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授業紹介⑲「日本語教育概論」木林理恵
敬和学園財務状況等のご報告
池上彰氏が本学名誉文化博士に

アクティブラーニング紹介⑲
地域の防災ジオラマづくり

地形の変化を見やすい
立体的なジオラマ

総合防災訓練での
展示

共生社会学科の堀野ゼミの学
生たちが、新発田市の防災ジオ
ラマを作成しました。
学生たちは、今年7月の箱根
大涌谷での土砂崩れのニュー
スを見て、地域の住民の皆さん
が、地形による土砂崩れや河川
の氾濫などのリスクを考える
きっかけとなるように、新発田
市の小学校区ごとに地形の変化
など災害リスクを見やすいよう
に立体的な防災ジオラマを作成
しました。ジオラマは、段ボー
ルなどリサイクル可能なもので
作成しました。
このジオラマは、新発田市総
合防災訓練の会場や本学図書館
で展示しました。

防災ジオラマを作成した
堀野ゼミの学生たち

誌面案内
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池上彰氏（ジャーナリスト）に
本学名誉文化博士号が贈られました（p.6）

●聖書を職業とするまで
しかし、どう転んでも私は一介の造船
職人であり、聖書本文学への熱烈な興味
関心があっても、体系的な学問に接した

ほんもん

いの道に進むことになりました。教会に
は高校生のころから通うようになってい
ました。洗礼（バプテスマ）を受けたの
は一九七四年の一二月でした。
二〇歳前後のころから、私は聖書の言
語に関心を持つようになりました。グレ
シャム・メイチェンの『新約聖書ギリシ
ア 語 入 門 』 を 購 入 し、 独 習 し て い ま し
た。しばらくして左近義慈の『ヒブル語
入門』を購入しましたが、ヒブル語（ヘ
ブライ語）のほうはどうもよく分かりま
せんでした。そこで当時駐日イスラエル
大使館が行っていたヘブライ語通信講座
を受け、次第に理解できるようになって
いきました。そのころ私は聖書本文学に
強い関心を抱くようになり、その関係で
古代中東の諸言語にも興味を持ち、アッ
カド語、ヒッタイト語、ウガリト語、ア
ラム語、コプト語をかじり、またフェニ
キア語、アルメニア語にも関心を持って
いました。コプト語についてはオックス
フォード大学出版局から出ているコプト
語辞典の翻訳を試み、半ばまで作業は進
みましたが、大冊のため今日まで中断し
たままになっています。

聖書から社会福祉へ ―私の遍歴―

●聖書への関心の芽生え
新約聖書の『ローマ人への手紙』八章
二八節に「神を愛する人々、すなわち、
神のご計画に従って召された人々のため
には、神がすべてのことを働かせて益と
してくださることを、私たちは知ってい
ます」
（新改訳）と記されています。今、
私はその言葉を無条件に信じています。
その文言が経験知として確信に変わるま
でに、私は幾度も試練を経なければなり
ませんでした。
私の父はある水産会社が運営する造船
所で下請け企業を営んでいました。父は
私が後を継ぐことを当然に期待していま
した。小学生のころから決まって夏冬の
休みになると仕事場に連れて行かされて
いたこともあり、私は造船の仕事に就く
ことが嫌でしたがあらがうこともでき
ず、工業高校を終えると造船技師の見習
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共生社会学科

田中 利光

ことはありませんでした。そのような中、
アメリカから旧約学の先生が神学教育の
可能性を含めた宣教の視察のために日本
にやって来ました。その時に先生が朗誦
されたヘブライ語に魅了され、以前から
抱いていた神学校進学への思いが一気に
現実味を帯びてきました。造船所で働き
ながら五年間、教会教職者への召命の確
認期間を経て私は神学生となり、ヘブラ
イ語はその先生から教わりました。イス
ラエル留学（ヘブライ大学）を含め神学
校での五年間の学びを終えた私は、当初
トルコへの宣教を目指していました。ト
ルコ政府から同国滞在の足掛かりとなる
トルコ国内の大学への受験許可ももらっ
ていましたが、所属教会にイスラーム世
界への宣教に前向きなビジョンがなく断
念しました。私は福岡の教会で伝道者を
しながら病院で働いていました。
その後、神戸と鹿児島から牧師招聘の
話が舞い込んできました。そのころ私は
病気を患っており、気力が落ち込んでい
たことや、また神戸のような都会は九州
出身の私には遠く感じられたことから鹿
児島を選びました。阪神淡路大震災の数
年前のことでした。

●聖書から社会福祉へ
私は鹿児島県姶良郡（現在の霧島市）
で、アメリカの宣教団体が開拓した伝道
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会福祉学とをつないで体系化できないか
と模索するようになりました。体系化で
きないまでも、それを自分のライフワー
クにしたいと考えていました。大学の学
内学会では二つのテーマの報告をしまし
た。一つは鹿児島県内のパーキンソン病
者の生活実態調査の報告で、もう一つは
聖書とユダヤ経典（ミシュナ、タルムー
ド）にみる生活困窮者救済制度に関する
報告でした。どちらの報告も学内学会誌
に掲載されました。そのころより、福祉
思想史を学ぶおもしろさを実感するよう
になり、本格的に取り組みたいとの思い
を抱くようになりました。
地域社会に貢献するキリスト者の相談
援助専門職の養成に携わりたいとの私の
思いを任地の教会も理解してくれ、後任
の牧師も確保でき、恩師や周囲からの後
押しもあり、私は日本社会事業大学大学
院で学ぶことになりました。その決断は
私にとって人生の大きな転換点になると
分かっていましたので、行く道を神に祈
るしかありませんでした。幸いにもその
時点ですでに教会の土地を購入し、そこ
に小さいながらも自分たちの教会堂を建
て終えていました。私が鹿児島を去る時、
隼人駅にたくさんの教会員が見送りに来
てくださっており、去っていく私にいつ
までも手を振ってくださっていたことが
忘れられません。
大学院では当初「障害論」の研究に打
ち込んでいましたが、途中から「ユダヤ
慈善」の研究に没頭するようになり、学

●社会福祉の教員として
社会福祉の実践現場で働きながら関連
分野の学会にも所属し、報告や論文投稿
を何度か行っている中で、大学院修士課

内学会ではその両方を報告し、学内学会
誌にも両方の研究を発表しました。修士
論文は「精神障害者地域生活支援への国
際障害分類改定案の活用に関する研究」
というテーマで提出し、並行してユダヤ
慈善の研究も行い、
「古代キリスト教慈
善におけるヘレニズム的ユダヤ教の影響
について―施し（エレエモスネー）の用
語の伝播を中心として」のテーマで社会
事業史学会の学会誌に発表しました。以
降、研究面ではユダヤ慈善を、実践面で
は精神保健福祉を中心に障害分野の福祉
専門職として働くようになりました。

死海沿岸のエンゲディの遺跡に生える
ナツメヤシの木（2018年8月）
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所の牧師となりました。古民家の障子や
ふすまを外しじゅうたんを敷いて礼拝が
できるように改造しただけの建物でし
た。集う方々の信仰の基盤づくりと、成
長に伴って自分たちの教会を築くことを
目標としました。教会には障害者も数名
おり、また障害者施設や病院の難病病棟
との交流も行っていたことから、自分自
身に社会福祉の知識の必要を痛感するよ
うになりました。幸い地元に社会福祉学
科を擁する大学があり、そこは社会人学
生を受け入れていたことから、私は教会
の牧師をしながら大学で社会福祉学を学
ぶことにしました。
大学では「障害論」に関心を持ち、個
人的に精神科病院のデイケア部門で一年
間にわたり活動を行いました。このころ
より自分がこれまで学んできた聖書と社

