
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
2013年度 聖学院大学

科　　目 決　　算 （単位 円）
学生生徒等納付金 2,619,380,000

授業料 1,826,714,000
入学金 171,860,000
教育拡充費 34,150,000
施設費 566,580,000
実験実習料 20,076,000

手数料 23,384,700
入学検定料 20,540,000
試験料 683,000
証明手数料 1,543,700
その他手数料 618,000

寄付金 88,770,911
特別寄付金 87,589,452
現物寄付金 1,181,459

補助金 493,338,000
国庫補助金 493,158,000
地方公共団体補助金 180,000

資産運用収入 26,464,860
奨学基金運用収入 1,110
受取利息配当金 197,170
施設設備利用料 26,266,580

資産売却差額 65,967,994
不動産売却差額 65,967,994

事業収入 29,176,535
補助活動収入 28,996,535
受託事業収入 180,000

雑収入 142,829,167
私大退職金財団交付金 130,588,857
その他の雑収入 12,240,310

帰属収入合計 3,489,312,167
基本金組入額 △ 277,948,536
消費収入の部合計 3,211,363,631

消費収入の部
科　　目 決　　算 （単位 円）

人件費 2,411,975,152
教員人件費 1,448,008,465
職員人件費 795,447,104
退職金 130,588,857
退職給与引当金繰入額 37,930,726

教育研究経費 770,652,636
消耗品費 31,102,073
光熱水費 54,223,555
旅費交通費 22,000,624
通信運搬費 14,013,044
印刷製本費 14,266,550
出版物費 22,322,800
研究費 28,755,233
諸会費 2,740,000
会議費 8,097,650
報酬・委託・手数料 170,725,290
福利費 4,054,830
修繕費 17,638,221
賃借料 41,838,942
奨学費 102,724,835
補助活動仕入 11,025,243
生徒活動補助費 7,321,731
雑費 2,881,524
減価償却額 214,920,491

管理経費 236,039,061
消耗品費 5,091,038
光熱水費 6,761,991
旅費交通費 3,235,897
通信運搬費 9,978,267
印刷製本費 19,708,885
出版物費 2,757,527
諸会費 3,244,062
会議費 2,661,991
報酬・委託・手数料 30,846,237
修繕費 2,318,995
保険料 2,786,002
広報費 65,631,882
車両費 887,423
渉外活動費 814,219
公租公課 282,650
賃借料 6,144,503
補助活動仕入 30,217,110
雑費 9,508,853
文化財発掘費 12,757,500
減価償却額 20,404,029

借入金等利息 3,217,272
借入金利息 3,217,272

資産処分差額 30,152,534
その他の資産処分差額 30,152,534

徴収不能額 19,712,000
消費支出の部合計 3,471,748,655
当年度消費支出超過額 260,385,024

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（教育情報

の公表）で公開しています。 

2013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（2014年6月10日現在）。

（2013年4月1日から2014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（2013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

4／26 総合研究所　スピリチュアルケア研究講演会 在宅ホスピスケアと医の原点 川越 厚（医療法人社団パリアン理事長 クリニック川越院長） 55

6／5 日本文化学科春の講演会2013 「香りと文学と私」 嶋本 静子（北鎌倉「香り仕事」オーナー） 215 

6／8 「第10回ほたる祭り」2013 約700

6／14 総合研究所　国際シンポジウム ラインホールド・ニーバーの宗教・社会・政治思想の研究 ロビン・ラヴィン（サザン・メソジスト大学 全学教授）／

任 成彬（韓国・長老会神学大学校 教授） 80

6／22 大学院人間福祉学研究科特別講演会
窪寺 俊之（聖学院大学大学院人間福祉学研究科長）／

相川 章子（聖学院大学大学院人間福祉学研究科教授）／

藤掛 明（聖学院大学大学院人間福祉学研究科准教授）
24

6／28 大学院アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科特別講演会 「ニーバーの祈り―The Serenity Prayer」 高橋 義文（聖学院大学大学院アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科長） 13

