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「新発田十二齋市」を開催
新発田市と新発田商工会議所
の協力を得て、昨年に続いて
2 回目となる「十二齋市」を
開催しました。
地元農産物、地魚など新鮮な
産直品や新発田商業高校の皆
さんの出店、子ども台輪の曳
き出し、市内のフラダンスサー
クルや本学チアリーダーの演
技も披露され、さまざまな交
流の場としての十二齋市の雰
囲気を演出できました。
次回の十二齋市は、10 月 10
日（土）に開催予定です。
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世界学会（イスタンブル）にて

文慧
房

「エコノミーとエコロジー

国際文化学科

者のニコラス・スターンによって発表され
た地球温暖化に関する報告では、温暖化に
よる気候変動は、二〇世紀の二度にわたる
世界大戦や世界恐慌に匹敵するほどの被害
をもたらすという衝撃的な警鐘を鳴らして
います。日本の環境省が地球温暖化による
日本への被害を試算し、今年五月にその結
果を発表しました。環境省の試算では、地
球温暖化対策を採らないと、豪雨増加で洪
水や台風の巨大化による高潮などの被害、
熱中症による死者増などにより、今世紀末
の日本では、被害額が年間一七兆円にまで
増大するという内容でした。本学キャンパ
スの近くには生活に欠かせない環境負荷企
業の東北電力新潟火力発電所と、リサイク
ル大手のハードオフ本社があります。また、
新潟県最大級の風力発電所が紫雲寺にもあ
ります。私の授業では、環境と企業の関係

共生に役立つ教育、研究を使命として」

●環境問題を取り入れた経済学へ
私は、経済学理論やその応用分野の環境
経済学などを教育、研究しています。これ
までの教育、研究生活で強く感じることの
一つは、経済学研究対象の限界です。私た
ちが生活している市場経済の社会では、モ
ノとサービスは足りなければその価格が上
がり、多すぎるとその価格が下がります。
この価格の調節により、消費者と生産者は
互いに納得のいく価格で購買と供給をして
います。経済学の要は価格です。しかし、
大気や川水などの環境には価格がついてい
ないため経済学では扱われにくいのです。
このため大気や川水は、過剰に利用され
てきました。いろいろな研究により、経済
社会の活動で大量に出された二酸化炭素な
どの温室効果ガスが、地球の温暖化の原因
であることが明らかにされました。経済学
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について説明ができていません。人間行動
の合理性を研究し、人間の幸福を追求する
はずの経済学では、環境問題を十分扱えな
いことに強い不満を覚えます。
環境問題はその根底に人間至上主義があ
るといえます。人間至上主義は自然が人間
のために存在し、人間は自然の中で最高の
位置にあるというものです。しかし、虫の
命も人間の命も神の目からみれば、少しも
変わりがないはずです。人間は至上だと勝
手に思い込み、生物を殺したり、植物を伐
採したりする抹殺的な行為を何とも思わな
いことから生態系が崩れたわけです。長い
間に、資源、環境問題は、人間の豊かさを
追求する経済開発、経済成長理論の波に押
し流され、忘れ置かれてきました。根本を
忘れた人間の奢りが、自然破壊・人間自身
の被害を招いています。そのため、私たち
は原点に立ち返り、人間は自然のごく一部
であることを認識し、経済開発、豊かさの
追求と、環境保全を両立させなければなり
ません。
そんな経済学への不満から、環境問題を
明示的に取り入れた教育と研究に一層力を
注いでいきたいと考えています。

●自分のために行動するエコ活動

環境問題の難しいところは、問題の深刻
さがわかっていても、改善のための行動に
移すことが簡単ではないところです。環境
改善のために自身の幸せを犠牲にすること
はなかなかできません。景気対策として打
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を配慮しないのであれば、まだ貧困問題に
悩んでいる発展途上国に対して環境対策を
求めることはさらに難しくなります。
環境問題は認識するだけではなく、私た
ち一人ひとりが日ごろから地道に取り組む
ことが重要です。私は学生と一緒に環境保
全、地域奉仕などの活動に参画しています。
「人」に「良い」と書いて「食」となります。
まっとうな人間になるために、まず正しい
環境生活（環境教育）と深いつながりがあ
る正しい食生活（食育）を実践することが
必要です。二年前、ゼミ生を連れて新発田
市堆肥センターを見学してきました。ＮＰ
Ｏ組織ユー＆ミーの会の協力で、新発田市
内の小学校へ出向き、給食の食べ残しを集
め、堆肥・石鹸作りなどを試みました。
食育には「選食力を養う」
「食事作法を身
に付ける」
「地球の食を考える」ことが含ま
れます。これらのエコ活動を通じ、食育と
環境教育との融合、
そして人とうまくコミュ
ニケーションをとることの喜びを実感しま
した。環境問題を正しく認識することはで
きても、環境保護のための実践とその活動
の継続がなければ空論となります。
幼いころ、自分で散らかしたものは自分
で片付けなさいと親からよくしつけられま
した。同様に、
生活において自分が出した
「廃
棄物」
「二酸化炭素」等を自分で片付けるこ
とは自分の責任です。もともと環境問題は、
私たちの経済社会により引き起された、私
たちの未来を脅かすものであり、私たち自
身の問題です。自分の問題を自分で解決し、

自分の将来をつくることは当たり前のこと
ではないでしょうか。
今年四月に入って、
ゼミを挙げてエコバッ
グ持参とレジ袋削減の県民運動に取り組み
ました。ゼミでのレジ袋使用に関する統計
データを見ると、四年前に比べて減ってい
るものの、ゼミ生一人当たりの年間使用量
が約三〇〇枚に達していることに驚きまし
た。レジ袋を減らすことは、「ゴミを減らす」
と「石油資源を節約する」という一石二鳥
の効果が期待されるため、ゼミ生たちと一
丸になり、「不要となるレジ袋を受けません」
と新潟県に宣言しました。
また、
「キャンドルナイト」
（夜の一～二
時間程度人工照明を消し、ろうそくを灯し
て心豊かな時間を過ごそう）という国際的
キャンペーンに合わせ、ゼミ生はろうそく
を灯す一時間体験をしました。ある学生は

レジ袋削減運動で新潟県から表彰
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ち出された高速道路千円乗り放題はその好
例です。ＥＴＣを装備する人としない人の
間の所得分配不平等の問題を別にしても、
走行車急増に伴うガソリンの過剰消費、排
気ガス・騒音の大量発生などの環境問題を
もたらしています。環境自治体会議等が、
今年五月の大型連休二週間だけで二酸化炭
素排出量が六六万トン増加したことを明ら
かにしました。百年に一度の経済危機で奪
われた豊かさを取り戻すためといいますが、
つい最近まで叫んでいた省エネルギー、環
境政策とは何だったのでしょうか。
特に、日本は京都議定書で一九九〇年に
比べて、二〇〇八年から二〇一二年の間に
二酸化炭素を六％削減することを世界に公
約しました。高速道路千円乗り放題制はそ
の公約に逆行するものです。世界第二の経
済大国が豊かさを取り戻すために環境問題

新潟県最大級の風力発電所の前で（紫雲寺）

ウー ヤー ジャオ

ペ キ ン

ファン
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房 文慧 教授

プロフィール
■最終学歴

新潟大学大学院現代社会文化研究科
経済学専攻博士課程 修了
（経済学博士）

■研究・演習のテーマ

環境、福祉、家庭などの問題を積極
的に取り入れ、温かい人間性を表現
できる経済学、すなわち、人間を自
然のごく一部と格付ける経済学の教
育、研究に取り組んでいます。