マサダ遺跡にある1世紀のユダヤ教会堂の遺構
（2018年8月）

演習」であると思います。私のクラスは
になりました。教員として最初の任地で
本学に隣接する認知症高齢者グループ
一〇年間を過ごした後、私は今から四年
ホーム「富塚・のぞみの里」で二年前か
前に敬和学園大学に赴任しました。ほぼ
ら活動させてもらっています。支援の実
同時期に前任地でお世話になったクリス
践を通して学生たちは予想以上に成長し
チャンの先生方も定年等で退職されまし
てくれており、社会に送り出すのが楽し
た。今はそれぞれ離れていますが連絡を
みです。快く受け入れてくださっている
取り合っており、現在のほうがある意味
施設の利用者さま、施設長はじめ職員の
深くつながっている気がします。
方々に感謝しています。
聖書と社会福祉のつながりは私の中で
は体系化されていますが、本学で学生た
「障害」は「障がい」
「障碍」の表
ちにそれを伝えていく方法についてはま （注）
記もありますが、本稿では法律上
だまだ緒についたばかりです。社会福祉
の表記である「障害」に統一して
に関心のある学生で聖書にも関心のある
います。
人はなかなかいませんし、その逆もしか
りです。いつか聖書と社会福祉のつなが
りを普通に授業で講義する日が、果たし
て定年を迎えるまでに来るのでしょう
か。私としては、思想と実践のつながり
を学生たちに受け継がせることが、本学
の特徴であるリベラルアーツ教育の具現
化であると考えています。
社会福祉は、こんにち対象（受け手）
を限定するものではなく誰もが享受する
「幸福な生活の実現」と捉えられていま
す。そのため社会福祉の守備範囲はます
ます広がりつつあります。そこで求めら
れるのはそれを担う専門職の資質の向上
です。幅広く深く思考し、かつ実践でき
る人です。リベラルアーツを標榜する本
学の役割はそのようなところに見いだせ
るのではないかと思います。
本学の授業科目の中で、学生の個性や
特徴を最も発見できるのが「共生とケア
田中利光 教授
プロフィール

Profile

●最終学歴

首都大学東京大学院人文科学研究科社会行動学専攻
博士後期課程修了（博士（社会福祉学）
）

福祉思想史（ユダヤ教、キリスト教）

●研究テーマ

●こんな授業をしています

欧米のボランタリズムや福祉文化のキリスト教
的背景への理解を深めると同時に、人間とは何か
という幅広い視点から人間と社会を捉えていきま
す。ゼミでは、
大学に隣接するグループホーム「富
塚・のぞみの里」でのボランティア活動を継続的
に実施しています。
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程でお世話になった先生から、首都大学
東京（現東京都立大学）大学院の博士課
程への受験をずっと勧められていまし
た。経済的に余裕があるわけではありま
せんでしたので、私はまず関東に出て大
学で働く道を探しました。幸いなことに
大学教員としての道が開かれ、教育現場
で働きながら大学院博士課程受験の準備
をしていました。その大学では数名のク
リスチャンの先生方が同じ学部におら
れ、よい交流を与えられました。私が大
学で働きながら博士論文を書いている時
にもいつも励ましていただき、心強く感
じました。私の博士論文「ユダヤ慈善研
究」は社会福祉学分野の論文ですが、ユ
ダヤ教やキリスト教の内容を多く含むも
のでした。そのため各分野の横断的な査
読者を必要とし、多くの先生方にお世話
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富塚・のぞみの里でのゼミ活動（2020年10月）

卒業式・学科別交流会

各学科代表への学位記授与

私は学生時代にボランティア活動に
打ち込みました。特に取り組んでいた
のが「サンタ・プロジェクト・しばた」
と「かたろう敬和生」です。
サンタ・プロジェクトとは、クリス
マスを病院や施設で過ごす子どもたち
のために、書店に来たお客さまが本を
購入し、その本を私たちが子供たちに
届けるという活動です。私は病院と書
店のつなぎ役をしました。五つの病院
や施設、新規に協力いただいた二店舗

若槻 朱美

卒業生代表

活動を通じて培ったマネジメント力

山田学長からの式辞

新型コロナウイルス感染対策をしての実施

二〇二〇年度卒業式が敬和学園大学体
育館で行われました。昨年度に引き続き、
新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、会場を大学に変更し、時間の短縮や
出席者の制限、マスクの着用など安全性
を高めた上で実施しました。
会場には、晴れ着を着た卒業生とご家
族の方々が集まり、華やかな雰囲気に包
まれました。
式典では、卒業生一人ひとりの名前が
読み上げられ、山田耕太学長から各学科
の代表者に「卒業証書・学位記」が手渡
されました。
学長からの式辞では、これから社会に
巣立つ卒業生に対し、
「大学で学んだこ
とを土台にさらに発展させて、一生の課
題として取り組むライフワークを見いだ
してください」という激励を含めた温か
いメッセージが贈られました。
卒業生代表の若槻朱美さんからの答辞

座席間隔を空けて感染対策

を加えた七つの書店と連絡・調整を行
い、多くの子どもたちに本を贈ること
ができました。また、本を購入された
お客さまには、手作りのしおりなどを
プレゼントしました。
また、かたろう敬和生は、大学で学
んでいた福祉分野と当時関心を持って
いた児童分野とをかけ合わせ、大学生
の誰もが実践できる活動として始めま
した。敬和学園高校と敬和学園大学の
学生がレクリエーションを通じて交流
し、高校生が抱える将来への悩みや不
安を大学生というピアな立場から支援
し、将来への希望につなげられるよう
にすすめました。
私はこの二つの活動を通じてさまざ
まな人と一つの物事を作り上げていく
力 を 養 う こ と が で き ま し た。 今 後 は、
この学びを生かし、医療相談員として
病院の仕事に励んでいきます。

卒業生代表による答辞

榎本理事長による祝祷
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卒業式・学科別交流会

二〇二〇年度卒業式・学科別交流会
みんなの思いが重なった卒業式
長島 瞭太郎
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卒業準備委員長

学科別交流会（共生社会学科）

私たち準備委員会が考えていた卒業
関連行事は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のためことごとく中止になっ
てしまいましたが、皆さまのご協力に
より、唯一卒業式後の学科別交流会を
開くことができました。これまで私た
ちは「自粛」という言葉に縛られてき
ましたが、交流会ではお世話になった
多くの方々と交わることができ、とて
も実りのある時間になりました。
四年間のご指導に加え、最後にこの
ようなすばらしい卒業式を用意してく
ださった大学関係者の皆さまに感謝申
し上げます。また、この日のために時
間をかけて準備を進め、式を盛り上げ
てくれた卒業準備委員メンバーの皆さ
ん、ありがとうございました。最後に、
卒業するすべての方のご活躍と健康を
お祈りします。

学科別交流会（英語文化コミュニケーション学科）

では、大学生活を支えてくれた友人への
感謝の気持ちと、大学での学びを糧に、
困難を乗り越えて人生を歩んでいくこと
への決意が述べられました。
また、卒業式の後には、例年の卒業記
念パーティーに代えて、卒業準備委員会
主催による学科別交流会が学内の施設を
使って行われました。卒業式ではお話し
できなかった卒業生同士、また教職員と
の語らいの時を持つことができました。
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。

学科別交流会（国際文化学科）

二〇一七年春、私たちはこの敬和学
園大学に入学しました。卒業式会場を
見 渡 す と、 み ん な 当 時 の 面 影 は な く、
社会人として立派に旅立つ者として並
んでおり、四年という歳月を感じます。
久しぶりの友人に会い胸を躍らせる学
生、立派に育った子を見て涙する保護
者、最後まで優しく見守ってくださっ
た教職員、それぞれの思いが重なるす
ばらしい卒業式であったと思います。

恩師を囲んでゼミの仲間たちと

山田学長の式辞全文は
ホームページで
ご覧いただけます。

Zoom参加者も一緒に集合写真

入学式

山田学長による式辞

桜の咲いていた入学式から半年が経
ち、後期の授業がはじまっています。
さて、今年度入学生の皆さま、大学
での生活はいかがお過ごしでしょうか。
友人はできましたか？キリスト教主体
の教育には慣れましたか？私の周りに
は、まだキリスト教の空気に慣れてい
ない学生も多いように感じます。無理
もありません、日本でキリスト教はあ
まり浸透していない宗教です。礼拝の
流れ、讃美歌とは何か、そもそも宗教っ
て響きが怖い・・・。そう感じる学生
もいらっしゃるかもしれません。
私がキリスト教に初めて触れた時も、
キリスト教を含む宗教とは何かを知り

