
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。

Chapter 5 その他のデータ
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2014年度 聖学院大学

消費収支計算書
（2014年4月1日から2015年3月31日まで）

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。

 2014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（2015年6月10日現在）。

消費収入の部
科　　目 決　　算 （単位：円）

学生生徒等納付金 2,435,388,000
　授業料 1,702,177,000
　入学金 156,675,000
　実験実習料 17,366,000
　教育拡充費 31,800,000
　施設費 527,370,000
手数料 21,338,100
　入学検定料 19,100,000
　試験料 620,000
　証明手数料 1,418,100
　その他手数料 200,000
寄付金 71,880,608
　特別寄付金 70,722,600
　現物寄付金 1,158,008
補助金 474,181,380
　国庫補助金 473,998,000
　地方公共団体補助金 183,380
資産運用収入 26,898,304
　奨学基金運用収入 1,132
　受取利息・配当金 207,178
　施設設備利用料 26,689,994
事業収入 24,585,044
　補助活動収入 24,487,844
　受託事業収入 97,200
雑収入 115,925,229
　廃品売却収入 7,150
　私大退職金財団交付金 106,395,486
　入学案内頒布収入 0
　文献複写費収入 648,023
　その他の雑収入 8,874,570
帰属収入合計 3,170,196,665
基本金組入額合計 △ 189,481,962
消費収入の部合計 2,980,714,703

消費支出の部
科　　目 決　　算 （単位：円）

人件費 2,511,806,386
　教員人件費 1,419,076,323
　職員人件費 834,404,751
　退職金 106,395,486
　退職給与引当金繰入額 151,929,826
教育研究経費 774,574,107
　消耗品費 29,685,627
　光熱水費 57,211,677
　旅費交通費 20,552,116
　奨学費 116,415,351
　通信運搬費 14,847,750
　印刷製本費 14,664,007
　出版物費 24,599,221
　研究費 23,289,827
　諸会費 3,182,291
　会議費 6,980,055
　報酬・委託・手数料 164,038,095
　福利費 4,070,513
　修繕費 31,828,524
　賃借料 39,735,103
　補助活動仕入 6,178,217
　生徒活動補助費 6,664,228
　雑費 2,973,394
　減価償却額 207,658,111
管理経費 228,950,911
　消耗品費 8,319,773
　光熱水費 6,731,587
　旅費交通費 2,455,971
　通信運搬費 10,734,374
　印刷製本費 26,517,601
　出版物費 2,060,543
　諸会費 3,215,422
　会議費 2,799,160
　報酬・委託・手数料 27,877,893
　修繕費 3,830,393
　保険料 2,145,683
　広報費 69,097,574
　車両費 770,335
　渉外活動費 840,225
　公租公課 265,500
　賃借料 4,220,178
　特別奨学費 154,670
　補助活動仕入 33,778,514
　雑費 3,620,781
　経常費補助金返還金 43,000
　減価償却額 19,471,734
借入金等利息 3,448,941
　借入金利息 3,448,941
資産処分差額 299,673,528
　不動産処分差額 291,247,129
　その他の資産処分差額 8,426,399
徴収不能額 13,512,500
消費支出の部合計 3,831,966,373
当年度消費支出超過額 851,251,670
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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（2014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
4／25 総合研究所 スピリチュアルケア研究講演会 死に対峙している魂の苦悩にどのように応えるか 下稲葉 康之（社会医療法人栄光会 栄光病院 理事長・名誉ホスピス長） 90

5／15 第1期サテライト講座『姜々諤 ・々聖学講座』第1回 これからの日本
上野 千鶴子（東京大学名誉教授・立命館大学大学院特別招聘教授・認定
NPO法人WAN（ウィメンズ アクションネットワーク）理事長）／

