
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
2011年度 聖学院大学

科　　目 決　　算 （単位 円）
学生生徒等納付金 2,901,558,000

授業料 2,012,475,000
入学金 202,320,000
教育拡充費 25,770,000
施設費 628,650,000
その他学納金 32,343,000

手数料 23,829,300
入学検定料 21,770,000
証明手数料 1,853,300
その他手数料 206,000

寄付金 166,541,173
特別寄付金 163,141,063
現物寄付金 3,400,110

補助金 420,927,000
国庫補助金 420,585,000
地方公共団体補助金 342,000

資産運用収入 24,833,702
奨学基金運用収入 1,110
受取利息配当金 329,058
施設設備利用料 24,503,534

事業収入 37,990,885
補助活動収入 31,505,515
受託事業収入 6,485,370

雑収入 42,656,147
私大退職金財団交付金 34,712,500
その他の雑収入 7,943,647

帰属収入合計 3,618,336,207
基本金組入額 △172,048,326
消費収入の部合計 3,446,287,881

消費収入の部
科　　目 決　　算 （単位 円）

人件費 2,399,216,198
教員人件費 1,546,510,211
職員人件費 795,668,810
退職金 34,712,500
退職給与引当金繰入額 22,324,677

教育研究経費 766,621,193
消耗品費 34,069,920
光熱水費 47,699,458
旅費交通費 29,271,937
通信運搬費 15,041,305
印刷製本費 17,813,410
出版物費 22,006,285
研究費 28,000,007
諸会費 2,750,790
会議費 8,567,192
報酬・委託・手数料 163,100,121
福利費 4,943,370
修繕費 35,928,062
賃借料 28,490,610
奨学費 80,606,500
補助活動仕入 15,307,948
生徒活動補助費 7,452,611
建物除却費 6,241,940
雑費 4,236,129
減価償却額 215,093,598

管理経費 253,877,413
消耗品費 12,798,660
光熱水費 6,002,717
旅費交通費 6,127,766
通信運搬費 12,256,316
印刷製本費 28,155,163
出版物費 7,865,271
諸会費 3,408,127
会議費 3,754,947
報酬・委託・手数料 22,114,353
修繕費 2,355,206
保険料 2,787,397
広報費 68,059,556
車両費 1,033,190
渉外活動費 1,212,129
公租公課 460,600
賃借料 11,567,401
補助活動仕入 35,679,000
雑費 8,658,250
減価償却額 19,581,364

借入金等利息 4,174,886
借入金利息 4,174,886

資産処分差額 5,066,728
その他の資産処分差額 5,066,728

徴収不能額 41,755,000
消費支出の部合計 3,470,711,418
当年度消費支出超過額 24,423,537

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） 

2011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（2012年5月31日現在）。

（2011年4月1日から2012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（2011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

6/3 総合研究所 スピリチュアル・ケア講演会 スピリチュアル・コミュニケーション～生きる支え～ 林 章敏(聖路加国際病院緩和ケア科） 128
6/10・11・
13・14 ほたる祭り2011 850

6/17 総合研究所 小学校英語指導法セミナー 「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 33

7/1 総合研究所 カウンセリングシンポジウム いかに心の世界を学ぶか 平山 正実／窪寺 俊之／藤掛 明 125

7/6 政治経済学部企画 食と農のフォーラム2011 銀座ミツバチ物語～美味しい景観づくりのススメ～ 田中 敦夫 198

9/2 総合研究所 牧会サマーセミナー 傷ついた魂の癒やしを求めて 堀 肇（鶴瀬恵みキリスト教会） 14

10/5 日本文化学科企画 狂言祭 茂山千三郎（狂言師）ほか 100

10/12 政治経済学部コミュニティ政策学科 講演会２０１１ 「健康・医療・福祉都市構想」 安心・安全な街づくりと志木市の求める公務員像 長沼 明（志木市長） 77

