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誌面案内

敬和学園大学では、開学時よ
り、アメリカ・アイオワ州オレ
ンジ市にあるノースウェスタン
大学と姉妹校の提携を結び、交
流しています。2月には、プロ
グラムを見直した新たなACLP
（アメリカ文化・英語研修プロ
グラム）に学生6名が参加しま
した。ACLPでは、語学研修の
みならず、ボランティア活動も
行い、アメリカ文化、コミュニ
ケーション、国際理解について
の学びを深めます。
残念ながら新型コロナウイル
ス感染拡大のため、4日間を残
しての帰国となりましたが、オ
ンライン授業を継続受講し、全
員がすべてのプログラムを終え
ることができました。
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「地域と世界がつながる未来」を担う人材の育成
英語文化コミュニケーション学科は今
リベラルアーツ教育を行う敬和学園大
年度より「キャリアコミュニケーション・
学では、全人教育を通してこの本質的な
コース」を新設しました。この学科を選
コミュニケーション力を養成するのに相
ぶ皆さんの中には、何らかの形で卒業後
応しい科目が多く開講されています。さ
の将来に英語が関わる夢を抱いている方
まざまな専門科目を幅広く学び、多面的
が多いと思います。そのような夢を持っ
に物ごとを理解する力を身につけること
た皆さんは、英語で何を語れるようにな
で、自己について本質的な理解を試み、
りたいでしょうか。本当の意味での英語
他者との関係の中での自分の社会的な立
によるコミュニケーションをとる、とは
ち位置を認識することができます。また、
何を意味しているのでしょうか。
ベースとなる英語の力については、定評
仕事におけるコミュニケーションにお
のある本学の英語カリキュラムを通じて
いては、専門的な言葉を含む英語の知識
飛躍的に伸ばすことができます。
だけではなく、自分（会社）と相手（顧
次ページで紹介する、このコースの中
客や他社）との関係性の中で、自分がど
心的で意欲的な科目群を学び、高度な英
のようなプレイヤーであるべきかについ
語力とコミュニケーション力を磨いた
ての本質的な理解が必要です。自分は何
ら、ぜひ海外研修や企業訪問などを通し
を求められているのか、自分は何をした
て、在学中に本当の意味での英語による
いのか、相手は何を求めているのか、な
コミュニケーションを体験していただき
ぜそれが必要なのか、その相手の要求に
たいと願っています。
対して、自分は何を答えることができる
「ものづくり県」の新潟では、さまざ
のか。逆に、相手の立場を理解した上で、 まな形で英語を使いこなせる人材が求め
自分は自分の組織を代表して相手に何を
られています。今後の「新しい日常」に
求めることができるのか。つまり自己と
おいては、新たな需要を創出できる創造
他者のそれぞれについて、さまざまな文
力のある人材もますます必要となるで
化を背景とした人たちとの間で深い理解
しょう。
「キャリアコミュニケーション・
を持つことが必要となります。これらを
コース」で目指す未来は、あなたの夢で
日本語だけではなく、英語でも行ってい
あるばかりでなく、地域があなたの力で
ける人たちを育成するために、このコー
世界とつながる未来でもあるのです。
スは新たにデザインされました。
（英語文化コミュニケーション学科長 山﨑由紀）
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英語文化コミュニケーション学科

英語文化コミュニケーション学科

英語文化コミュニケーション学科

益谷 真

虎岩 朋加

主濱 祐二
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●「コミュニケーションの心理学」
この授業はキャリアコミュニケーショ
ン・コースの基礎科目群の一つです。
自分を生かし、キャリアを開発するた
めには、自分の価値観や人生観と向き合
い資質・能力を高めるだけでなく、他の
人々、ひいては社会的な存在である多様
な人間の精神性や心理を理解することが
必要です。経済産業省が提唱する社会人
基礎力の中で、現代日本社会で求められ
る資質・能力の一つとして「チームで働
く力」が挙げられています。この能力を
発揮するには、単に知識や資格だけでは
なく、それを生かす有能さが必要になり、
発信力、傾聴力、情報把握、規律性、柔
軟性、ストレス・マネージメントなどに
よって実現されるとされています。
残念なことに多くの方が、高校までの
学校生活の中で、社会人基礎力を高める
機会に恵まれず、もっぱらテストや進学
のために学んできました。しかし、大学
では、社会人になって自分の能力を発揮
し、周囲や社会のために貢献するために
学びます。単に知識をつけるだけでなく、
習 得 し た 知 識 や ス キ ル を、 他 者 と の コ
ミュニケーションによって生かしていく
ために、大学では講義だけでなく、演習
形式の授業も多く用意されています。
現代社会は高度な知識基盤・情報化社
会であり、実用レベルの専門性を獲得す
るには、少なくとも探究学習や研究をす
る大学院での学修や、現場の実務経験が
必要になります。本学のキャリアコミュ

●「人間形成学」
「人間形成学」では、人間の主体形成
の問いを中心にして、社会的な諸勢力に
より、個人の行動がどのようにして形作
られているのか、また、それらの勢力に
より、人々が自己の感覚を発展させる条
件がどのように支えられているのか、そ
して、逆に、個々人の行動が社会的条件
にどのように影響を与えるのかを探求し
ていきます。社会的に構築されるものと
しての「自己」とは何かを理解すると同
時に、この自己が「自律的」であると論
じること、少なくとも、この社会的な諸
勢力から部分的にでもこの自己は自由で
あるということを論じることが意味する
ことは何なのか、ということを考えてい
きます。言い換えれば、私たちは、どの
程度、自分の人生を「著者」として制作
しているのかということです。環境によ
る自己規定や、社会との関わりの延長と
しての自己の身体、社会的諸勢力の効果
としての欲望、私たちの行為を通した社
会的諸勢力のほぼ機械的な再生産などと
いったアイデアを、人間形成に関するさ
まざまな理論の助けを経て考察していく
と同時に、人間形成のあり方を考えるた
めの理論的枠組みを獲得することを目指
していきます。
他方で、これらの理論的枠組みを得て、
私たちは、倫理的な問題の探求にも乗り
出します。倫理的探求がどのような性質
を持つのかについて基本的な考え方を理
解した上で、社会構成上の価値の対立を

●
「グローバルコミュニケーション実践」
みんなで海外に行って勉強してみませ
んか？「グローバルコミュニケーション
実践」は、学生が自分たちで計画する海
外研修の科目です。どこに何をしに行く
のか、なぜそこに行くのか、そのために
どのような備えが必要かなど、研修に必
要な要素を一つひとつ話し合って決めて
いきます。担当教員も交えて計画を立て
事前学習も行いますが、もしかすると計
画どおりに進まないこともあるかもしれ
ません。しかし、そこが海外研修の醍醐
味で、現地で活動して初めて気がつくこ
ともたくさん出てくるはずです。
研修の中で、海外で働く日本人にも会
いに行きます。できれば、新潟県内企業
の海外支店を訪問し、新潟県の人たちが
現地でどのように働いているか、直接聞
いてみましょう。キャリアコミュニケー
ション・コースの科目ですから、
「異文化・
多言語の中で働く／生きる」という観点
から、企業訪問などを取り入れてみたい
と考えています。もちろん、訪問先につ
いても、学生の興味や希望業種が反映さ
れるよう決めていく予定です。
私自身、海外研修で学生と東南アジア、
タイやシンガポールの日系企業によく訪
問させていただきました。ある有名企業
の人事担当の方が学生に次のようにお話
ししてくださいました。
「ことばは、こっ
ちに来ればなんとかなります。それより
も、若い皆さんには、新しい環境にチャ
レンジ、飛び込んでほしい。
」外国語の
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益谷真 教授
プロフィール

〈研究テーマ〉
コミュニケーション行動の
心理学

実践的なコミュニケーションの技能
を高め、知性を磨き、問題解決能力と
自己教育力を開拓していきます。人が
いかに学ぶのかについて理解を深め、
学ぶことの楽しさにも気づいてもらい
たいです。

Profile

虎岩朋加 准教授
プロフィール

〈研究テーマ〉
人間形成学、教育理論、
教育学

多元的な視点から、社会における教
育事象を考察します。教師を目指す学
生それぞれが、自分自身の見解を構築
すると共に、教師として必要なスキル
やセンスを身につけるための土台を作
ります。

