
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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2016年度 聖学院大学

事業活動収支計算書
（2016年4月1日から2017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・事業活動収支計算書・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。

科　　目 決　　算 （単位：円）

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

学生生徒等納付金 　2,006,604,360 
  授業料 　1,407,035,360 
  入学金 　122,325,000 
  実験実習料 　14,934,000 
  教育拡充費 　25,840,000 
  施設費 　436,470,000 
手数料 　22,950,800 
  入学検定料 　21,115,000 
  試験料 　221,000 
  証明手数料 　1,114,800 
  その他手数料 　500,000 
寄付金 　34,342,037 
  特別寄付金 　34,313,022 
  現物寄付 　29,015 
経常費等補助金 　392,864,000 
  国庫補助金 　392,804,000 
  地方公共団体補助金 　60,000 
付随事業収入 　13,613,180 
  補助活動収入 　13,429,800 
  受託事業収入 　183,380 
雑収入 　380,714,595 
  施設設備利用料 　28,401,644 
  廃品売却収入 　113,965 
  私大退職金財団交付金 　349,605,800 
  文献複写費収入 　443,990 
  その他の雑収入 　2,149,196 
教育活動収入計 　2,851,088,972 

事
業
活
動
支
出
の
部

人件費 　2,227,859,972 
  教員人件費 　1,073,237,177 
  職員人件費 　665,876,575 
  退職金 　370,211,000 
  退職給与引当金繰入額 　118,535,220 
教育研究経費 　761,755,354 
  消耗品費 　23,636,822 
  光熱水費 　44,623,523 
  旅費交通費 　22,919,694 
  奨学費 　126,906,954 
  通信運搬費 　8,213,053 
  印刷製本費 　13,871,287 
  出版物費 　20,790,926 
  研究費 　20,821,202 
  諸会費 　3,050,500 
  会議費 　7,185,860 
  報酬・委託・手数料 　144,444,465 
  福利費 　3,440,002 
  修繕費 　63,249,197 
  賃借料 　37,484,864 
  補助活動仕入 　839,816 
  生徒活動補助金 　8,397,113 
  建物等解体撤去費 　15,613,103 
  雑費 　2,912,230 
  減価償却額 　193,354,743 

科　　目 決　　算 （単位：円）

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
支
出
の
部

管理経費 　255,130,436 
  消耗品費 　4,354,217 
  光熱水費 　4,371,197 
  旅費交通費 　1,833,471 
  通信運搬費 　17,232,050 
  印刷製本費 　31,623,757 
  出版物費 　199,281 
  諸会費 　3,267,323 
  会議費 　1,815,370 
  報酬・委託・手数料 　39,712,612 
  修繕費 　1,615,193 
  保険料 　2,278,373 
  広報費 　79,570,877 
  車両費 　725,905 
  渉外費 　347,554 
  公租公課 　445,900 
  賃借料 　7,120,761 
  特別奨学費 　93,768 
  入学検定料免除額 　2,070,000 
  補助活動仕入 　36,778,319 
  経常費補助金返還金 　228,000 
  雑費 　2,329,309 
  減価償却額 　17,117,199 
徴収不能額等 　31,049,500 
  徴収不能額 　31,049,500 
教育活動支出計 　3,275,795,262 
教育活動収支差額  △ 424,706,290 

教
育
活
動
外
収
支

事
業
活
動

収
入
の
部

受取利息・配当金 　32,514 
  第３号基本金引当特定資産運用収入 　54 
  その他の受取利息・配当金 　32,460 
教育活動外収入計 　32,514 

事
業
活
動

支
出
の
部

借入金等利息 　824,700 
  借入金利息 　824,700 
教育活動外支出計 　824,700 
教育活動外収支差額  △ 792,186 
経常収支差額  △ 425,498,476 

特
別
収
支

事
業
活
動

収
入
の
部

その他の特別収入 　30,167,020 
  施設設備寄付金 　29,530,000 
  現物寄付 　403,493 
　過年度修正額 　233,527 
特別収入計 　30,167,020 

