいよいよ内装部分の工
事にとりかかります。
　また、校舎内には銘板を設置し、新校舎建設事業寄付として 3
万円以上ご寄付いただいた方のご芳名を刻銘する準備を進めて
います。寄付の詳細についてはホームページからご覧ください。

後援会評議員会を開催新札幌キャンパス工事進捗状況

留学生インタビュー　チョ　ウロさん（心理学部臨床心理学科2年）

　日本に来たのは高校を卒業した後、2017 年の夏です。約 3 年日本で生活しています。進路について考え、そのまま
母国の中国で大学に進学するより、もっと挑戦的な道を選び、多様な環境の中で様々な知識を身に付け経験を積みたい
という思いから、日本に留学することを決めました。同じアジア圏であるため、文化や生活習慣が近いと考えたのも理
由の一つです。日本に来てごみ箱がないことや礼儀の良さなどいくつか驚いたことがありますが、もっとも驚いたのは
印鑑の重要さです。銀行で口座を作るときや年金など重要な書類にも幅広く使われています。しかし、母国ではほとん
どの印鑑がフルネームであるのに対し、日本は苗字だけでサイズもかなり小さいですね。日本で一番好きな食べ物はす
き焼きです。中国の火鍋より優しい口当たりで、冬に食べると体を温められるのが好きな点です。最初は生卵をつけて
食べるのが信じられず戸惑いましたが、一回試してみると大好きになりました。授業がない週末はアルバイトをしてい
ますが、長い休み中は北海道の色々なところに旅に出るのが楽しみです。北海道は緑がたくさんあり、自然を感じられるのが好きです。今まで行った中
で一番好きなところは旭川です。町が広くて、ゆっくり生活できるところだと感じました。
　札幌学院大学の好きなところは、先生方が親切なところです。わからなくて困っている時も詳しく教えてくれます。国際交流プログラムもたくさんあるため
色々な国の友達ができて、視野を広げることができるのも魅力です。大学では、心理学について勉強しています。今はまだ基礎的な勉強をしていますが、一
歩ずつ進めば、夢に近づくことができると思っています。日本で心理学の資格を取って、日本で働きたいので、まずは大学院に進学することが今の目標です。

札幌学院大学には多くの留学生が在学しています。
今回はその一人であるチョ　ウロさん（心理学部臨床心理学科 2年）にお話を聞きました。

　札幌学院大学は2018年に開学50周年を迎え、2021年度には学園創立75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。
　卒業生、在学生のご父母、企業等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にご協力を賜りたく、教育振興及び新校
舎建設に関わる寄付金の募集についてご案内させていただきます。
　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。また、新校舎建設事業寄付金については2021年1月に新
札幌に竣工する新校舎建築のために活用させていただきます。
　なお、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からご覧ください。

札幌学院大学教育振興及び新校舎建設事業寄付のお願い
寄付者・ご芳名（掲載承諾者・敬称略・五十音順）�
� 2020.1.1〜5.31

浅野　勝
阿部　忠義
阿部　直保
天坂　聡信
池田　導紀
石栗　和人
石田　勲
伊藤　裕司
岩村　敏次
上杉　鉃雄
内田　大輔
海田　征宏
及川　英子
大内　清司
大橋　悦子
楫　忠夫

上手　雅之
川口　繁光
川瀬　則行
金岩　千緒理
草野　馨
栗橋　久美子
幸田　泰二
小西　泰人
駒澤　満
今野　雅裕
斉藤　真二
坂尻　康平
坂本　雅允
笹岡　征雄
佐々木　玄明
佐々木　三彦

佐藤　市子
佐藤　政範
参納　清二
篠原　武秀
白石　英才
新宮　信幸
菅　木綿子
鈴木　邦夫
曽根　裕幸
高　光幸
高清水　靖昌
滝沢　廣忠
立野　太一
田中　博文
谷　幹夫
丹野　勝