主濱祐二 准教授
プロフィール

〈研究テーマ〉
英語学、言語学、
第二言語習得

「グローバルコミュニケーション」
をテーマに、国や民族の違いを越えた
コミュニケーションのあり方を考えま
す。地域のイベントにも積極的に参加
し、実践的に課題解決に取り組んでい
ます。
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スキルも大事かもしれませんが、企業の
方にお話を聞いたり、学生たちが現地で
友達を作ったりしている様子を見ている
と、これからの時代もっと必要な資質や
マインドセットがあるのではないかと考
えるようになりました。
最低限の予算や研修日数などの制約は
ありますが、非常に自由度が高く、しか
も単位にもなる新規の海外研修科目で
す。 大 学 で の さ ま ざ ま な 学 び を 深 め た
り、現代社会の課題解決（
「持続可能な
開発目標（ＳＤＧｓ）
」を含む）の手が
かりを見つけたりするなど、テーマも話
し合って決めましょう。英語文化コミュ
ニケーション学科の専門科目ですが、定
員が許せば、他学科の学生も歓迎します。
さまざまな気づきや学びがあり、思い出
に残る研修科目になるよう協力していき
ましょう。

Profile

含むさまざまな具体的なトピックを通じ
ニケーション・コースには、この専門性
て、倫理的な問題を分析し、考えます。
への入り口として、実践的な入門科目を
たくさん用意しています。例えば、通訳、 ある立場を支持することによって、私た
ちはどのような倫理的地平に立つことに
翻訳、ビジネス英語などがその代表的な
なるのか、それらを表明することで、い
ものです。心理学についても、
マーケティ
かなる社会のあり方を支持することにな
ングや人事・労務管理、健康プロモーショ
るのか、それらが、逆に、人間がどうあ
ン、メンタル・トレーニングといった専
るべきかについてどのような考え方を反
門の心理職もありますが、そのようなプ
映し、人々のあり方を限定づける、また
ロフェッショナルに就くには、必ず通る
は、広げることになるのか。こうした考
入門レベルの基本的な学びが必要なので
察を通して、各自の人間形成観や共同体
す。そこで、
「コミュニケーションの心
観、倫理観を明確にしていきます。
理学」の授業では、効率的なスキルの上
人間形成学での学びを通して、自分の
達方法、傾聴の仕方、伝え方の工夫、チー
ムワークを高める方法などを主なテーマ 「自己」のあり方を確認し、さらに、私
たちはどうありたいのか、どう生きたい
に、グループワークを通じて学んでいき
ます。二年次から履修可能ですが、例年、 のか、また、社会にどうあって欲しいの
か、進むべき道を見定めるための力を学
三年次や四年次でも、社会人になる時期
生の皆さんに獲得してほしいと願ってい
が近づいて、その重要さに気づいた人た
ます。
ちが授業に参加しています。

Close up

Profile

アコミュニケーション・コース まるわかり
国際交流活動により、学びを実践する

【社会で活躍する先輩たち】
菊水酒造株式会社

株式会社オールウェイズ

グローバルディヴィジョン

アジア・ユース・フォーラム

英語文化
コミュニケーション学科
2012年3月卒業

英語文化
コミュニケーション学科
2013年3月卒業

シンワ測定株式会社

国内留学（沖縄・広島ほか）

プロデューサー

佐久間 理美さん

古川 海斗さん

英語文化
コミュニケーション学科
2013年3月卒業

英語文化
コミュニケーション学科
2015年3月卒業

【その他の主な就職先】
トップ工業株式会社、日本シイエムケイ株式会社、株式
会社新潟ジャムコ、日本精機株式会社、株式会社山之内
製作所、株式会社JALスカイ、一般財団法人空港保安
事業センター、コストコホールセールジャパン株式会
社、株式会社新潟グランドホテル、株式会社エイチ・ア
イ・エス、羽田タートルサービス株式会社など

小学校教諭二種免許、中学校教諭一種免許（英語）、
高等学校教諭一種免許（英語）、TOEIC785 点、
実用英語技能検定準 1 級、 など

新しい形で

株式会社ドワンゴ

海外営業部

英語を生かした資格の取得

英語 を手段に

小池 航さん

国際交流ファシリテーター

留学により、異文化を理解する

海外留学（自由留学、ACLP）

営業企画

李 海蘭さん

【就職支援体制】

地域と世界をつなげる
グローバル人材を育成

在学中の学びや活動、本
人の希望など、それぞれ
の状況に合わせてきめ細
やかな就職・キャリア支
援を行っています。

3年次

4年次
商社・グローバル企業への就職をサポート
企業の魅力や技術を世界につなげる

学びに加え、国内外での社会実践を通じて
環境とは異なる社会の習慣や考え方に触れる

マンツーマン指導

ケーションの心理学／グローバルコミュニケーション実践／通訳／

卒業論文

英語／メディア英語／グローバル・イシューズ／カレント・イシューズ
自由留学、海外ボランティア実践
・TOEIC 785 点以上
・実用英語検定 準 1 級

就職活動
→くわしくは Close up（P1 ～ 3）で紹介
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2020年度
スタート!

地域と世界がつながる未来を担う

英語プログラム

キャリ

リベラルアーツ教育

KEEP

時代に流されない
確かな価値観

手段としての
確かな英語力

新しい未来をつくる
創造力

（ 読む・書く・聴く・話す ）

キャリアコミュニケーション・コースの専門科目
コミュニケーションの心理学

人間形成学

グローバルコミュニケーション実践

本質的なコミュニケーション力を育成
生活・社会構造の変化
グローバル化

ニューノーマル

デジタルシフト

SDGs

キャリアコミュニケーション・
コース カリキュラム

リベラルアーツ教育の
カリキュラムをベースに
社会で実践できる
コミュニケーション力 を
養成 する科目を用意
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○自分を理解

…どのように生きたいのか？

○社会への働きかけ

…どのような社会が望まれるのか？

1年次
すべての学びのベースとなる
確かな英語力を養成

2年次
教室での
生まれ育った

コミュニケーション入門

文化交流論／人間形成学／コミュニ

英文法／通訳実践

翻訳／ビジネス英語／観光キャリア

JCLP、ACLP
習熟度別のクラス編成
英語プログラム（KEEP）

国際交流ファシリテーター、
〈資格取得〉

卒業式

新型コロナウイルス禍での対応

混乱の中で開催した第二六回卒業式
年度末および年度初めの大学学事は、
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、
大きな混乱の中で執り行われました。三
月に卒業する学生のための行事は、卒業
式を除き、すべて中止としました。
第二六回卒業式は、三密を避けた形式
で慎重に執り行われました。時間を一時
間に短縮し、参列者を卒業生、保護者、
教職員のみとしました。山田学長からは、
「敬和精神として隣人愛を実践していっ
てほしい」という激励のメッセージが贈
られ、その後、学科代表学生への卒業証
書・学位記の授与が行われました。
混乱の中にあっても、敬和学園大学の
リベラルアーツ教育において培った確か
な価値観で、卒業生それぞれが次の時代
を創造してくれることを期待します。

座席間隔をあけて実施した卒業式

胸躍らせる経験の連続だった四年間
田口 明美

卒業生代表

長年の念願が叶い大学に入学し、夢
中になって学んだ日々は想像以上に充
実したものでした。毎回の授業は、知
らなかったことを知る喜びに胸躍らせ
る連続でした。また、研さんを重ね造
詣が深い先生方や新鮮な感性の若者た
ちとの交流では、新しい知識を得るこ
とのみならず、とらわれていた固定観
念や既成概念を見つめ直す機会を与え
られました。
ク リ ス マ ス に は、 学 生 に 呼 び か け
ミュージックベルのグループをつくり、
「グループホーム富塚・のぞみの里」へ
の 訪 問 や、 チ ャ ペ ル・ ア ッ セ ン ブ リ・
アワーのコンサートで演奏させていた
だきました。昼休みにおむすびを頬張
りながら練習したこと、本番での緊張
しながらのパフォーマンス、そしてそ
の後の打ち上げなど、どれも忘れ難い
思い出です。
お互いの違いを認め合い、共に生き
ることを大切にする学風のもと、立場、
年 齢、 国 籍 な ど 異 な る 人 々 と 出 会 い、
学び合い、仲間となれた経験は、私の
残りの人生を豊かにしてくれると信じ
ます。