田中 麻琴

国際文化学科一年

キリスト教の空気の中で過ごす大学生活

全員の名前を読み上げ、入学許可宣言

新しい出会いと成長の四年間がスタート

昨年度は中止とした入学式ですが、今
年度は卒業式同様、会場を大学に変更し、
感染拡大防止に配慮して、四月五日に開
催することができました。
式典では、山田学長より「多くの出会
いの中で心の中にある「美しい種」を芽
生えさせ、自分らしい生き方を選んでく
ださい」との新入生の成長を願う温かい
式辞がありました。また、新入生代表の
田中麻琴さんからは、
「苦しい状況下で
も、周りの方と多くのことを共有し、支
え合いながら成長したい」と大学生活の
抱負が述べられました。讃美歌斉唱につ
いては感染防止のため、発声なしの「心
の中での斉唱」となりました。
四月一七日には池上彰氏（ジャーナリ
スト）をお招きし、
「コロナの時代をど
う生きるか」と題して、新入生歓迎学術
講演会を開催しました。講演後、リベラ
ルアーツ教育にまい進する池上彰氏には

間隔を空けて配置された座席

ませんでした。初めはきっとみんな同
じだと思います。それに加えて新しい
大学生活に馴染むことも難しいはずで
す。私自身、大学と高校の学びが別物
で、
戸惑うことが多くあります。しかし、
大学では学ぶことだけでなく、遊ぶこ
とや我慢をしすぎないことも大切にし
たいと考えています。人を頼れる人で
あり、頼られるような人でもありたい、
それが私の目標です。
仲間と笑い合い、辛いことを乗り越
えながら、皆さんと一緒に、このキャ
ンパスで充実した四年間を過ごしてい
きたいです。

新入生代表による宣誓

入学式会場にて、友人たちと
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入学式

二〇二一年度入学式を開催
文武両道でそれぞれの目標を目指す
佐々木 真奈
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国際文化学科一年

入学記念樹「カンヒザクラ、カワズザクラ」

ために行動したりする活動に取り組ん
でいました。地元の公園のごみ拾いに
参加した時、ほかの方たちに「ありが
とう」や「あなたのおかげできれいに
なったよ」など言われ、とてもうれし
くなりました。当時お世話になった地
元の方たちに恩返しすると同時に、た
くさんの人に感謝されるような市役所
職員になりたいです。
次に部活動においては、インカレの
団体戦・個人戦共にベスト八入りを目
指します。小学一年生からバドミント
ンを始め、今までに何度か全国大会に
出場できました。しかし、そこでよい
成績を残すことはできずにいます。大
学での環境を生かし、よい成績を残せ
るよう、日ごろから試合を意識しなが
ら、よい緊張感を持って練習に励みた
いと思います。

ゼミ単位で行われたクラス別集会

本学名誉文化博士号が贈られました。
四月二三日には、スムーズな学生生活
への導入を目的として新入生オリエン
テーションが学内で行われました。ゼミ
ごとに工夫を凝らしたクラス別集会で学
生・教職員の親睦が深まりました。
四月三〇日には入学記念植樹が行われ
ました。二本のサクラと共に新入生たち
が大きく成長することを願っています。
コロナ禍にあっても、このような形で
新入生、保護者の皆さま、教職員が集ま
り、笑顔で入学式を迎えられたことは大
きな喜びです。四年後の卒業式では、よ
り成長した姿で送り出せるよう、教職員
一同、誠心誠意サポートに努めます。

先輩学生によるサークル勧誘

私はバドミントン部に所属していま
す。大学では文武両道を目標に、悔い
のない生活を過ごしたいと思います。
まず学業においては、将来やりたい
ことを明確にしつつ、それについての
勉強にしっかり取り組みたいです。私
は佐渡市出身なのですが、地元に恩返
しをしたいという気持ちが強く、今は
市役所職員を目指しています。高校生
のころから、人の役に立ったり、人の

学生団体紹介

山田学長の式辞全文は
ホームページで
ご覧いただけます。

新入生歓迎学術講演会

退職・新任教員ごあいさつ

を合わせて、新しい大学をつくっていこ
うと呼びかけました。いろいろ不便はあ
りましたが、自分たちのアイデアや実行
力で改善していく喜びや活気に溢れてい
ました。文化祭も、ボランティア活動も、
キャロリングもすべて挑戦であり、どれ
も手作りで、いつも家族的でした。現在
でも、学生と教員の距離が近い大学と評
される根っこは、開学以来のこの精神に
あるのかもしれません。
敬和もだんだんと大学らしくなり、内
部組織もできあがると、効率のよい働き
方はできるようになったものの、みんな
が一丸となって一つの目標に向かってい
く機会が少なくなったように思います。
三〇年間の大学の歩みは大きかったです
が、その道は常に平たんであったわけで
はありません。これからも、どの方向へ
進むべきなのか、どんな方法を取るべき
なのか迷うこともあるでしょう。そんな
時こそ、みんなで議論を重ね、そこから
生まれるアイデアをすくい上げ、力を合
わせて実行に移していって欲しいです。
敬和学園大学がこれからも高等教育機
関として高い社会的評価を受けられるよ
う、他所より応援していきたいと思いま
す。

敬和での三〇年の歩みと将来への期待
桑原 ヒサ子

国際文化学科

今年の三月に退職いたしました。開学
と同時に着任しましたので、大学が昨年
度、開学三〇周年を迎え、私もちょうど
三〇年勤めたことになります。
振り返ってみると、懐かしいのは開学
のころのことです。校舎は真新しいもの
の、今では豊かなキャンパスの緑も小さ
く少なかったです。そこで、桜の木のプ
レゼントに応募して植えたのが、現在の
桜並木です。細々とした樹が三〇年経っ
て、お花見ができる大きな樹に育ちまし
た。
学生たちも一年生だけ。教員も、まず
一年生向け科目の担当者しか赴任しませ
んでしたから、キャンパスはがらんとし
た感じでした。当時は英米文学科と国際
文化学科の二学科で、定員は二〇〇名で
したが、開学人気もあって、三〇〇名の
新入生を迎えました。スクールバスが走
るようになるのは何年か経ってからでし
たし、体育館も最初はなくて、
「スポー
ツ実習」のために新発田市内の中学校ま
でバスで通い、体育館を使わせてもらい
ました。
そんな状況の中で、北垣宗治初代学長
は「私が敬和をつくった。敬和が私をつ
くった」をモットーに学生も教職員も力

芸術と学問に出会える最良の場

井西 弘樹

国際文化学科

はじめまして。四月に国際文化学科の
専任講師に着任しました。哲学やドイツ
語関係の授業を主に担当しています。
私は大学時代を東京で、大学院時代を
大 阪 で 過 ご し ま し た。 大 学 院 で の 研 究
テーマは、ドイツの哲学者ニーチェの思
想でした。ニーチェは、どうすれば人生
に意味を見いだし、人生を肯定できるか
を徹底的に考えた人です。そうした問い
に答えるために、ニーチェはとりわけ芸
術と学問に注目しました。ニーチェによ
れば、芸術は生きる上での悲しみや辛さ
をまるごと肯定できるようなエネルギー
を私たちに与えてくれます。また、学問
を通じて世界を眺めることは、人生を刺
激に満ちたものにしてくれます。
なぜこのことをお伝えしたかったかと
いうと、大学こそが芸術や学問と出会う
最良の場だと思うからです。学生の皆さ
んには、社会に出てからはなかなかゆっ
くりと味わうことのできないもの（それ
は芸術や学問に限られませんが）にたく
さん触れていただき、ぜいたくな大学生
活を送っていただきたいと思っていま
す。私自身、そのサポートができるよう
努力していく所存です。
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卒業生の進路