10/15 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とぴあ三浦の活動 大野和男
（NPO法人精神障害者のあすの福祉をよくする三浦市民の会ぴあ三浦理事長）

24

10/28 総合研究所 臨床死生学シンポジウム 東日本大震災を神学的にどのように受け止めるか 柳谷 明（山形県六日町教会隠退牧師）／大木 英夫／
小友 聡（東京神学大学教授）／平山 正実 143

10/29 総合研究所 日韓学術セミナー 朝鮮半島情勢と日本の対応 康 仁徳（元韓国統一部長官）／
鈴木 光男（外務省大臣官房総務課警備対策室長）／宮本 悟 50

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 753

11/2・3 ヴェリタス祭 3583

11/16 政治経済学科 秋の講演会 激動する中東情勢を読み解く－アラブの春、あるテロリストの死－ 高橋 和夫（放送大学教授） 114

11/18 総合研究所 小学校英語指導法セミナー 「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 11

11/18 総合研究所 スピリチュアル講演会 希望･尊厳・スピリチュアル－緩和ケアからのアプローチ－ 清水 哲郎（東京大学大学院教授） 66

11/23 秋の講演会 日本の針路と若者の希望 枝野幸男（経済産業大臣） 561

11/30 人間福祉学科講演会 いのちをみつめて いせひでこ（絵本作家） 87

11/30 クリスマス点火祭 約1,100

12/3 総合研究所 「福祉のこころ」講演会 宗教と福祉－仏教福祉の立場からー 石川 到覚（大正大学大学院教授） 49

12/6 ワールド・カフェ 震災のこれから 8

12/16 総合研究所 臨床死生学シンポジウム 子供の生と死－周産期医療から見えること－ 船戸 正久
（大阪発達総合療育センター重症心身障害児施設フェニックス園長）

28

1/11 欧米文化学科講演会 夢とヨーロッパ文明― ―中世ヨーロッパ世界における夢の意味 甚野 尚志（早稲田大学文学学術院教授） 40

1/18 政治経済学科 講演会 絶望から希望、再生へ～樹海からの生還 本多 良男（全国クレジットサラ金被害者連絡協議会事務局長）／
出山 広之（多重債務者支援団体太陽の会相談員）

50

1/28 総合研究所 臨床死生学シンポジウム 緩和ケアをどのように進めるか
河 正子（NPO法人緩和ケアサポートグループ代表）／
黒島 偉作（津久井赤十字病院・内科医）／
竹内 公一（元自治医科大学講師）

54

1/25 人間福祉学部講演会 精神病院を捨てたイタリア 捨てない日本 大熊 一夫（ジャーナリスト） 85

2/10 総合研究所 臨床死生学シンポジウム 東日本大震災からの再生に向けてPart2 尾形 妙子（石巻仙石病院看護部長）／
大西 奈保子（東京医療大学准教授）

71

2/25 総合研究所 ピア・スーパービジョン 卒業生からの報告、ピア・スーパービジョン 青木 優子、奈良部 清香、宮崎 和香、山谷 謙介 19

2/25 国際学術シンポジウム
東アジアの平和と民主主義

北朝鮮問題への地域協力体制
課題と展望

李 鍾元（立教大学教授）／ヤン･C･キム（米ジョージワシントン大学名誉

教授）／康 仁徳／朱 建栄（東洋学園大学教授）／遠藤 哲也（元日

朝国交正常化交渉担当大使）／三村 光弘（環日本海経済研究所調査研究

部部長･主任研究員）／渡部 勉（朝日新聞国際報道部長）／宮本 悟

178

3/11 人間福祉学科 ここ輪セミナー 約30

3/23 東日本大震災国際神学シンポジウム いかにしてもう一度立ち上がるか ─これからの100年を見据えて─
Juan Martinez（フラー神学校准教授）／Glen Stassen（フラー