事
業
活
動

支
出
の
部

資産処分差額 　10,212,527 
  不動産処分差額 　999,500 
  教育研究用機器備品処分差額 　4,424,867 
  管理用機器備品処分差額 　1,855,160 
  その他の資産処分差額 　2,933,000 
特別支出計 　10,212,527 
特別収支差額 　19,954,493 
基本金組入前当年度収支差額  △ 405,543,983 
基本金組入額合計  △ 29,678,842 
当年度収支差額  △ 435,222,825 

（参考）
事業活動収入計 　2,881,288,506 
事業活動支出計 　3,286,832,489 
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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（2016年度）

日程 講座・イベント種類 講演・イベント名 講師／演奏者 参加者数

4／23 第2回埼玉税法研究会 「税務行政の現状と課題」（基調講演） 野田 扇三郎（聖学院大学大学院政治政策学研究科特任教授、税理士） 54

6／10 第4期サテライト講座第1回 江戸の文人と埼玉の“風景” 濱田 寛（聖学院大学人文学部日本文化学科教授） 48

6／11 第13回ほたる祭り 約250

7／1 組織神学研究会 「2015年長老会神学大学校神学声明」について 洛雲海先生（韓国・長老会神学大学校助教授、韓国・セムナン教会
（Saemoonan Presbyterian Church）協力牧師、日本基督教団派遣宣教師） 6

7／8 第4期サテライト講座第2回 ツール・ド・フランスの歴史的位相～フランスからさいたまへ～ 和田 光司（聖学院大学人文学部欧米文化学科教授） 34

7／25 ラインホールド・ニーバー研究会 マーティン･ルーサー･キング･ジュニアの「夢」演説と説教 森田 美千代（聖学院大学大学院客員教授） 16

7／29 第4期サテライト講座第3回 埼玉の「まちの映画館」活動～交流の「場」としての映画館～ 氏家 理恵（聖学院大学人文学部欧米文化学科教授） 43

9／5 牧会サマーセミナー ｢牧会者の自己ケア｣～時間と生活～
堀 肇（聖学院大学総合研究所特別研究員・臨床牧会スーパーヴァイザー）／

藤掛 明（聖学院大学総合研究所カウンセリング研究 研究代表 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 臨床心理士）

22

9／12 アメリカ・ヨーロッパ文化学研究科　特別公演会 聖書を哲学的に読む―旧約編 関根 清三（聖学院大学欧米文化学科、大学院アメリカ・ヨーロッパ文化学研
究科特任教授） 48

9／17 1）ビブリオカフェ（市民参加型読書会）
2）全国大学ビブリオバトル予選 1）聖学院大学図書館サポーター「セラエノ」 1）9

2）53

9／24 第18回ピア・スーパービジョン 高齢者が日常生活において交流している他者との関係～その
分類と把握～

古谷野 亘（聖学院大学人間福祉学部長・教授）／

SWnet（聖学院ウェルフェアネット）
23

10／7 スピリチュアルケア研究講演会
2016年度年間テーマ「人生の終幕への寄り添いを考える～
かけがえのない人生への伴走と分かち合いのケア～」

「認知症の人と介護者へのスピリチュアルケア」
佐々木 炎先生（中原キリスト教会牧師／主任介護支援専門員） 64

10／10 人間福祉学部シンポジウム いじめのない学校生活の実現をめざして 中谷 茂一（聖学院大学人間福祉学科長教授）／藤掛 明（同大学こども心

理学科准教授）／丸山 綱男（同大学児童学科特任講師）
110

10／12 創立記念講演会（対象：2年生以上） 聖書の『真実』―研究の何がおもしろいか? 関根 清三（聖学院大学欧米文化学科、大学院アメリカ・ヨーロッパ文化学研
究科特任講師） 372