します。国際的にも先進と途上、資本主義
と社会主義等さまざまな国があり、各国間
にもそれぞれ異なる価値観、国家観がある
はずです。いつも自分の世代、自国の固有
観念から相手を見ていると理解できなくな
ります。相手のことを知ることは、理解す
ることの第一歩になります。
環境問題が発生した場合、局部が悪化す
ると、その影響が全体に及んで全体は崩壊
する傾向があります。逆に環境保全活動は、
局部の一つでも改善すれば、全体はすぐ改
善できなくても、崩壊を逃れるか、改善の
方向に向かうことがよくあります。環境教
育の大切なことは「みんな」で「始める」
ことです。これまでの私たちのゼミで続け
てきたエコロジー活動は、シンプルなもの
ですが、このような一人ひとりという局部
単位の努力による改善は、必ず私たちの生
きる町、地域、国、そして地球という全体
の環境改善に繋がるものと信じています。
私たちは今日も楽しくやっています。

Profile

ズァイナーンダオ

ユーエ ロー ニャオ ミン シュワン マン ティエン

その体験をこう綴ってくれました。
「一本の まに見るのではなく、私たちのあるがまま
キャンドルの周りに家族が寄り添ったら、 に世界を見なければなりません。見方を転
いつもより優しい声で語り合えた」
「ゆらゆ 換してみることによって、いろんなものが
らろうそくの灯りをみて、日本の文化と地 見えてくるようになります。
球の未来、わたしとあなたの幸せをはじめ
見方が変われば感覚も変わって、さらに
て想像しようとしている」
。ゼミのろうそく 行動力につながることは確かです。三年ほ
体験隊は、自分たちの体験談をまとめ、よ ど前、ゼミで韓国ソウル市内にある自動車
り多くの協力者に伝えるため、自ら実行委 工場に行き、当時の最新型ディーゼル環境
員を務め「二〇〇八年エコフェスタ ｉｎ 車を見学してきました。その時の案内係の
新発田」に出店しました。
話はまだ記憶に新しいです。
「環境車という
これらの活動は、地球市民としての意識 と、日本ではハイブリット車、韓国はディー
を高め環境相乗効果を生み出しています。 ゼル車ですね」
。最近、
日本の自動車メーカー
も低燃費のディーゼル車を環境対応車とし
て見直し、出遅れた開発・販売に奮闘する
●あるがままに世界を見る
新潟に来て間もなく、出身地の北京に比 ようになっています。見方の転換で大きな
べてカラスが多いことに気付きました。カ 価値と力が生み出されました。
ラスの大群を見ると、カラスの黒色以上に
日常生活も国際政治も同じです。世代間
気持ちは暗くなりました。なぜなら、中国 で違う考え方、好き嫌い、人生観等が存在
では「鳥鴉叫、災難到（カラスの鳴き声、
災いの兆し）
」ということわざがあるように
カラスは不吉とされているからです。
しかしいつの間にか、夕暮れの街頭に餌
を求めにきたカラスをみて「君たちも私と
同じようにホームシックになるの？」と独
り言をしたり、「月落鳥鳴 霜 満 天 （月落ち、
カラス鳴き、霜天に満つ）
」の名詩も思い出
したりするようになりました。カラスは、
日本ではそれほど悪いイメージの鳥ではな
く、昔は神意を伝える霊鳥ともされ、歌や
ペットにもなっているとのことです。今で
は、カラスもその鳴き声もまったく意識し
なくなりました。私たちは世界をあるがま
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キャンドルナイト体験報告（エコフェスタにて）

入学式･オリエンテーション

12:30 昼食
14:30 ボランティア講演・体験

オリエンテーション 二日目

7:30 朝食
9:00 朝の礼拝
9:20 薬物予防啓発講演
10:10 クラス対抗綱引き大会

川柳の検討などが行われました。
二日目には、今年度の新しい企画として
新発田保健所より講師をお招きして「薬物
予防啓発講演」が行われました。これは大
麻所持等により大学生が逮捕される事件が
相次いだことを受け、本学学生委員会でそ
の対処の一環として実施したものです。
結びには、恒例のクラス対抗綱引き大会
が行われ、参加する学生と教員が一体とな
り、友情と親睦を深めることができました。
（学生部長 富川）

入学式 新
･入生オリエンテーション

オリエンテーション 一日目

愛と友情と親睦を深めた

入学を祝うハレルヤ・コーラス

内市の胎内アウレッツ館で新入生オリエン
テーションが行われました。
一日目は、昨年に引き続きボランティア
体験を行いました。天候に恵まれず、車椅
子の操作や目隠しをした友だちのガイドヘ
ルプの疑似体験はホテル内での実施となり
ましたが、目や足の不自由な方の立場での
経験を通じて、それぞれにたくさんの発見
がありました。今回より夕食後の時間に変
更したクラス別集会では、翌日の綱引き大
会に向けた作戦会議やボランティア体験の

昼食
会場出発、解散

12:30
13:30

夕食
クラス別集会
消灯
18:00
19:30
22:30

大学出発
開会礼拝
11:00
12:00

二〇〇九年度の入学式が四月三日に挙行
され、鈴木佳秀新学長から「大学四年間で、
学問・生き方の基礎となる『カタ』を学ん
でほしい」とのメッセージが語られました。
入学を許可された新入生たちは、期待に胸
をふくらませ、笑顔で大学生活のスタート
を切りました。
新入生たちが自然の中での集団行動を
通じて、多くの友達をつくったり、今後
の学生生活の準備ができるように、四月
二三、
二四日の二日間、新緑に囲まれた胎

入学式



新入生メッセージ

選択し、行動して実現していく夢
月

華子

国際文化学科 年
1

私たち一九期生はそれぞれの夢へ進むた
めの新しい生活をスタートしました。
当初は緊張や不安から、ぎこちなさもあ
りました。しかし、約三カ月間が経ち、新
しい出会いを得て、少しずつぎこちなさが
薄れてきたように感じています。
新入生オリエンテーションでは、障がい
を持つ方からお話を聞き、ガイドヘルプの
疑似体験等をすることで、障がいを持つ方
の気持ち、そしてこれから生きていくため
の、人間として必要なことを感じることが
できたように思います。
大学では、自分で選択し、行動しなけれ
ばならないことがたくさんあります。新し
いことをする時には、大きな期待と少なか
らずの不安があります。しかし、自分から
行動することで手にできるものは、きっと
とても大きいものでしょう。どのように選
択するかが、充実した大学生活を送るため
のカギだと感じています。
私たちは、夢を実現していくために、日々
を大切に過ごしていきたいと思います。ま
た、多くの人との出会いを大切にし、人間
として大切なことを学び、成長していきた
いと思います。

夢に向かって歩むそれぞれの道

共生社会学科 年

私たちはこの春たくさんの方々に祝福さ
れ、この学園に入学し、新しい学びのスター
トを切ることができました。
新入生オリエンテーションでは、ボラン
ティア体験で目隠しをして視力がない状態
で歩いたり、車いすに乗ったり、それを補
助したりしました。その人のためになるだ
ろうと思ってしたことが実は不必要であっ
たり、思いもよらない助けが必要だったり
とボランティアの難しさを知り、自己満足
で終わらない本当のボランティアとは何な
のかを考えさせられました。
またボランティ
アには多くの喜びがあることも知り、その
喜びをもっと積極的に社会に表現していき
たいなと思いました。ゼミ対抗の綱引き大
会では、全員が力を合わせて闘い盛り上が
り、楽しい時を過ごしました。私のゼミは
優勝することができたので、とてもいい思
い出です。ゼミのみんなに感謝します。
私たちはまだ入学したばかりですが、一
人ひとりが夢に向かって毎日を過ごしてい
ます。
少しずつですが自分の道を毎日つくっ
ているのです。たくさんの人と関わり、刺
激をもらって、夢が叶うその日まで歩き続
けたいと思います。