神学校教授）／山口 陽一（東京基督神学校校長）／大木 英夫／藤
原 淳賀

253

公開講座受講者数（2011年度）／第41回

年度 2011 2010 2009
人数 186 230 153

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。

※2011年度より暗誦部門を開始。課題は「雨ニモ負ケズ」

年度 開催期間 講座内容 履修人数 （学生数） （外部数）
2011 2011.9.23～2012.2.3

インターネット時代
の情報資源活用

45 43 2
2010 2010.10.1～2011.2.4 77 62 15
2009 2009.10.2～2010.2.5 71 64 7

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。
開催日：5/7（土）～7/9（土）全10回

年齢別 男 女 計
20歳未満 0 0 0
20～29歳 0 2 2
30～39歳 1 8 9
40～49歳 4 34 38
50～59歳 4 29 33
60～69歳 25 42 67
70歳以上 15 11 26
不明 1 10 11
合計 50 136 186

地区別 男 女 計
さいたま市 32 70 102
伊奈町 0 2 2
横浜市 0 1 1
桶川市 1 3 4
久喜市 0 2 2
宮代町 0 1 1
鴻巣市 0 1 1
上尾市 15 53 68
川越市 2 0 2
北本市 0 2 2
蕨市 0 1 1
合計 50 136 186

高校生英語スピーチコンテスト
グローバル化時代に求められる青少年の語学力育成のための取り組みの一環とし
て、2005年度より高校生対象の英語スピーチコンテストを実施しています。

年度 回数 開催日 部門 予備審査応募数 本選出場/入賞者

2011 7回 11/19
スピーチ 20校27名 9名

暗誦 50校76名 8名
2010 6回 11/20 スピーチ 32校50名 11名
2009 5回 11/21 スピーチ 28校64名 10名
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子ども大学 あげお・いな・おけがわ（2011年度）

※埼玉県福祉部子育て支援課委託事業
埼玉県保育士・幼稚園教諭研修会報告（2011年度／主催 聖学院大学）

開催日 会場 内容

第1回 8/6（土） 上尾市 聖学院大学 ヴェリタス館 １．絵本を通してみる子ども観（阿久戸光晴）
2．子どもたちに喜ばれる作品 【グループワーク】（金谷京子／寺﨑恵子）

第2回 8/9（火） 嵐山町 国立女性教育会館
１.保育における危機対応 ～災害・事故時の対応～（金谷京子）
2．危機対応の実践例 【グループワーク】（金谷京子）
3．未来を担う子どもたちと地球環境（新井孝昭 筑波技術大学産業技術学部准教授）

第3回 9/14（水） 新座市 立教大学新座キャンパス

1．幼稚園・保育所における特別支援教育・保育～個別の教育支援計画をめぐって～
　（大石幸二 立教大学現代心理学部教授）
2．保育と運動あそび～子どもの運動力をあげるあそび～（澤江幸則 筑波大学人間総合科学研究科講師）
3．連携・協働の中で発揮する保育者の専門性～みんなの元気と強みを活かし合う保育実践～
　（森 正樹 埼玉県立大学保健医療福祉学部准教授）

第4-7回 11/8（火）〜
11（金） 上尾市 上尾市内保育所（施設見学）

第4回 上尾西保育所・西上尾第二保育所・あたご保育所・原市南保育所
第5回 上尾保育所・原市保育所・西上尾第一保育所・畔吉保育所
第6回 しらこばと保育所・かわらぶき保育所・大谷保育所
第7回 大石保育所・小敷谷保育所・緑丘保育所・上平保育所

第8回 11/15（火） 川口市 川口総合文化センター・リリア
1． 乳幼児の衣食住の安全と健康な生活を考える（大江敏江 立教女学院短期大学幼児教育科准教授）
2． 移行期支援の実際 【グループワーク】（金谷京子）
3． 移行支援 ～保育要録・指導要録で何を伝えるか～（柴崎正行 大妻女子大学家政学部教授）