終わりが終わり、始まりが始まる

阿部 裕大

卒業準備委員長

一， 四 六 〇 日。 三 五， 〇 四 〇 時 間。
二，一〇二，四〇〇分。一二六，
一四四，
〇〇〇秒。三・九九七一二五四恒星年。
これは、私たちが敬和学園大学で過
ごした時間です。春夏秋冬、移り変わ
る日々の中で、私たちは、ある時はよ
い経験から、またある時は悪い経験か
ら た く さ ん の 学 び の 機 会 を 得 ま し た。
このような一つひとつの経験が自分だ
けのモノとなり、自分の中の秘められ
た力を発現させることにつながったこ
とを感じています。
卒業関連行事は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、私たち卒業準
備委員会が準備していた卒業記念パー
ティーは中止となり、簡略化された卒
業式のみが開催されました。卒業生と
教職員の皆さまとが大学生活の最後に
一緒に過ごす時間を設けてくださった
大学関係者の皆さまの英断に、この場
を借りて感謝申し上げます。また、八
月に完成する卒業アルバムを一緒に編
集 し て く れ た 卒 業 準 備 委 員 の 皆 さ ん、
ありがとうございました。最後に、卒
業生一同の新生活でのご活躍とご健康
をお祈り申し上げます。
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入学礼拝・植樹式

全国に広がった緊急事態宣言

不安の中で大学生活がスタート

目標を見失わず学び続けます
石井 由希

英語文化コミュニケーション学科一年

世界的に感染が拡大している新型コ
ロナウイルスの影響により、私たちは
入学式を行うことができませんでした。
授業もオンラインでの実施となり、六
月まで大学へ登校して授業を受けるこ
とができませんでした。その時は、大
学生活がどのようなものなのかも分か
らずに自宅待機を余儀なくされ、私の
心は大きな不安でいっぱいでした。
このような状況にあって、正直な気
持ちを言うならば、何も考えずにマス
クなしで友人と語り合い、教室で先生
と一緒に勉強したいです。大好きな英
語をもっと学びたいです。私は普通の
ことをしたいのです。
そもそも私は、英語を学ぶために敬
和学園大学を選びました。自分の英語
を究め、世界で通用するような英語を
身につけて、外国の方と言葉の壁なく
話せるようになることが今の私の目標
です。
今が辛抱の時であることは自覚して
います。四年間、
真剣に英語と向き合い、
自分と向き合いたいと思います。いろ
んなことに挑戦して成長できる四年間
にしたいと思います。

先輩たちからの刺激を自分の力に

五十嵐 優花

国際文化学科一年

私は入学前、バドミントン部の練習
に参加し、先輩一人ひとりの競技に懸
ける気持ち、コートの中での姿勢を見
て、これが本気でインカレ上位を目指
している人たちなんだと強く感じまし
た。
私の四年間の目標はインカレで上位
に入賞することです。決して簡単な目
標ではないことは分かっています。し
かし、身近に自分の目標とする場に立っ
ている先輩がいるということは、とて
も大きな刺激になります。大学は高校
とは違い、全部を教えてもらえるわけ
ではないので、自分の意志を強く持ち、
一つひとつ考えて練習する必要があり
ます。先輩からの刺激を自分のものに
し、日々の練習に励み、成長していけ
るようにがんばりたいです。
そ し て、 バ ド ミ ン ト ン だ け で な く、
大学生活の中でこれから先の人生にお
いてやりたいことを見つけ、それに向
かって勉学にも励んでいきます。支え
てくださるたくさんの方々への感謝を
忘れずに、自分のやりたいことを思いっ
きりやり、楽しい大学生活を送ってい
きたいです。
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二〇二〇年度入学式は、ぎりぎりまで
挙行を目指して調整を行いましたが、首
都圏を中心とした新型コロナウイルスの
感染拡大が止まらず、中止としました。
四月一六日に緊急事態宣言が全国に拡
大されたことを受け、一七日の全学生向
け履修指導を最後に、その後の授業はす
べてオンラインに切り替えました。学生
および教職員にとって先の見えない不安
な状態での取り組みとなりました。
五月にオンラインでの入学礼拝、六月
からは対面授業を徐々に再開し、入学記
念植樹式を執り行うことができました。
混乱の中にあっても、一人ひとりを大
切にする姿勢を守り、新入生と共に四年
間の歩みをすすめていきます。

コウヅザクラとカンヒサクラを植えました

新型コロナウイルスへの対応

新型コロナウイルス感染拡大防止対策本部を設置

した。学バスの運行台数は二倍にし、一
席ずつ空けての乗車と換気を行っていま
す。このほかにも教室の机やドアノブ、
手すりの消毒を毎日行っています。
先行きの見えにくい中での不安を解消
できるように、学生や受験生からの質問、
相談に、ＬＩＮＥ（ @keiwacollege
）で
随時応えられる環境を整備しました。就
職活動中の学生には説明会等の情報を
メールにて提供しています。
今後も敬和学園大学では、教職員一丸
となって新型コロナウイルス感染拡大防
止に取り組んでまいります。

敬和学園大学での新型コロナウイルス感染拡大防止策について
コロナ禍にあって敬和学園大学では、
学生・教職員の安全確保と学内外への感
染防止、そして学生への教育サービスの
提供を継続するため、三月に新型コロナ
ウイルス感染拡大防止対策本部を設置
し、対応をすすめてきました。
七月現在においては、教室の収容定員
の１／２以下での対面授業の実施、それ
以上の履修者がいる授業についてはオン
ラインでの授業を継続しています。また、
学内のＷｉ - ｉ（無線ＬＡＮ）の接続
可能台数を従来の二倍以上に増やすと同
時に、ほぼ学内全域での利用を可能とし
ました。パソコンコーナーは一台おきの
使用に制限をしています。また、貸出用
パソコン（クロームブック）やヘッドセッ
トを用意し、毎回消毒をして学生に貸し
出しています。
学生たちが大学内で安全に過ごせるよ
うに、施設設備の面からも新型コロナウ
イルス感染拡大防止の対策をすすめてい
ます。まず、学内ではマスク着用および
手指消毒、学外者には受付簿の記入をお
願いしています。飛沫感染予防に、事務
室カウンターには透明シートを下げ、学
食や図書館の対面テーブルには透明なア
クリルボードを設置しました。ランチ時
に学食で学生が密集しないようお弁当の
販売を始め、図書館、コンピューター教
室以外どこでも食事をとれるようにしま
F

事務室カウンターには透明カーテンを設置

公務員、現役で合格

公務員試験対策とその成果

公務員を目指す学生に対しては、就
業体験として市役所等でのインターン
シ ッ プ プ ロ グ ラ ム を 用 意 す る と 共 に、
地域経営プログラムの履修や、各自治
体主催の各種イベントへの主体的な参
加を呼びかけています。また、筆記試
験 対 策 と し て 夏 期 休 暇 中 の 対 策 講 座、
年間を通した専任教員主導による勉強
会を実施しています。筆記試験合格者
に対してはキャリアサポート課で集団
討論、個人面接、集団面接の練習を集
中的に行い、試験合格をサポートして
います。
（就職委員会）

新発田市職員に採用されました

飯間 みずき

国際文化学科 卒業

今春から新発田市職員として働いて
います。公務員試験対策講座では、一
次試験に取り入れられているＳＰＩ検
査について少人数で集中的に演習する
ことで、実践力が一気に身につきまし
た。 ま た、 二 次 試 験 の 面 接 に 向 け て、
公務員として働く先輩方からご指導い
ただき、自信を持って本番に臨むこと
ができました。採用まで支えてくださっ
た方々、ありがとうございました。
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退職・新任教員ごあいさつ

退職した教員のごあいさつ

皆さまと過ごしたかけがえのない時間

佐藤 渉

国際文化学科

夢＋一年＠敬和

外山 節子

人文学部

児童英語教育の専門家として一七年間
出 講 さ せ て い た だ き ま し た。 オ ッ ク ス
フォード大学出版からのさまざまな教材
や子ども向け絵本の出版と、大学教育と
を両立する中で、出版の経験を授業で生
かし、授業での反応を次の出版に生かす
という循環が生まれました。歌舞伎の有
名な台詞に「一六年はひと昔。夢だ。あ
あ、夢だ。
」があります。私にとって大
きな学びであった「夢＋一年＠敬和」を
糧に、今後も子供たちの英語教育のため
に力を尽くしていきたいと思います。

教育キャリアの新しい旅

マイケル・ヤップ

人文学部

私は日本での英語教育を通じて、学生
とのやりとりやスキルの向上から大きな
やりがいを感じていました。敬和での六
年間は、この気持ちに更に使命感を加え
てくれました。これから、私の教育キャ
リアの新たな旅が始まります。敬和で出
会った皆さまとの交流と経験に感謝し、
これからも皆さんとの交流を続け、新し
い経験を共有していきたいと思います。