平野 栞

しおり

1

すてきな仲間たちに囲まれて
英語文化コミュニケーション学科 年
みさと

村山 実怜

大学に入学したばかりのころは、新たな
生活、初めての環境に当初は不安だらけで
したが、同時にそれ以上の期待も多くあり
ました。現在では、不安はほとんどなくな
り、期待だけがどんどん膨らんでいます。
不安を取り除いてくれたのは、新入生オ
リエンテーションでした。ボランティアの
時間では車椅子とブラインドウォークを体
験し、身体の不自由な人の気持ちを直接感
じることができました。そしてクラス別集
会や綱引き大会では基礎ゼミの仲間と交流
を深め、まだ出逢ったばかりなのに自然と
協力し、打ち解け合うことができました。
綱引きの結果はあまりよくありませんでし
たが、このゼミの一員であることが本当に
嬉しくて、最高の思い出になりました。ま
た食事や自由時間を通して、他のゼミの人
とも仲良くなることができ、大学生活の楽
しみをより一層増やすことができました。
私たちは今、期待に胸を膨らませて大学
生活を送っています。しかし、ただ夢を見て
いるだけではなく、しっかりと学ぶことが
大切です。勉学はもちろん、人として必要
なことをこの四年間で学び、自立した立派
な大人になりたいです。



1

スポーツ大会

激しさの中にも清々しさ

スポーツ大会のご報告

各種目優勝チーム

（

）内は代表者

●ソフトボール
後援会・教職員（鹿島）
●バスケットボール チームオフサイド（渡辺）
●男子バドミントン チーム掲示板２（八木）
●女子バドミントン りらっちょせかん（青栁）
●卓球
石本泰之
●テニス うん、トレンディエンジェル（滝沢）
●男子バレーボール チーム井筒康裕
●女子バレーボール 恋のＡＢＯ（東海林）

トキめき新潟国体に向けて

バドミントン部
藤原さん、武下さん

盛り上がりを見せる
スポーツ大会が絶好のコンディションの
また、ＪＣＬＰプログラムで来ている留
中、六月六日に開催され、ソフトボール、 学生たちもほとんどの種目に出場し、
パワー
敬和スポーツ
バスケットボール、バドミントン、卓球、 溢れるプレーを見せてくれました。
四五年ぶりとなる「新潟国体」が九月
テニス、バレーボールの六種目で熱い戦い
学生たちは、それぞれの種目でお互いに
が繰り広げられました。
指示を出し合い、励ましあってチームワー 二六日から開催されます。新潟の秋はス
学生たちをはじめとし、後援会や教職員 クを大切にして戦っていました。いかにも ポーツで大いに盛り上がることでしょう。
この国体では敬和学園大学の学生たちも
の皆さんなど、二〇〇名近くの参加者とな 大学生の試合らしく、力強さや激しさの中
大いに活躍が期待されています。二〇〇八
りました。後援会の皆さまは、今年初めて にも清々しさが感じられました。
参加してくださいました。
試合終了後はホッとした空気の中で、敵 年度に強化サークル制度を発足させて以
後援会と教職員との合同チームが参加し 味方、学年の違い、学生と教職員などの枠 来、各強化スポーツのサークルは、ますま
たソフトボールでは、鈴木学長の絶妙のピッ を越えてお互いに讃え合ったり、ゲームの す力をつけてきています。
バドミントンでは武下利一さんが日本ラ
チングを軸とした堅い守りと強力打線で、 流れを話し合ったりして交流を深めている
ンキングサーキットで五位、中部学生選手
学生チームを寄せ付けずに優勝しました。
光景が随所にみられました。
大会を盛り上げてくれた学生諸君、初め 権では藤原達矢さんが四位に入りました。
北信越学生アーチェリー対抗戦では、梨
て参加していただいた後援会の皆さま、Ｊ
ＣＬＰの留学生たち、教職員の方々、そし 本晃太さんが四位、本間唯さんが二位に入
て競技の運営と審判に協力してくれたサー 賞しています。
彼らが国体に出場し、そして活躍するこ
クル部員の皆さんにお礼と感謝を申し上げ
とを祈って、みんなでこの機会を盛り上げ
ます。
（学生委員 久島） ましょう。
（学生部長 富川）
JCLP の留学生たちも大活躍 !



新任教員・社会福祉士

新任教員のご紹介

たくさんの人の支えでつかんだ合格

社会福祉士国家試験合格

豊子

優

「やったあー。
」
三月三一日の社会福祉士国家試験合格速
報の一覧に、自分の受験番号を見つけるこ
とができました。
三年生の前期と後期に実習に行きました
が、実際の現場では分からないことが多く、
勉強不足を痛感しました。そこで、気持ち
を切り換えて、さっそく勉強に取り組みま
したが、うまく進みません。四年生の九月
に行われた国家試験対策合宿では、仲間が
すらすら解いている問題が全然分からず、
焦りを感じました。このことをきっかけに、
私は自分の甘えを捨て、勉強に打ち込みは
じめました。
朝、大学の図書館に行って勉強をはじめ、
学生食堂で昼食をとり、夜、図書館が閉ま
るまで勉強を続けるという毎日を過ごしま
した。勉強方法をテキスト中心から過去問
題を解く方法に変え、なぜ間違えたのかを
徹底的にノートに書き出していきました。
友達の励ましが刺激となり、
「私も頑張らな
きゃ」と、真剣に勉強に打ち込みました。
たくさんの人からの支えを実感することが
できました。
今後も感謝の気持ちを忘れず、社会福祉
士として精一杯勤めていきたいと思います。

川合

二〇〇八年卒業

未来を見つめ、夢を持って

安井

共生社会学科 准教授

私は、一九八〇年代に約一〇年間の
医療ソーシャルワークの臨床を経て、
短期大学、二つの大学にて社会福祉教
育、研究に携わって参りました。私の
専門は、「相談援助（ソーシャルワーク）
」
「医療福祉」で、
これらの科目に加え、「社
会保障論」
「実習指導」も担当させてい
ただきます。そして、社会福祉士の国
家資格取得を目的とし、将来、社会福
祉・保健医療分野や司法、教育機関等で、
ソーシャルワーク活動を目指す学生た
ちの夢の実現に向けた教育に関わらせ
ていただきます。
ソーシャルワーカーの仕事は、毎日
毎日、正の感情も負の感情も含めて感
動の連続です。それを得るには、他者
の喜びや悲しみをあたかも自分自身の
喜びや悲しみと感じる心と、知識に基
づいた冷静な判断を行う頭と、訓練さ
れた腕すなわちスキルが必要です。学
生たちがこれらを獲得し、現場へ堂々
と飛び立つ日を一緒に迎えられること
が私の目標であり、夢でもあります。
その夢を掴むまで、私自身も教育・研
究に、真摯に取り組んで参ります。

社会福祉現場実習にむけて

成美

ソンミ

共生社会学科三年

ソル

私が福祉を学びたいと思ったのは新潟に
来てからです。韓国から外に出てはじめて、
自分の周りの事情を客観的に見ることがで
きるようになりました。お年寄りや不自由
な方々のための設備が整っている日本の環
境をみて、福祉分野の発展を感じました。
そして、年金の問題、一人暮らしのお年寄
りの増加、少子化の問題等、改善しなけれ
ばならない課題が山積みの韓国のために、
日本で福祉を学びたいと思いました。
そして、あっという間に三年生になり、
もう一週間後には「社会福祉現場実習」が
始まります。いよいよ、今まで学び、準備
してきたことを実際に体験できます。不安
な気持ちはぬぐえませんが、今まで学んで
きた福祉についての知識が、現場ではど
のように生かされるのかを体で感じるよい
チャンスです。そう思うと、まるで初恋の
ときのように胸がどきどきします。
これまでボランティア活動や事前実習等
を経験し、現場での実体験が実に多くのこ
とを教えてくれることがわかりました。こ
れから体験する貴重な実習を悔いの残らな
いものとして仕上げ、私が学んできた福祉
と今後どのように向き合っていくべきか、
じっくり考えるきっかけにしたいです。