コロナ禍で変わった就職活動

二〇二〇年度卒業生の進路

新潟県警察本部に就職しました

日馬 慶士

英語文化コミュニケーション学科 卒業

リベラルアーツ教育でつながった学び

大谷 明日香

共生社会学科 卒業

私が社会福祉士に合格できたのは、大
私は新潟県警察より内定をいただき、
学のリベラルアーツ教育のおかげだと思
就職させていただきました。試験内容と
います。私は社会福祉を学ぶ傍らで、情
しては、一次試験として教養と基礎体力
報分野の授業も履修していました。一見、
の試験、二次試験として論作文、シャト
関係がない勉強かもしれませんが、学ん
ルラン、面接の試験がありました。コロ
でいくうちに福祉があらゆる分野に関
ナ禍における試験の延期等もあり、出願
わっていることに気づきました。
から合格発表までは約五か月間の長丁場
例えば「ＩＴパスポート」の授業では、
となりました。その間、他県の公務員試
社会福祉士科目の「福祉サービスの組織
験の大幅な延期や民間企業の選考等もあ
と経営」と内容が重なる部分があったり、
り進路決定は難しいものでしたが、教養
試 験 を 指 導 し て く だ さ っ た 家 庭 教 師 の 「情報法」の授業で情報の発信や開示に
ついて個人情報保護の重要性を学んだこ
方、県警の先輩、大学のキャリアサポー
とで、
「社会調査の基礎」が解きやすく
ト課の方々など多くの方から支えていた
なったりしました。私はあらゆる分野に
だき、合格することができました。
福祉がつながっていると考えます。
当面の目標は、しっかりと警察学校を
リベラルアーツ教育を受けて、他学科
卒業し、一日でも早く一人前に仕事をす
の人と考えを共有することで自分の視野
ることです。そして将来的には、大学の
が広がり、福祉の幅も広いことに気づく
授業や留学を通して学んだ「英語」
「コ
ことができました。一年生から四年生ま
ミュニケーション」を生かすことができ
で一つひとつの授業を丁寧に受けたこと
る警備部への配属を希望しています。
が社会福祉士の合格につながったと思え
私 に は 留 学 経 験 が あ り ま す。 現 地 で
ます。社会福祉士を目指している皆さん
困ったことが何度もありましたが、その
も、興味を持った授業を積極的に履修し
たびに多くの方から助けてもらいまし
てみることをお勧めします。
た。今度は私自身が「本当に困っている
私は制度と制度の狭間に取り残されて
方」の助けになりたいです。厳しい世界
苦しんでいる人を支援したいと思ってい
ではありますが、今までお世話になった
ます。まだまだ知識が足りないので、こ
方への感謝の気持ちを忘れずに、職務に
れからも学び続けていきたいです。
当たりたいと思います。
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二〇二〇年度は、コロナ禍による経済
活動の大幅な変化により採用活動を手控
える企業も多く、希望業種を見直しせざ
るを得ない学生もいました。また、四月
以降の急速な感染拡大により、特に就職
活動に出遅れた学生にとっては厳しい年
となりました。このような状況下でも、
オンラインによる面接指導を積極的に行
い、最終的な就職率を九六．九％とし、
前年比マイナス一．九％となりました。
また、本学で力を入れている公務員採
用に三名、社会福祉士には三名が合格す
ることができました。 （就職委員会）

毎年3月に実施する「学内合同企業説明会」

後援会

700,000

700,000

700,000

学園祭補助費

3,500,000

0

3,500,000

体育施設設備費

4,502,375

4,502,375

4,502,375

その他の施設設備補助費

6,640,000

6,296,380

8,540,000

旅費交通費

100,000

69,000

100,000

雑費

300,000

127,961

400,000

4,484,988
予備費

2,479,209

0

部室棟修繕費積立金（特別会計）

1,000,000

1,000,000

2,000,000

支出小計

32,791,584

21,092,399

39,497,363

次年度繰越金

0

11,686,363

0

支出の部合計

32,791,584

32,778,762

39,497,363

大学と学生・保護者を結ぶ架け橋として

2020 年度予算 2020 年度決算 2021 年度予算
26,080,000

26,210,000

27,600,000
寄付金

10,000

0

10,000
雑収入

1,000

26

1,000
200,000

68,152

200,000
27,811,000

後援会費

学生団体より戻入れ金

収入小計

26,291,000

26,278,178
前年度繰越

6,500,584

6,500,584

11,686,363
収入の部合計

32,791,584

32,778,762

39,497,363

●支出の部

単位：円
科 目

2020 年度予算 2020 年度決算 2021 年度予算
6,600,000

2,497,093

8,250,000
会議費

200,000

57,300

200,000
事務費

30,000

30,000

30,000

通信費

2,080,000

1,433,545

2,080,000

印刷製本費

1,150,000

873,455

1,200,000

10,000

5,290

10,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

予定者対象「入学前スクーリング」
、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すすめてまいり
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）

二〇二一年度 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

今年も昨年同様新型コロナウイルスの
影響で後援会総会の開催中止を余儀なく
されました。例年であれば、顧問の山田
耕太学長よりごあいさつをいただき昨年
後援会長を務めさせていただいた私、石
原の進行で審議、承認手続き、新役員の
選出を行う予定でしたが、昨年同様の書
面で行わせていただきました。
今年度も、コロナ禍の感染状況により
各種行事の中止もあると思いますが、山
田学長はじめ教職員の方々と足並みをそ
ろえ、日ごろの学生たちの様子や保護者
からの要望を伺いながら、学生活動の補
助等に加え、オープンキャンパス、入学

●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

（二〇二一年四月三〇日現在、敬称略）

〈一 般〉
後藤盛子、
安藤眞知子、荒木麗文、
長谷川久子、長谷川サナエ、肥田野繁晴、
堀越都美子、池田五三雄、 今田修栄、
伊藤サチ子、神田延榮、
川村博俊、
風間まり子、鬼嶋正之、
小池正春、
近寅彦、
栗原潤一、
小山楯夫、
真島麗二、 松澤郁子、
水島祐介、
守弘士朗、 村山国弥、
中俣正美、
佐藤愛子、 澁木貴子、
重島高美、
鈴木正明、 和田信市、
渡辺美穂、
渡辺明紀、 吉澤昭男、
日本基督教団新井教会、
電気通信普及財団、
日本基督教団東中通教会婦人会、
日本基督教団東中通教会、
一般社団法人ＩＢＳ社団、
社会福祉法人からし種の会、
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、
日本学生支援機構、
日本基督教団新潟愛泉伝道所、
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、
日本同盟基督教団新発田基督教会、
日本基督教団新発田教会（２）
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授業紹介

授業紹介⑲「日本語教育概論」 担当 木
: 林理恵

日本語を教える知識と技術を学ぶ
ト

キ ン キ

国際文化学科四年

杜 金

私は、高校生の時に中国で日本語の学
習をはじめ、今年で六年になります。
この授業を受講し、自分の視野が広が
りました。日本語を学習する動機はそれ
ぞれ異なりますが、私は日本への留学が
目的でしたので、日本語能力試験のため
に学習していました。しかし、コミュニ
ケーションのための学習についても考え
るようになりました。将来中国で日本語
の教育に携わる時には、この学びがとて
も役に立つと思います。

宮澤 姫奈

国際文化学科三年

この講義では、簡単な模擬授業やロー
ルプレイをつくり、日本語話者でない学
習者のレベルや思考に合わせた工夫を考
え、どのような教え方をすれば理解して
もらえるか、学習者全員が理解できる授
業内容なのかを、学生同士で話し合い、
先生からフィードバックをいただきま
す。学習者に対する気遣いや、母国語を
教えることの難しさを授業を通して感じ
ることができました。

〈卒業生・在学生・保護者〉
山下周子（一）
、
榎並摂子（一）
、
新田和子（一）
、
近伸之（一）
、
和唐幸江（一）
、
呉賢 （三）
、
佐藤浩雄（四）
、
櫻井淳（六）
、
西山まどか（一四）
、吉田直子（一六）
、
島田裕子（一七）
、 垣内駿（一九）
、
吉田ひとみ（二〇）
、佐藤雅輝（二二）
、
田中里佳（二四）
、 清水明次（二四）
、
門野剛（二五）
、
田口明美（二六）
、
坂上勇次（二六）