姜 尚中（本学学長）
96

6／4 人文学部日本文化学科　春の文化公演会 ヒダノ修一の世界 ヒダノ 修一（太鼓奏者） 183
6／14 「第11回ほたる祭り」2014 350

6／21 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究講演会

絵本の読みあいにおける大人の役割とは?
～幼児と母親の絵本の読みあい場面の観察研究からの示唆～ 齋藤 有（ルーテル学院大学　総合人間学部助教） 30

6／28 大学院人間福祉学研究科特別講演会第1回
「子どもの主体性を育む関わり」
「『顔色うかがい』の生き方とカウンセリング」
「変貌する人間福祉と今後」

田澤 薫・藤掛 明・助川 征雄（本学大学院人間福祉学研究科教員） 20

6／30 第1期サテライト講座『姜々諤 ・々聖学講座』第2回 これからの日本 松本 祐子（本学教授／児童文学作家）／

姜 尚中（本学学長） 94

7／4 第1期サテライト講座『姜々諤 ・々聖学講座』第3回 これからの日本 東島 誠（本学教授／歴史学）／

姜 尚中（本学学長） 71

7／12 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究ワークショップ

ふれあい・ことば・あそび
ふわふわ　ころころ 加藤 みや子（舞踊家、現代舞踊協会理事、日本大学芸術学部講師） 66

7／16 政治経済学部・図書館情報学課程　講演会 情報ルネサンス―情報社会とビッグデータをとらえなおす― 西垣 通（東京経済大学コミュニケーション学部教授・東京大学名誉教授） 110

7／18 第1期サテライト講座『姜々諤 ・々聖学講座』第4回 これからの日本 佐藤 優（元・外務省在ロシア日本大使館勤務、元・外務本省国際情報局分析第一課主任分析官）／

姜 尚中（本学学長） 102

7／26 学長就任記念講演会 支え合う力――地域愛を育む聖学院教育 姜 尚中（本学学長） 512

8／1 第1期サテライト講座『姜々諤 ・々聖学講座』第5回 これからの日本 阿久戸 光晴（聖学院理事長・院長）／

姜 尚中（本学学長） 78

8／15 平和の祈り　8.15 姜 尚中（本学学長） 253

9／8 総合研究所 牧会サマーセミナー 教会における人間関係
藤掛 明（本学大学院准教授）／

堀 肇（鶴瀬恵みキリスト教会牧師・臨床パストラルスーパーバイザー・本学総
合研究所カウンセリング研究センターカウンセラー）／

窪寺 俊之（本学大学院教授）

28

9／13 大学院政治政策学研究科 修了生座談会 3
9／24 政治経済学部　講演会 鈴木 茂（大宮アルディージャ社長） 46
10／1 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

10／11 総合研究所 第14回ピア・スーパービジョン
（福祉のこころ研究会[第一部のみ]･SWnet共催）

福祉のこころを育む～スーパービジョン体験
～バイジーとして、バイザーとして～

廣江 仁（社会福祉法人養和会指定障害福祉サービス事業所 F&Y 境港所
長、社団法人日本精神保健福祉士協会認定スーパーバイザー） 19

10／11 大学院人間福祉学研究科特別講演会第2回
「『子ども・子育て支援新制度』を児童学から考える」
「高齢化社会でのスピリチュアルケアの意義」
「超高齢社会における新しい研究課題」 

田澤 薫・窪寺 俊之・古谷野 亘（本学大学院人間福祉学研究科教員） 16

10／14 第2期サテライト講座『姜々諤 ・々聖学講座』第1回 これからの学校 田中 優子（法政大学総長）／姜 尚中（本学学長） 150

10／15 創立記念講演会①
（対象学部:政治経済学部、人文学部） 聖学院大学が目指すもの 姜 尚中（本学学長） 315

10／22 創立記念講演会②
（対象学部:人間福祉学部）

『あるがまま』と『あるとき』のあいだ
―ラインホールド・ニーバーに学ぶ― 髙橋 義文（総合研究所副所長・大学院客員教授） 419

10／23 大学院アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科特別講演会 第33代埼玉県知事・川西実三の視座　―新渡戸・内村門下
の「社会派官僚」をめぐって 村松 晋（本学大学院アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科教授） 4

10／24 総合研究所 スピリチュアルケア研究講演会 検査社会の到来“健康”が義務となる社会 関 正勝（聖路加国際病院チャプレン　立教大学名誉教授） 36
10／25 創立記念音楽会 ゲーデ弦楽四重奏団 856
10／31・
11／1 ヴェリタス祭 2086

