
その他のデータ
聖学院大学では、受験生が大学を選ぶ時に役に立つ情報をできるだけ公
開していこうという姿勢を貫いています。このセクションでは、聖学院大学
が行っているさまざまな教育活動のデータを詳細に掲載しました。社会に
向けて開催している公開講座や生涯学習のデータ、オープンキャンパス、
サマースクールのデータ、また、大学の重要な指標である財務のデータも

「データブック」で公開します。

Chapter5
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消費収支計算書
2010年度 聖学院大学

科　　目 決　　算 （単位 円）
学生生徒等納付金 2,973,853,500

授業料 2,044,647,500
入学金 216,490,000
教育拡充費 40,170,000
施設費 639,210,000
その他学納金 33,336,000

手数料 27,652,900
入学検定料 25,766,000
証明手数料 1,735,900
その他手数料 151,000

寄付金 94,515,568
特別寄付金 92,385,550
現物寄付金 2,130,018

補助金 385,169,000
国庫補助金 384,819,000
地方公共団体補助金 350,000

資産運用収入 25,844,242
奨学基金運用収入 1,729
受取利息配当金 661,236
施設設備利用料 25,181,277

事業収入 41,915,260
補助活動収入 39,865,260
受託事業収入 2,050,000

雑収入 32,338,320
私大退職金財団交付金 21,433,600
その他の雑収入 10,904,720

帰属収入合計 3,581,288,790
基本金組入額 △59,432,570
消費収入の部合計 3,521,856,220

消費収入の部
科　　目 決　　算 （単位 円）

人件費 2,366,701,962
教員人件費 1,565,636,306
職員人件費 758,886,672
退職金 21,433,600
退職給与引当金繰入額 20,745,384

教育研究経費 809,942,509
消耗品費 44,836,392
光熱水費 48,844,861
旅費交通費 44,755,696
通信運搬費 15,866,475
印刷製本費 22,249,601
出版物費 25,676,977
研究費 28,620,037
諸会費 2,779,240
会議費 10,331,419
報酬・委託・手数料 161,184,379
福利費 4,904,720
修繕費 25,156,197
賃借料 24,771,208
奨学費 96,578,000
補助活動仕入 19,331,141
生徒活動補助費 8,051,426
雑費 4,312,369
減価償却額 221,692,371

管理経費 248,558,985
消耗品費 7,139,097
光熱水費 5,026,036
旅費交通費 6,934,949
通信運搬費 13,225,723
印刷製本費 32,686,832
出版物費 4,577,367
諸会費 3,480,892
会議費 4,822,771
報酬・委託・手数料 20,531,440
修繕費 1,052,976
保険料 2,683,805
広報費 71,470,514
車両費 897,532
渉外活動費 1,380,144
公租公課 272,600
賃借料 7,549,662
補助活動仕入 38,273,327
雑費 8,224,983
経常費補助金返還金 759,000
減価償却額 17,569,335

借入金等利息 4,945,452
借入金利息 4,945,452

資産処分差額 7,709,791
その他の資産処分差額 7,709,791

徴収不能引当金繰入額 △ 8,667,500
徴収不能額 26,970,000
消費支出の部合計 3,456,161,199
当年度消費収入超過額 65,695,021

消費支出の部

注）学校法人聖学院の決算報告については、法人全体として、資金収支計算書・消費収支計算書・貸借対照表等を聖学院大学ホームページで公開して

います。（http://www.seigakuin.jp/04general/univ_data.htm） 

2010年度の決算報告についてもホームページで近日中に公開します（2011年5月31日現在）。

（2010年4月1日から2011年3月31日まで）
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外部公開講演・講座・イベント
外部公開講演・イベント等（2010年度）　

月日 講演・イベント種類 講演・イベント名 講師／演奏者 参加者数

4／17 総合研究所 ピア・スーパービジョン 保険・福祉現場で働く卒業生からの報告、ピア・スーパービジョン 増山 章子（NPO法人来夏）／河副 美春（富士見病院）／
大西 晋介（川崎市）／塩川 智大（障がい者福祉施設）