10／22 創立記念音楽会 ウィーン・フーゴ・ヴォルフ五重奏団 812

10／27 アクティブ・ラーニング研究会 「埼玉県における高校の学びの改革と協調学習の授業づくり
の取り組み」

小出 和重先生（埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課「学びの改革担
当主幹兼主任指導主事」）／

櫻田 忍先生（埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課指導主事）
24

10／29 第3回埼玉税法研究会 「税法周辺の法」（基調講演） 木村 裕二（聖学院大学大学院政治政策学研究科特任講師、弁護士・税理士） 49

11／2・3 大学祭 ヴェリタス祭 2,188

11／3 政治経済学部　公開講演会 児童・生徒・学生をとりまく教育環境の変化―学校・地域・
家庭―

柳 真司（上尾市子ども未来部次長）／赤羽 洋治（上尾市教育委員会）／

齊藤 友昭／荒川 学（松実学園）／菊地 順（聖学院大学・政治経済学

部チャプレン、教授）／平 修久（同大学副学長、政治経済学部教授）／谷口 
隆一（同大学政治経済学部教授）／柴田 武男（同大学政治経済学部教授）

／渡辺 英人（同大学政治経済学部准教授）

91

11／11 カウンセリングシンポジウム

物語に学ぶ心の世界～生きるための知恵～
1）物語より 「人は何で生きるか」
2）映画より「アナと雪の女王」「暗殺教室」
3）絵本より 「わすれられないおくりもの」

1）堀 肇（聖学院大学総合研究所特別研究員 臨床牧会スーパーバイザー）

2） 藤掛 明（聖学院大学総合研究所カウンセリング研究研究代表、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）

3）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）

44

11／18 日韓神学シンポジウム2016
（第6回日韓神学者学術会議）

「告解と赦しと和解の神学形成」
セッションⅠ）「告解と赦しと和解の神学試論

～ボンヘッファーに学びつつ～」
セッションⅡ）講演「和解の神学」

セッションⅠ）
講演:江藤 直純（ルーテル学院大学 学長・教授）

コメント:白 忠鉉（ペク・チュンヒョン）［Chung-Hyun Baik］（長老会神学大学校 助教授）

セッションⅡ）
講演:尹 哲昊（ユン・チョルホ）［Youn,Chul Ho］（長老会神学大学校 教授）

コメント:関根 清三（聖学院大学大学院 特任教授）

63

11／30 クリスマスツリー点火祭 約700

12／5 ラインホールド・ニーバー研究会 ラインホールド・ニーバーにおける集団の罪～人間本性と終
末の視点から～ 長倉 基（藤沢北教会牧師（主任担任教師）） 12

1／18 欧米文化学科　公開シンポジウム グローバル化時代の教養とは何か 村上 陽一郎（東京大学、国際基督教大学名誉教授／日本アスペン研究所副理事長） 145

1／20 スピリチュアルケア研究講演会
2016年度年間テーマ「人生の終幕への寄り添いを考える～
かけがえのない人生への伴走と分かち合いのケア～」

「病いを生きる人へのスピリチュアルケア」
窪寺 俊之先生（聖学院大学大学院客員教授、元淀川キリスト教病院チャプ
レン、元聖学院大学人間福祉学部こども心理学科科長・教授） 64

1／23 スピリチュアルケア研究会 聖書の祈りとスピリチュアルケア 左近 豊（日本キリスト教団美竹教会牧師） 12

3／1 グローバリゼーションと日本文化研究会 日本における「貞観の治」受容と文章経国思想 木下 綾子（聖学院大学人文学部日本文化学科准教授） 13

2／17 キリスト教カウンセリング研究講演会 現代人のメンタルを救うのは誰か～医療、経済、宗教を考える～ 香山 リカ（精神科医・立教大学現代心理学部映像身体学科教授） 88