6／29 総合研究所　【子どもの人格形成と絵本】研究プロジェクト 
第1回子どもの育ちと絵本研究会

乳児期における絵本共有が母子関係に及ぼす効果の実証的
検討：子どもに対する母親の行動の変化から 佐藤 鮎美（京都橘大学健康科学部心理学科助教） 10

7／25 総合研究所　【子どもの人格形成と絵本】研究プロジェクト 
子どもの育ちと絵本研修会 子どもの育ちと絵本２　―声の森からことばへ― 阿久戸 光晴（学校法人聖学院理事長・院長・聖学院大学学長）／

寺﨑 恵子（聖学院大学児童学科准教授） 38

8／17 聖学院大学復興支援ボランティアチーム【SAVE】主催講座 「みんなで学ぼう！！防災講座」 宮﨑 賢哉（災害救援ボランティア推進委員会 主任防災教育コンサルタ
ント／社会福祉士） 24

9／9 総合研究所　牧会サマーセミナー 牧会における家族の問題
堀 肇（聖学院大学大学院非常勤講師・臨床牧会スーパーヴァイザー）／

藤掛 明（聖学院大学大学院准教授 同大学人間福祉学部こども心理学科准教授）／

村上 純子（聖学院大学人間福祉学部こども心理学科准教授）
26

9／14 聖学院大学大学院　政治政策学研究科 税法修了生座談会 9

9／20 総合研究所　臨床死生学研究講演会 がん哲学外来 樋野 興夫（順天堂大学医学部 病理・腫瘍学 教授） 61

9／27 総合研究所　カウンセリングシンポジウム 心の世界を絵本に学ぶ
窪寺 俊之（聖学院大学大学院教授 同大学人間福祉学部こども心理学科長）／

藤掛 明（聖学院大学大学院准教授 同大学人間福祉学部こども心理学科准教授）／

堀 肇（聖学院大学大学院非常勤講師・臨床牧会スーパーヴァイザー）
102

10／5 創立記念音楽祭 ウィーン三重奏団 811

10／8 聖学院大学チャペルシアター 「ソウル・サーファー」 26

10／11 聖学院大学チャペルシアター 「祝祭」 19

10／12 聖学院大学大学院 人間福祉学研究科特別講演会 大学院での学び
窪寺 俊之（聖学院大学大学院人間福祉学研究科長）／

古谷野 亘（聖学院大学大学院人間福祉学研究科教授）／

永井 理恵子（聖学院大学大学院人間福祉学研究科教授）
8

10／13 総合研究所　第12回ピア・スーパービジョン スーパービジョンの魅力～お互いの元気を育む時間(とき)～ 田村 綾子（聖学院大学人間福祉学科准教授、公益社団法人日本精神
保健福祉士協会副会長・研修センター長、認定スーパーバイザー） 24

10／23 創立記念講演会 未来に種を蒔け 芳賀 力（東京神学大学学長） 411

10／24 聖学院大学大学院アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科
第2回特別講演会 「不可思議な怪物としての人間―パスカルの思想入門」 片柳 榮一（聖学院大学大学院アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科教授）

10／25 総合研究所　スピリチュアルケア研究講演会 いのちを育むホスピスケア～死にゆく人たちに生かされて～ 細井 順（公益財団法人近江兄弟社 ヴォーリズ記念病院 ホスピス長） 59
11／1
11／2 ヴェリタス祭 2,801