36

4／28 総合研究所 地方自治シンポジウム 首長と地方議会の新たな関係－地域主権と地方自治のあり方を問う 橋本 大二郎（前高知県知事）／小林 良彰（慶應義塾大学教授）／
清水 勇人（さいたま市長）／佐々木 信夫 178

5／14 総合研究所 英語指導法セミナー 小学校教師のための英語指導法セミナー ブライアン・バード／藤原 真知子 28
5／28 ワールド・カフェ 対話が地域を変える力を持っている 16
6／11 総合研究所 スピリチュアル・ケア講演会 医療が癒せない病―生老病死の日本的なスピリチュアル・ケア カール・ベッカー（京都大学こころの未来研究センター教授） 105
6／11・12 ほたる祭り2010 約1200

6／16 コミュニティ政策学科設立10周年記念講演会 「コミュニティビジネスが地域と人を豊かにする」～環境、福祉、食、商店街
などの地域課題をビジネス手法によって解決する～ 永沢 映（NPO法人コミュニティビジネスサポートセンター代表理事） 118

6／23 コミュニティ政策学科設立10周年記念講演会 ソーシャルビジネスとNGO／NPO─ 21世紀型社会デザインの中で 中村 陽一（立教大学教授） 104

6／30 政治経済学部企画 食と農のフォーラム2010 「農と食のこだわり」 貴方は何を食べる？ 石井 秀樹（見沼・風の学校）黒須 恵子（香久野代表）／
染谷 庄一郎（創作漬物河村屋当主）

60

7／2 総合研究所 カウンセリング・プレ講座 映画・ドラマに学ぶカウンセリングマインド―マディソン郡の橋 藤掛 明 29

7／30 総合研究所 牧会サマーセミナー 今日の教会と牧師の役割―牧師のアイデンティティは何か 窪寺 俊之／堀 肇（鶴瀬恵みキリスト教会）／藤掛 明／
村上 純子 9

9／17
総合研究所 国際シンポジウム「東アジアの
平和と民主主義」

（ソウル・プレスセンター会議室にて）
東アジアの平和と民主主義―北朝鮮問題と日韓の役割

康 仁徳／尹 永寛（朝鮮半島平和研究所）／小此木 政夫（慶應

義塾大学教授）／ヤン・C・キム（ジョージワシントン大学名誉教授）／
遠藤 哲也（元日朝国交正常化特命大使）／宮元 悟

200

10／8 総合研究所 英語教育（指導法セミナー） 「こうやって教えよう!小学校英語」現場からの提案 ブライアン・バード／藤原 真知子 34
10／8 総合研究所 カウンセリング講座 自分のための、コラージュ療法体験講座 藤掛 明 10
10／9 総合研究所 聖学院ポリシーカレッジ 地域主権時代における地方議会、地方議員の役割 佐々木 信夫 14
10／13 コミュニティ政策学科設立10周年記念講演会 「久喜市のまちづくりと自治を考える」～市町村合併と地方主権の流れ～ 田中 暄二（久喜市長） ー

10／16 総合研究所 ピア・スーパービジョン ソーシャルワーカーとしての歩み「ピアヘルパー制度設立と今」「病院、作
業所、そして今」、ピア・スーパービジョン

行實 都志子（文京学院大学准教授）／
廣江 仁（養和会指定障害福祉サービス事業所F＆Y境港所長）

49

10／22 総合研究所 カウンセリングシンポジウム 現代人の孤独を考える 堀 肇（鶴瀬恵みキリスト教会、臨床パストラルスーパーバイザー） 97
10／23 総合研究所 聖学院ポリシーカレッジ 議会法政局の役割と地方議会法制局の可能性 浅野 善治（大東文化大学法科大学院教授） 9
10／28 総合研究所 カウンセリング講座 カウンセリングとスピリチュアリティ 窪寺 俊之 22
10／30 創立記念音楽会 ウィーン・フーゴ・デュオ－ウィーンの響きに包まれて ウィーン・フーゴ・デュオ 621
11/2・3 ヴェリタス祭 3416
11／10 政治経済学科講演会 安楽死を問う─現代の日本で生きるために 三井 美奈（読売新聞社 国際部デスク） 30
11／10 日本文化学科企画 狂言祭 茂山 千三郎（狂言師）ほか 140
11／11 総合研究所 カウンセリング講座 カウンセリングとスピリチュアリティ 窪寺 俊之 18
11／12 総合研究所 カウンセリング講座 映画・ドラマに学ぶカウンセリング・マインド 藤掛 明 17
11／16 ワールド・カフェ ”はたらく”とは何か 23
11／17 コミュニティ政策学科設立10周年記念講演会 「憲法と資本主義の現在」～「百年に一度の危機」のなかで考える～ 杉原 泰雄（一橋大学名誉教授） 79
11／17 人間福祉学科講演会 『祝島』から見た“いのち”の営み 纐纈 あや（映画監督） 100
11／19 総合研究所 スピリチュアル・ケア講演会 一臨床医のナラティブ 西野 洋（安房地域医療センター メディカルディレクター） 83