オープン・カレッジ

新発田市オープン・カレッジ

「みんなで考える裁判員制度」のご報告
裁判員制度が導入されたことに合わせ、
第三回の鈴木佳秀学長による「聖書にお
「みんなで考える裁判員制度」というテーマ ける裁き」では、人と人との間の契約とし
で四回の講座をもちました。
ての古代メソポタミア世界の法制度、神が
髙島章弁護士による第一回「裁判員制度
民
に
二
人
称で語る掟という旧約聖書の前提、
について」では、導入の過程と制度の概要・
イ
エ
ス
は裁きを語りながら赦しを語るとい
諸問題を紹介され、海外の陪審・参審制と
う
新
約聖書の特色から、欧米の裁きの基盤
の比較を交えた問題提起がなされました。
で
あ
る聖書の価値観を示されました。
東京芸術座演出家の稲垣純さんは、第二
本学教員によるパネルディスカッション
回「
『一二人の怒れる男たち』の見所」の中 「宗教、文学、コミュニケーションの視点か
で、作品の本質を「民主主義」として、脚 ら」
（司会 藤: 本先生）では、佐藤先生は裁
本執筆当時の時代背景を明らかにしながら、 く側、裁かれる側の背後にあるさまざまな
普通の人々が自分の考えを持ち、伝えてい 関係の影響をいかに抑え、西欧での三〇〇
くことの意味を語られました。
年以上の陪審・参審制の歴史に見られるよ
うに、制度をどう修正していくかが鍵であ
るとしました。大澤先生は「大いなるもの
の前に自分が問われている」という自覚な
しでは裁判はおかしくなるとして、
「裁き＝
悪人を罰する」と単純化せずに、加害者、
被害者、社会制度の全次元における全人的・
総合的な回復を視野に入れなければならな
いと強調しました。中村先生は、制度への
抵抗感の根に情報源コード（人間関係）に
よる日本型コミュニケーションがあるとし、
理詰めの情報コードによる議論の浸透が制
度成功のポイントであり、さらには内と外
の壁のない共生社会を作る糸口にもなると
いう評価をされました。
受講生の皆さまから本質的な質問が出さ
れ、充実した講座となりました。たくさん
の方々のご参加に御礼申し上げます。
（広報委員長 金山）
第 3 回「聖書における裁き」（鈴木学長）

推理するスリルと人間性を愉しむ

舞台『一二人の
怒れる男たち』のご案内

東京芸術座の『一二人の怒れる男た
ち』が新発田にやってきます。
この芝居はアメリカの陪審員制度を
扱ったものです。誰もが被告の有罪を
疑わない中、一人の男が被告のために
せめて一時間話し合おうと提案し、検
察側の提示する証言のあいまいさを突
いていくという推理劇としてのスリル
と同時に、陪審員各々の偏見や来し方
が露わになっていくヒューマンドラマ
としての面白さもあります。
またプレトークでは本学の藤本先生
が、本公演と裁判員制度をリンクして
わかりやすく解説します。市民の皆さ
まだけでなく、中・高生、大学生にも
見ていただきたい作品です。詳しくは
同封のチラシまたは大学までお問い合
わせください。
（広報委員長 金山）



オープンキャンパス

在学生が「敬和」を伝えます！

楽しさ実感、オープンキャンパス開催

学食の手作りメニューに舌鼓

よるキャンパスツアー、推薦入試対策とし
て人気の模擬面接、メニューを選べる無料
ランチ等々、多数の楽しいプログラムを用
意しています。
また、当日は新潟駅をはじめ、佐々木駅、
燕三条駅、長岡駅、村上駅、中条駅からも
無料送迎バスを運行します。
教員と学生の距離の近さが敬和の大きな
魅力の一つです。オープンキャンパスでは、
教職員、在学生が敬和のよさを直接お伝え
いたします。
「楽しさが実感できる」オー
プンキャンパスにぜひお誘い合わせの上、
ご参加ください。 （入試委員会・入試課）

皆さんに授業料全額免除のチャンス！

二〇一〇年度
特待生制度と入試のご案内

敬和学園大学の特待生制度・奨学金
制度がさらに充実したものになり、 が
んばった成果を高く評価し、授業料全
額免除のチャンスを広げました。

●新入生資格特待生制度
英検二級またはＴＯＥＩＣ五三〇点以上
●特待生奨学金（推薦入試）
評定平均値四以上の指定校推薦受験者
●特待生奨学金（スポーツ推薦入試）
全国トップレベルの技術を有する者
バドミントン、アーチェリー、テニス

また、センター利用入試の成績上位
者に与えられる奨学金も、第一期から
第三期まで適用されます。

ＡＯ入試は面談に加え課題文の質疑
を課すことにより、より厳密な合否判
定を行います。また、一般入試では、
Ｂ日程を一科目型から、Ｃ日程を課題
面接型からそれぞれ英語と国語の二科
目型に変更し、Ａ日程も含めて全ての
試験科目を統一しました。
ＡＯ入試は、七月よりエントリーを
受付しています。一一月には推薦入試、
一月末より一般入試を実施します。
詳しくは、入試課（〇一二〇 二- 六 三六三七）までお問い合わせください。
（入試委員会・入試課）



オープンキャンパスは、これから大学進
学を考えている高校生とその保護者の皆さ
まに、大学の施設や講義を無料で開放し、
敬和学園大学をよりよく知っていただくた
めのイベントです。
今後は、八月二三日（日）
、九月二三日
（水）
、一〇月二五日（日）に実施します。
毎年好評をいただいている模擬授業では、
各学科の授業はもちろん、外国人教員によ
る英会話、フランス語やドイツ語、中国語
などの選択外国語、教職課程など多彩な講
義を体験できます。
加えて、サークル活動体験や、在学生に

先輩学生がキャンパスを案内

阿賀北地域を彩る花をテーマに

「阿賀北ロマン賞」作品を募集します

【小説・随筆部門】

【創作童話・児童文学部門】

敬和学園大学は、新潟県新発田地域振興局との共催で、地元企業の皆さまからの温かいご
支援を受け、文藝賞「阿賀北ロマン賞」を創設し、本年度、第二回の作品募集を行うことに
なりました。
今回は、阿賀北地域とこの地域の人々をさまざまに彩る「花」をテーマにした作品を次の
とおり募集いたします。皆さまの素敵な作品のご応募を心よりお待ちしております。

二、
〇〇〇字以上二〇、
〇〇〇字以下の小説
または随筆を募集します。
・小説部門・一般大学生の部 大賞（一編）
賞状・賞金二〇万円と記念品
・小説部門、高校生の部 大賞（一編）
賞状・賞金五万円と記念品
・随筆部門 大賞（一編）
賞状・賞金一〇万円と記念品
※ 大賞の選に漏れた作品の中から、審査員
特別賞が贈られることもあります。

〒九五七 八
- 五八五 新発田市富塚一二七〇
敬和学園大学「阿賀北ロマン賞」事務局
http://i-love.shibata.jp/agakita_roman/
〇二五 四 二
-六 二
- 五一四

応募締切は九月三〇日（消印有効）です。

ふくろうの名前が決まりました

Ｍｏｎａｍｉ（モナミ）と
Ｎａｎａｍｉ（ナナミ）

敬和学園大学のキャラクターであるふく
ろうの名前の募集に、二三三件ものご応募
をいただきました。
「覚えやすい」
、
「敬和らしい」
、
「コメン
トの内容」を軸に二回の審査を経て、
「Ｍ
ｏｎａｍｉ（モナミ）
」と「Ｎａｎａｍｉ
（ナナミ）
」に決定しました。Ｍｏｎａｍｉ
はフランス語で「私の友達」という意味で
す。
「隣人を愛する」
「地域との共生」とい
う本学の教育理念と合致します。Ｎａｎａ
ｍｉには七つの海を渡り、世界で活躍する
という願いが込められており、国際的教養
人の育成をすすめる本学にふさわしいもの
です。
Ｍｏｎａｍｉ
（モナミ）
とＮａｎａｍｉ
（ナ
ナミ）をこれからもどうぞよろしくお願い
します。