11／6 政治経済学部講演会 「税の役割と税務署の仕事」 塩原 義文（上尾税務署長） 63 

11／11
総合研究所　科学研究費補助金「ラインホールド･ニー
バーの宗教・社会・政治思想の研究」
第1回「ラインホールド・ニーバー」研究会

ニーバーの宗教改革論　―ニーバー『人間の運命』第７章
「近代文化における人間の運命をめぐる論争 - 宗教改革」
に学ぶ―

髙橋 義文（聖学院大学大学院教授[本研究会代表]　総合研究所所長） 18

11／20 政治経済学科秋の講演会 「ヒューマニズムとは何か?―帝国主義化する国際環境とキリ
スト教の可能性―」

佐藤 優（元・外務本省国際情報局分析第一課主任分析官）／

姜 尚中（聖学院大学全学教授） 311 

11／22 第4回聖学院大学ランチタイム・コンサート 「音楽の花束」 西郡 文子　オーボエ／笹崎 由紀子　チェロ／
林 きらら　ピアノ 71

11／27 欧米文化学科特別講演会 「ディズニーランドとグローバル化」 能登路 雅子（東京大学名誉教授） 124

11／27 クリスマス点火祭 約1,000

11／30 総合研究所　【子どもの人格形成と絵本】研究プロジェク
ト 第2回子どもの育ちと絵本研究会

育ちを支える絵本の力― スーザン・バーレイ『わすれられな
い おくりもの』より― 佐治 由美子（聖学院大学人間福祉学部児童学科特任講師） 32

12／9
総合研究所　科学研究費補助金「ラインホールド･ニー
バーの宗教・社会・政治思想の研究」
第2回「ラインホールド・ニーバー」研究会

新聞記事からみる「神学者」ラインホールド・ニーバー 澤井 治郎（東北大学大学院文学研究科専門研究員） 20

12／17 総合研究所　臨床死生学研究講演会 こころの健康とたましいの健康～死生観の回復に向けて～ 石丸 昌彦（精神科医 放送大学教授） 71

12／18 総合研究所　学術講演会 教会と政治 金 明容（韓国・長老会神学大学校 総長） 71

1／17 総合研究所　スピリチュアルケア研究講演会 がん医療の現場からみた心の問題 大西 秀樹（埼玉医科大学国際医療センター 精神腫瘍科教授） 54

1／27
総合研究所　科学研究費補助金「ラインホールド･ニー
バーの宗教・社会・政治思想の研究」
第3回「ラインホールド・ニーバー」研究会

『人間の本性と運命』第２巻　
第４章「知恵と恵みと力（歴史の成就）」／
第５章「恵みと高慢との葛藤」

柳田 洋夫（聖学院大学准教授 人文学部副チャプレン）／

松本 周（聖学院大学基礎総合教育部助教）
16

2／13
主催：東日本大震災救援キリスト者連絡会(DRCnet)、
東京基督教大学、聖学院大学総合研究所
共催：フラー神学校、ホイートン大学

「東日本大震災国際神学シンポジウム 神戸」
苦難を通し、壁を越えて、次の世代へ ホァン・マルティネス（フラー神学大学院）／

通訳：藤原淳賀 (聖学院大学基礎総合教育部教授）
48

2／15
2／17

主催：東日本大震災救援キリスト者連絡会(DRCnet)、
東京基督教大学、聖学院大学総合研究所
共催：フラー神学校、ホイートン大学

「第3回東日本大震災国際神学シンポジウム 東京」
苦難を通し、壁を越えて、次の世代へ

ホァン・マルティネス（フラー神学大学院）／

デービッド・ボーアン（ホイートン大学）／

ジョージ・カランティス（ホイートン大学）／

通訳：ブライアン・バード(聖学院大学総合研究所特任講師）

15日 79
17日 120

2／28
総合研究所　科学研究費補助金「ラインホールド･ニー
バーの宗教・社会・政治思想の研究」
第4回「ラインホールド・ニーバー」研究会

ニーバーのルネサンス理解の思想史的考察 安酸 敏眞（北海学園大学教授） 25

3／1 総合研究所　第13回ピア・スーパービジョン ミニレクチャー「ピア・スーパービジョンとは？」 助川 征雄（聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科長） 15