〈学園関係〉
新井裕哉、姜杰裕、 金山愛子、
中川祐子、大澤秀夫、高加茂早苗、
田邊昌邦（２）
、
山田耕太、
後援会（４）
、
オレンジ会（２）

（ ）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

11

日本語教育学概論「一」では主に理論
的な背景を、
「二」では実践的な内容を
扱います。ことばは社会とは切り離せま
せんので、言語教育に関する知識だけで
なく、言語政策といった俯瞰的な視点を
踏まえながら具体的な教授法などを学
んでいきます。
「日本語教育プログラム」
ディプロマ取得の入り口となる授業でも
あり、受講しながらインターンシップに
取り組む学生もいます。多くの日本人学
生にとって日本語は母語ですが、留学生
に と っ て は 外 国 語 な の で、 イ メ ー ジ す
る「日本語教育」はそれぞれ異なります。
類似点や相違点を分かち合うだけでも新
しい発見が多く、受講者同士の交流も楽
しんでほしいと思っています。
立場の違う学生との交流で新たな発見をします

同窓会リレー・エッセイ

同窓会リレー・エッセイ

生徒と向き合い成長した教員生活

野口 美紀

二〇一三年度卒業

大学卒業後、東京都採用で高校の英語
教員を七年間しました。結婚を機に、二
年間の予定で休業をいただき、夫のいる
ドイツに来て大学院で学んでいます。
教員生活七年間は波瀾万丈なものでし
た。 一 校 目 は い わ ゆ る 教 育 困 難 校 で あ
り、副担任となったクラスにはじめて行
くと、教室には半分ほどしか生徒がいま
せんでした。はじめは、生徒から授業の
指示を聞いてもらえず、授業崩壊してし
まいました。悩みながら進む日々の中で、
先輩に相談してようやく切り替えがで
き、まずは授業が成り立つように生活指
導に力を入れるようにしました。二年目
からは担任となり、厳しいと反抗される
こともありましたが、生徒たちは、授業
を聞く、掃除をする、ありがとうやごめ
んなさいが言える、そういう当たり前の
ことができる人に成長していきました。
生徒と一緒に泣いたり笑ったり、全力で
生徒と向き合うことで生活指導の基礎を
つくることができたと思います。
そして二校目は島嶼地区に異動となり
ました。島特有の学校事情、そして国際
科のため英語の授業が七種類あり、夜中

まで授業の準備をする毎日でした。二年
目からは英語科主任を任され、自分がや
りたいこともできるようになりました。
地域のスピーチコンテストでは生徒を優
勝に導くことができました。最後の一年
はようやく自分らしく仕事をすることが
でき、生徒と物事の考え方や姿勢などを
話せたことがよかったです。
私がこうして教員として働けたのは、
敬和学園大学の先生や事務の方のおかげ
であり本当に感謝しています。大学受験
に失敗し、ようやく入学した大学すら辞
めてしまった私でしたが、敬和に編入し
て人の温かさに救われ、もう一度前を向
き、学ぶことの楽しさ、学び続ける姿勢
を教えてもらいました。落ち着いた時に
は、また母校にごあいさつに伺います。
島嶼地区の高校での卒業式（左から2人目が野口さん）
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学事予告

フィールド・トレーニング１（一三日まで）

◆六月◆
二三日 高校教員対象進学説明会
二八日 創立記念日
◆七月◆
一〇日 オープンキャンパス①
一七日 三年生保護者との就職懇談会
二九日 前期講義終了
三一日 前期末試験（八月六日まで）
◆八月◆
七 日 夏期休暇（九月一五日まで）
オープンキャンパス②
八 日 前期集中講義①（一二日まで）
一〇日 教員免許状更新講習
一九日 前期卒業対象者向追試験（二〇日まで）
二三日 前期卒業対象者向再試験（二四日まで）
前期集中講義②（二七日まで）
二五日 前期追試験（二七日まで）
二九日 オープンキャンパス③
◆九月◆
一五日 前期卒業式
一六日 後期入学式
一七日 後期履修相談日
一八日 高校生向けオンライン英検対策集中講座②
二〇日 後期講義開始
履修登録期間（二五日まで）
◆一〇月◆
三 日 総合型選抜（一期）面談日①
一七日 総合型選抜（一期）面談日②
二三日 敬和祭
◆一一月◆
六 日 一・二年生保護者との懇談会
八 日 相談援助実習２（一四日まで）

二〇日 学校推薦型選抜（一期）
二六日 クリスマスツリー点灯式

12

From Campus

キャンパス日誌
12 December
1
2
4

9
10
11
12

15
17
18

22
23
28
29

教育実習反省会
企業との就職懇談会（ANA クラウンプラザホテル新潟、53 社、53 名）
学校推薦型選抜（推薦、特待生、スポーツ 1 期）合格発表
チャペル・アッセンブリ・アワー㉒
説教 田邊昌邦 教務課長代理「主から託されたタラントンと時間」
教授会
加茂高校大学見学（1 年生 40 名、教員 1 名）
チャペル・アッセンブリ・アワー㉓
説教 山﨑ハコネ 准教授「平和の道」
総合型選抜（2 期）面談①
共通テストプレテスト（～ 13 日）
聖籠町キッズカレッジ（英語教室）③（7 名）
（写真①）
留学生を支える会奨学金贈呈式
児童英語教育プログラム中間報告会
チャペル・アッセンブリ・アワー㉔
クリスマス燭火礼拝（写真②）
説教 山田耕太 学長「平和の訪れ」
キリスト教音楽受講者によるコーラス KEIWA Choir
講義終了
冬期休暇（～ 1 月 3 日）
総合型選抜（2 期）面談②
冬期特別休業（～ 1 月 3 日）

1 January
4
5
6
8
16
22

27

28
29

30

創立記念日振替休日
講義再開
教授会
卒業論文提出締切日
総合型選抜（2 期）合格発表
大学入学共通テスト（～ 17 日）
チャペル・アッセンブリ・アワー㉕
説教 田中利光 教授「頼るべきところ」
講話 桑原ヒサ子 教授 最終講義「読書のすすめ」
総合型選抜（3 期）面談①
FD 研修会「講義や教育活動でのオンラインツールの活用事例」
講師 一戸信哉 教授、松本淳 准教授、フィリップ・ウィン 講師
理事会
チャペル・アッセンブリ・アワー㉖
説教 山田耕太 学長
「忘れられない新発田のダンテ研究家 山川丙三郎」
英語文化コミュニケーション学科卒論発表会（Zoom）
キャリアコミュニケーション・コース開設記念講演
講師 村治孝浩 GLOBALEX LLC. 代表、認定エグゼクティブコーチ
「飛び出せ日本！世界で日本を育てる人材になろう」

6
8
10
12

13
14
15
20
22

24

13

総合型選抜（3 期）面談②
後期講義終了
チャペル・アッセンブリ・アワー㉗
説教 山田耕太 学長「ゲッセマネの祈り」
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
資格取得奨励奨学金授与式
学業特待生選抜（学力試験型 1 期）
、一般選抜（A 日程）
、
外国人留学生入学試験（1 期）試験日
後期末試験（～ 13 日）
教授会
学業特待生選抜（学力試験型 1 期、共通テスト利用 1 期）
、
一般選抜（A 日程、共通テスト利用１期）
、総合型選抜（3 期）
、
外国人留学生入学試験（1 期）合格発表
共生社会学科全体報告会（Zoom）
春期休暇（～ 4 月 1 日）
後期集中講義（～ 19 日）
入学前スクーリング（写真③）
「大学生活の目標とは」
（学生 110 名、保護者 40 名）
後期末追試験（～ 24 日）
一般選抜（B 日程）
児童英語教育プログラム最終報告会（Zoom）
教授会
アクティブラーニング事例報告会
「産官学協働、農・福・食連携のまちづくり」

3 March
1
3
8
10

12

17
18
20
21
22

①

②

25
26
31

③

図書館蔵書点検（～ 12 日）
教職課程反省会
教授会
学業特待生選抜（学力試験型 2 期）
、一般選抜（C 日程）
、
外国人留学生入学試験（2 期）試験日
臨時教授会
FD・SD 研修会「著作物の教育利用について」
講師 一戸信哉 教授
学業特待生選抜（学力試験型 2 期）
、一般選抜（C 日程）
、
外国人留学生入学試験（2 期）合格発表
学内合同企業説明会（90 社、90 名）
学校推薦型選抜（推薦、特待生、スポーツ 2 期）試験日
総合型選抜（4 期）面談日①②
ブレネルップホイスコーレとの国際交流に関する協定書調印式（写真④）
オープンキャンパス①（20 名）
阿賀北ノベルジャム 2020 グランプリ授賞式（ホテル泉慶）
学業特待生選抜（共通テスト利用 3 期）
、学校推薦型選抜（推薦、特待生、
スポーツ 2 期）
、総合型選抜（4 期）
、一般選抜（共通テスト利用 3 期）
合格発表
サンタ・プロジェクト反省会
理事会、評議員会
卒業式
学年終わり