11／23 総合研究所 国際シンポジウム
（共催：政治経済学部） 現代社会におけるポスト合理性の問題－ヴェーバーの遺したもの

カール・アッハム（リンツ大学名誉教授）／ヨハネス・ヴァイス
（カッセル大学名誉教授）／姜 尚中（東京大学大学院教授）／細身 
和之（大阪府立大学教授）／荒川 敏彦（東京外国語大学・東京大学

非常勤講師）／土方 透

84

11／24 クリスマス点火祭 約1100
11／27 総合研究所 「福祉のこころ」講演会 住民の力とコミュニティ形成 岸川 洋治（横須賀基督教社会館館長） 56

12／1 コミュニティ政策学科設立10周年記念講演会 コミュニティリーダーによるシンポジウム「地域コミュニティで生きる」 赤間 正勝（さいたま北商工協同組合理事長）／高橋 良（まちづくり協議会

クローバー会長）／長澤 義治（戸崎まちづくり協議会会長）／富沢 賢治 63

12／10 総合研究所 カウンセリング講座 自分のための、コラージュ療法体験講座 藤掛 明 12

12／18 総合研究所 ポリシー・カレッジ総括シンポ
ジウム 地域主権の国づくり、地方議員の役割を考える 金井 利之（東京大学教授）／穂坂 邦夫（前志木市長）／青山 彰

久（読売新聞東京本社編集委員）／佐々木 信夫 72

1／12 欧米文化学科講演会 ユネスコ世界文化遺産―ヨーロッパと非ヨーロッパ 西村 幸夫（東京大学教授） 約100
1／14 総合研究所 カウンセリング講座 映画・ドラマに学ぶカウンセリング・マインド 藤掛 明 12
1／19 ランチ・タイムコンサート 音楽の花束 古楽器によるバロック音楽の楽しみ 中川 つよし、坪田 一子、佐藤 亜紀子 約100
2／26 総合研究所 日韓学術セミナー 北朝鮮問題と日韓米の対応 李 鍾元（立教大学副総長・教授）／康 仁徳（元韓国統一部長官） 193
2／26 総合研究所 ピア・スーパービジョン 福祉現場で働く卒業生からの報告、ピア・スーパービジョン 紫藤 彬子（103W）／秀村 智香（102W）／高橋 成子（104W） 25

公開講座受講者数（2010年度）

年度 履修人数 （学生数） （外部数） 開催期間 講座内容
2010 77 62 15 2010.10.1～2011.2.4 インターネット時

代の情報資源活用2009 71 64 7 2009.10.2～2010.2.5
年度 2010 2009 2008
人数 230 153 139

受講者数推移

※ 講師／演奏者で肩書無は本学教員。参加者数は本学学生・教職員含む。 （外部）は、本学学生・教職員を含まない。空欄は未集計。

2010年 2009年 2008年
第10回 第9回 第8回

223 264 219

児童英語教師養成講座参加者数
実際に小学校の英語教育に携わる先生方を対象とした講座

寄付講座
電気通信分野の学問の普及・振興を目的として、財団法人電気通信普及財団の資金
援助により平成21年度より外部にも開かれた寄付講座を開講。

上尾市教育委員会・さいたま市教育委員会の共催で、昭和45年（1970年）から実施
している「聖学院大学公開講座」（前身は女子聖学院短期大学）です。

年　度 2009 2010
講習内容 実施日 人数 実施日 人数
教育の最新事情 8/2、3 58 10/3、10、24、11/7 9
学校教育における精神衛生と児童・生徒理解 8/4 39 8/4 14
学校教育におけるカウンセリングの役割と課題 8/5 50 8/5 13
学校教育における情報機器の活用法 8/6 38 8/6 12