新任教員のごあいさつ

経験を生かしてお役に立ちたい

木林 理恵

人文学部

今まで接してきた学生の大半は交換留
学生でした。留学生であるかどうかに関
わらず、学位を取得しようと奮闘してい
る学生としっかりお付き合いするのは、
敬和学園大学が初めてです。
日本や海外、楽しむための語学からア
カデミックな日本語まで、自分の経験を
生かして皆さんのお役に立ちたいと思い
ます。

みんなが参加できる環境づくり

ヘイミッシュ・バーネットソン

人文学部

生まれはスコットランドです。プリマ
ス大学で日本人の妻と出会い、日本に興
味を持ちました。今年から敬和で高等教
育に携わる機会を与えられ、とても感謝
しています。実践的な練習、インタラク
ティブな学びを通してグローバルな社会
性スキルを身につけ、社会に出た時の自
信につながる授業を心がけています。学
びには創造性が必要だと思うので、演劇
や音楽の要素を取り入れた授業にも挑戦
してみたいです。
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小学校入学から学校と関わり続けて
六〇年余り、教壇に立ち始めてからおよ
そ四〇年がいよいよ終わりを迎えます。
健康上の不安のために予定よりも早く退
職する決断をしました。
微力な私が、多くの皆さまに支えられ
て、二九年間にわたって敬和学園大学で
過ごすことができたことはこの上ない幸
運でした。出会った学生たちと過ごした
かけがえのない時間は、私にとっての宝
物です。ありがとうございました。

最終講義でゼミ生から花束を受け取る佐藤先生

後援会

700,000

700,000

700,000

学園祭補助費

3,300,000

3,300,000

3,500,000

体育施設設備費

4,757,625

4,502,375

4,502,375

その他の施設設備補助費

5,040,000

4,905,260

6,640,000

旅費交通費

100,000

66,000

100,000

雑費

300,000

139,268

300,000

2,479,209
予備費

2,629,061

0

部室棟修繕費積立金（特別会計）

1,000,000

1,000,000

1,000,000

支出小計

30,596,686

25,218,021

32,791,584

次年度繰越金

0

6,500,584

0

支出の部合計

30,596,686

31,718,605

32,791,584

大学と学生・保護者を結ぶ架け橋として

2019 年度予算 2019 年度決算 2020 年度予算
23,120,000

23,820,000

26,080,000
寄付金

10,000

20,000

10,000
雑収入

1,000

17

1,000
200,000

612,902

200,000

26,291,000

後援会費

学生団体より戻入れ金

収入小計

23,331,000

24,452,919
前年度繰越

7,265,686

7,265,686

6,500,584
収入の部合計

30,596,686

31,718,605

32,791,584

●支出の部

単位：円
科 目

2019 年度予算 2019 年度決算 2020 年度予算
6,050,000

4,715,447

6,600,000
会議費

200,000

105,820

200,000
事務費

30,000

30,000

30,000

通信費

2,030,000

1,525,681

2,080,000

印刷製本費

1,150,000

919,061

1,150,000

10,000

9,109

10,000

3,300,000

3,300,000

3,500,000

学前スクーリング」
、一年生対象「就職ガ
イダンス」
、就職に向けた三年生保護者対
象「懇談会」
、一・二年生保護者対象「懇
談会」
、そして、企業関係者を招き敬和教
育の方針と理解を深めていただく「企業
との就職懇談会」
、企業を大学へお招きす
る「学内合同企業説明会」
、
「内定者向け
セミナー」を計画し、各学年ごとに適時
適切な事業を計画しております。
今年度も日々勉学に励んでいる学生の
支援を続けていきますので、皆さまの一
層のご理解とご支援をお願い申し上げま
す。
（後援会長 石原）

二〇二〇年度 後援会総会のご報告

単位：円
科 目

学生開放施設光熱費補助

今年は、入学式および後援会総会が新
型コロナウイルスの影響で中止を余儀な
くされました。本来であれば、顧問の山
田耕太学長よりごあいさつをいただき、
前後援会長五十嵐さまの進行で審議、承
認手続き、新役員の選出を行う予定でし
たが、すべて書面で行うという異例の事
態となりました。
今年度は後援会総会以外にも各種行事
の中止がありますが、山田学長はじめ教
職員の方々と足並みを揃え、日ごろの学
生たちの様子や保護者からの要望をうか
がいながら、学生の活動の補助等に加え、
オープンキャンパス、入学予定者対象「入

●収入の部

事業活動費

手数料

学生クラブ補助費

一般寄付者ご芳名

（二〇二〇年四月三〇日現在、敬称略）

〈一 般〉
千葉 眞、
安藤 眞知子、
茅原 明子、
後藤 盛子、
長谷川 稔、
長谷川 サナエ、
樋口 芙美子、
星名 剛、
石井 信子、
伊藤 清治、
和泉 正二、
神田 延榮、
風間 まり子（２）
、小林 信子、
近
寅彦、
遠藤 木綿子、
桑原 伸子、
松原 良、
松澤 郁子、
守弘 士朗、
村山 国弥（２）
、 中俣 正美、
韮澤 紀子、
大崎 秀子、
斎藤 幹夫 、
佐瀬 鉄栄、
清野 千代子、
清水 明次、
白砂 誠一、
鈴木 精一郎、
渡辺 明紀（２）
、 山下 佳弘、
安田 光一、
日本基督教団東中通教会、
日本基督教団東中通教会婦人会、
一般社団法人ＩＢＳ社団、
キリスト教学校教育同盟関東部会、
日本基督教団京都丸太町教会シオン会、
日本基督教団見附教会、
日本基督教団新潟教会、
日本基督教団新潟教会婦人会、
新潟ＹＷＣＡ、
日本基督教団新津教会、
日本基督教団佐渡教会、
日本基督教団三条教会、
日本同盟基督教団新発田キリスト教会、
日本基督教団新発田教会（２）
、
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授業紹介

:

授業紹介⑰「英語コミュニケーション・スキルズ」 担当 大岩彩子、フィリップ・ウィン、ヘイミッシュ・バーネットソン

英語を使って世界の問題に関わる学び
自分の意見を持つことの大切さ

ち ひ ろ

英語文化コミュニケーション学科二年

佐藤 知優

英語コミュニケーション・スキルズの
Ａ（読む・書く）の授業では英語で小論
文を書きます。ＡＰＡスタイルという英
語の学術論文の形式を勉強し、自分の考
えを文章化する力をつけます。Ｂ（聴く・
話す）の授業では時事問題などを取り上
げて英語でプレゼンテーションを構成
し、発表します。授業中の会話は主に英
語を使います。課題が多く大変な時もあ
りますが、困ったことがあればすぐに相
談できる先生方のもとで勉強できます。
私は春休みにアメリカで短期留学を経
験しました。これらの授業を受講してい
たおかげで留学先の授業に想像よりも早
く慣れることができました。授業が英語
で発言する練習の場になっていたからだ
と思います。英語を話す前提として意見
を持つことの重要さに気づきました。
現在は、ＳＤＧｓをテーマに学んでい
ますが、
「英語で」自分の考えを表現す
る こ と は 簡 単 で は あ り ま せ ん。 ア カ デ
ミックな授業を展開してくださる先生方
とフィードバックをくれるクラスメイト
と一緒に日々、挑戦しています。

日本基督教団高田教会、
日本基督教団鶴川北教会

〈卒業生・在学生・保護者〉
新田 和子（一）
、近 伸之（一）
、
和唐 幸江（一）
、呉 賢 （三）
、
中野 貴之（四）
、佐藤 浩雄（四）
、
山宮 亜紀（五）
、 櫻井 淳（六）
、
呂 棒棒（一二）
、後藤 アイ（一八）
、
垣内 駿（一九）
、田中 優実（一九）
、
門野 剛（二五）
、丸山 義行（二六）
、
廣田 幹人・義人（二七）

〈学園関係〉
大澤 秀夫、
後援会（５）
、オレンジ会（３）

（ ）内、漢数字は期生、算用数字は回数

皆さまからのご寄付は、学生生活の
充実に活用させていただきます。
〈郵便振替口座〉
〇〇六三〇 九- 一- 九八九六
敬和学園大学
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二 一 世紀の社会で「使える英語」を学
びながら世界の問題へ関わることができ
る力を育てる市民性教育を目指していま
す。例えば「英語コミュニケーション・
スキルズ」では同レベルのＡ（読む・書
く）と、Ｂ（聴く・話す）の内容を統一
し、ＳＤＧｓをテーマに一年かけて学ぶ
クラスがあります。Ａの授業ではリサー
チと論文の書き方を学び、Ｂの授業では
対話で理解を深めます。学術的な書き方・
口頭発表の仕方を英語で学ぶのは大きな
チ ャ レ ン ジ で す が、 自 分 の 設 定 し た ト
ピックと課題に取り組むことで自立した
学びができるようになってきています。