土田　幸次
冨樫　栄
豊吉　孝
中野　隆志
中野　充裕
中村　重和
中村　誠司
生地　則久
西出　弘之
西野　敏夫
半田　忠
平山　貴雄
福元　美佳
本間　岩雄
松浦　数義
丸山　治美

三上　博康
光武　幸
南　保雄
山代　計多
吉川　侑子
吉田　茂夫
吉田　義朗
吉見　昭徳
四元　武博
永井　勅己

掲載承諾者　74 名
匿名　44 名
のべ　118 名
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2019年度決算ならびに2020年度予算

事業活動支出計
3,597,728
千円

教育研究経費
1,165,765
32.4％

人件費
2,084,587
57.9％

資産処分差額
21,522
0.6％

管理経費
325,508
9.0％

借入金等利息
138
0.0％

徴収不能額等
159
0.0％

その他の
特別支出
49
0.0％

その他の
特別収入
9,147
0.3％

寄付金
27,956
0.9％
手数料
57,483
1.9％

事業活動収入計
2,994,121
千円

学生生徒等納付金
2,318,153
77.4％

受取利息・
配当金
112,359
3.8％

その他の
教育活動外収入
10,307
0.3％

雑収入
131,815
4.4％

付随事業
収入
17,402
0.6％
経常費等
補助金
275,684
9.2％

資産売却
差額
33,815
1.1％

2019（令和元）年度決算並びに2020（令和2）年度予算
　2020（令和2）年5月28日に開催された第239・240回理事会において、学校法人札幌学院大学
2019（令和元）年度決算並びに2020（令和2）年度補正予算が承認されました。
【2019（令和元）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39億
4,100万円の支出超過を見込んでおりましたが、決算額では5億5,090万円支出超過が減少し、33億
9,010万円の支出超過となりました。これは、主に固定資産の保有金額変更及び建物・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、2018年度末から6億3,490万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

2019年度予算 2019年度決算 差異 2020年度予算 主な項目

事
業
活
動
収
入
の
部

学生生徒等納付金 2,344,900 2,318,153 26,747 2,712,400 入学金、授業料、教育充実費、実験実習料など

手数料 35,600 57,483 △21,883 49,000 入学試験の検定料、試験料など

寄付金 26,000 27,956 △1,956 29,100 個人や団体からの寄付金。図書や備品等の現物寄付含む

経常費等補助金 288,300 275,685 12,615 298,300 国又は地方公共団体からの補助金

（内国庫補助金） （288,000） （275,439） （12,561） （298,000）

付随事業収入 24,400 17,402 6,998 3,600 外部より委託を受けて行う試験・研究などの収入

雑収入 124,200 131,815 △7,615 69,200 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 2,843,400 2,828,494 14,906 3,161,600 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 2,116,600 2,084,587 32,013 2,070,100 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 1,281,400 1,165,765 115,635 1,653,000 教育や研究部門に資する費用（減価償却費含む）

管理経費 317,800 325,508 △7,708 365,500 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 0 159 △159 0

教育活動支出計 3,715,800 3,576,019 139,781 4,088,600 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 △872,400 △747,525 △124,875 △927,000 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 111,000 112,359 △1,359 92,200 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 13,170 10,307 2,863 22,800

教育活動外収入計 124,170 122,666 1,504 115,000 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 500 138 362 600 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 500 138 362 600 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 123,670 122,528 1,142 114,400 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 △748,730 △624,997 △123,733 △812,600 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 0 33,815 △33,815 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 13,100 9,147 3,953 4,500

特別収入計 13,100 42,962 △29,862 4,500 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 21,522 △14,522 7,000 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 49 0 0

特別支出計 7,000 21,571 △14,571 7,000 資産売却や処分にかかる臨時的な支出

特別収支差額 6,100 21,391 △15,291 △2,500 特別収入から特別支出計を減じた額

予備費 8,900 0 8,900 9,800 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 △751,530 △603,606 △147,924 △824,900 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 △3,189,500 △2,786,519 △402,981 △4,043,400 1 号から 4号までの基本金組入額