2／4 第19回ピア・スーパービジョン ピアサポートとコミュニティインクルージョン～アメリカの実
践および研究から～

相川 章子（聖学院大学人間福祉学部人間福祉学科教授）／

SWnet（聖学院ウェルフェアネット）
30

2／25 聖学院大学公開イベント（児童文学作家・松本祐子先生
トークセッション・サイン会）

『魔女は真昼に夢を織る』をもとに学生とファンタジ～小説の
世界を共に語る～ 松本 祐子（聖学院大学児童学科教授） 19

3／11 東日本大震災を覚えて～礼拝と集い～ 61

※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（2016年度）／第46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：5/7（土）～7/9（土）全10回

子ども大学 あげお・いな・おけがわ（2016年度）
この子ども大学は、上尾市・伊奈町・桶川市に住む違う小学校の5・6年生の子どもたちが主に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、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
2016年6月11日（土）
13：00～15：30
市場経済ってなんだろう？その1

◆入学式
◆「市場」の仕組みを学びます
　どうしたら損になる？どうしたら得する？ 聖学院大学

大森 達也先生
八木 規子先生

39

2日目
2016年6月18日（土）
13：00～15：30
市場経済ってなんだろう？その2

◆「分業」についても学びます
　どうしたら効率的になるかを考え、
　グループごとに意見をまとめる

43

※本学開催のプログラムのみ掲載。
　3日目（7／16）は、埼玉自動車大学校、4日目（8／23）、5日目（9／10）は、日本薬科大学にて開催。

上尾市が主催するイベントで、大学のキャンパスで、大学の教授からわかりやすく物事を教わる”子どものための大学“です。
上尾市在住の小学５・６年生のみが参加できる特別講座です。

※12／10（土）は、埼玉大学、12／17（土）は芝浦工業大学で行われました。

日時・場所 講座名 学科・教員名 参加者数
11／26（土）

13：00～15：00
於　聖学院大学

ドビュッシー「月の光」をめぐって 村山 順吉
小学生　28名“忘れないでね”

～東日本大震災のこと～ ボランティア活動センター

あげお子ども大学

教員免許状更新講習（2016年度）
講習内容 実施日 人数
教育の最新事情 8/4 124
こども虐待の理解と対応における
家庭・地域連携・保護者対応 8/5 58

学校の内外における連携協力についての理解 8/5 34
小学校英語教育 8/5 27
学校教育におけるメンタルヘルスと福祉教育 8/8 53
学校教育における情報機器の活用法 8/8 38
特別支援教育の現状と課題 8/9 105
学校教育におけるメンタルヘルスと福祉教育 8/10 56
学校教育における情報機器の活用法 8/10 41

保育士資格特例講座
(2016年度)

講習内容 実施日 受講者数
乳児保育 8/8,9,10 17
保健と食と栄養 8/12,15,16 17
相談支援 8/17,18,19 16
福祉と擁護 8/22,23,24 17

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 2016年 2015年 2014年 2013年
回 第16回 第15回 第14回 第13回

開催日 5/7、7/19、
12/17

4/25、7/18、
12/19

4/26、7/19、
12/20

4/26、7/20、
12/21

人数 152 142 154 165

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・2015年度・2016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
年度 暗誦課題

2016年度 「Is There a Santa Claus?」by フランシス・チャーチ

2015年度 J.K.ローリング　ハーバード大学卒業式祝辞「Very Good Lives」
より抜粋 "The Importance of Imagination"

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"

年齢別 男 女 計
20歳未満 0 0 0
20～29歳 3 2 5
30～39歳 0 1 1
40～49歳 3 4 7
50～59歳 3 6 9
60～69歳 16 12 28
70歳以上 6 4 10
不明 16 115 131
合計 47 144 191

地区別 男 女 計
上尾市 15 24 39
さいたま市 30 111 141
鴻巣市 1 0 1
所沢市 0 1 1
桶川市 0 2 2
蕨市 0 1 1
行田市 0 0 0
熊谷市 0 0 0
南埼玉郡 0 1 1
豊島区 0 0 0
その他 1 4 5
合　計 47 144 191