自力の考えを英語でまとめ、発表します

同窓会リレー・エッセイ

同窓会リレー・エッセイ

英語は異文化を受け入れる手段

さ と み

二〇一二年度卒業

佐久間 理美
（旧姓 西村）
：

新潟県三条市にある測定器など精密機
械器具の製造・販売を行う企業の海外営
業部で、貿易の実務を行っています。営
業スタッフの商談サポートとして在庫確
認することからはじまり、受注した後の
製品の輸出の段取り、お客さまへの請求
手続き、入金確認といった一連の業務を、
海外のお客さまと連絡を取りながら進め
ています。
海外とのコミュニケーションは主に英
語を使います。貿易実務は専門用語が多
く出てきますが、その単語を覚えるだけ
でなく、貿易においてその言葉の持つ意
味も深く理解しないといけません。この
ため、入社からずっと、自作で専用の単
語帳を作って勉強を続けています。こう
やって働いている中で、学生時代に『ビ
ジネス英語』の授業で指導してくださっ
た先生に言われた「あくまで英語は手段」
ということを実感しています。
海外のお客さまとは電話やメールでの
やりとりばかりで顔を合わせることはほ
とんどありません。国内外の展示会など
でお客さまにお会いした際に、
「あなた
ね！いつもありがとう」と言われた時に、

それまでのコミュニケーションがうまく
できていたことを実感できます。
海外にはビジネスのペースが違う国も
あります。効率を重視しすぎてうまくい
かない時は、相手の国の文化や風習を考
慮し受け入れながら、ペースを落とした
り、コミュニケーションを密に取りなが
ら一つずつ進めます。学生時代のイギリ
ス留学の経験や、大学内にいた多くの留
学生との交流を通じて、異文化を受け入
れることに慣れていたので、自然と相手
に合わせることができるようになったの
だと思います。
日々学び続けながら、さらに仕事の幅
を広げていきたいです。

社内にある展示場を紹介する佐久間さん

47

学事予告

◆六月◆
一〇日 高校教員対象進学説明会
二〇日 オープンキャンパス①
二四日 創立記念日
◆七月◆
一一日 オープンキャンパス②
二五日 三年生保護者との就職懇談会
◆八月◆
七 日 教員免許状更新講習
八 日 オープンキャンパス③
一七日 前期集中講義①（二一日まで）
二八日 前期講義終了
三一日 前期末試験（九月四日まで）
◆九月◆
五 日 夏期休暇（二九日まで）
オープンキャンパス④
七 日 前期集中講義②（一一日まで）
一四日 前期卒業対象者向追試験
一五日 前期卒業対象者向再試験
一六日 前期追試験（一七日まで）
一九日 中高生向けオンライン英検対策集中講座
三〇日 前期卒業式
◆一〇月◆
一 日 秋季入学式
二 日 後期履修相談日
三 日 後期講義開始
履修登録期間（九日まで）
大学創立三〇周年記念式典
四 日 総合型選抜（一期）面談日①
一五日 学費後期納入最終日
一八日 総合型選抜（一期）面談日②
二四日 敬和祭（二五日まで）
大学紹介＆進学相談会（二五日まで）
◆一一月◆
三 日 ウィークデー・オープンキャンパス
九 日 相談援助実習２（二一日まで）
フィールド・トレーニング１
（二〇日まで）
一四日 一・二年生保護者との懇談会
二一日 学校推薦型選抜（一期）
二七日 クリスマスツリー点灯式

12

From Campus

キャンパス日誌
12 December
4
6

7
13

14
17
20

23
24
25
26
28

教授会
チャペル・アッセンブリ・アワー㉔
説教 浅妻和章 敬和学園高校教諭「2 つのいのち」
講話 猪野潤一 法務省新潟保護観察所企画調整課長
「犯罪をした人または非行のある少年の更生について」
聖籠町キッズカレッジ（英語教室）②（16 名）
（写真①）
チャペル・アッセンブリ・アワー㉕
説教 山﨑ハコネ 准教授「おことばのとおりなりますように」
講話 山﨑由紀 教授「サンタプロジェクトの始まりと広がり」
2019 年度サンタプロジェクト報告
クリスマスコンサート ミュージック・ベル・サークル
AO 入学試験（3 期）面談日①
センター試験プレテスト（～ 15 日）
留学生を支える会奨学金贈呈式
チャペル・アッセンブリ・アワー㉖
クリスマス燭火礼拝（写真②）
説教 下田尾治郎 宗教部長「神には栄光、地には平和」
キリスト教音楽受講者によるコーラス KEIWA Choir
キャロリング
講義終了
冬期休暇（～ 1 月 5 日）
創立記念日振替休日
クリスマス休業
AO 入学試験（3 期）面談日②
①
冬期特別休業（～ 1 月 5 日）

8
10
15
16
17
18
19
20
21
22
26

28

1 January
6
8
10

14
17

18
23
24

27
28
29

講義再開
教授会
卒業論文提出締切日
AO 入学試験（3 期）合格発表
チャペル・アッセンブリ・アワー㉗
説教 盛合尊至 日本基督教団新潟信濃町教会牧師
「神の声を聴き分ける耳」
講話 ボランティア活動報告会
熊本・広島・長野の各被災地における支援活動報告、
ゼミボランティア活動報告、学生 HOPE 活動紹介
教職課程反省会
チャペル・アッセンブリ・アワー㉘
説教 益谷真 教授「喜ぶこと」
講話 大西しげ子 日本友和会新潟聖書研究会会員
「日本国憲法とイエスの平和」
大学入試センター試験（～ 19 日）
新年留学生交流もちつき大会（写真③）
チャペル・アッセンブリ・アワー㉙
説教 山田耕太 学長「われ山に向かいて目を上ぐ」
講話 佐藤渉 教授 最終講義「mon cours pénultième」
後期エッセイ・コンテスト授賞式
ケーリ・ニューエル奨学金授与式
学生団体年度内表彰式
地域学発表会
後期講義終了
後期末試験（～ 2 月 3 日）
英語文化コミュニケーション学科卒論発表会
AO 入学試験（4 期）面談日①

4
5
7

13

④

3 March
2
9

②
11
13
18
19
23
26
31

図書館蔵書点検（～ 13 日）
学業選抜特待生入学試験（学力試験型 2 期）
、一般入学試験（C 日程）
、
外国人留学生入学試験（2 期）試験日
臨時教授会
学業選抜特待生入学試験（学力試験型 2 期）
、一般入学試験（Ｃ日程）
、
外国人留学生入学試験（2 期）合格発表
推薦入学試験（2 期）試験日、AO 入学試験（5 期）面談日①②
第 26 回卒業式（写真⑥）
学業選抜特待生入学試験（センター利用型 3 期）
、推薦入学試験（2 期）
、
AO 入学試験（5 期）
、センター利用入学試験（3 期）合格発表
理事会、評議員会
学年終わり

4 April
1
6
8
17
18

学年始め
健康診断（～ 9 日）
教授会
履修相談日
緊急事態宣言発令に伴う臨時休講（～ 5 月 6 日）

5 May
7
8

③

2 February
1

外国人留学生入学試験（1 期）合格発表
FD・SD 研修会「障害学生支援と合理的配慮」
講師 舩越高樹 京都大学特定准教授
共生社会学科全体報告会
後期集中講義期間（～ 14 日）
入学前スクーリング（写真④）
「大学生活の目標とは」（生徒 135 名、保護者 20 名）
まちラボ主催「防災を学ぼう ニゲルネス！」
後期末追試験（～ 19 日）
国家試験対策講座集中講義（～ 20 日）
一般入学試験（B 日程）試験日
臨時教授会
国際文化学科卒論発表会
FD 研修会「北九州市立大学における地域連携の取組について」
講師 坂本毅啓 北九州市立大学准教授
一般入学試験（B 日程）
、AO 入学試験（4 期）合格発表
日本酒文化啓発講座「大人の嗜み『日本酒』を始めよう。
」
（53 名）
臨時教授会
アクティブラーニング事例報告会（写真⑤）
「歴史上の人物（堀部安兵衛）のキャラクター開発を通じて地域の魅力
を伝えるプロジェクト」
「防災イベント『ニゲルネス！』事前学習・実施報告」
「粟島浦村のまちづくりに関する－考察」
「西有明町地区災害支援者等の福祉避難所のあり方」
学業選抜特待生入学試験（センター利用型 2 期）
、
センター利用入学試験（2 期）合格発表