当年度収支差額 △3,941,030 △3,390,125 △550,905 △4,868,300 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 △3,388,000 △3,387,968 △32 △3,778,100 前年度までの収支差額

基本金取崩額 0 3,000,000 △3,000,000 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 △7,329,030 △3,778,093 △3,550,937 △8,646,400 翌年度へ繰り越す収支差額

（参考）

事業活動収入計 2,980,670 2,994,122 △13,452 3,281,100 当年度のすべての事業活動収入

事業活動支出計 3,732,200 3,597,728 134,472 4,106,000 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）

2019年度予算 2019年度決算 差異 2020年度予算 主な項目

収
入
の
部

学生生徒等納付金収入 2,344,900 2,318,153 26,747 2,712,400 入学金、授業料、教育充実費、実験実習料など

手数料収入 35,600 57,483 △21,883 49,000 入学試験の検定料、試験料など

寄付金収入 26,000 27,956 △1,956 29,100 個人や団体からの寄付金

補助金収入 288,300 276,984 11,316 298,300 国又は地方公共団体からの補助金

資産売却収入 0 33,815 △33,815 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 37,570 27,709 9,861 26,400 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 111,000 112,359 △1,359 92,200 貸付金、預金等運用財産の利息・受取利息・配当金

雑収入 124,200 133,852 △9,652 69,200 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 0 0 0 130,000 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 383,800 454,353 △70,553 385,400 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 8,393,600 11,833,804 △3,440,204 7,953,800 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 △487,780 △503,581 15,801 △498,400 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 1,516,000 1,516,091 △91 881,200 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 12,773,190 16,288,978 △3,515,788 12,128,600

支
出
の
部

人件費支出 2,118,000 2,086,175 31,825 2,069,500 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 953,500 865,264 88,236 1,252,400 教育や研究部門に資する費用

管理経費支出 289,900 299,720 △9,820 340,200 管理や法人部門に資する費用

借入金等利息支出 500 138 362 600 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 30,000 借入金等の元金返済にかかる支出

施設関係支出 3,343,500 3,256,816 86,684 3,105,000 土地・建物・構築物等の固定資産取得の支出

設備関係支出 126,200 94,070 32,130 995,000 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 5,274,800 8,750,284 △3,475,484 3,496,200 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 88,500 96,483 △7,983 66,500 新たな貸付金、前払金、前年度の未払金など

予備費 8,900 0 8,900 9,800 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 △45,000 △41,155 △3,845 △45,000 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 614,390 881,183 △266,793 808,400 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 12,773,190 16,288,978 △3,515,788 12,128,600

貸借対照表
資産の部� （単位：千円）

本年度末
2020年3月31日

前年度末
2019年3月31日 増減 主な項目

固定資産 25,227,514 25,106,541 120,973 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 13,289,310 10,521,821 2,767,489 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 11,680,713 14,567,435 △2,886,722 1 年以上所有する特定資産

　その他の固定資産 257,491 17,285 240,206 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 1,017,762 1,723,441 △705,679 現金や預金・1年以内の短期貸付金

資産の部合計 26,245,276 26,829,982 △584,706

負債の部
固定負債 1,164,509 1,196,897 △32,388 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 574,820 523,532 51,288 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 1,739,329 1,720,429 18,900

純資産の部

基本金 28,284,040 28,497,521 △213,481
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 △3,778,093 △3,387,968 △390,125 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 24,505,947 25,109,553 △603,606 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 26,245,276 26,829,982 △584,706 負債の部合計と純資産の部を合計した額

2019 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）

2019 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）
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2020年度　科学研究費助成事業
（日本学術振興会）採択状況

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。� （単位：円）

研究代表者 学部 研究種目 研究課題 交付決定額
臼杵　　勲 人文 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 7,020,000
奥田　統己 人文 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
森　　直久 心理 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 1,170,000
原田　寛之 職員 奨励研究 キャンパスと市街地の無線 LAN を相互利用可能とするオンラインサインアップ機構の開発 480,000
宮崎　友香 心理 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 1,300,000
井上　　仁 経済 基盤研究（C） 金融危機時における銀行バランスシートリスクと貸出行動の誤認識問題 910,000
山本　　彩 心理 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 1,430,000
伊藤万利子 心理 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 130,000
石川　千温 経営 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 780,000
山崎　慎吾 経済 基盤研究（C） 航空会社間の競争と地方政府間の競争の関係及び空港管理主体の違いがもたらす効果 1,430,000
大塚　宜明 人文 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 1,430,000