第9-11回 11/29（火）〜
12/1（木） 川越市 川越市内保育所（施設見学） 第9回 名細保育所／第10回 今成保育所／第11回 高階保育所

第12・15回 12/8（木）・
1/12（木） 川口市 川口市内保育所（施設見学） 第12回 戸塚西保育所・芝保育所

第15回 栄町保育所・上青木西保育所・芝南保育所・芝中央保育所
第13回 12/13（火） 北本市 北本市内幼稚園（施設見学） いしと幼稚園

第14回 12/16（金） 越谷市 サンシティ越谷市民ホール

1． 日ごろの保護者対応について 【グループワーク】（金谷京子）
2． 気になる保護者への対応～保護者支援を考える～（足立智昭 宮城学院女子大学学芸学部教授）
3． 気になる保護者への対応～保護者アセスメント：精神疾患の保護者を中心に～ 
　【演習】（足立智昭 宮城学院女子大学学芸学部教授）

第16回 1/20（金） さいたま市 さいたま市内幼稚園
（施設見学） 聖学院みどり幼稚園

第17回 1/23（月） 川越市 川越南文化会館ジョイフル

１．保育に活かす保育記録（河邉貴子 聖心女子大学文学部教授）
2．保育記録の実際 【グループワーク】（金谷京子）
3．保育の基本に立ち返る～遊び保育がもたらすもの～
　（小川博久 聖徳大学大学院児童学研究科教授/元日本保育学会会長）

第18回 1/16（月）〜
20（金） 上尾市 聖学院大学

（ゼミナール方式研修）

① 相川徳孝ゼミ 保育実践演習  「遊びの意味を考える」
② 石川由美子ゼミ 障害児心理演習  「障害のある子どもの理解と対応」
③ 金谷京子ゼミ 臨床発達心理演習  「危機状況にある子どものケア」
④ 小池茂子ゼミ 社会教育演習  「社会教育における親教育」
⑤ 佐藤千瀬ゼミ 異文化間教育演習  「異文化のなかの子ども」
⑥ 田澤 薫ゼミ 児童福祉演習  「児童福祉の視点から保育を考える」
⑦ 永井理恵子ゼミ 児童教育演習  「児童教育の歴史に学ぶ」
⑧ 藤田 明ゼミ 発声学演習  「やすらぎを感じる声」
⑨ 村山順吉ゼミ 音楽演習  「子どもを育てる音」
⑩ 森 正樹ゼミ 保育者支援演習  「保育者支援の必要性」
⑪ 山田麻有美ゼミ 児童心理演習  「サイコドラマで学ぶ関係性の育み方」
⑫ 澤江幸則ゼミ 運動教育演習  「子どもの運動発達を促す」
⑬ 寺﨑恵子ゼミ 児童文化演習  「遊びの感覚を養う」

第19回 2/20（月）〜
24（金） 上尾市 聖学院大学

（ゼミナール方式研修） 上記①②③④⑤⑥⑧⑨⑩⑫

子ども大学とは、小学校４～６年生までのちがう学校・学年の子どもたちが大学のキャンパスで学ぶ子どものための大学です。
大学の先生などの専門家がわかりやすく教えてくれます。
なぜ？を追求する「はてな学」、郷土を知る「ふるさと学」、よりよく生きる「生き方学」の３つの分野を学びます。

主催　子ども大学あげお・いな・おけがわ実行委員会
（聖学院大学、日本薬科大学、埼玉県教育局、上尾市教育委員会、桶川市教育委員会、伊奈町教育委員会）

日時 内容 講師 人数

1日目 11/19(土）
9時半～12時（はてな学）

■ 入学式 （於：聖学院大学チャペル）
■ 講義①「クリスマスと文化（Ⅰ）
～ クリスマスの飾りの由来とリースづくり ～」

聖学院大学
佐野 正子、寺崎 恵子 59

２日目
12月3日（土）
10時～12時半

【聖学院大学】（はてな学）

■ 講義②「クリスマスと文化（Ⅱ）作ってみよう 
うたってみよう
～クリスマス なにが出るやら～」

聖学院大学
東 仁美 53

わかばクラス
聖学院大学人間福祉学部児童学科は、２歳から３歳の幼児
とその親を対象に、聖学院大学が地域子育て支援事業とし
て「わかば」を開設しています。週の一日を希望し、10:00-
11:30、約20名程度のクラスを開設しています。