学業選抜特待生入学試験（学力試験型 1 期）
、一般入学試験（A 日程）
、
外国人留学生入学試験（1 期）試験日
春期休暇（～ 4 月 2 日）
教授会
AO 入学試験（4 期）面談日②
学業選抜特待生入学試験（学力試験型 1 期、センター利用型 1 期）
、
一般入学試験（A 日程）
、センター利用入学試験（1 期）
、

13
15
18
22
29

前期講義開始
履修登録期間（～ 13 日）
チャペル・アッセンブリ・アワー①
入学礼拝
説教 山田耕太 学長「困難に立ち向かう覚悟」
教授会
チャペル・アッセンブリ・アワー②
説教 山田耕太 学長「リベラルアーツとは何か」
履修登録確認期間（～ 22 日）
チャペル・アッセンブリ・アワー③
説教 下田尾治郎 宗教部長「最後に勝てばよい」
チャペル・アッセンブリ・アワー④
説教 山﨑ハコネ 准教授「恐れからの解放」

⑤

⑥

財務状況等
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敬和学園財務状況等のご報告

〈敬和学園大学学生数の推移〉

1,000

800

学校法人敬和学園の財務状況を報告し
ます。本学園の予算・決算は、法人本部・
大学・高等学校の三部門で構成されてい
ますが、紙面の都合、法人全体と大学部
門の数値のみの記載、内容も大学部門の
事業活動収支計算書のポイントのみの説
明とさせていただきます。図表をご覧い
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。

●二〇一九年度事業報告
大学では、開学以来、キリスト教主義
に基づいた「リベラルアーツ教育」を重
点においてきました。
（１）教学関連
「実践するリベラルアーツ教育」に相
応しい人物の育成のために、二〇一六年
度に「学生寮」を開寮して、四年目の本
年度は三九名の寮生で寮運営をしまし
た。
「学生寮」は、同じく二〇一六年度
にオープンした隣接する「新発田市立図
書館」を含めた複合施設「イクネスしば
た」と共に、魅力的な施設となっていま
す。また、本学は前年度に引き続き「イ
クネスしばた」との共催イベントも複数
回開催しました。
「まちカフェ・りんく」は、二〇一九
年九月末をもって、一一年余りに渡った
コミュニティ・カフェとしての役割を終
え、今後は、研究を通じて地域連携を行
う「まちラボ」
、学生団体の活動拠点と
しての「まちスタ」との名称で新しい取
り組みを企画・準備して、本年度はその
（単位：人）

60

大学・外国人留学生

40

1
2020

20

0
（年度、それぞれ5月1日現在）

〈2019 年度オープンカレッジ〉
日
新発田市

程

演

題

10 月 18 日（金）

教育と社会を紡ぐソーシャルビジネスの可能性

10 月 29 日（火）

新潟で学ぶ『情報メディア』

聖籠町

キッズ・カレッジ「子ども英語教室

7 月 20 日（土）
12 月 7 日（土）

聖籠町

講

師

参加者数

オープンカレッジ（イクネスしばた）
堀野 亘求 准教授
渡邊 安之 氏（株式会社花安新発田斎場 常務取締役）
市川 輝雄 氏（NPO 五十公野山森づくりボランティアの会）
一戸 信哉 教授、松本 淳 准教授

63
20

英語で遊ぼう !」（聖籠中学校、聖籠町町民会館）

英語で遊ぼう！（その 1）
英語で遊ぼう！（その 2）

本学教員、英語文化コミュニケーション学科学生
本学教員、英語文化コミュニケーション学科学生

15
16

趙 晤衍 教授
趙 晤衍 教授

14
14

キッズ・カレッジ「子ども陶芸教室」（結いハート聖籠）

8 月 24 日（土）
9 月 7 日（土）

子ども陶芸教室＜型つくり＞
子ども陶芸教室＜絵付け＞

その他
4 月 12 日（金）
5 月 18 日（土）
5 月 18 日（土）
9 月 21 日（土）
9 月 21 日（土）
延期

新入生歓迎公開学術講演会「AI 時代のリベラルアーツ」
英検 2 級 一次・二次試験対策英語集中講座
英検準 2 級 一次・二次試験対策英語集中講座
英検 2 級 一次・二次試験対策英語集中講座
英検準 2 級 一次・二次試験対策英語集中講座
「阿賀北ロマン賞」授賞式、特別講演会

小河

陽 氏（立教大学名誉教授、前関東学院院長）
主濱 祐二 准教授
上野 恵美子 講師
大岩 彩子 講師
金山 愛子 教授
三木 一馬 氏

247
24
27
35
39
―

14

財務状況等

一環として、二月に「防災を学ぼう ニ
ゲルネス！」を開催しました。この他、
新潟大学を中心にしたＣＯＣ＋事業の最
終年度に、継続して参加校としての活動
をしました。
英語文化コミュニケーション学科およ
び国際文化学科の教職課程は、昨年度に
再課程認定申請をして認可を受け、本年
度から新課程を開設しました。さらに国
際文化学科に「情報メディア・コース」
を新設して、三コース制から四コース制
に移行しました。なお、
「情報メディア・
コース」は二〇名の履修学生で、順調に
スタートしました。
（２）就職
就職を希望する学生を分母とした内定
率が九八．八％となり、二〇一五年度以
降五年連続で九五％を上回ることができ
ました。
キャリア教育に関しては、前年度に続
き一年次前期の「基礎ゼミガイダンス」
、
後期入門演習時に行う「自己分析ガイダ
ンス」
、二年次前期の「就職ガイダンス
（自己理解ワーク）
」
、後期の「キャリア
開発入門」
、三年次の「キャリア開発一、
二」と入学から就職活動までの継続的な
サポート体制を維持できました。しかし
ながら、選択科目である「キャリア開発
入門」の履修者が目標値に達しなかった
ため、その点が課題として残りました。
また、就職支援の一環として行ってい
る授業科目「ビジネスマナー講座（秘書
検定対策）
」
「ＳＰＩ対策」は本年度も多
2019 年度資金収支計算書及び 2020 年度同予算書（学校法人
（収 入 の 部）
科

敬和学園）
（単位：円）

目

学生生徒等納付金収入

2019 年度決算額 2020 年度予算額
1,032,100,644

手数料収入

19,700,995

差

1,096,277,000 △

比率名

異

64,176,356

18,013,000

1,687,995

寄付金収入

33,956,303

39,952,000 △

5,995,697

補助金収入

416,030,543

427,002,000 △

10,971,457

（国庫補助金収入）

（121,662,087） （148,770,000）
（△

（地方公共団体補助金収入） （294,368,456） （278,232,000）
資産売却収入
付随事業・収益事業収入
受取利息・配当金収入

20,000,000

183,279,690

81,116,939

72,995,000

8,121,939

30,383,195

借入金等収入
前受金収入
その他の収入
資金収入調整勘定

27,107,913）

（16,136,456）

203,279,690
3,424,068

雑収入

1,069,000
51,865,000 △

2,355,068
21,481,805

0

0

0

257,104,500

174,304,000

82,800,500

69,065,269

35,329,000

33,736,269

△ 258,354,498 △ 108,777,000 △ 149,577,498

前年度繰越支払資金

1,176,504,457

1,309,800,740 △ 133,296,283

収入の部合計

3,064,312,105

3,137,829,740 △

（支 出 の 部）
科

73,517,635
（単位：円）

目

人件費支出

2019 年度決算額 2020 年度予算額

差

異

1,090,740,831

1,105,883,000 △

15,142,169

教育研究経費支出

324,053,283

353,923,000 △

29,869,717

管理経費支出

148,829,001

163,271,000 △

14,441,999

借入金等利息支出

2,165,864

1,998,000

167,864

借入金等返済支出

13,492,633

12,629,000

863,633

施設関係支出

19,250,070

4,411,000

14,839,070

設備関係支出

50,997,310

18,346,000

32,651,310

資産運用支出

37,464,114

20,046,000

17,418,114

その他の支出

95,096,094

74,236,000

20,860,094

予備費
資金支出調整勘定

0
△

2,000,000 △

68,136,874 △ 125,716,000

2,000,000
57,579,126

翌年度繰越支払資金

1,350,359,779

1,506,902,740 △ 156,542,961

支出の部合計

3,064,312,105

3,137,929,740 △
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〈2019 年度（令和元年度）決算 事業活動収支計算書関係比率〉
※比率の高低の評価は次のとおり。
△高い値がよい ▼低い値がよい ～どちらともいえない