受講者数推移
年度 2016 2015 2014
人数 191 252 262

年度 開催日 回数 部門 本選出場／入賞者 予備審査応募者数

2016 11/19 12回
スピーチ 8名 28校39名

暗誦 6名 35校62名

2015 11/14 11回
スピーチ 9名 22校30名

暗誦 6名 31校46名

2014 11/15 10回
スピーチ 8名 22校32名

暗誦 7名 38校57名

2013 11/16 9回
スピーチ 9名 22校24名

暗誦 6名 35校59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15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。

79

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（2016年度）

サマースクール
コース内容と参加者数（2016年度）

実施日 計
5/28 199
6/25 137
7/23 239
8/  6 283
8/23 164
9/24 195

10/10 52
10/22 42
11/  3 51
11/14 25
11/20 4
11/23 40
12/  3 29

1/  7 61
2/14 10
2/21 9
3/  7 9
3/25 98

実施日 内容 講師
参加者数

高校生 他 合計

6/18（土）

考える力を付けるクラス
「小論文講座」 大槻岳（本学非常勤講師）

35 5 40

8/10（水） 31 3 34

9/24（土） 3 2 5

体験講義テーマ（2016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

5/28
「政治経済学部で何を学ぶ?
―公務員になる、企業で活躍す
る、自分の未来のために」

「日本での国際結婚」 「ラブライブの文化」 「絵本の楽しい読みかたー赤
ちゃんからおとなまでー」 「心のカタチとしての文化とは」「こころからの健康づくり」

6/25 「東京ディズニー　年間入場者
三千万人の秘密」

「ディズニー映画におけるヒロイ
ン像の変化」

「美少女戦士セーラームーンか
らディズニーへ」

「「ダンボ」とマラードさん家の
子がもたちー1941年の子ども
理解をめぐってー」

・「センター・オブ・ジ・アース」
で自分探しの旅を考える。

・学生企画ー在学生と学ぶ心理
・「アナと雪の女王」と「暗殺教

室」で怒りを考える。

「本当のおもてなし」

7/23 戦争は美しい!?
〜『ファンタジア』と暴力的な世界

グローバル時代のディズニー映画 
ーCG時代のディズニー作品に
見る共生の技法ー

「主人公たち（私たち）は」何と
戦っているのか?ー『まど☆マ
ギ』・『サイコパス』vs『アナ雪』」

・「メリーゴーランドのビデオ撮
影ー数学を使って考えるー」

・「ディズニーランドでの遊び」と
「乳幼児の遊び」の違いについ
て考える

「なぜディズニーランドはみんな
を子どもにしてしまうのだろう」「本当のおもてなし」

8/9 「オリンピックとＩＣＴ」 「よみがえったオリンピック」
オリンピックとセーラームーン 
ーフィギュア・スケートを通じ
てー

・開けてはいけない!?　パンド
ラの箱と玉手箱ーギリシャ神
話と日本の昔話は、なぜ似て
いるのか?ー

・聖学院大学で学んで　ー小
学校の先生を目指そうー

アスリートの行動を心理学して
みよう!

日本人がメダルをとるとうれし
いのはなぜ?
ー応援する心理を考えるー

8/23※ 「オリンピックと日本の社会、経済」
「オリンピック種目　ー日本語、
英語、ギリシャ語の名称や関連
用語を見るー」

「初音ミクと東京オリンピックー
「現実世界」の中の2次元存在ー」

「古代オリンピック〜ギリシャの
神々が愛したもの〜」 「オリンピックを機に体力向上」

「“生きにくさ”を感じる人を支
援する社会福祉士・精神保健
福祉士」

9/24 もう、ダサイタマと言わせない！ 大学入試の倫理学
ー入試ってなぜあるの? 日本の妖怪・中国の妖怪 埼玉県の給食と食育 やる気スイッチ

「自分の子どもはどこに預けた
い?　ー街の中の子育てサポー
ターを探そう!ー」

※8/22予定のオープンキャンパスは台風の為中止になり、8/23（火）に臨時実施。
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聖学院大学は2018年に
30周年を迎えます。
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