4 April
1
5
7
9
12
14
17

19
21
23

2 February
3
5

26

「VR・Vtuber 等のデジタル技術を駆使したボランティア活動」
「新発田と敬和学園大学の魅力を発掘・再編集しまちカフェを拠点に活
動と情報発信の場を設ける」
「Keiwa アイデアピッチコンテスト 2020」
「FEC 自給圏構想プロジェクト「阿賀北に生きる」
」
学業特待生選抜（共通テスト利用 2 期）
、
一般選抜（B 日程、共通テスト利用 2 期）合格発表

26
30

学年始め
入学式
健康診断（～ 9 日）
履修相談日
前期講義開始
⑤
教授会
チャペル・アッセンブリ・アワー①
新入生歓迎学術講演会
講師 池上彰 ジャーナリスト「コロナの時代をどう生きるか」
池上彰氏への名誉文化博士号授与式（写真⑤）
履修登録期間（～ 23 日）
豊栄高校大学見学（2 年生 31 名、教員 2 名）
新入生オリエンテーション
チャペル・アッセンブリ・アワー②
説教 下田尾治郎 宗教部長「言葉との出会いに向けて」
講話 山田耕太 学長「神を敬い、人に仕える」
履修登録確認期間（～ 30 日）
チャペル・アッセンブリ・アワー③
入学記念植樹礼拝
説教 山田耕太 学長「木には希望がある」

5 May
7

8
11
12
14

21

25
28

④

⑥

チャペル・アッセンブリ・アワー④
説教 山﨑ハコネ 准教授「慈しみは主のもとに」
講話 井西弘樹 講師「ニーチェとキリスト教」
英検 2 級・準 2 級一次・二次試験対策英語集中講座①（44 名）
（写真⑥）
加治川中学校大学見学（3 年生 44 名、教員 3 名）
教授会
チャペル・アッセンブリ・アワー⑤
説教 片岡宝子 日本基督教団東中通教会牧師「賛美を新たに」
講話 和田献太郎 キリスト教教育主事「平和学のすゝめ」
チャペル・アッセンブリ・アワー⑥
説教 藤野豊 教授「2001 年 5 月 21 日首相官邸前」
講話 横山由美子 新潟 YWCA 会長「闘うということ」
理事会、評議員会
チャペル・アッセンブリ・アワー⑦
説教 山﨑ハコネ 准教授「良くなりたいか」

財務状況等
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敬和学園財務状況等のご報告
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本学園の予算・決算は、法人本部・大学・
高校の三部門で構成されています。紙面
では、法人全体と大学部門の数値、大学
部門の事業活動収支計算書のポイントの
みを説明させていただきます。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。

〈敬和学園大学学生数の推移〉

1,000

●二〇二〇年度事業報告

大学は、開学以来、キリスト教教育に
基づいた「リベラルアーツ教育」に重点
をおいてきました。
（１）教学・学生支援
新型コロナウイルスによる緊急事態宣
言の下、入学式は対面ではなく、オンラ
イン形式の入学礼拝としました。授業は、
開始を五月の連休明けに延期した上で、
オンライン授業実施のために教職員研修
会を行うなどの準備をし、五月中は全面
オンラインで実施しました。六月は感染
防止対策を講じ、オンライン授業と対面
授業とを一日ごとに交互に行い、七月か
ら対面授業中心に切り替え、現在に至っ
ています。また、学内の通信環境を整備
し、オンライン授業への対応力を強化し
ました。また、日本学生支援機構等外部
機関の補助事業を活用し、困窮している
学生に対する支援を行いました。
学生寮は、三七名（定員四〇名）で運
営し、コロナ禍の中、隣接する複合施設
「イクネスしばた」
（新発田市立図書館を
含む）の事業にできうる範囲内で参加協
力しました。また、学生活動や研究を通
じて地域連携を行う「まちラボ」
「まち
（単位：人）

共生社会学科
国際文化学科

80

英語文化コミュニケーション学科
大学・科目等履修生等

60

大学・外国人留学生

40

1
2020

20
225
1
2021

0
（年度、それぞれ5月1日現在）

〈2020 年度オープンカレッジ〉
日
新発田市

程

題

講

師

11 月 2 日（月）

ベトナムの首都ハノイの飲食文化

長坂康代 准教授

21

虎岩朋加 准教授、大岩彩子 特任講師、
英語文化コミュニケーション学科学生

11

「働きたくないイタチ」と考えることばと人口知能

キッズ・カレッジ「子ども英語教室

10 月 31 日（土）

主濱祐二 准教授

15

英語で遊ぼう !」（聖籠町町民会館）

英語で遊ぼう！（その 1）

11 月 28 日（土）

英語で遊ぼう！（その 2）

12 月 12 日（土）

英語で遊ぼう！（その 3）

虎岩朋加 准教授、大岩彩子 特任講師、
英語文化コミュニケーション学科学生
大岩彩子 特任講師、英語文化コミュニケーション学科学生

9 月 12 日（土）
10 月 3 日（土）

子ども陶芸教室＜型つくり＞
子ども陶芸教室＜絵付け＞

趙晤衍 教授
趙晤衍 教授

聖籠町

参加者数

オープンカレッジ（イクネスしばた）

10 月 26 日（月）

聖籠町

演

キッズ・カレッジ「子ども陶芸教室」（結いハート聖籠）

8
7
20
20

その他
9 月 19 日（土） 英検 2 級 一次・二次試験対策英語集中講座（オンライン講座）
大岩彩子 特任講師
9 月 19 日（土） 英検準 2 級 一次・二次試験対策英語集中講座（オンライン講座）
金山愛子 教授
創立 30 周年記念講演会
10 月 3 日（土）
西原廉太 氏（キリスト教学校教育同盟理事長、立教学院副院長）
「混迷を深める時代におけるキリスト教教育の課題と可能性」
1 月 30 日（土）
3 月 21 日（日）

キャリアコミュニケーション・コース開設記念講演
「飛び出せ日本！世界で日本を育てる人材になろう」
「阿賀北ノベルジャムオンライン 2020」グランプリ授賞式

7
4
77

村治孝浩 氏（GLOBALEX LLC. 代表、認定エグゼクティブコーチ）

150

━

25

14

財務状況等

スタ」を中心に新しい取り組みを企画・
実施し、
「まちなかキャンパス化」の役
割を果たしました。
教育課程では、英語文化コミュニケー
ション学科が、グローバル・マインドを
備えた人材を育成するキャリアコミュニ
ケーション・コースを新設しました。
（２）就職
就職希望者を分母とした就職率が
九六．九％で前年比マイナス一．九％、
卒業生を分母とした就職率が七五．四％
で前年比プラス五．六％となりました。
新型コロナウイルスの影響で採用活動を
一時休止や中止する企業もあり、学生に
とっては厳しい一年でした。県内就職率
が前年比プラス一〇％となっており、大
都市圏での感染拡大による学生の就職に
対する意識の変化が伺えます。
「三年生保護者との懇談会」
「企業との
就職懇談会」
「学内合同企業説明会」等
のイベントについては、コロナ禍で実施
方法を見直したことが功を奏し、新たに
よい効果も出てきました。また、授業科
目「ビジネスマナー講座（秘書検定対策）
」
「ＳＰＩ対策」により、多くの学生に学
ぶ機会を提供することができました。
さらに、学生たちが利用しやすいキャ
リアサポート課を目指し、リニューアル
工事を行いました。部屋全体を明るく、
広く使えるようにしました。