教員免許状更新講習

年齢別 男 女 計
20歳未満 0 0 0
20～29歳 1 1 2
30～39歳 7 20 27
40～49歳 10 25 35
50～59歳 5 34 39
60～69歳 32 43 75
70歳以上 13 15 28
不明 10 14 24
合計 78 152 230

地区別 男 女 計
さいたま市 58 95 153
上尾市 22 45 67
桶川市 0 2 2
佐野市 0 2 2
荒川区 0 1 1
川口市 1 0 1
北本市 0 1 1
宮代町 0 1 1
横浜市 0 1 1
蕨市 0 1 1
合計 81 149 230
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オープンキャンパス・サマースクール
オープンキャンパス体験講義テーマ（2010年度）

実施日
政治経済学部 人文学部 人間福祉学部

政治経済学科 コミュニティ政策学科 欧米文化学科 日本文化学科 児童学科 人間福祉学科

5／29 「自分探し」で自分は見つかるのか？
─変わる力を求めて─ 自分の会社をつくろう ロマネスクの動物たち 猿沢池から龍が昇る？

―宇治拾遺物語の魅力― 子どもが遊ぶことの意味 自立を支えることと環境を整えること
―相談援助の視点から―

6／26 死刑制度から考える
―大学での学びとは―

経済学から見たお金持ち
―豊かな人生を歩むには―

小学校に英語がやってきた！
―日本の英語教育は
どう変わるのか？―

新世紀エヴァンゲリオンと
現代日本文化の想像（創造）力
―エヴァ・デスノート・サマー

ウォーズ・初音ミク―

こころを科学する あなたはストレス社会を
どう乗り切りますか？

7／19
「わかれば面白い

経営管理（パートⅠ）」
―そば屋『つるつる亭』の場合―

倫理的に考えるということ サッカーから現代ヨーロッパ
世界の何が見えるか？

『最近の若者はけしからん』と
歴史的に繰り返されてきた

女性のライフサイクルと少子化
―産むべきか、産まざるべきか？

それが問題だ―

生活の中の地域福祉
　―共に作り上げてゆく

豊かな地域社会―

8／7
「わかれば面白い
経営管理（パートII）」

―そば屋『つるつる亭』の場合―

市民の手による地域づくりとは
―NPOやソーシャル・ビジネス

の挑戦―

ニセウミガメの学校って？
―『不思議の国のアリス』にみ
る19世紀イギリスの教育―

日本語は乱れているか  
―日本語の変化と規則性―

『床下の小人たち』（ジブリ最新映画
「借りぐらしのアリエッティ」原作）

に見る不思議との出会い

近代社会福祉の
はじまりのころ

8／28 ― 経済学から見たお金持ち
―豊かな人生を歩むには―

映画から学ぶコミュニケーショ
ンに必要な能力とは？ 舞姫 子どもの絵、大人の目 助けあいから人間福祉へ

9／20
特別企画Ⅱ政治経済学科

連続セミナー第2弾
「戦争の記憶」（60分）

交通量4人と犬１匹の街が
よみがえった　

―長浜黒壁物語―
ベルサイユ宮殿の宮廷生活 古典と現代

―能の作品を例として考える―
『子どものため』を児童学から

考える 障がいを持つ人 と々バリア

10／16
政治経済学科連続セミナー第3弾

「検察」って何？
―現状と問題点―

地域主権って何？
フランス生活文化（2）

―ノルマンディー＆パリ編
（2010年夏）―

戦没画学生慰霊美術館
「無言館」を訪ねて

子どもと大人の間の絵本
―絵本でこころの発達を

読み解こう―

英単語の覚え方
―記憶のメカニズムを探る―

オープンキャンパス・個別相談会参加者数（2010年度）
実施日 高校生 特別・編入等 教員・親 その他 計
3／22 50 0 24 0 74
4／29 103 5 54 0 162
5／29 108 10 55 0 173
6／29 197 9 99 0 305
7／19 228 8 102 0 338
8／7 336 8 121 0 465
8／28 259 8 108 0 375