73,617,635

人件費比率
▼
人件費依存率
▼
教育研究経費比率
△
管理経費比率
▼
借入金等利息比率
▼

・

算出方法
人
経

件

費

常 収 入

人

件

費

学生生徒等納付金
教育研究経費
経

常 収 入

管 理 経 費
経

（％）

法人全体 大

常 収 入

借入金等利息

学

68.7

63.8

107.1

82.1

27.4

33.3

12.6

10.5

0.1

0.0

事業活動収支差額比率 基本金組入前当年度収支差額
△
事業活動収入

-11.8

-13.5

事業活動支出
基本金組入後収支比率
▼
事業活動収入－基本金組入額

113.7

113.6

64.1

77.7

2.2

2.3

1.7

1.7

25.7

15.4

25.8

15.5

1.7

0.1

9.8

6.8

-8.9

-7.6

-9.0

-7.9

学生生徒等納付金比率
～
寄付金比率
△
経常寄付金比率
△
寄付金比率
△

経

常 収 入

学生生徒等納付金
経

常 収 入

寄

付

金

事業活動収入
教育活動収支の寄付金
経

常 収 入

補

助

金

事業活動収入

経常補助金比率
△

教育活動収支の補助金

基本金組入率
△

基本金組入額

減価償却額比率
～

減価償却額

経常収支差額比率
△

経常収支差額

教育活動収支差額比率
△

経

常 収 入

事業活動収入
経常支出
経 常 収 入
教育活動収支差額
教育活動収入計

財務状況等

2020 年 3 月 31 日現在
〈学校法人 敬和学園〉

年度
固定資産

4,032,684,167
3,789,931,020

土地

693,935,764

建物

2,474,905,493
19,550,929

教育研究用機器備品

69,747,663

管理用機器備品

22,879,223
495,933,588

車輌

12,978,360

特定資産

21,602,032

退職給与引当特定資産

17,350,000

施設拡充引当特定資産

4,252,032

その他の固定資産
電話加入権
施設利用権
ソフトウェア

1,072,992
181,294
3,096,752
177,879,007
1,860,000

出資金

1,925,500

長期預け金
流動資産

短期借入金
未払金
前受金
修養会預り金
預り金
仮受金
負債の部合計

762,260,396

8,461,781,204
第１号 基本金
8,341,781,204
第４号 基本金
120,000,000
繰越収支差額
△3,465,968,931
翌年度繰越収支差額 △3,465,968,931
純資産の部合計
4,995,812,273
基本金

35,135,570
1,725,388,502

現金預金

1,350,359,779

未収入金

37,950,948

有価証券

331,008,144

前払金

3,599,980

立替金

678,856

仮払金

1,790,795

資産の部合計

長期未払金
流動負債

5,758,072,669

付随事業収入
有形固定資産
雑収入
土地
教育活動収入計
建物
人件費
構築物
教育研究経費
教育研究用機器備品
管理経費
徴収不能額等
その他の機器備品

81,116,939長期借入金
72,995,000
2,065,532,107
30,383,195退職給与引当金
51,865,000
549,358,480
1,606,611,569長期未払金
1,698,932,000
1,083,794,219
流動負債
1,105,512,121
1,125,591,000
6,755,462
441,536,323短期借入金
467,771,000
32,817,075
202,837,657未払金
209,898,000
545,150前受金
0
5,025,550

その他の特別収入
7,733,408
1,121,920
長期預け金
特別収入計
8,933,095
4,243,367
施設拡充引当特定資産
57,558,446
資産処分差額
1,243,218,227
流動資産
その他の特別支出
0
458,441,002
現金預金
特別支出計
57,558,446
特別収支差額
△20,832,241
48,625,351
未収入金
（予備費）
有価証券
基本金組入前当年度収支差額
前払金
基本金組入額合計
立替金
当年度収支差額
仮払金
前年度繰越収支差額

負債及び純資産の部合計

5,758,072,669

△
△
△
△
△

0
8,121,939
158,096,413
21,481,805
16,375,569
92,320,431
172,793,346
20,078,879
0
26,234,677
7,060,343
24,162,504
545,150
144,540,000
52,828,749
3,584,842
39,491,682
506,000

教育活動支出計
1,750,431,251預り金
1,803,260,000 △
387,053,491
図書
教育活動収支差額
△ 143,819,682仮受金
△ 104,328,000 △
727,830
車輌
3,424,068
1,069,000
2,355,068
受取利息・配当金
負債の部合計
347,265,328
その他の固定資産
その他の教育活動外収入 468,345,082
0
0
0
第１号基本金
3,932,591,094
1,104,984
電話加入権
教育活動外収入計
3,424,068
1,069,000
2,355,068
第４号基本金
64,000,000
借入金等利息
2,165,864
1,998,000
167,864
4
施設利用権
3,996,591,094
その他の教育活動外支出
3,831基本金の部合計0
3,831
6,520,801
ソフトウェア
翌年度繰越消費収入超過額
83,514,667
教育活動外支出計
2,169,695
1,998,000
171,695
446,794,006
有価証券
教育活動外収支差額
1,254,373消費収支差額の部合計
△
929,000
2,183,373
83,514,667
長期貸付金
経常収支差額
△8,460,000
142,565,309内部部門勘定
△ 105,257,000 △ △ 650,275,673
37,308,309
100,000
出資金
1,199,687
0
1,199,687
資産売却差額

支出
特別収支

長期貸付金

退職給与引当金

405,807,085
137,633,347
245,047,158
23,126,580
356,453,311
12,629,279
55,483,772
257,104,500
10,230,099
20,113,161
892,500

収入

有価証券

221,151,115

長期借入金

収入
支出
教育活動外収支

図書

固定負債

2019年度末

支出

構築物

科目

教育活動収支

有形固定資産

2019年度末

（単位：円）
年度

敬和学園）

（単位：円）
差
異
（単位：円）
1,032,100,644
1,096,277,000 △ 64,176,356
学生生徒等納付金
年度
年度
手数料
19,700,995
18,013,000
1,687,995
2013年度末
2013年度末
科目
科目
寄付金
28,064,253
32,780,000 △
4,715,747
固定資産
2,533,877,189
固定負債
経常費等補助金
415,245,543
427,002,000 △ 174,471,982
11,756,457

2015年３月31日
2019 和
年度決算額
年度予算額
〈敬
学 園 大2020
学 〉

収入

科目

くの学生たちに学ぶ機会を提供できまし
た。今後も継続して両科目の履修を推奨
していきたいと考えております。

●二〇一九年度決算
当年度収支差額は一億一，八二九万円
の支出超過、基本金組入前当年度収支差
額も一億一，七〇三万円の支出超過とな
りました。いずれも当初予算を大幅に上
回る額ですが、有価証券の評価換えによ
る評価差額五，二八三万円の支出を除く
と、支出超過は当初予算の範囲となりま
した。
活動ごとの収支では、教育活動収支差
額は六，八三九万円の支出超過、教育活
動外収支差額は二五九万円の収入超過、
特別収支差額は五，一二四万円の支出超
過となりました。
収入面では、経常費補助金や入学検定
料などの増額により、収入総額は当初予
算より一，〇二六万円の増額でした。
支出面では、収支改善のための経費削
減を継続しましたが、奨学費の増加や有
価証券評価差額の計上などもあり、支出
総額は当初予算より六，三二七万円の増
額となりました。施設設備については、
図書館閲覧用パソコン入れ替え、証明書
自動発行機入れ替え、教室冷暖房設備入
れ替えなどを計画どおり実施しました。
後援会からの支援も受け、教育環境の整
備・充実をすすめることができました。

2019 年度事業活動収支計算書及び 2020 年度同予算書（学校法人

〈2019 年度貸借対照表〉

翌年度繰越収支差額
資産の部合計
（参考）
事業活動収入計
事業活動支出計

0
763,410,371
△ 191,190,660
41,346
△ 27,602,961
431,640
△ 218,793,621
61,627
△ 3,247,175,310