当年度収支差額は五六六万円の支出超

●二〇二〇年度決算

2020 年度資金収支計算書及び 2021 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

2020 年度決算額 2021 年度予算額
1,103,752,771

手数料収入

1,093,178,000

17,884,846

差

比率名

異

10,574,771

18,613,000 △

728,154

40,052,000

寄付金収入

40,208,191

補助金収入

431,222,295

432,051,000 △

828,705

（国庫補助金収入）

158,745,800

162,243,000 △

3,497,200

（地方公共団体補助金収入）

272,476,495

269,808,000

2,668,495

156,191

資産売却収入

79,513,863

2,200,000

77,313,863

付随事業・収益事業収入

74,533,159

48,019,000

26,514,159

受取利息・配当金収入
雑収入
借入金等収入
前受金収入
その他の収入

928,579

744,000

184,579

82,499,551

25,299,000

57,200,551

0

0

0

228,843,000

214,354,000

14,489,000

61,402,731

資金収入調整勘定

88,600,000 △

1,350,359,779

1,357,737,050 △

収入の部合計

3,114,011,394

3,083,400,050

（支 出 の 部）
科

27,197,269

△ 357,137,371 △ 237,447,000 △ 119,690,371

前年度繰越支払資金

7,377,271
30,611,344
（単位：円）

目

人件費支出

2020 年度決算額 2021 年度予算額
1,128,290,540

1,062,576,000

差

異

65,714,540

教育研究経費支出

347,555,686

410,558,000 △

63,002,314

管理経費支出

146,924,354

159,095,000 △

12,170,646

借入金等利息支出

1,998,241

借入金等返済支出

12,629,279

12,799,000 △

169,721

施設関係支出

10,866,328

46,559,000 △

35,692,672

設備関係支出

34,074,973

22,606,000

11,468,973

資産運用支出

7,476,665

63,000

7,413,665

その他の支出

59,035,856

96,988,000 △

37,952,144

0

2,000,000 △

2,000,000

予備費
資金支出調整勘定

△

1,828,000

94,275,747 △

96,148,000

170,241

1,872,253

翌年度繰越支払資金

1,459,435,219

1,364,476,050

94,959,169

支出の部合計

3,114,011,394

3,083,400,050

30,611,344
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〈2020 年度（令和 2 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

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

65.7

57.2

103.5

75.8

26.6

32.9

11.1

9.9

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

-3.1

0.3

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

104.8

100.6

63.5

75.6

2.4

2.1

1.7

1.3

24.6

16.9

24.7

17.1

1.6

0.8

9.0

6.5

-3.6

0.0

-3.6

0.0

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

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

過となりましたが、基本金組入前当年度
収支差額は二五八万円の収入超過とな
り、若干ながら黒字を計上しました。い
ずれも当初予算より収支は改善されまし
た。これは、学生数増による収入増と新
型コロナウイルス感染拡大の教育活動へ
の影響による支出減が主な要因です。活
動ごとの収支では、教育活動収支差額は
三九万円の支出超過、教育活動外収支差
額は三三万円の収入超過、特別収支差額
は二六四万円の収入超過となりました。
収入面では、学納金、高等教育無償化
の授業料等減免費交付金、退職金団体交
付金などの増額により、収入総額は当初
予算より四，六〇六万円の増額でした。
支出面では、感染防止対策として予算外
で約二，〇〇〇万円を計上しました。一
方で例年どおりの教育活動の実施は難し
く、予算の執行額は見込額を下回りまし
た。収支改善のために経費削減は継続し
たこともあり、支出総額は当初予算より
二，三五九万円の減額となりました。
施設設備については、コンピューター
教室のパソコン入れ替え、教室へのプロ
ジェクター設置、体育館ほかの照明ＬＥ
Ｄ化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、コロナ禍で必要
な教育施設設備を整備できました。

●二〇二一年度当初予算

当年度収支差額は二，八二二万円の支
出超過、基本金組入前当年度収支差額も
一，四九二万円の支出超過となりました。

2020 年度事業活動収支計算書及び 2021 年度同予算書（学校法人

〈2020 年度貸借対照表〉
2021 年 3 月 31 日現在
〈学校法人 敬和学園〉

年度
固定資産

3,832,878,770
3,670,177,938

土地

693,935,764

建物

2,364,706,302
17,463,493

教育研究用機器備品

73,175,504

管理用機器備品

19,256,717
499,339,858

車輌

2,300,300

特定資産

21,603,283

退職給与引当特定資産

17,350,000

施設拡充引当特定資産

4,253,283

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
135,974
2,064,506
99,669,007
1,190,000

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

786,583,824

8,489,795,610
第１号 基本金
8,369,795,610
第４号 基本金
120,000,000
繰越収支差額
△3,548,669,192
翌年度繰越収支差額 △3,548,669,192
純資産の部合計
4,941,126,418
基本金

35,039,570
1,894,831,472

現金預金

1,459,435,219

未収入金

100,022,771

有価証券

331,105,558

前払金

2,613,640

立替金

192,226

仮払金

1,462,058

資産の部合計

長期未払金
流動負債

5,727,710,242

その他の特別収入
14,227,204
1,121,920
長期預け金
特別収入計
15,576,067
4,243,367
施設拡充引当特定資産
4,898,968
資産処分差額
流動資産
その他の特別支出 1,243,218,227
2,397,948
458,441,002
現金預金
特別支出計
7,296,916
特別収支差額
8,279,151
20,832,241
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
翌年度繰越収支差額
負債及び純資産の部合計

5,727,710,242

△2013年度末
728,154
2,654,131
△ 174,471,982
2,515,705

△

0
26,514,159
158,096,413
57,196,520
16,375,569
88,387,460
△
△

教育活動支出計
1,799,498,835預り金
1,796,936,000
387,053,491
図書
教育活動収支差額
△ 61,899,375仮受金
△ 147,724,000
727,830
車輌
928,579
744,000
受取利息・配当金
負債の部合計
その他の固定資産
その他の教育活動外収入 468,345,082 4,031
0
第１号基本金
1,104,984
電話加入権
教育活動外収入計
932,610
744,000
第４号基本金
借入金等利息
1,998,241
1,828,000
4
施設利用権
その他の教育活動外支出
0基本金の部合計0
6,520,801
ソフトウェア
翌年度繰越消費収入超過額
教育活動外支出計
1,998,241
1,828,000
446,794,006
有価証券
教育活動外収支差額
△
1,065,631消費収支差額の部合計
△
1,084,000
長期貸付金
経常収支差額
△ 8,460,000
62,965,006内部部門勘定
△ 148,808,000
1,348,863
0
資産売却差額
100,000
出資金
8,500,000

支出
特別収支

長期貸付金

退職給与引当金

408,214,488
124,834,166
261,515,398
21,864,924
378,369,336
12,799,181
91,937,423
228,843,000
24,722,515
19,499,017
568,200

収入

有価証券

141,097,549

長期借入金

1,103,752,771
1,093,178,000
学生生徒等納付金
年度
年度
手数料
17,884,846
18,613,000
2013年度末
科目
科目
寄付金
29,397,869
32,052,000
固定資産
2,533,877,189
固定負債
経常費等補助金
429,535,295
432,051,000
付随事業収入
74,533,159長期借入金
48,019,000
有形固定資産
2,065,532,107
雑収入
82,495,520退職給与引当金
25,299,000
土地
549,358,480
教育活動収入計
1,737,599,460長期未払金
1,649,212,000
建物
1,083,794,219
流動負債
人件費
1,142,486,280
1,075,041,000
構築物
6,755,462
教育研究経費
463,183,713短期借入金
523,959,000
32,817,075
教育研究用機器備品
管理経費
193,818,742未払金
197,936,000
徴収不能額等
0
5,025,55010,100前受金
その他の機器備品

支出
収入
教育活動外収支

図書

固定負債

2020年度末

支出

構築物

科目

教育活動収支

有形固定資産

2020年度末

収入

科目

（単位：円）
年度

（参考）
資産の部合計
事業活動収入計
事業活動支出計

0
763,410,371
△ 54,685,855
41,346
△ 28,014,406
△ 431,640
82,700,261
61,627
△ 3,465,968,931