11／7 総合研究所 日韓神学シンポジウム2014
（第四回日韓神学者学術会議）

主題:「いのちの尊厳の確立」

セッションⅠ: 傷付いた魂へのスピリチュアルケア
セッションⅡ: 生命（いのち）の危機的時代にいのちの尊厳を

確立するための神学的対案の模索

セッションⅠ: 窪寺 俊之（本学大学院教授）、
 コメント:尹哲昊（長老会神学大学校教授）

セッションⅡ: 朴 成奎（長老会神学大学校・助教授）、
 コメント:姜尚 中（本学学長）／

 阿久戸 光晴（聖学院理事長･院長）

100

11／10 第2期サテライト講座『姜々諤 ・々聖学講座』第2回 これからの学校 香山 リカ（精神科医・立教大学現代心理学部教授）／

姜 尚中（本学学長） 159

11／14 総合研究所 カウンセリングシンポジウム
物語に学ぶ心の世界
1）「我が涙よ、我が歌となれ」
2）「最後の一葉」
3）「妖怪ウオッチ」

1） 窪寺 俊之（本学大学院教授）

2） 堀 肇（鶴瀬恵みキリスト教会牧師・臨床パストラルスーパーバイザー・本
学総合研究所カウンセリング研究センターカウンセラー）

3） 藤掛 明（本学大学院准教授）

50

11／26 政治経済学部・日本文化学科共催　講演会 盆栽の話 山田 寅幸（清香園店主） 30
11／26 クリスマスツリー点火祭 約700

11／28 第2期サテライト講座『姜々諤 ・々聖学講座』第3回 これからの学校 小川 洋（本学教授／教育学）／

姜 尚中（本学学長） 71

11／29
総合研究所 【子どもの人格形成と絵本】研究プロジェクト
子どもの育ちと絵本研究会
研究ワークショップ

感性ことばで遊ぼう オノマトペがひらく物語の世界 
―宮澤賢治の「雪わたり」 ― 宇奈月 やつ子（人形劇団ふーせん劇場主宰） 52

11／29
総合研究所 【子どもの人格形成と絵本】研究プロジェクト
子どもの育ちと絵本研究会
研究シンポジウム

絵本の「読み聞かせ」から 「読みあい活動」へ　―子どもの育
ちに寄り添う楽しい読みの世界とは?　読み手の読みの謎を
紐解こう!―

石川 由美子（本学 こども心理学科教授）／

水谷 勉（自治医大病院　研究員）／
齋藤 有（ルーテル学院大学助教）／

宇奈月 やつ子氏（人形劇団ふーせん劇場主宰）

37

12／5 第2期サテライト講座『姜々諤 ・々聖学講座』第4回 これからの学校 田村 綾子（本学准教授、公益社団法人日本精神保健福祉士協会副会長）／

姜 尚中（本学学長） 66

12／9 第2期サテライト講座『姜々諤 ・々聖学講座』第5回 これからの学校 尾木 直樹（法政大学教職課程センター長・教授）／

姜 尚中（本学学長） 172

12／26 『デジタルの際』トークイベント・書籍販売会
<主催:八重洲ブックセンター　協賛:聖学院大学出版会>

デジタル・ナルシス、あるいは情報偏愛 
～デジタル社会の人格・アイデンティティ～

河島 茂生（本学政治経済学科准教授）／

横山 寿世理（本学日本文化学科准教授）／

西垣 通（東京経済大学教授、東京大学名誉教授）
80

1／14 欧米文化学科公開講演会 「英語」が教えてくれたこと 葛城 崇（文部科学省初等中等教育局国際教育課　英語教育プロジェクトオ
フィサー、楽天株式会社　グローバル人事部副部長） 64

1／16 総合研究所 スピリチュアルケア研究講演会 心身の病とたましいのケア
～大切だけれど忘れがちなこと～ 田村 綾子（本学人間福祉学科准教授） 51

2／20～
3／19 ブックフェア 紀伊國屋書店「聖学院大学の先生が書いた本」フェア 紀伊國屋書店

（さいたま新都心店、浦和パルコ店、川越店） ―

※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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外部公開講演・講座・イベント

公開講座受講者数（2014年度）／第44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

教員免許状更新講習（2014年度）
講習内容 実施日 人数
教育の最新事情 8/4、5 74
学校教育におけるカウンセリングの役割と課題 8/6 38
学校教育における情報機器の活用法 8/7 35
学校教育におけるメンタルヘルスと福祉教育 8/8 48

子ども大学 あげお・いな・おけがわ（2014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･場所 内容 講師 人数

1日目

2014年6月14日（土）
13：00～15：30
チャペル・エルピスホール
生き方学

◆入学式･ハンドベルミニコンサート
◆講義①
　西洋音楽（クラシック音楽）を育てたのは？
　～キリスト教＆教会が育んだ音楽と楽器の探検物語～
　クラシック音楽はどうやってできたの？調べてみよう！

氏家 理恵 教授
相川 徳孝 准教授 57

2日目

2014年6月21日（土）
13：00～15：30
エルピスホール・インターネットカフェ
生き方学

◆入学式･ハンドベルミニコンサート
◆講義①
　西洋音楽（クラシック音楽）を育てたのは？
　～キリスト教＆教会が育んだ音楽と楽器の探検物語～
　クラシック音楽はどうやってできたの？調べてみよう！