Joao.C. Koch. Jr. 人文 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

大宮　秀淑 心理 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
檜山　　純 経営 基盤研究（C） レトロアクティブ・アプローチに基づく監査の失敗に関する事例研究 780,000
大國　充彦 経済 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
小池　英勝 経済 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 2,860,000
岸本　宜久 経営 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 780,000
黄　　　昕 経営 若手研究 Effects of Female Executives in Top Management Teams on Corporate Behavior and Performance 650,000

【2020（令和2）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加え、新校舎建設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、教育の質保証のため
の取組の強化、奨学金制度の再設計による特別補助金の増額等を目指します。

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）�各部門の中期目標を達成するために新規事業に取り組む場合は、スクラップ・アンド・ビルド（他
の事業を縮小、廃止して新規事業に充てる）によって部門予算の枠内に収めることを追求します。

3）�部門の責任者がリーダーシップを発揮して試行的な取組を行うための機動的な予算（裁量
予算）の枠を確保します。

○戦略的事業予算
1）�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。これによって、すべての教職員が創意と工夫により戦略事業に
主体的に関与することを促します。

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）�2020年度は、広報入試部門と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）�新札幌キャンパスの校舎建設及び設備導入（什器・備品、情報ネットワークシステム等）並
びに移転に必要な予算は別枠（大学発展準備引当特定資産等）で措置します。

2）�施設の修繕・改修、設備・機器・情報インフラの更新等は、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、経費を平準化します。

【2020（令和2）年度予算の概要】
　以上の方針に基づき、新札幌キャンパスの校舎建設を含め、当年度収支差額は48億6,830万円の
支出超過を見込んでおり、資金（キャッシュ）については約7,280万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、改善を行っていく所存です。
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■採用教職員

小田川由美子

令和2年
3月2日付
採用

令和2年
4月1日付
採用

■退職（令和2年3月31日付）
北林　雅志（経営学部　教授）
久保田義弘（経済学部　教授）
寺岡眞知子（人文学部　教授）
葛西　俊治（心理学部　教授）
津田　雅彰（経営学部　教授）
河田　真清（経営学部　教授）
伊藤　克実（人文学部　教授）
金盛　直茂（経済学部　講師）
荒　　憲一（キャリア支援課）
近藤　直文（教育支援課）
上田　雅行（教務課）

■採用（令和2年3月2日付）
小田川由美子（図書課）

（令和2年4月1日付）
榊　ひとみ（人文学部　准教授）
コホ　ジュニアJ.C（人文学部　講師）
川渕　正広（経営学部　教授）
末富　　弘（経営学部　教授）
矢川美惠子（経営学部　教授）
大久保　薫（人文学部　教授）
濱野　　貢（人文学部　准教授）
髙田　耕平（法学部　准教授）
定平　憲之（人文学部　講師）
ミュアB.J（人文学部　英語講師）

佐々木祐介（学生支援課）
辻　　由依（学生支援課）
遠藤　彩夏（図書課）
下澤　　萌（図書課）
西谷内菜緒（教務課）

■異動（令和2年6月1日付）
事務長 辻　　　徹（事務局次長）
事務長兼社会連携課長 中村　圭二（事務局次長）
社会連携課　参事 甲斐　陽輔（教務課　参事）
教育支援課　第1課長 樋田　康宏（教務課長）
教育支援課　第2課長 広嶋　　進（教育支援課長）
学生支援課長 佐藤　博昭
 （教育支援課　法学部係長）
国際交流課長 中川　道雄（学生支援課長）