3／8 総合研究所　【子どもの人格形成と絵本】研究プロジェクト 
第3回子どもの育ちと絵本研究会

「オノマトペ（擬音語・擬態語）の世界を体感する」　
〈午前の部〉人形劇団「ふーせん劇場」／
〈午後の部〉オノマトペ（擬音語・擬態語）絵本読み合いワークショップ

宇奈月 やつ子（人形劇団「ふーせん劇場」主宰）／
金子 浩介（ピアニスト）／
金子 弥香（ヴァイオリニスト）

AM 84
PM 51

3／8 自転車のまち“あげお” 「スマート・サイクル☆フェスタ」
主催　上尾市自転車のまちづくり産学官協働事業実行委員会
協賛　ブリヂストンサイクル（株）／ 聖学院大学、au損害保険（株）／
 UDトラックス（株）／（株）島村工業 ／アリオ上尾／（株）ウチダ）　

※開催時の所属・役職を記載しています。　※参加者数は本学学生・教職員含む。
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進学相談会日程（2014年度）
都道府県名 実施日 会場

埼玉

  5／10（土） 大宮ソニックシティ
  5／18（日） 大宮ソニックシティ
  6／  3（火） 大宮ソニックシティ・さいたまスーパーアリーナ
10／  7（火） 大宮ソニックシティ

東京

  5／  7（水） 新宿NSビル
  6／11（水） 新宿NSビル
  6／14（土） 池袋サンシャインシティ
  6／17（火） ホテルメトロポリタン※

  7／16（水） 秋葉原UDX※

  7／17（木） ブリランテ武蔵野※

  7／18（金） ホテルメトロポリタン※

  9／  5（火） ヒューリックホール※

  9／16（土） ホテルメトロポリタン※

10／未定 池袋サンシャインシティ 文化会館※

※留学生対象

実施日 プログラム
  4/26（土） オープンキャンパス
  5/31（土） オープンキャンパス
  6/28（土） オープンキャンパス
  7/12（土） サマースクール　要予約
  7/19（土） オープンキャンパス
  7/21（月・祝） オープンキャンパス　授業参観有
  8/  2（土） オープンキャンパス
  8/  9（土） サマースクール　要予約
  8/19（火） オープンキャンパス
  9/13（土） オープンキャンパス
10/11（土） オープンキャンパス
11/  1（土） 入試説明・相談会
12/13（土） 入試説明・相談会
  1/10（土） 入試説明・相談会
  2/21（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（2014年度）
開催時間 オープンキャンパス 10：00〜15：00

 サマースクール 10：00〜16：00

外部公開講演・講座・イベント

子ども大学 あげお・いな・おけがわ（2013年度）
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
2013年6月8日（土）
13：00～15：45
チャペル・エルピスホール

◆入学式・ハンドベルミニコンサート
◆講義

【生き方学】
みんなで生きるまちって”どんなまち？”

～バリアのない住み良いまちってなんだろう～ 

野口 祐子 55

２日目

2013年6月29日（土）
13：00～15：30
エルピスホール・インターネッ
トカフェ・特別食堂

◆講義
【生き方学・はてな学】
ボランティアってなあに？

～被災地のお友達のために今、何ができるか考えよう～
【生き方学】
見えないけれど大切なもの～讃美歌を歌おう～

川田 虎雄
芦澤 弘子
藪内 阿子

左近 豊
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キッズ・ユニバーシティ・さいたま

大学コンソーシアムさいたま主催

第3回学生政策フォーラムinさいたま

さいたま市教育委員会と連携して、子どもの知的好奇心を刺激
し、学問への憧れを抱く学びの機会を提供。

加盟大学の学生が「さいたま市のブランド力向上のための政策・
事業」をテーマに研究し発表。本学からは政治経済学部のゼミ、
1グループが参加しました。

【実施日】2013年12月7日（土）
【内容と講師】
「もしも海外の学校に通うことになったら？」佐藤千瀬
「テディベア（クマのぬいぐるみ）物語」永井理恵子
「オルガンのしくみを知ろう」相川徳孝
【その他のプログラム】
聖学院大学の魅力を探れ～キャンパス・ツアー～、学食での昼食など