（広報委員長 金山）

Monami
（モナミ）

二、
〇〇〇字以内の創作童話・児童文学を募集
します。
・一般の部（高校生以上）大賞（一編）
賞状・賞金二〇万円と記念品
・一般の部（高校生以上）優秀賞（二編）
賞状・賞金一〇万円と記念品
・中学生の部 大賞（一編）
賞状・五万円分の図書カードと記念品
※ 大賞の選に漏れた作品の中から、審査員
特別賞が贈られることもあります。
※ 創作童話・児童文学部門の応募作品は、
舞台を阿賀北における新発田地域（現在
の新潟県新発田市、阿賀野市、胎内市お
よび聖籠町）の一部または全部としてく
ださい。

（新発田学研究センター）

なお、八月三日から八月七日に、
「阿賀北
ロマン賞」の審査員長で、作家であり「三田
文学」編集長の加藤宗哉先生による「文学１」
の集中講義が本学で開かれます。文学に関心
のある方、作家志望の方など一般市民の方の
受講も歓迎しております。

Nanami
（ナナミ）
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後援会総会

敬和学園大学在学生の皆さんを影ながらバックアップ！

二〇〇九年度 後援会総会のご報告
二〇〇八年度決算報告については大学の
宇田川潔事務局長から説明があり、承認さ
れました。
次に二〇〇九年度事業計画および予算
案、役員の改選について横山会長より説明
があり、それぞれ承認されました。
今年度も昨年と同様の事業計画ではあり

3,038,788
120,790
30,000
2,784,809
2,652,090
14,070
3,075,890
700,000
3,000,000
300,000
6,994,050
42,000
575,991
0
23,328,478
2,674,711
26,003,189

3,130,000
200,000
30,000
3,650,000
3,025,000
20,000
3,000,000
700,000
3,000,000
300,000
6,898,500
80,000
590,000
412,211
25,035,711
0
25,035,711

四月三日に聖籠町町民会館において入学
式が厳かに行われ、その後引き続き、敬和
学園大学後援会総会が開催されました。ま
ずはじめに顧問の学校法人敬和学園後宮俊
夫理事長および鈴木佳秀新学長からご挨拶
をいただき、その後、横山由美子後援会長
の議長により議案の審議に入りました。

ますが、予算執行につきましては厳しい内
容となっております。特に事業活動費は昨
年度より三一万円減の予算となり、学生支
援の予算付けが十分とは言えない状況にあ
ります。
この事業内容を充実させるためには、大
学・学生・保護者が一体となった活動をす
ることが急務であり、何よりも、本後援会
の会費を納めていただいております保護者
の皆さまの支えがあってこそのことと思い
ます。昨年夏以降の金融不安については
「未
曾有の不景気」と言われており、諸般の事
情も理解するところではありますが、まだ、
会費のお振込みがお済みでない方は、ここ
は将来あるお子さまのためにご協力をお願
いいたします。
また、このような不況下により就職状況
が大変厳しい中、大学は全力を挙げて学生
の就職支援に取り組んでおり、今年度も七
月一八日（土）に「三年生保護者との就職
懇談」
、一一月一一日（水）に「企業との
就職懇談会」を開催いたします。一人でも
多くの学生が望む企業に就職できるよう、
本後援会としても全面的に費用を負担し、
協力しております。保護者懇談会は、先生
方と直接お話しできる貴重な機会となって
おりますので、ぜひ多くの方からご参加い
ただき、お子さまが早期からスムーズな就
職活動を進められますようお願いいたしま
す。
今後とも役員一同後援会の充実に努力し
て参りますので、皆さまのご理解と、ご協
力を賜りますようお願いいたします。
（後援会長 鹿島）
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2008年度予算 2008年度決算 2009年度予算
科 目

3,440,000
200,000
30,000
3,301,440
3,079,000
30,000
3,000,000
700,000
3,000,000
300,000
7,006,500
80,000
656,836
1,000,000
25,823,776
0
25,823,776
事 業 活 動 費
会
議
費
事
務
費
通
信
費
印 刷 製 本 費
手
数
料
学生クラブ補助費
アネックス維持管理補助費
学園祭補助費
教職員活動補助費
施設、設備、備品補助費
旅 費 交 通 費
雑
費
予
備
費
支 出 小 計
次 年 度 繰越 金
支出の部合計

単位：円
支出の部

22,050,000
10,000
1,000
300,000
22,361,000
2,674,711
25,035,711
22,500,900
10,000
22,048
607,465
23,140,413
2,862,776
26,003,189
22,750,000
10,000
1,000
200,000
22,961,000
2,862,776
25,823,776
後 援 会 費
寄
付
金
雑
収
入
学生団体より戻入れ金
収 入 小 計
前 年度 繰 越
収入の部合計

2008年度予算 2008年度決算 2009年度予算
科 目

単位：円
収入の部

同窓会リレーエッセイ

同窓会 リレーエッセイ

村川 隆

二〇〇二年度卒業

寄付者ご芳名

本学にお寄せくださった皆さまのご支
援・ご厚意に心より感謝申し上げます。

敬和で学んだ技
〈一 般〉
荒井重人、浅倉次男、林マスミ、
本間進一、細見昌平、石田瑞穂、
金山正夫、笠原佐千子、川西進、
小林雅樹、小林信子、小松隆、
松村三冬、松山キヨミ、宮沢タツ、
森好雄、長井繁雄、中原忠代、
昨年秋から日本経済は長期不況に陥って
野崎奈都子、大橋敏江、大西淳、
います。私の勤めている会社も大いに影響
齋藤榮、三宮恭子、笹川寛、
を受け、この不況を乗り切るための努力を
佐藤愛子、佐藤恭子、芹野暁子、
続けています。しかし、同業他社の中には
柴田史郎、相馬文子、鈴木昭夫、
既に力尽きた所も少なくありません。
鈴木史江２、鷹澤信子、田中和夫、
敬和学園では外国に目を向けて四年間を
田坂ゆたか、和田進、若山浩一、
過ごしました。大学にはその環境が整って
渡邊敏子、山田峯子、山田トシ子、
いました。授業内容はもちろん、留学制度
吉田ヨシヱ、カナン建物㈱ 加藤哲男、
や国際交流のプログラムもさまざまあり、
㈱ワゴードライ、
広い視野で物事を考える力を養いました。
在日本インターボード宣教師社団
個人的には聖書を片手に、キリスト教徒の 〈卒業生〉
気分を味わえたチャペル・アッセンブリ・
高橋美香 一 、津田佳洋 一
(
)
( 、)
アワーが特に印象的でした。さまざまな状
藤下紳二 二 、丸山仁史 三
(
)
( 、)
況で日本以外にも目を向けて、色々な角度
呉賢欄 三
( 、)佐藤浩雄 四
( 、)
からヒントを得られることはすごい強みで、
津田裕子 六 、田中正範 九 、)
(
)
(
私にとって敬和はそれを学んだ場でした。
大場恵司 一一 、金井清子 一
(
)
( 一 、)
そして今思うこと。この不況をきっかけ
古山圭太 一
( 四 、)岩崎拓也 一
(五 )
に日本は次のステップへ進んでいく。それ
（ ）内は期生
は大量生産、大量消費、味気ない使い捨て 〈学園関係〉
の時代から別の方向へ。これからはそのモ
鷹澤昭一、新井明、
デルとなる国に目を向け、今後の生活や仕
オレンジ会、敬和学園大学後援会
事のヒントにしていきたい。それが敬和で
学んだ技であり、今だからこそ、それを活
かしていきたい。そんなことを思って過ご
している社会人七年目の今日このごろです。
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学事予告