教育支援課　教務係長 尾崎　貴司
 （学生支援課　学生支援係長）
教育支援課　法学部係長 岡田　章宏
 （教務課　庶務係長）
国際交流課　国際交流係長 長谷川友則
 （教務課　グローバル教育係長）
教育支援課 中村　眞紀（教務課）
教育支援課 三浦　仁史（教務課）
国際交流課 伊藤　綾乃（教務課）

教職員人事
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法学部開設37年目を迎えて
　法学部は 1984 年 4 月、北海道内 3 番目の法学部として開設され、218
名の入学者とともに始動しました。当時の教育目標の一つは、「鋭い人権
感覚と十分な法的素養をそなえ、本道の開発と行政の発展、住民福祉の
向上に真に貢献しうる人物」の育成でした。
　入学者が 200 名を超える時代を経て、18 歳人口が減少し始めた今世
紀、2015 年に 50 名の定員削減をしたものの、より魅力的な法学部とし
てあり続けられるよう、カリキュラムの充実に心血を注いできました。
2003 年には公務員試験対策科目群を設定し、2008 年からは行政・法職・
企業・国際の 4 コース制を設けました。
　2014 年からは法律学を深く学ぶコースのほか、経済学・社会学・情報
学を広く多彩に学べる 2 コースからなる 3 コース制にし、通年科目の多
かった法律学の専門科目を半期で学べるようスリム化しました。学生た
ちには、ボランティア等を経験して社会人基礎力をつける、法学検定試
験合格など小さな成功体験を積み重ねる、大学時代に成し遂げたことを
語れるようになることを促しました。公務員志望者に対しては、試験対
策科目群を充実させることに加え、模擬面接を行いました。
　これらの取り組みを続けたところ、2020 年 3 月卒業生のうち延べ 32
名が北海道警察や市町村職員、北海道職員、国家公務員一般事務職、労
働基準監督官、北海道教員（中学校社会）など、公務員採用試験に合格
しました。

　本年 4 月には、150 名の定員を上回る 184 名の入学者を迎えていま
す。感染禍のため遠隔授業がなされているいま、あらゆる学生がしっか
りと学修できる環境を整えようとしています。
　経済経営学部が新札幌キャンパスに開設される 2021 年、法学部は江別
キャンパスに残り、新たなカリキュラムを始動させます。これまでのカ
リキュラムを純化し、充実させた「公共コース」と「企業コース」の 2
コース制です。いずれのコースにあっても、学生たちが法学の基礎を修
得しつつ実践的にも学ぶ、「知識と実践の融合」が特徴です。
　2021 年には、法学部が満 35 歳を過ぎたことを記念する企画も予定さ
れています。感染禍の収束をみて、お知らせする予定です。

　2005 年 3 月に本学法学部法律学科を卒業され、現在は髙田法律事務所の弁護士で本学法学部教員で
もある髙田耕平先生にインタビューさせていただきました。

　大学 3 年時に岡田久美子先生の専門ゼミに所属していたときに、代用監獄の問題（法務省所管の拘置
所に収容されるべき勾留決定後の被疑者・被告人を、引き続き警察の留置場に収容する運用）を研究
テーマとしてゼミ論を書いたことがきっかけで、弁護士を目指すことになりました。岡田久美子先生の専門ゼミでゼミ合宿を行ったことが印象
的な思い出です。
　2005 年に本学を卒業した後、法科大学院（ロースクール）への進学を決めました。2007 年に関西大学法科大学院に入学し、2009 年に修了、
2010 年に司法試験に合格することができました。その後、司法修習を経て、2011 年に弁護士となりました。現在は、自身が開設をした法律事
務所（髙田法律事務所）にて、民事問題、商事問題、家事問題、刑事弁護その他多種多様な法律業務を行っています。また、本学法学部の教員
として「刑法総論Ⅰ」などの授業を担当しています。
　一生に一度のような大きな問題を抱えられた方々が、弁護士を頼りにされ解決を依頼されます。大きな責任が伴う仕事ですが、その分、仕事
をやり遂げ、依頼者の方から「ありがとう」という言葉を掛けていただいたときの達成感は何ものにも代えがたいものです。