8,500,000
231,000
0
231,000
8,269,000
2,000,000 △
△ 142,539,000
△

敬和学園）

（単位：円）
差
異
（単位：円）
10,574,771

2015年３月31日
2020 和
年度決算額
年度予算額
〈敬
学 園 大2021
学 〉

172,793,346
67,445,280
0
60,775,287
4,117,258
24,162,504
10,100
144,540,000
2,562,835
3,584,842
85,824,625
506,000
184,579
347,265,328
4,031
3,932,591,094
188,610
64,000,000
170,241
3,996,591,0940
83,514,667
170,241
18,369
83,514,667
85,842,994
△ 650,275,673
1,348,863
5,727,204
7,076,067
4,667,968
2,397,948
7,065,916
10,151
2,000,000
87,853,145

77,442,000

49,427,594

△ 219,981,000

137,280,739

△ 3,555,775,072

△ 3,548,669,192 △ 3,775,756,072
負債の部、基本金の部
3,777,095,416 及び消費収支差額の部
1,754,108,137
1,658,456,000
合 計
1,808,793,992
1,800,995,000

89,806,141
227,086,880

3,777,095,416
95,652,137
7,798,992
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財務状況等

活動ごとの収支では、教育活動収支差額
は一，九八四万円の支出超過、教育活動
外収支差額は一五万円の収入超過、特別
収支差額は六七六万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、
補 助 金、 寄 付 金 な ど の 増 収 が 見 込 ま れ
ま す が、 前 年 度 に 退 職 金 団 体 交 付 金 約
四， 〇 〇 〇 万 円 が 計 上 さ れ た た め 大 幅
減額となり、総額で前年度決算より一，
四四三万円の減額となりました。支出は、
中長期施設整備計画の初年度となり、建
物外部改修工事など約四，五〇〇万円の
修繕を予定しています。また感染防止対
策費約一，〇〇〇万円を計上し、教育研
究経費と管理経費の合計は前年より五，
四八五万円の増額となりました。一方、
支出総額では、前年度に退職金が計上さ
れていたこともあり、三〇七万円の増額
です。教育環境の整備として、学生送迎
用マイクロバスの入れ替え、教務システ
ムサーバーの入れ替え、大教室・ラーニ
ングコモンズ照明のＬＥＤ化などを予定
しています。なお経費削減は継続します。
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 一，
七五一万円増額しています。
予算執行では、コロナ禍で必要な支出
はしっかり捻出し、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）
2020 年度事業活動収支計算書及び 2021 年度同予算書（敬和学園大学）

学生生徒等納付金

2020 年度資金収支計算書及び 2021 年度同予算書（敬和学園大学）

（単位：円）
2020 年度決算額 2021 年度予算額
差
異
750,465,500
773,930,000 △ 23,464,500

手数料

12,573,246

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
教育活動収入計

12,625,000 △

51,754

12,780,176

14,052,000 △

1,271,824

169,498,106

174,798,000 △

5,299,894

2,360,653

2,321,000

39,653

45,279,173

3,617,000

41,662,173

992,956,854

981,343,000

11,613,854
47,014,023

支出

人件費

568,591,023

521,577,000

教育研究経費

326,433,868

376,019,000 △ 49,585,132

管理経費

98,324,324

徴収不能額等

0

教育活動支出計
教育活動収支差額

993,349,215
△

103,594,000 △
0
1,001,190,000 △

392,361 △ 19,847,000

5,269,676

学生生徒等納付金収入

差

異

750,465,500

773,930,000 △

手数料収入

12,573,246

12,625,000 △

51,754

寄付金収入

19,959,782

20,552,000 △

592,218

補助金収入

169,498,106

174,798,000 △

5,299,894

156,805,800

162,243,000 △

5,437,200

（国庫補助金収入）
（地方公共団体補助金収入）
資産売却収入

23,464,500

12,692,306

12,555,000

137,306

78,513,863

0

78,513,863

2,360,653

2,321,000

39,653

受取利息・配当金収入

330,562

154,000

176,562
41,666,204

19,454,639

教育活動外収入計

334,593

154,000

180,593

支出
収入
教育活動外収支

176,562
4,031

借入金等利息

0

0

0

その他の教育活動外支出

0

0

0

教育活動外支出計

0

0

0

334,593

154,000

180,593

57,768 △ 19,693,000

19,635,232

雑収入

45,283,204

3,617,000

前受金収入

199,683,000

178,300,000

21,383,000

その他の収入

236,141,750

49,354,000

186,787,750

資金収入調整勘定

△ 276,935,392 △ 178,355,000 △

前年度繰越支払資金
収入の部合計

98,580,392

962,722,050

941,006,050

21,716,000

2,200,596,324

1,978,302,050

222,294,274

（支 出 の 部）

（単位：円）

1,348,863
8,293,798

0
7,000,000

1,348,863
1,293,798

特別収入計

9,642,661

7,000,000

2,642,661

人件費支出

557,926,039

510,452,000

47,474,039

資産処分差額

4,598,425

231,000

4,367,425

教育研究経費支出

その他の特別支出

2,397,948

0

2,397,948

収入

資産売却差額
その他の特別収入

支出
特別収支

特別支出計

6,996,373

特別収支差額
（予備費）
基本金組入前当年度収支差額

231,000

6,765,373

科

目

2020 年度決算額 2021 年度予算額

差

異

272,944,888

323,015,000 △

50,070,112

管理経費支出

87,591,886

92,597,000 △

5,005,114

2,646,288

6,769,000 △

4,122,712

施設関係支出

3,809,630

0

2,000,000 △

2,000,000

設備関係支出

18,614,145

資産運用支出

7,444,204

33,000

7,411,204

その他の支出

265,092,820

68,113,000

196,979,820

2,588,520 △ 14,924,000

17,512,520

基本金組入額合計

△

8,251,242 △ 13,299,000

5,047,758

当年度収支差額

△

5,662,722 △ 28,223,000

22,560,278

前年度繰越収支差額

△ 544,973,133 △ 549,233,133

4,260,000

翌年度繰越収支差額

△ 550,635,855 △ 577,456,133

26,820,278

（参考）
事業活動収入計

1,002,934,108

事業活動支出計

1,000,345,588

17

2020 年度決算額 2021 年度予算額

付随事業・収益事業収入

154,000
0

△

（単位：円）
目

0

330,562
4,031

経常収支差額

科

7,840,785

受取利息・配当金
その他の教育活動外収入

教育活動外収支差額

（収 入 の 部）

988,497,000
1,003,421,000 △

14,437,108
3,075,412

予備費
資金支出調整勘定

0
△

25,414,817 △

2,109,000
19,106,000 △

2,000,000 △
52,851,000

翌年度繰越支払資金

1,012,587,529

1,013,728,050 △

支出の部合計

2,200,596,324

1,978,302,050

1,700,630
491,855

2,000,000
27,436,183
1,140,521
222,294,274
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今春から、NTT東日本バドミントン部
に所属しました。
私がバドミントンを始めたきっかけは
母の影響です。母の練習について行くた
びに私もやりたいと思い、小学3年生か
ら競技に入りました。高校まではこれと
いった結果がまったくない状況で敬和学
園大学に入学しました。
大学では、環境の整った中で集中して
練習することができ、1年生のインカレ
でベスト8に入ることができました。全
日本総合への出場が決まり、松浦監督か
ら「自分を全日本総合に連れていってく
れてありがとう」と言われたことがとて
もうれしく、より一層、結果で恩返しを
しようと思うようになりました。
1年先輩の小川桂汰さんとペアを組み
ダブルスを戦ってきましたが、桂汰さん
と組める最後のインカレで準優勝できま
した。今までの努力が全国でも通用する
ことを証明できてうれしかったです。
私にとってバドミントンとは、自分自
身を成長させてくれる生きがいです。今
後は、全日本総合で優勝することを目標
に精進していきます。
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高校生の大会で、粗削りだけど
力のある一樹のプレーを見てスカ
ウトしました。大学での基本を
しっかり身につける練習が一樹に
は合っていて、成長できたと思い
ます。1年生で全日本総合の世界を
見れたこと、桂汰と組んで1試合ずつ自信をつけていっ
たことがインカレの結果につながりました。自分を鍛
え、試合での悔しさをバネにすることができる選手が
伸びるし、一樹にはその力があります。全日本総合で
優勝し、世界を目指してほしいです。

敬和学園大学の最新情報
敬和学園大学

一樹

検

索