氏家 理恵 教授 57

※本学開催のプログラムのみ掲載。
　3日目（7／5）はべに花ふるさと館・圏央道工事現場、4日目（9／13）、5日目（10／14）は日本薬科大学にて開催。

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。P.49参照
【実施日】
2014年12月6日（土）

【内容と講師】
 「数をいろいろな方法で表してみよう（ｎ進法）」 齋藤範雄
 「〈わらわら〉をひとつにする仕掛け」 寺﨑恵子
 「オルガンのしくみを知ろう」 相川徳孝

【その他プログラム】
 「聖学院大学の魅力を探れ ～キャンパスツアー」 （学生）
 「大学生との活動」（学生）

【参加者数】
参加児童28名、保護者約20名、ボランティア学生10名

キッズ・ユニバーシティ・さいたま

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

年度 2014年 2013年 2012年 2011年
回 第14回 第13回 第12回 第11回

開催日 4/26、7/19、
12/20

4/26、7/20、
12/21 7/14 7/16

人数 154 165 165 214

聖学院大学附属みどり幼稚園
在籍者数

（2015年4月現在）

年少
年中
年長

22
28
29

計 79

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・2014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）

暗誦部門 課題一覧　※暗誦部門は2011年度より開始
年度 暗誦課題

2014年度 モンゴメリ「赤毛のアン」より抜粋 "The Bend in the Road"

2013年度 スティーブ・ジョブズ　スタンフォード大学卒業式式辞より抜粋 
"Stay Hungry, Stay Foolish"

2012年度 ヘレン・ケラー自伝 "The Story of My Life"

2011年度 宮沢賢治「雨ニモマケズ」(英訳）

年齢別 男 女 計
20歳未満 0 0 0
20～29歳 0 0 0
30～39歳 2 6 8
40～49歳 5 11 16
50～59歳 6 9 15
60～69歳 11 21 32
70歳以上 11 6 17
不明 42 132 174
合計 77 185 262

地区別 男 女 計
上尾市 21 39 60
さいたま市 59 129 188
鴻巣市 0 1 1
所沢市 0 4 4
桶川市 0 2 2
蕨市 0 1 1
行田市 0 1 1
熊谷市 0 1 1
南埼玉郡 0 1 1
豊島区 1 0 1
その他 0 2 2
合　計 81 181 262

受講者数推移
年度 2014 2013 2012
人数 262 230 243

年度 開催日 本選出場／入賞者 回数 部門 予備審査応募者数

2014 11/15
8名

10回
スピーチ 22校32名

7名 暗誦 38校57名

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
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聖学院大学はなぜデータブックを
作成しているのでしょう。

聖学院大学は受験生の立場に立ち、
自分にあった大学を見つけ出す
手助けをしたいといつも考えています。

このデータブックは聖学院大学についてのさまざまなデータを数字でわかり

やすく示したものです。大学のイメージをビジュアルに伝え、手に取った人が

聖学院大学のことをわかるようにしたものが「大学案内」で、より詳しいデータ

を収めたものがこの「データブック」です。

聖学院大学では受験生の皆さんが大学選びをする時に参考になるように

できるだけ情報をオープンにしています。大学選びにはいわゆる「偏差値」や

「難易度」以外に必要なデータがあると考え、他の大学に先駆けて積極的に

情報公開をしてきました。データブックが最初に作られたのは今から14年前に

なります。ホームページでも積極的な情報公開を行っています。

入学試験のデータと就職のデータだけでなく、大学での学びや学生生活に

関することもデータにしています。

大学4年間を「学ぶこと」を基本として有意義に過ごし、人格を形成する

こと。そして良き師と友人との出会いの中で、広い視野と社会に出るための力

を身につけていくことが大切と聖学院大学では考えています。

そのために本学では少人数教育を徹底して実践しています。

最近では「入って伸びる」大学として評価されることも多くなりました。学生

の満足度、海外研修者数や社会福祉士・精神保健福祉士国家試験合格、

教員採用の実績などのデータがそれを裏付けています。ぜひこのデータブック

で確認してください。

みなさんが持っている将来への夢を
実現していくために、
どのような教育を提供できるかを
真剣に考え、実現しています。

このデータブックを活用して、
聖学院大学をより深く知ってください。
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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（2014年度）