【経歴・略歴】
2005年3月 札幌学院大学法学部法律学科卒業
2007年4月 関西大学法科大学院入学
2009年3月 関西大学法科大学院修了（法務博士号取得）
2010年9月 司法試験合格
2010年11月 最高裁判所司法研修所入所（新64期司法修習生）
2011年12月 最高裁判所司法研修所修了
2011年12月  弁護士登録（札幌弁護士会）　 

大谷和広法律事務所入所（アソシエイト）
2015年4月  札幌学院大学非常勤講師　 

担当科目：法学スキル基礎（刑法担当）など
2016年5月 髙田法律事務所開設
2020年4月  札幌学院大学特別任用教員（准教授）　 

担当科目：刑法総論Ⅰなど

在校生へのメッセージ
　目標を見つけ、見つけた目標に向かって一生懸命取り組んでください。
　授業はもちろん、ゼミ論・卒論、資格試験、クラブ・サークル活動、ボランティア活
動等、様々なことに積極的に取り組むことで、目標や進路は必ず見えてくると思いま
す。大学生活で一生懸命に取り組んだことは人生の大きな財産となります。
　私は、在学時の成績は優秀ではなく、司法試験は雲の上の存在でした。それでも、専
門ゼミを通じて司法試験という目標が見つかり、勉強を続けることで目標を達成するこ
とができました。夢や目標の大きさに対する憧れが大き過ぎて、自分自身の可能性をつ
ぶさないようにしてください。努力を続けることで可能性は広がります。
　「小さいことを積み重ねるのが、とんでもないところへ行くただひとつの道」、「今自分
にできること。頑張ればできそうなこと。そういうことを積み重ねていかないと遠くの
大きな目標は近づいてこない」。これは元メジャーリーガーのイチローさんの言葉です。
　大変な環境が続いていますが、人間の可能性は無限大です。今できる小さなことを積
み重ね、有意義な大学生活を送ってください。頑張れサツガク生！

卒業生この人 髙田法律事務所　弁護士・
札幌学院大学　法学部教員　髙田　耕平　先生

法廷教室での模擬裁判の様子



7札幌学院大学学園広報　vol.129

新型コロナウイルス感染症に関する本学の対応について

◇札幌学院大学の新型コロナウイルス感染拡大防止の基本方針◇

　札幌学院大学は本学に関わる全ての皆さまの健康と安全を最優先に考え、様々な取り組みを行って参りました。今後も新型コロナウイルス感
染症拡大の状況に迅速に対応して参りたいと考えております。
　これまでの主な取り組みは以下の通りです（2020 年 6 月 3 日時点）。

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止の基本方針策定
・ キャンパス内の入構制限（〜 6 月 21 日まで）
・ 新入生及び在学生ガイダンス（健康診断含む）の時間短縮（実施方法変更）、中止
・ クラブ・サークル等の課外活動の停止（当面の間）
・ 授業開始日の延期及び遠隔授業の導入 

【授業開始日 5 月 4 日〜（当初 4 月 8 日予定）】
・ 各種窓口の時間短縮・停止（電話、メールでの対応に限定）
・教職員の時差出勤・在宅勤務の導入
・ 各種イベントの中止【2019 年度学位記授与式、卒業祝賀会、2020 年度入学式、大学祭、

大学内の掲示による合格発表、オープンキャンパス（3 月 20 日）、合同企業説明会等】

・ 新型コロナウイルス感染症拡大防止期間に関する Q ＆ A の掲載
・ 遠隔授業の実施に伴う修学支援【臨時奨学金（一律 5 万円）給付】
・ 家計が急変した（学費等支援が必要になった）方への支援
・ オープンキャンパス（6 月 13 日、7 月 19 日）Web 開催
・ 学生と大学のつながりを維持するため、在学生に向けて YouTube 