年度 2011 2010 2009
Ⅰ期 81 77 91
Ⅱ期 97 94 110
Ⅲ期 85 108 110
合計 263 279 311

外部公開講演・講座・イベント

埼玉県内の保育所・幼稚園・認定こども園に勤務する保育者が、現場で起こる様々な課題に対応し、自らの保育実践や地域での子育て支援を振り返りなが

ら、更なる保育の質の向上を目指すための研修で、2011年度は聖学院大学が埼玉県からの委託を受け、実施しました。2011年8月から2012年2月まで、県内

東西南北の地域の会場で全19回、行われました。（受講者数のべ327名）

※ 本学開催のプログラムのみ、掲載。3日目（1/21）、4日目（2/25）は、日本薬科大学にて開催。

年度 2011年 2010年 2009年
回 第11回 第10回 第9回

開催日 7/16 7/17 7/18
人数 214 223 264

児童英語教師養成講座
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講習内容 実施日 人数

教育の最新事情 8/22、23 60
学校教育における情報機器の活用法 8/24 27
学校教育におけるメンタルヘルスと福祉教育 8/25 49
学校教育におけるカウンセリングの役割と課題 8/26 35

教員免許状更新講習（2011年度）

※講師で肩書無は本学教員。
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オープンキャンパス・サマースクール
体験講義テーマ（2011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 こども心理学科 人間福祉学科

5／28
パラレルワールドの日本－
1945年8月15日に起こっ

たこと－
震災から学ぶコミュニティの

大切さ
英国「ロイヤルウエディン

グ」に見る欧米文化
日本の思想からみる人と人
の関係－愛、慈善、あるいは

ボランティア－
遊びから学ぶこと ― 被災者の思いに触れて

6／25 『もしドラ』学んで東日本大震災の地域復興に貢献しよう 英文法となかよくなろう！－
考える英文法のすすめ－ 夏目漱石の『こころ』を読む 絵画、もうひとつの言語 ― こころからの健康づくり