【参加者数】参加児童71名、保護者約60名、ボランティア学生10名

【実施日】2013年11月24日（日）
【会場】武蔵浦和コミュニティセンター　多目的ホール（サウスピア9階）

※本学開催のプログラムのみ掲載。
3日目（7／6）は埼玉新都市交通（株）本社、4日目（9／7）、5日目（10／19）は日本薬科大学にて開催。

講習内容 実施日 人数
教育の最新事情 8/5、6 68
学校教育におけるカウンセリングの役割と課題 8/7 34
学校教育におけるメンタルヘルスと福祉教育 8/8 32
学校教育における情報機器の活用法 8/9 36

教員免許状更新講習（2013年度）

年度 2013年 2012年 2011年 2010年
回 第13回 第12回 第11回 第10回

開催日 4/26、7/20、12/21 7/14 7/16 7/17
人数 165 165 214 223

小学校英語指導者養成講座
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

聖学院大学附属みどり幼稚園
在籍者数

（2014年4月現在）

年少 26
年中 29
年長 33
計 88

年度 2013 2012 2011
人数 230 243 186

受講者数推移

公開講座受講者数（2013年度）／第43回
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：5/11（土）～7/13（土）全10回

年齢別 男 女 計
20歳未満 0 0 0
20～29歳 0 0 0
30～39歳 1 3 4
40～49歳 3 15 18
50～59歳 4 11 15
60～69歳 18 13 31
70歳以上 12 3 15
不明 35 112 147
合計 73 157 230

地区別 男 女 計
上尾市 15 38 53
さいたま市 56 112 168
鴻巣市 1 0 1
桶川市 1 3 4
蕨市 0 1 1
行田市 0 1 1
南埼玉郡 0 1 1
横浜市 0 1 1
合　計 73 157 230

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。

（2013年度 実施・運営：人文学部欧米文化学科／後援：埼玉県、さいたま市教育
委員会、埼玉県教育委員会、上尾市教育委員会）

年度 開催日 本選出場/入賞者 回数 部門 予備審査応募数

2013 11/16
9名

9回
スピーチ 22校24名

6名 暗誦 35校59名

2012 11/17
8名

8回
スピーチ 17校21名

7名 暗誦 38校63名

2011 11/19
9名

7回
スピーチ 20校27名

8名 暗誦 50校76名
2010 11/20 11名 6回 スピーチ 32校50名

※2011年度より暗誦部門を開始。2013年度の課題はスティーブ・ジョブズの
スタンフォード大学卒業式辞より抜粋''Stay Hungry,Stay Foolish"。2012
年の課題はヘレン・ケラーの自伝「The Story of My Life」。2011年の課題は

「雨ニモ負ケズ」。
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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・
個別相談会参加者数（2013年度）

実施日 計
  5／11 212
  6／  1 266
  6／22 308
  7／15 174
  7／20 410
  8／  3 518
  8／20 587
  9／14 267
10／12 280
11／  2 93
12／  7 26
12／14 116
  1／11 50
  2／22 32