Live ＝ Connected from distance ＝を配信
・大学生協から学生への教科書郵送開始（送料、代引手数料大学負担）
・ 医療従事者への感謝を表す Friday Ovation として大学ホームページ

の背景を毎週金曜日青色に　など

　最新情報は本学公式ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する対応について（特設ページ）」に掲載しておりますので、ご確認頂き
ますようお願い致します。

https://www.sgu.ac.jp/information/corona.html

新型コロナウイルスの感染拡大にともなう
子どもたちのストレスと対応について� 心理学部　教授　菊池浩光

　新型コロナウイルスの感染がいつ落ち着くのか予測がつかない事態を前にして、不安や警戒心が高まり、私たちの中に、いわゆる「コロナ疲
れ」が生じています。子どもたちにとっても、休校の延長や三密を避ける生活が続いて今までのように自由に外出できない、友だちと遊べな
い、などの不自由さ、感染の不安、学校生活の先の見通しが立たない不安、親の不安を感じて生じる動揺など、不安やストレスがのしかかりや
すくなっています。
　その結果、さまざまな身体症状やイライラなどの心理的症状、そして甘えてきたりひとりでいられなくなったりなど、今まで見られなかった
多様な行動が生じてしまいます。
　この問題に対しては、本学のホームページのほか多くの専門機関から対応策が打ち出されていますので、詳しくはそちらを参照していただき
たいのですが、忘れてはいけないのは、大人が考える以上に子どもは過敏で不安になりやすいことです。そのことを理解して不安な気持ちを否
定することなく受け止め、こまめに安心感を与えることが子どもを支える上での基本になります。
　そして、今回のコロナ問題によって産業分野でテレワークシステム、教育現場で遠隔授業システ
ムが飛躍して構築されたように、子どもの問題も「こういうときだからこそ何ができるだろう」と
いう発想で考えてみることが大切ではないでしょうか。
　たとえば、「今まで子どもがやってみたいと言っても親がいなかったためにできなかったことはな
いだろうか」「親が子どもとの間でこうしたいと思っていてなかなかできなかったことはないだろう
か」「一緒に時間を過ごすことでもっとこの子を理解できるのではないだろうか」「一緒に何かをや
ることで親子の絆を強めることができるかも」など問いかけてみて、放置してきたことや何となく
見過ごしてきたことに取り組んでみることをお勧めしたいと思います。感染予防も気を緩めず実行
していきましょう。

　本学公式ホームページにも「新型コロナウイルスの感染拡大にともなう子どもたちのストレスと
対応について」掲載しておりますので、ご覧ください。

https://www.sgu.ac.jp/faculty/f-psy/dep-cli_psy/topics/20200316shinri.html

※札幌学院大学　学則第 1 条
「札幌学院大学は、教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い、豊かな人間性を涵養し、深く専門的学術を教授、研究することによって広く人類社会の福祉に献身

し、特に北海道の産業の発展及び北海道の社会文化並びに道民の福祉の向上に貢献し得る人材を育成することを目的とする。」

　「札幌学院大学は、新型コロナウイルス感染症の危機克服に向け、※学則第 1 条にある人材を育成するための教育活動を止めません。」



SNSで情報配信中
Facebook twitter

受験生用 LINE Instagram

Information学位記授与式・入学式の中止

［入試情報］オープンキャンパス
日程 時間

6月13日（土） 13：00〜16：00 【リフレクション・推薦入試説明会】
7月19日（日） 11：00〜16：00 【学びLIVE！】
9月20日（日） 13：00〜16：00 【推薦入試対策講座】
12月 5日（土） 11：00〜16：00 【サツガク模試（英語・国語）】

2021年3月20日
（土・祝日） 13：00〜16：00 【サツガク入門】

　新型コロナウイルスの感染拡大する情勢を鑑み、また、ご来校の皆様の安全確保が最優先と判
断し、6月13日、7月19日開催のオープンキャンパスは、Webを利用したオンライン開催「WEB 
OPENCAMPUS」に変更いたします。また、9月20日以降のオープンキャンパスの開催につきまし
ても、決定次第本学公式ホームページにてお知らせいたしますので、ご確認ください。
https://www.sgu.ac.jp/opencampus/