◆七月◆
一 八 日 三年生保護者との就職懇談会
子ども陶芸教室①
一 九 日 オープンキャンパス②
二 三 日 前期講義終了
二 四 日 前期末試験（八月一日まで）
二 五 日 大学オープン・カレッジ③・④
（二六日まで）
三 一 日 社会福祉現場実習１報告会
◆八月◆
二 日 夏期休暇（九月二三日まで）
三 日 前期集中講義①（七日まで）
インターンシップ（九月三日まで）
七 日 教員免許状更新講習
中・高生対象文章セミナー
一一 日 子ども陶芸教室②
一 七 日 前期集中講義②（二〇日まで）
二 〇 日 職員研修
二 三 日 オープンキャンパス③
二五日 前期追試験（二六日まで）
三 一 日 再試験（九月一日まで）
◆九月◆
一 日 教育実習事前指導（三日まで）
国家試験対策講座３（三日まで）
二 日 前期追試験（四日まで）
一 七 日 前期卒業式
一 八 日 秋季入学式
二 三 日 オープンキャンパス④
二 四 日 履修相談日
二 五 日 後期講義開始
後期履修登録期間
（一〇月一日まで）
二 六 日 研究所シンポジウム
二 九 日 新潟市北区オープン カ･レッジ①
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From Campus

キャンパス日誌
4
3
8

10

11
13
17

23
28

April

29

入学式、後援会総会
新入生歓迎公開学術講演会
講師 船本弘毅 敬和学園理事
「新しい時の兆し」（写真①）
前期講義開始
新入外国人留学生歓迎懇談会
チャペル・アッセンブリ・アワー①
説教 鈴木佳秀 学長
「愛しなさい。実行しなさい。」
共生社会学科 1 年生新発田市内見学
お花見ランチ（写真②）
チャペル・アッセンブリ・アワー②
説教 大澤秀夫 宗教部長
「おはよう、新しい日の始まり」
学生団体報告 K.I. Ｖ .
「マレーシア･ビルディング･ツアー」
新入生オリエンテーション
（胎内アウレッツ館、～ 24 日）
新潟北高校大学見学（25 名）
豊栄高校大学見学（4 名）

①

6
4

5

6
8
11

5
1
8

15

20
22

23
25
28

②

May

12

阿賀野高校大学見学（4 名）
チャペル・アッセンブリ・アワー③
説教 山田耕太 副学長
「思い煩いと大自然の営み」
講話 加藤清策 角田山自然まもり人幹事
「角田山の自然保護について」
2009 年度入学記念樹植樹式（写真③）
チャペル・アッセンブリ・アワー④
説教 大澤秀夫 宗教部長
「貧しい人々はさいわい」
講話 加山彰一
日本インターナショナル・バプテスト教会牧師
「夢と幻を抱いて」
FD 研修会 「発達障がいについて」
講師 池原順子 新潟県はまぐみ小児療育センター
チャペル・アッセンブリ・アワー⑤
説教 山﨑ハコネ 准教授 「沈黙して」
講話 相馬文子 茶道部指導者「茶道の心」
巻総合高校大学見学（40 名）
新発田朝市十二齋市
JCLP Ⅰ（～ 6 月 20 日、19 名）
理事会･評議員会
新発田市オープン・カレッジ①（70 名）
講師
島章 新潟県弁護士会「裁判員制度について」

③

13

チャペル・アッセンブリ・アワー⑥
説教 大澤秀夫 宗教部長
「めいめいの故郷のことば」
講話 国際交流インストラクター参加学生
「ワークショップのはじめの一歩」

13
16
18

19

21
22
24
26

27

29

④

June

⑤

社会福祉現場実習（事前実習 3）
新発田市オープン・カレッジ②（62 名）
講師 稲垣純 東京芸術座演出家（写真④）
「舞台『12 人の怒れる男たち』の見所」
チャペル・アッセンブリ・アワー⑦
説教 山﨑由紀 准教授
「それぞれへの賜物 それぞれからの賜物」
講話 稲垣純 東京芸術座演出家
「
『12 人の怒れる男たち』と民主主義」
スポーツ大会（写真⑤）
社会福祉現場実習 1（～ 20 日）
新発田市オープン・カレッジ③（76 名）
講師 鈴木佳秀 学長「聖書における裁き」
チャペル・アッセンブリ・アワー⑧
説教 大澤秀夫 宗教部長 「世の光、地の塩」
講話 志賀としえ 福島県骨髄バンク推進連絡
協議会「骨髄バンクは命の架け橋」
小千谷高校大学見学（73 名）
献血（～ 17 日、39 名）
／骨髄バンクドナー登録会
新発田市オープン・カレッジ④（81 名）
大澤秀夫 教授、佐藤渉 教授、中村義実 准教授
「宗教、文学、コミュニケーションの視点から」
チャペル・アッセンブリ・アワー⑨
説教 宇田川潔 事務局長「一方的な恵み」
講話 留学生によるスピーチ
留学生の集い（写真⑥）
オープンキャンパス①
創立記念日
高校教員対象進学説明会
チャペル･アッセンブリ･アワー⑩
説教 山﨑ハコネ 准教授「赦しえる心を」
講話 和田英夫 先生
「80 年前に郷里に図書館と公民館を寄贈した坪川」
新潟市立松浜中学校大学見学（４名）
大学･高校合同研修会
大学オープン・カレッジ①②（～ 28 日、94 名）
講師 吉田新一 立教大学名誉教授
「絵本の愉しみ 3」
（写真⑦）
JCLP Ⅱ（～ 7 月 25 日、12 名）

⑥

⑦

財務状況等
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〈消費収支計算書関係比率の推移〉
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△
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敬和学園財務状況等のご報告

人件費比較
●

●
●

敬和学園大学および経営母体である学校
法人敬和学園の財務状況を報告いたしま
す。法人として、敬和学園高等学校が併設
されていますので、予算・決算については、
法人本部、大学、高等学校の三部門で構成
されています。紙面の都合上、法人全体と
大学部門の数値のみの記載、内容について
もポイントのみの報告とさせていただきま
す。また、図や表をご覧いただき、詳細を
お知りになりたい方は、敬和学園大学総務
課までお問い合わせください。

〈消費収支計算書関係比率の推移〉
120.0

▼低い値がよい

～どちらともいえない
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〈2008 年度開催のオープン･カレッジほか〉

タ

イ

ト

ル

講

師

日

程

一般参加者

新入生歓迎公開学術講演会「学校・教育・教養を問い直す」

大友浩 北星学園学園長

４月９日

敬和学園大学オープン・カレッジ「英米絵本のたのしみ２」

吉田新一 立教大学名誉教授、児童文学者

５月 17 日～６月 22 日

136 名

新発田市オープン・カレッジ「いのちを見つめて」

山田耕太 教授ほか

６月５日～７月３日

140 名

新潟市北区オープン・カレッジ「いのちを見つめて」

久島公夫 教授ほか

６月 11 日～６月 25 日

第７回中学・高校英語科教員対象リフレッシュ・セミナー

外山節子 教授ほか

８月２日

共生社会学科公開学術講演会「夢・自立・文化」

尹基 社会福祉法人こころの家族理事長

10 月４日

聖籠町オープン・カレッジ「いのちを見つめて」

上野恵美子 教授ほか

10 月９日～ 10 月 23 日

20 名

三条市オープン・カレッジ「いのちを見つめて」

藤本晃嗣 講師ほか

10 月 14 日～ 10 月 28 日

14 名

10 月 26 日

87 名

国際文化学科長杯

外国語スピーチ・コンテスト

人文社会科学研究所

公開研究発表会

中村義実 准教授ほか

敬和学園大学クリスマス・チャリティ講演会「゛
愛する゛ということ」 渡辺和子 ノートルダム清心学園理事長
新発田市学研センター「阿賀北ロマン賞」授賞式・講演会・シンポジウム