サマースクール
コース内容と参加者数（2014年度）

実施日 計
4/26 127
5/31 203
6/28 277
7/19 228
7/21 234
8/  2 391
8/19 587
9/13 148

10/11 158
11/  1 72
12/13 76

1/10 71
2/21 56

実施日 内容 講師
参加者数

高校生 他 合計

7/15 姜尚中先生授業
ワールド・カフェ 姜尚中（学長） 48 6 54

8/  9 小論文対策講座 大槻　岳
（聖学院大学非常勤講師） 90 0 90

9/23 小論文対策講座 大槻　岳
（聖学院大学非常勤講師） 45 0 45

体験講義テーマ（2014年度）� ※講義時間は25分

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 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

5/31 大富豪の条件 アーミッシュ
―もう一つのアメリカ 古典籍の世界 たのしみながら学ぶ

－ペープサートのおもしろさ― プレイセラピィを覗いてみよう メンタルヘルスと福祉教育
～他者意識から当事者意識へ～

6/28
・ シティ・リペア

―みんなでまちを修理しよう―
・資料を探す

あなたは日本にある15言語の
中のどの言語を話しますか？

ごんぎつねを
視点論から読みなおす

何をどのくらい食べたらいいの？
～大人と子どもの違い～ 障害のある人の理解と配慮 心からの健康づくり

7/19
・ 公務員はつらいよ？

第一線公務員の苦労とやりがい
・資料を探す

Let It Goの歌詞日英比較
―比較文学・翻訳文化入門―

100年後に夏目漱石の
『こころ』を読む

保育教育セミナーⅠ
「子ども時代を知ろう」

こどもパートナー講座
・ 第１講「子どもを取り巻く生態

学的環境の理解」
・ 第2講「子どもサポーターとし

ての支援とは(子どもに寄り添
う）」

変貌する人間福祉と今後

8/2
・ＴＰＰと日本経済
・ グラフを作ってレポートを書い

てみよう

iPadを使って
小学校外国語活動を
体験しよう！

信長と秀吉、
どちらが変革者か？

・ 保育教育セミナーⅠ
「遊び」の意味を考えよう」

・ 保育教育セミナーⅡ
「小学生に戻って「つるかめ
算」を解いてみよう！」

こどもパートナー講座
・ 第3講「子どもの健康と保健」
・ 第4講「子どもにとっての遊び」

福祉は人を救えるか？

8/19 「美女と野獣」の
メディア論

・コロンブスの真実
・英検準2級対策講座

日本文化の現在地
－エヴァとまどかと進撃と－
・ 2000年代ポップカルチャー

の変遷－「引きこもり」から
「共生」へ－

・ 主人公たちは何（誰）と戦って
いるのか？－文学とポップカ
ルチャーの接点－

・ 保育・教育セミナーⅠ
「少子高齢社会と教育」

・ 保育・教育セミナーⅡ
「保育士の働く場は意外に多
様！」

「やる気」はどこからくるのか？ 障害者福祉の理念
―ノーマライゼーション

9/13 経営学は誰が学ぶもの？
～みんなの経営学～ HaFu 「女子力アップ」の社会学

・ ～聖学院大学で学んで～
 「小学校の先生を目指そう」
・子どもの居場所

子どもの健康 ソーシャルスキルって何？

10/11 個人情報漏えいをめぐる攻防
アメリカの大衆文化について─
アメリカから大衆文化が生まれ
る仕組み

荒川を創った人・青山士（あお
やま　あきら）の生涯

「遊び」を通して
だれかとつながる 私たちの心と文化 本当のお・も・て・な・し

－ユニバーサルデザインの世界－

ＡＯ講義模試テーマ（2014年度）
学部 政治経済学部 人文学部 人間福祉学部

5/31 大富豪の条件 アーミッシュ
―もう一つのアメリカ

こどものカウンセリングの
はじまりかた

6/28 — ごんぎつねを
視点論から読みなおす

遅かった福祉
～精神障碍者の支援

7/19 何が違う？
政令指定都市制度と都制度

Let It Go’の歌詞日英比較
―比較文学・翻訳文化入門―

保育・教育セミナーⅡ
「ピーター・パンに見る
子どものイメージ」

8/2 「市場の効率と失敗
－経済学における考え方」 — 『鯰絵（なまずえ）』から

読み解く幕末社会

※8/19～10/11のオープンキャンパスでも、各学部でＡＯ模試が行われました
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聖学院大学データブック

政治経済学部 ●政治経済学科

人文学部
●欧米文化学科
●日本文化学科

人間福祉学部 ●児童学科
●こども心理学科
●人間福祉学科
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