　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、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をご確認ください。
https://www.sgu.ac.jp/

イベント延期・中止について
（学術講演会・大学祭）

学術講演会の延期について
　2020 年度の学術講演会は、法学部開設 35 周年事業として実施する予定
でしたが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開催を延期する
ことを決定しました。今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を
鑑み、2021 年度に実施を予定しています。新たな開催日程等につきまし
ては、次号以降の学園広報または大学公式ホームページにてお知らせいた
します。

青嵐祭（大学祭）の中止について
　6 月 27 日（土）に開催を予定していた第 50 回札幌学院大学大学祭「青
嵐祭」について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に努め、参
加される方の健康と安全を第一に考え、中止することといたしました。
　楽しみにされていた学生の皆さん、卒業生の皆さん、そしていつも参加
頂いている地域の皆様、毎年協賛等で応援いただいている企業・商店等の
皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上
げます。
　来年度は第 50 回という節目を記念して「青嵐祭」を盛大に開催したい
と思っております。どうぞご期待ください。

［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、9 会場で「大学進学セミナー」を開催いたします。
　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）などについて専門スタッフがご案内いたし
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おります。

開催日程 開催地 会　場 時　間

6月29日（月） 室蘭 室蘭市生涯学習センター　きらん 16：30〜18：30
（受付16：00〜）

7月13日（月） 盛岡 いわて県民情報交流センター　アイーナ703 16：30〜18：30
（受付16：00〜）

7月14日（火） 秋田 秋田拠点センターアルヴェ　3F 16：30〜18：30
（受付16：00〜）

8月22日（土） 旭川 イオンモール旭川駅前4階イオンホール 12：00〜14：30
（受付11：30〜）

8月23日（日） 北見 HOPPO Work Place（旧チャリオット） 10：30〜13：00
（受付10：00〜）

8月29日（土） 帯広 TKPガーディンシティ帯広駅前 12：00〜14：30
（受付11：30〜）

8月30日（日） 釧路 釧路市生涯学習センター（まなぼっと幣舞）7F 10：30〜13：00
（受付10：00〜）

9月 5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 6日（日） 青森 青森県観光物産館アスパム 10：00〜12：30
（受付9：30〜）

教員著書紹介
柳村俊介、小内純子 編著

『北海道農村社会のゆくえ
～農事組合型農村社会の変容と近未来像～』
出 版 社 ： 農林統計出版
出版年月 ： 2019年11月29日
I S B N ： 978-4-89732-415-9
定　　 価 ： 2,500円（税抜）

　本書は、（一社）北海道地域農業研究所の自主研究「人と農地にかかわる集落対
策問題」（2013〜2016年度）へ参加した研究者を中心にその成果をまとめたもので
ある。
　本州の「むら」とは異なる独自の性格をもつ北海道農村社会を「農事組合型」集
落と定義し、その形成-確立-再編強化-揺らぎの過程を取り押さえるとともに、その
転換を展望し、近未来像を描くことを目指した。

　新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、本学は 3 月 19 日に予定
していました「学位記授与式および卒業祝賀会」と 4 月 1 日に予定されて
いた「入学式」を中止いたしました。河西邦人学長は本学公式ホームペー
ジにて、卒業生・修了生には「この日を心待ちにされていた卒業生・修了
生、保護者、ご親族の皆様には心よりお詫び申し上げます。学位記授与式
は中止になっても、皆様は本学にとって大切な卒業生・修了生であること
に変わりはありません。皆様が胸を張って卒業・修了し、4 月から心身と
もに健康な状態で未来に旅立つことを切に願っております。」というメッ
セージを、新入生には「新入生の皆さまはもとより、ご家族の皆さまにお
かれましても入学式を心待ちにしていたことと存じます。私たちも新入生
をお迎えする入学式が挙行できないことは誠に残念ではありますが、何卒
ご理解賜りますようお願い申し上げます。」というメッセージを送りま
した。