8／10(サマースクール）

クラス テーマ（内容） 講師 参加者数
高校生 一般 合計

考える力をつける
小論文と志望理由書における原稿
用紙や語彙の使い方、文章構成か
ら始まり、実際に小論文を作成。

大槻 岳
（聖学院大学非常勤講師） 48 1 49

ワールド・カフェ

「かっこいい生き方とは？」
午前：恩師、留学生、被災地ボラン

ティアをしている卒業生・
蛭 間 龍 矢さんへのインタ
ビューVTRを観て“かっこい
い生き方”について考えた。

午後：午前中のインタビューVTR
を踏まえて、高校生と学生ス
タッフが“かっこいい生き方
とは？”について話し合った。

11 0 11

9／16（One Day Campus）　※台風のため開催中止。数字は申込者数。

考える力をつける
小論文と志望理由書における原稿
用紙や語彙の使い方、文章構成か
ら始まり、実際に小論文を作成。

大槻 岳 
（聖学院大学非常勤講師） （25）

グローバル ゲームやダンス、歌を利用しながら
英語を楽しく体験。

今井 宏美
（株式会社プロソディー代表取締役） （16）

サマースクール　コース内容と参加者（申込者）数（2013年度）

体験講義テーマ（2013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

5／11
リスクだらけの社会を
生きる
─現代リスク社会論─

コミュニティを社会起業家
たちが復活させる！！

ヴィジュアル・カルチャー
への招待

ポピュリスト豊臣秀吉の
政策 遊ぶことの意味を考える 『８才の壁』２年生と

３年生じゃ大違い!? アルファベットの歴史

6／1 ・ファストを求める社会
・公務員になろう 資格取得と就職

欧米における
Manga（漫画）文化
比較文化・翻訳文化入門

日本語のオノマトペ
漫画に見るその表現性

児童学を基盤に
『先生』になる！

子どもの育ちと絵本
～声の森から～

人の気持ちに
寄り添う支援

6／22 ・大富豪の条件
・法を学ぶ 世の中を生き抜く知恵

一言英会話
小学校英語で会話を楽
しもう！

泉鏡花『高野聖』は
なぜ面白いのか？

国際化する保育所･
幼稚園・小学校

あなたならどうする？
救命胴衣が１つしかな
かったら

助け合いから
人間福祉へ

7／20 決定しない民主主義
―ヨーロッパの例から考える 海賊から見る歴史 『日本文化』をどう視るか

『床下の小人たち』
（「借り暮らしの
アリエッティ」原作）にみる
不思議との出会い

やる気はどこから
出てくるか

いじめ・虐待が
脳に与える影響

8／3 ゆとり教育世代のコミュニケーション能力は？
：学生による調査報告 危険にさらされた言語 中国の妖怪・日本の妖怪 ガウディと自然主義建築 子どもの心と教育

アルプスの少女
ハイジにみる
リカバリーとピアサポート

8／20 疾走するネットミュニケーション
チョコレートの倫理学
―グローバル化時代の

「正しいチョコレート」？

日本文化における愛と正義の想像力 
・日本文化の想像力①アニメ編

－エヴァと魔性少女の想像（創造）力－
・日本文化の想像力②テーマパーク編

－〈ディズニーランドvs脱ディズニーランド〉の可能性－
・日本文化の想像力③小説編

－『こころ』と『ノルウェイの森』の〈空白〉の共通点－

大切な人を喪ったとき
～グリーフカウンセリン
グの世界

こころからの健康づくり

9／14 死刑制度から考える─大学での学びとは 『コカ・コーラ』から見る
アメリカ

・私の出会った人たち
～北村透谷・山路愛山・
櫻井明石・高木坎堂

・新美南吉
「でんでんむしのかなしみ」
を読む

・司馬遼太郎の
「二十一世紀を生きる
君たちへ」を読む

小学校で学ぶ 子どもたちの
健康的な生活づくり

生活のしづらさを抱える人と
その人を支える
社会福祉士の役割

10／12 日本の農業と市場経済 アニメの歴史 文学と思想―夏目漱石の
「個人主義」をめぐって

社会の中にある教育力に
ついて考える 自己理解，他者理解

私たちの暮らしを変える
ユニバーサルデザインと
は

※講義時間は25分

聖学院大学附属みどり幼稚園
在籍者数

（2014年4月現在）

※8/3は姜尚中先生の講演会も実施（午前「悩む力・学ぶ力」、午後「現場力とリベラルアーツ」）
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