実施日 高校生 特別・編入等 教員・親 その他 計
9／20 129 20 63 0 212
10／16 87 16 38 11 152
11／3 37 13 3 0 53
12／4 60 15 35 9 119
12／11 40 4 18 1 63
1／29 40 4 18 1 63
2／19 23 15 30 0 68

※講義時間は40分

時間 授業（講義タイトル） 担当教員
政治経済学部コース　（7/24）
10：20〜10：50 大学での学び方を学ぼう 佐藤 啓介
11：00〜11：50 政党とは何か ―参議院選挙をふまえて― 松尾 秀哉
13：10〜14：00 国会と選挙制度 ―憲法学の視点から― 徳永 貴志

14：30〜15：30 今日の振り返り 兼 ノート講評 松尾 秀哉、
徳永 貴志

人文学部コース　テーマ：キャラクターに見る文化 ―こわい、かわいい、かっこいい―（7/24）
10：20〜10：50 大学での学び方を学ぼう 佐藤 啓介
11：00〜11：50 ゆるかわの美学―『かわいい』大国日本、ヨーロッパに進出する― 佐藤 啓介
13：10〜14：00 九尾狐の誕生とその行方 濱田 寛

14：30〜15：30 今日の振り返り 兼 ノート講評 佐藤 啓介、
濱田 寛

児童コース　テーマ：つなぐ・つながる　―子どもの世界を考える― （7/24）
10：20〜11：20 楽しさつながる玩具作り 舩田 信昭
11：30〜12：30 子どもとともにあること ―保育・教育のつながりについて考える― 相川 徳孝
13：15〜14：15 音楽にふれる子ども ―ヒトとヒトをつなぐ音楽とは― 村山 順吉
14：15〜15：30 まとめ ―今日を振り返ってみて― 寺﨑 恵子
人間福祉コース　テーマ：心理学（7/24）
10：20〜10：50 大学での学び方を学ぼう 佐藤 啓介
11：10〜12：10 風景構成法の体験 牟田 隆郎
13：10〜14：10 記憶のしくみを探る 小山 義徳

14：10〜14：20 まとめ 牟田 隆郎、
小山 義徳

政治経済学部コース　（8/14）
10：15〜11：00 地域を元気にするまちづくりのすすめ① 平 修久
11：15〜12：00 地域を元気にするまちづくりのすすめ② 平 修久

13：00〜13：45 「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの
『マネジメント』を読んだら」を大学で考えてみよう① 清澤 達夫

14：00〜14：45 「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの
『マネジメント』を読んだら」を大学で考えてみよう② 清澤 達夫

人間福祉学科コース　テーマ：人間福祉学の視点で学ぶ障がい～目に見えるバリアと見えないバリア（8/14）
10：20〜10：30 講義の説明 相川章子
10：30〜11：10 講義「目に見えるバリア」

野口祐子11：10〜11：50 移動 車椅子説明・車椅子体験
11：50〜12：05 車椅子体験の振り返り

13：05〜14：05 「グループ体験で感じる目に見えないバリア」
演習＆グループワーク・振り返り 相川章子、

ここ輪14：05〜14：35 講義「目に見えないバリア」

14：35〜14：45 全体を通しての振り返り 野口祐子、
相川章子

サマースクール 学部・コース別講義テーマ（2010年度）
時間 プログラム 担当教員
ワールド・カフェコース　（8/14）

10：15〜12：05

ワールド・カフェって何?