加藤宗哉 作家・「三田文学」編集長ほか

11 月 16 日

14 名

47 名
41 名
116 名

9名

12 月６日

304 名

３月１日

127 名
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国際文化学科

〈学生数の推移〉

（単位：人）
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●二〇〇八年度事業報告
（一）地域との関係
「隣人に仕える」ことは本学の重要な柱で
あり、特に地域との関係を大切に考えてい
ます。新発田学研究センターの充実と
「十二
齋市」の復活、
「まちカフェ」と称した、学
生が自主運営する喫茶店の開設等、中心街
の活性化に協力してきました。これらは教
育の一環であり、活動の中で学生の成長を
見ることができました。昨年から続けてい
るグループホーム「富塚・のぞみの里」へ
の学生のボランティア（実習）も定期的に
行われ、学生の成長と共に地域福祉へ貢献
できることをうれしく思います。

共生社会学科

（年度）

〈2008 年度資金収支計算書及び 2009 年度同予算書〉
〈学校法人

敬和学園 〉

収入の部
2008年度決算額 2009年度予算額
科
目
学生生徒等納付金収入 1,015,813,889
996,112,000

〈敬 和 学 園 大 学 〉
（単位：円） 収入の部
2008年度決算額 2009年度予算額
科
目
学生生徒等納付金収入
681,391,000
699,850,990

増
減
19,701,889

（単位：円）
増
減
18,459,990

手数料収入

16,652,758

15,861,000

791,758

手数料収入

10,860,058

10,336,000

524,058

寄付金収入

42,161,459

40,816,000

1,345,459

寄付金収入

18,178,760

15,816,000

2,362,760

8,581,300

補助金収入

補助金収入

403,044,000 △

394,462,700

(5,961,600)

（国庫補助金収入）

(130,056,600)

(124,095,000)

（地方公共団体補助金収入）

(264,406,100)

(278,949,000) (△ 14,542,900)

資産運用収入

20,722,824

資産売却収入

1,113,989,264
102,952,119

事業収入
雑収入

（地方公共団体補助金収入）

(289,013)

865,000,000

248,989,264

資産売却収入

1,055,000,236

77,440,000

25,512,119

事業収入

6,997,949

雑収入

6,262,250

(55,000)

(234,013)

18,169,000 △

1,693,768

850,000,000
8,120,000 △

7,933,734
12,351,345

2,449,000

205,000,236
186,266
9,902,345

前受金収入

177,570,250

173,600,000

3,970,250

19,478,584

その他の収入

230,836,568

33,094,000

197,742,568

△ 257,829,044 △ 277,636,000

19,806,956

資金収入調整勘定

859,096,500

801,994,500

57,102,000

前年度繰越支払資金

3,627,336,186

3,284,453,500

342,882,686

前年度繰越支払資金

目

6,195,613
(5,961,600)

16,475,232

71,105,000 △

51,626,416

収入の部合計

124,150,000
(124,095,000)

資産運用収入

206,762,000

213,024,250

その他の収入
資金収入調整勘定

130,345,613
(130,056,600)

1,571,176

61,661,000 △

54,663,051

前受金収入

支出の部
科
人件費支出

22,294,000 △

（国庫補助金収入）

2008年度決算額 2009年度予算額
1,052,157,620

収入の部合計

（単位：円） 支出の部
科
人件費支出

増
減
1,063,846,000 △ 11,688,380

目

△ 180,467,933 △ 182,172,000

1,704,067

500,895,223

402,169,223

98,726,000

2,679,830,076

2,137,122,223

542,707,853

（単位：円）
2008年度決算額 2009年度予算額
増
減
2,804,481
512,370,519
515,175,000 △

247,567,538

270,570,000 △

管理経費支出

123,012,660

114,022,000

8,990,660

管理経費支出

借入金等利息支出

11,609,013

10,148,000

1,461,013

借入金等利息支出

借入金等返済支出

51,065,698

51,412,000 △

346,302

借入金等返済支出

施設関係支出

30,407,114

52,637,000 △

22,229,886

施設関係支出

20,449,868

24,137,000 △

23,002,462

教育研究経費支出

185,326,000 △

教育研究経費支出

178,018,471

7,307,529

64,092,000

11,028,880

8,724,900

7,718,000

1,006,900

33,320,000

33,320,000

75,120,880

21,497,000 △

0
3,687,132
1,638,144

設備関係支出

26,164,108

5,977,892

設備関係支出

19,858,856

資産運用支出

1,275,788,082

955,020,000

320,768,082

資産運用支出

1,236,217,660

900,020,000

336,197,660

その他の支出

86,410,200

63,655,000

22,755,200

その他の支出

213,604,243

42,484,000

171,120,243

予備費
資金支出調整勘定
次年度繰越支払資金
支出の部合計

15

32,142,000 △

5,000,000 △

0
△

64,994,757

△

81,792,000

5,000,000

予備費

16,797,243

資金支出調整勘定
次年度繰越支払資金

788,148,910

747,793,500

40,355,410

3,627,336,186

3,284,453,500

342,882,686

支出の部合計

0
△

17,284,918 △

5,000,000 △

5,000,000

14,139,000 △

3,145,918

399,429,597

352,492,223

46,937,374

2,679,830,076

2,137,122,223

542,707,853
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もうひとつの地域貢献は地元の方々への
大学の知の提供です。今年度もオープン・
カレッジ等の講座に参加していただく方が
増えました。そして、五名のシニア社会人
が入学されました。また、
新たな試みとして、
新潟県のご協力により、地域から文学作品
を掘り起こす「阿賀北ロマン賞」を創設し
ました。二九都道府県から一七五作品の応
募があり、三田文学編集長加藤宗哉氏に審
査員長としてご協力をいただきました。新
発田市、聖籠町のほかに阿賀野市、胎内市
からもご協力をいただき、企業・団体三九
社から一○○万円を超えるご寄付をいただ
き地域と大学の深い結びつきがより鮮明に
打ち出された事業となりました。
（二）研究成果
六名の教員が科学研究費補助金の交付を
受けることができました。交付額は昨年の
実績を上回る九八八万円になりました。小
規模大学で、これだけの実績を挙げたこと
は評価に値します。
（三）教育の問題
大学全入時代の中で、幅広い層の学生が
入学してきます。本学は、学生の個性を尊
重し、教職員は時間と労力を惜しまず丁寧
に対応しています。今後はカウンセラー等
の専門スタッフと協力し、適切な学生対応
ができるよう、教職員の学びや連携をすす
めていく必要があると考えています。
（事務局長 宇田川）

●二〇〇八年度決算
大学は三期ぶりの支出超過決算となり、
支出超過額は一，九○○万円でした。当初
予算の五，六○○万円に比べ、決算では支

〈2008 年度消費収支計算書及び 2009 年度同予算書〉
〈学校法人

収入の部
科

目

学生生徒等納付金

敬和学園 〉

1,015,813,889

〈敬 和 学 園 大 学 〉

（単位：円） 収入の部

2008年度決算額 2009年度予算額

増

減

19,701,889

996,112,000

科

目

（単位：円）

2008年度決算額 2009年度予算額

学生生徒等納付金

699,850,990

681,391,000

増

減

18,459,990

手数料

16,652,758

15,861,000

791,758

手数料

10,860,058

10,336,000

524,058

寄付金

45,222,452

41,816,000

3,406,452

寄付金

21,239,752

16,816,000

4,423,752

補助金

394,462,700

403,044,000

8,581,300

補助金

130,345,613

124,150,000

6,195,613

（国庫補助金）

(130,056,600)

(124,095,000)

(5,961,600)

(130,056,600)

(124,095,000)

(5,961,600)

（地方公共団体補助金）

(264,406,100)

(278,949,000)

(△ 14,542,900)

（地方公共団体補助金）

(289,013)

(55,000)