7,672,000

61,408

7,672,000

1,261,095

200,000

57,358,446

0

0

200,000

57,358,446

7,472,000 △

56,097,351

2,000,000 △

2,000,000

△

99,785,000 △

91,405,660

△

31,157,000

△ 130,942,000 △
△ 3,469,109,965

3,554,039
87,851,621
221,934,655

△ 3,465,968,931 △ 3,600,051,965
134,083,034
負債の部、基本金の部
3,777,095,416 及び消費収支差額の部 3,777,095,416
1,618,968,732
1,707,673,000
△ 88,704,268
合 計
1,810,159,392
1,807,458,000
2,701,392
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●二〇二〇年度当初予算
当年度収支差額は三，一四九万円の支
出超過、基本金組入前当年度収支差額も
一，九八八万円の支出超過となりました。
活動ごとの収支では、教育活動収支差
額は二，四一六万円の支出超過、教育活
動外収支差額は三〇万円の収入超過、特
別収支差額は五九七万円の収入超過とな
りました。
収入は、学生数増加に伴い学納金の大
幅な増収が見込まれ、また高等教育修学
支援新制度の授業料等減免費交付金の
計上もあり、総額で前年度決算より八，
六六九万円の増額となりました。支出は、
奨学費、修繕費、報酬委託手数料などの
増加により、教育研究経費と管理経費の
合計は前年より四，六八九万円の増額と
なりました。しかし前年度は有価証券評
価差額が計上されていたため、その分、
本年度は大幅減額となり、支出総額では
一，〇四六万円の減額となりました。な
お、経費削減は継続しました。教育環境
の整備として、教室パソコン入れ替え、
学内無線ＬＡＮ設備増強、体育館アリー
ナ天井照明ＬＥＤ工事などを予定してお
ります。
基本金組入前当年度収支差額の支
出 超 過 は、 前 年 度 決 算 と 比 較 し て 九，
七一五万円減額、改善しております。執
行にあたり、予算の枠内で収まるように
努め、決算ではさらなる収支改善を図り
たいと考えています。
（事務局）
2019 年度事業活動収支計算書及び 2020 年度同予算書（敬和学園大学）

学生生徒等納付金

2019 年度資金収支計算書及び 2020 年度同予算書（敬和学園大学）

（単位：円）
2019 年度決算額 2020 年度予算額
差
異
671,726,000
741,185,000 △ 69,459,000

手数料

13,507,795

収入

寄付金
経常費等補助金

教育活動収支

付随事業収入
雑収入

11,665,000

1,842,795

14,694,963

14,780,000 △

85,037

134,069,687

161,325,000 △

27,255,313

3,025,517

2,321,000

704,517

24,974,968

19,118,000

5,856,968

861,998,930

950,394,000 △

人件費

551,285,618

548,553,000

教育研究経費

288,055,727

320,894,000 △

32,838,273

91,051,883

105,107,000 △

14,055,117

支出

教育活動収入計

管理経費
徴収不能額等

0

教育活動支出計
教育活動収支差額

930,393,228
△

68,394,298 △

88,395,070
2,732,618

科

11,665,000

1,842,795

20,452,000 △

1,237,225

134,069,687

161,325,000 △

補助金収入
（国庫補助金収入）
（地方公共団体補助金収入）

3,025,517

2,321,000

704,517

受取利息・配当金収入

2,600,090

307,000

2,293,090

24,160,000 △

44,234,298

雑収入

その他の収入

0

その他の教育活動外支出

3,831

0

3,831

教育活動外支出計

3,831

0

3,831

2,596,259

307,000

2,289,259

収入
支出
教育活動外収支

2,293,090

23,853,000 △

41,945,039

収入
支出
特別収支

資産売却差額
その他の特別収入

0
5,576,170

0
6,172,000 △

0
595,830

特別収入計

5,576,170

6,172,000 △

595,830

56,817,046

200,000

56,617,046

0

0

0

200,000

56,617,046

56,817,046

（予備費）

147,400）
150,000,000

付随事業・収益事業収入

0

△

0

0

307,000

特別支出計

（12,555,000）（△

150,000,000

44,160,772

0

特別収支差額

（12,407,600）

27,255,313
27,107,913）

974,554,000 △

0

2,600,090

その他の特別支出

（121,662,087） （148,770,000）
（△

資産売却収入

教育活動外収入計

資産処分差額

異

69,459,000

13,507,795

前受金収入

65,798,039 △

741,185,000 △

19,214,775

2,293,090
0

△

671,726,000

差

寄付金収入

307,000
0

経常収支差額

2019 年度決算額 2020 年度予算額

手数料収入

2,600,090
0

教育活動外収支差額

（単位：円）
目

学生生徒等納付金収入

受取利息・配当金
その他の教育活動外収入

借入金等利息

24,974,968

19,118,000

5,856,968

219,304,500

138,250,000

81,054,500

26,728,000

216,711,182

243,439,182

資金収入調整勘定

△ 210,975,688 △

前年度繰越支払資金

826,740,740

収入の部合計

2,097,627,566

33,362,000 △ 177,613,688
928,963,740 △ 102,223,000
2,016,952,740

（支 出 の 部）
科

80,674,826
（単位：円）

目

2019 年度決算額 2020 年度予算額

人件費支出

538,925,678

529,971,000

教育研究経費支出

差

異
8,954,678

234,741,957

268,129,000 △

33,387,043

管理経費支出

80,494,204

94,602,000 △

14,107,796

51,240,876

5,972,000 △

57,212,876

施設関係支出

11,525,755

561,000

10,964,755

0

2,000,000 △

2,000,000

設備関係支出

30,370,687

11,273,000

19,097,687

資産運用支出

7,394,980

46,000

7,348,980

その他の支出

277,327,695

83,661,000

193,666,695

基本金組入前当年度収支差額

△ 117,038,915 △

19,881,000 △

97,157,915

基本金組入額合計

△

11,616,000

10,356,475

当年度収支差額

△ 118,298,440 △

前年度繰越収支差額

△ 426,674,693 △ 541,166,693

114,492,000

翌年度繰越収支差額

△ 544,973,133 △ 572,663,693

27,690,560

1,259,525 △

31,497,000 △

86,801,440

（参考）
事業活動収入計

870,175,190

956,873,000 △

86,697,810

事業活動支出計

987,214,105

976,754,000

10,460,105

17

（収 入 の 部）

予備費
資金支出調整勘定
翌年度繰越支払資金
支出の部合計

0
△

45,875,440 △
962,722,050
2,097,627,566

2,000,000 △
71,566,000

2,000,000
25,690,560

1,098,275,740 △ 135,553,690
2,016,952,740

80,674,826
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世界を知り、自分を知った留学体験
英語文化コミュニケーション学科 3 年

須田

August 2020

私は敬和学園大学の掲示板でノース
ウェスタン大学の存在を知り、ACLPの
プログラムに参加しました。
ノースウェスタン大学では、アメリカ
の歴史や文化、コミュニケーション、国
際理解を学びました。またノースウェス
タン大学の学生と共にルイジアナ州のオ
ペルーサスでボランティアを行いまし
た。そこはアフリカンアメリカンが多く
住む地域で、黒人差別の歴史や現在の教
育環境について学びました。車での16時
間の移動や、クロウフィッシュやワニの
肉など日本では滅多に食べられないもの
を食べたことはよい思い出です。
留学中はキャンパス内の寮に滞在し、
ルームメイトや寮の仲間と時間を共に
し、英語やコミュニケーション能力の向
上に努めました。約1か月という短い期
間でしたが、視野が広がり日本を客観視
でき、日本のよいところや悪いところが
見えた気がします。この経験を生かし将
来は国際的な仕事に就きたいです。

ノースウェスタン大学での授業（右端が須田さん）
発行／敬和学園大学
印刷／島津印刷株式会社

山﨑由紀先生のコメント

〒 957-8585
〒 957-0000
新発田市富塚 1270 番地 Tel.0254-26-3636
新発田市富塚 1419 番地 Tel.0254-27-2101

須田さんはACLP初日から非常
に積極的でした。現地到着2日目
に行われたミーティングや授業で
自ら発言し、理解を深める姿勢に
は、新しい自分になる覚悟が感
じられました。帰国後、コロナ禍の中で履修登録に悩
み、新しい友人と出会えない新入生のためにTwitter相
談サービスを開設したのも須田さんです。留学で身に
つけた積極性と行動力は、須田さんの望む未来に道を
開いてくれるものと思います。

敬和学園大学の最新情報
敬和学園大学
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