長田太郎※コミュニケーションとは?
コミュニケーションのワークショップ
ワールド・カフェの準備

13：15〜13：30 説明・進め方

長田太郎※、
学生スタッフ

13：30〜13：50 サブテーマ1「誰とコミュニケーションをとりたい?」
13：55〜14：15 サブテーマ2「コミュニケーションがうまくいくとどうなる?」
14：20〜14：40 ティータイム
14：40〜15：00 サブテーマ3「本当のコミュニケーションとは?」
15：05〜15：20 まとめ

※ 株式会社エイプルジャパン取締役企画室長、公益財団法人日本生産性本部コンサルタント
小論文コース※　（7/24・8/14・9/23）
10：20〜11：05 小論文の書き方（講座）

大槻 岳
（入学前準備教育講師）

11：15〜12：15 実際に書く　例 小論文「プライバシーと虐待」
13：35〜14：20 小論文対策（講座）
14：35〜15：35 実際に書く　例 志望理由書
15：35〜15：45 まとめ

※小論文は本学スタッフが添削して、後日郵送・返却

サマースクール参加者数（2010年度）
実施日 小論文 政治経済

学部 人文学部 児童学科 人間福祉
学科

ワールド・
カフェ 計

7／24 36 5 10 24 9 - 84
8／14 16 6 - - 17 7 46
9／23 22 - - - - - 22

計 74 11 10 24 26 7 152

※ 人数は、高校生の参加者数
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実施日 プログラム 開催時間

5  ／28（土） オープンキャンパス 10：00～15：00
6  ／25（土） オープンキャンパス 10：00～15：00
6  ／26（日） オープンキャンパス 12：30～16：00
7  ／22（金） ミニオープンキャンパス 10：00～15：00
7  ／23（土） オープンキャンパス 10：00～15：00
8  ／  6（土） オープンキャンパス 10：00～15：00
8  ／13（土） サマースクール 10：00～16：00
8  ／24（水） オープンキャンパス 10：00～15：00
9  ／19（祝・月） オープンキャンパス 10：00～15：00
9  ／23（祝・金） サマースクール 10：00～16：00
10／15（土） オープンキャンパス 10：00～15：00
11／  3（祝・木） 入試説明・相談会 10：00～15：00
12／  3（土） 学校見学会 10：00～15：00
12／10（土） 入試説明・相談会 10：00～15：00
1  ／28（土） 入試説明・相談会 10：00～15：00
2  ／16（木） 学校見学会 10：00～15：00
3  ／20（祝・火） 新学年用オープンキャンパス 10：00～15：00

オープンキャンパス／サマースクール／入試説明・相談会日程（2011年度）

進学相談会日程（2011年度）
都道府県名 実施日 会場 開催時間 対象

岩手
7 / 7（木） ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング 16：00～19：00
11/18（金） ホテルメトロポリタン盛岡 15：00～18：00

宮城
7 / 4（月） ホテルモントレ仙台 16：00～19：00
11/17（木） アエル／仙台市情報・産業プラザ 未定

山形 9 /13（火） ホテルメトロポリタン山形 15：30～18：30

福島
7 / 8（金） ホテルハマツ［郡山］ 16：00～19：00
9 /15（木） 郡山ビューホテルアネックス 15：30～18：30
9 /16（金） MAX福島AOZ 15：30～18：30

栃木 9 / 7（水） マロニエプラザ 14：30～18：00

埼玉

7 /15（金） ホテルブリランテ武蔵野 未定 留学生
7 /25（月） 大宮ソニックシティ 13：00～16：00
9 / 6（火） 大宮ソニックシティ 15：00～18：30
9 /15（木） 大宮ソニックシティ 15：00～18：30
11/17（木） 大宮ソニックシティ 15：00～18：30
11/18（金） 大宮ソニックシティ 15：00～18：00

東京

6 /22（水） 六本木ハリウッドホール 11：00～16：00 留学生
7 / 9（土） 東京国際フォーラム 11：00～16：00
7 /10（日） サンシャインシティ文化会館展示ホールD 10：00～16：00 留学生
7 /14（木） 池袋ホテルメトロポリタン 11：00～16：00 留学生
7 /19（火） ホテルラングウッド[日暮里] 未定 留学生
9 / 9（金） 池袋ホテルメトロポリタン 未定 留学生
9 /10（土） 新宿NSビル 15：00～18：30
10/25（火） 池袋サンシャインシティ文化会館 未定 留学生
11/24（木） 新宿NSビル 15：00～18：30

新潟 9 / 7（水） ANAクラウンプラザホテル新潟 14：30～18：00
長野 7 /21（木） ビックハット（長野市） 11：00～17：00

※未定については決定次第、聖学院大学のホームページに掲載します。
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