7／23
9.11、そして3.11を語る 社会の仕組みで読む9.11、と3.11

―抗争と連帯、寛容と排除のパラドクス クロワッサンの世界史 日本語は乱れているのか－
ことばの変化と規則性

国際化する保育所・幼稚
園・小学校 ― ソーシャルワーカーと

ケアワークの関係
― 公務員になろう

8／6
戦争の記憶～世代間継承を
考える／「私」と就職活動～

自己分析を考える～
道徳的に考える

日本文化を消費するヨー
ロッパーマンガ･ファッショ

ン・<かわいい>文化

北条泰時はなぜ人身売買
を容認したか－危機におけ

る政治と倫理
テディベア

（クマのぬいぐるみ）の物語 ― 助けあいから人間福祉へ

8／24 死刑制度から考える
－大学での学びとは－ 大富豪への道 言語取得の不思議：外国語学習

に成功する人ってどんなひと？ 欧米か！の比較文化論 友だちのかたち ― 災害に遭った方への心のケア

9／19 政治の役割－分配の問題
コミュニティを復活させる

ビジネス
－社会企業家を目指せ

言語学習体験－
簡単なハワイ語を学びま

しょう
中国の妖怪・日本の妖怪 ここではないどこかへ：異世

界ファンタジーを愉しむ
こども心理学科を体験して
みよう-心理学ってどんなも
の？箱庭で遊んでみよう-

TVドラマ『ドン★キホーテ』
で見る子どもの相談・虐待

対応のポイント

10／15 「世論」を政治学する 役に立つ経済学？
プロヴァンスの夏

セザンヌの故郷を訪ねて
－フランス生活文化－

「日本文化」をどう視るか 「子ども」を解く 心理学実験をしてみよう 人間は物事をどのようにし
て記憶するのか

12／3 ― ― ― ― ―
・幼児期を生きるこども

－2歳のまなざしから
・映画に学ぶカウンセリングマ
インド～自分探しの旅の秘訣

TVドラマ『ドン★キホーテ』
で見る子どもの相談・虐待

対応のポイント

1／28 政治経済学科の
新しい学びとは 公務員になろう 身近なところで世界とつな

がる人になる ― ― 「寄り添いと癒しの専門家
になる」とは ―

オープンキャンパス・
個別相談会参加者数（2011年度）

実施日 計
5/28 169
6/25 245
6/26 84
7/22 174
7/23 362
8/6 461
8/24 385
9/19 301
10/15 196
11/3 111
12/3 45
12/10 66
1/28 46
2/16 11
3/20 119

※講義時間は25分

8／13(土）
コース・クラス テーマ（内容） 講師 参加者数

講義
コース

心理クラス 「アートセラピー入門」
（交互色彩分割法／雨の中の私画テスト）

藤掛明
（聖学院大学大学院准教授、臨床心理士） 17

建築クラス 「建築の魅力」
（講義「建築の魅力」／チャペル見学）

香山壽夫（建築家、聖学院大学大学院特任
教授、東京大学 名誉教授） 13

考古学クラス 「武蔵国の考古学－
考古学から見た埼玉－」

渡辺正人
（聖学院大学人文学部日本文化学科教授） 12

福祉コース 「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」 人間福祉学科 15

ワールド・カフェ 「私たちの未来、世界のいま」 西村高宏（東北文化学園大学医療福祉学
部 保健福祉学科准教授） 12

小論文 大槻岳（聖学院大学非常勤講師） 22

9／23（祝・金）
小論文 大槻岳（聖学院大学非常勤講師） 27

サマースクール（2011年度）

実施日 プログラム
  5/12（土） オープンキャンパス
  6/  2（土） オープンキャンパス
  6/23（土） ミニオープンキャンパス
  7/  7（土） オープンキャンパス ※1要予約
  7/20（金） オープンキャンパス
  7/21（土） オープンキャンパス
  8/  4（土） オープンキャンパス
  8/18（土） サマースクール ※2要予約
  8/21（火） オープンキャンパス
  9/15（土） One Day Campus ※2要予約
  9/17（月・祝） オープンキャンパス
10/  1（月） オープンキャンパス
10/13（土） オープンキャンパス
11/  3（木・祝） 入試説明・相談会
12/  1（土） 入試説明・相談会
12/  8（土） 入試説明・相談会
  1/12（土） 入試説明・相談会
  2/23（土） 入試説明・相談会

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（2012年度）
開催時間は10：00-15：00

（ただし※1は13：00-18：00、※2は10：00-16：00）

進学相談会日程（2012年度）
都道府県名 実施日 会場 開催時間

福島
  9/12 郡山ホテルハマツ 未定
  9/13 福島[未定] 未定

栃木   9/12 宇都宮マロニエプラザ 14：30～18：00

埼玉

  6/19 大宮ソニックシティ 15：30～18：30
  9/  4 大宮ソニックシティ 15：00～18：30
  9/13 大宮ソニックシティ 15：00～18：30
11/  6 さいたまスーパーアリーナ 未定
11/16 大宮ソニックシティ 15：00～18：00
11/26 大宮ソニックシティ 15：00～18：30

東京
  7/  7 東京国際フォーラム 11：00～16：00
  7/15 サンシャインシティ文化会館※ 10：00～16：00
  9/  8 新宿NSビル 13：00～17：00

新潟   9/12 ANAクラウンプラザホテル新潟 15：00～18：30
長野   7/25 ビッグハット 11：00～17：00

※留学生対象
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