20,722,824

22,294,000

△

1,571,176

資産運用収入

16,475,232

18,169,000

資産売却差額

資産運用収入
資産売却差額
事業収入
雑収入
帰属収入合計

544,600

0

544,600

102,952,119

77,440,000

25,512,119

54,663,051

61,661,000

6,997,949

7,933,734

雑収入

1,618,228,000

32,806,393

帰属収入合計

44,211,280

基本金組入額

1,559,054,673

1,482,037,000

77,017,673

消費収入の部合計

△

(234,013)
△

1,693,768

0

500,000

8,120,000 △

186,266

12,351,345

2,449,000

9,902,345

899,556,724

861,431,000

38,125,724

75,700,008 △ 79,954,000
823,856,716

4,253,992

781,477,000

42,379,716

（単位：円） 支出の部

支出の部
科

500,000

事業収入

△ 136,191,000

△

消費収入の部合計

△

（国庫補助金）

91,979,720

1,651,034,393

基本金組入額

△

目

2008年度決算額 2009年度予算額

増

減

科

（単位：円）
目

2008年度決算額 2009年度予算額

増

減

1,049,517,356

1,073,088,000 △

23,570,644

人件費

511,219,855

515,175,000

△

3,955,145

教育研究経費

357,401,631

375,917,000 △

18,515,369

教育研究経費

239,136,110

245,953,000

△

6,816,890

管理経費

人件費

162,502,492

154,468,000

8,034,492

管理経費

83,421,376

72,410,000

11,011,376

借入金等利息

11,609,013

10,148,000

1,461,013

借入金等利息

8,724,900

7,718,000

1,006,900

資産処分差額

2,953,048

1,000,000

1,953,048

資産処分差額

989,708

0

989,708

予備費

予備費
消費支出の部合計

0

5,000,000 △

5,000,000

1,583,983,540

1,619,621,000 △

35,637,460

消費支出の部合計

0

5,000,000

△

5,000,000

843,491,949

846,256,000

△

2,764,051

19,635,233

△ 64,779,000

24,928,867

△ 137,584,000

当年度消費支出超過額 △

前年度繰越消費支出超過額

△1,019,114,995

△1,042,749,822

前年度繰越消費収入超過額

691,252,601

671,108,601

翌年度繰越消費支出超過額

△1,044,043,862

△1,180,333,822

翌年度繰越消費収入超過額

671,617,368

606,329,601

当年度消費支出超過額 △
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出超過を大幅に減らすことができました。
収入では、学生数が七○○名を下回り、
学納金、補助金などの収入は、当初予算を
下回りましたが、寄付金、事業収入、雑収
入などは収入増となり、帰属収入は一，七
○○万円の増額となりました。
支出では、施設設備について、正面玄関
のキャノピー改修、食堂の冷暖房設備設置、
アーチェリー場改修など事業計画どおり実
施しました。また、ほかの支出においても、
教職員の協力により経費節減を徹底した結
果、支出超過額を三，七○○万円減らすこ
とができました。
●二〇〇九年度当初予算
二〇〇九年度は、大学の中・長期計画を
実施に移す最初の年となります。
収入ですが、前年に比べ予算学生数が
二四名減となり学納金および補助金の減、
退職者の減少による雑収入の減により、前
年度決算より帰属収入が減となりました。
支出では、学生の憩いの場を確保するた
めの学生ラウンジ設置、喫煙室の移設、敷
地内外の案内看板入れ替えなどを予定して
います。また、学生のスポーツ活動（バド
ミントン、アーチェリー、テニス）を強化
するため、サークル強化費用を計上して
います。同時に教育研究等活動を削ぐこ
とのないよう、各委員会の予算を前年度の
九〇％を上限として編成しました。その結
果、トータルとして前年度に近い予算支出
額を計上できました。
支出超過額としては前年度当初予算より
多くなりましたが、外部資金の獲得や経費
見直しに努め、収支改善していきたいと考
えています。
（総務課長 小竹）
〈2008 年度貸借対照表〉
〈学校法人
年度
科目
固定資産
有形固定資産
土地
建物

敬和学園 〉

2008年度末

年度
科目

2008年度末

4,529,286,872 固定負債

406,893,164

3,702,693,345

332,029,446

690,230,404

2009年３月31日現在
〈敬 和 学 園 大 学 〉

（単位：円）

長期借入金
退職給与引当金

2,470,772,109 流動負債

年度
科目
固定資産
有形固定資産

74,863,718

土地

345,639,872

建物

2008年度末

（単位：円）
年度

科目

2008年度末

2,931,971,157 固定負債

263,873,718

2,226,548,109

233,240,000

549,816,875

長期借入金
退職給与引当金

1,275,915,965 流動負債

30,633,718
233,236,518

構築物

45,187,603

短期借入金

51,393,477

構築物

15,933,868

短期借入金

教育研究用機器備品

39,955,764

未払金

64,528,247

教育研究用機器備品

26,714,614

未払金

17,116,308

その他の機器備品

29,027,285

前受金

213,024,250

その他の機器備品

6,686,605

前受金

177,570,250
5,224,960

図書

416,414,092

修養会預り金

8,425,675

図書

347,301,177

預り金

車輌

11,106,088

預り金

8,089,912

車輌

4,179,005

仮受金

826,593,527

仮受金

178,311

その他の固定資産

その他の固定資産

497,110,236
3,572,565,839

1,878,040 負債の部合計

752,533,036

電話加入権

1,104,984 第１号基本金

施設利用権

23,027 第１号基本金

6,690,702,590

施設利用権

23,027 第４号基本金

763,373,206 第４号基本金

120,000,000

有価証券

689,077,206

3,636,565,839
671,617,368

9,870,000

基 本 金の部合計

6,810,702,590

長期貸付金

9,870,000 翌年度繰越消費収入超過額

出資金

4,343,733 翌年度繰越消費支出超過額

△1,044,043,862

長期預け金

1,140,110

消費収支差額の部合計

長期預け金

1,897,800

施設拡充引当特定資産

4,207,721

内部部門勘定

流動資産

41,000,000

施設拡充引当特定資産

4,207,721

現金預金

1,989,904,892

未収入金

12,623,933

788,148,910

有価証券

854,195,009

現金預金

399,429,597

未収入金

53,646,004

前払金

91,350

有価証券

1,146,187,159

立替金

390,650

前払金

1,438,900

仮払金

91,369

立替金

390,650

仮払金

93,269

資産の部合計

17

6,519,191,764

負債の部、基本金の部
及び消費収支差額の部
合 計

6,519,191,764

資産の部合計

671,617,368
△ 606,500,378

1,266,821,908

退職給与引当特定預金
流動資産

64,000,000

基 本 金の部合計

長期貸付金

消費収支差額の部合計 △1,044,043,862

5,000

705,423,048 負債の部合計

電話加入権
有価証券

33,320,000

4,198,793,065

負債の部、基本金の部
及び消費収支差額の部
合 計

4,198,793,065
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吉田ゼミの活動を母体として昨年 10 月中
旬に新発田の商店街に「まちカフェ ～Ｌｉ
ｎｋ～」をオープンしました。今では常連
のお客さまも少しずつ増え、学生と地域の
方々が楽しく触れ合う、交流の場になって
います。
そんな交流の場として、地域の方々にとっ
てより居心地のよい素敵なカフェにしてい
こうと、日々、新メニューの開発やサービ
ス向上に力を入れています。
地場野菜をふんだんに使った「サラダパ
スタセット」と季節を楽しんでいただく夏
の限定メニュー「鶏肉とアスパラのトマト
カレー」を 5 月上旬にメニュー化しました。
現在は、地場野菜の販売代行の企画に取り
組み、7 月から導入しています。
スタッフ一同、皆さんとカフェで楽しく
会話できますときを楽しみにお待ちしてい
ます。お気軽にご利用くださいませ。

左から刈田さん、渡邉さん、八木沢さん

「まちカフェ ～Ｌｉｎｋ～」
新潟県新発田市諏訪町 1-3-21
（新発田駅から徒歩 5 分）
Tel. 0254-24-6588
営業日 : 月・水・土、
11時～ 18 時

敬和学園大学の最新情報
敬和学園大学
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