
 

 

 

 

 

 

令和元年度 

 

 

 

 

事 業 報 告 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人北海道星槎学園 

 

 



 

 1 

令和元年度 学校法人北海道星槎学園 事業報告書 

 

Ⅰ 法人の概要 

 

１ 法人の目的 

 

学校法人北海道星槎学園は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、世界の平

和と社会に貢献する有能な人材を育成することを目的とする。（寄附行為第３条） 

 

２ 建学の精神と教育基本理念 

 

学校法人北海道星槎学園が設置する星槎道都大学(以下「本学」という。)は、昭和53(1978)

年4月、オホーツク圏に位置する北海道紋別市において、大学名称を「道都大学」として開学し

た。開学以来、建学の精神に「百折不撓と奉仕の精神」を掲げ、いかなる困難にも耐え、たえ

ず前進する強靱な精神をもって学問・技芸の修得にのぞみ、私益の追求だけでなく国家・社会

に広く貢献する奉仕の精神を有する専門的職業人の育成を教育理念としてきたが、平成

29(2017)年4月、大学名称を「星槎道都大学」に改称したことを機に、加入する一般社団法人星

槎グループ(以下「グループ」という。)の全ての教育機関共通の建学の精神となる「社会に必

要とされることを創造し、常に新たな道を切り開き、それを成し遂げる。」へ建学の精神を変

更し、先行きの予測が困難な複雑で変化の激しい現代社会に必要とされることを創造するとと

もに、社会の持続的発展を実現するため学術研究を通じて常に新しい道を切り開き、すべての

人々が共生しえる社会の実現に貢献することを大学の使命とした。さらに教育の理念も「必要

とする人々のために新たな道を創造し、人々が共生しえる社会の実現をめざし、それを成し遂

げる。」に変更し、必要とする人々のために新たな道を創造し、人々が共生しえる社会の実現

をめざし、それを成し遂げることのできる豊かな教養と専門知識および技術を身につけた課題

探究能力および創造力に富んだ有為な人材を育成することとし、そのためにグループの三つの

約束「人を認める・人を排除しない・仲間を作る」のもと、共生社会の実現に資する「共感理

解教育」を実践していくこととした。 

なお、共感理解教育とは、身のまわりや地域にある課題を学修の対象とすることで、学生自

身が感じ、考えることを促進し、それを仲間と共に学び合い、共有共鳴することで、社会との

関わりや世界とのつながりを理解し、自分の命とそれを取り巻くものの大切さを学んでいくも

ので、共感理解教育の実践では、新たな発見と感動と自らの動機付けを基礎に、自分自身を育

て仲間を作ることで、相手を認め、命のつながりや自分の役割を理解するとともに、生涯学び

続け、主体的に考え、予測困難な時代に未来を切り開いていく「生ききる力」を培って行く。 

 また、星槎道都大学の目的および使命についても、大学名称並びに建学の精神の変更に伴 

い、「星槎道都大学学則」（以下「学則」という。）第１条において「本学は建学の精神と教 

育の理念に基づき、広い分野の総合的な知識と深く専門の理論および応用を教授研究し、豊か 

な教養と専門知識および技術を身につけた課題探究能力および創造力に富んだ有為な人材を育 

成することを目的とし、もって文化の創造発展と共生社会の実現に貢献することを使命とす 

る。」に平成30(2018)年4月より変更している。 
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３ 学園の沿革 

 

昭和 39(1964)年 12 月  学校法人北海道産業学園設立 

北海道産業専門学校の本科及び予科高等部設置 

昭和 40(1965)年 4 月  北海道産業専門学校開設  

昭和 41(1966)年 1 月  北海道産業短期大学設置認可 

昭和 41(1966)年 4 月  北海道産業短期大学開設 設置学科－経営科、建設科 

昭和 51(1976)年 4 月  北海道産業短期大学を道都短期大学と校名変更 

学校法人北海道櫻井産業学園と法人名を改称 

昭和 53(1978)年 2 月  道都大学（紋別市）設置認可 

昭和 53(1978)年 4 月  道都大学開設（社会福祉学部、美術学部） 

昭和 59(1984)年 12 月  北海道産業専門学校校舎移転（広島町より札幌市へ） 

昭和 62(1987)年 4 月  北海道産業専門学校を道都総合専門学校と校名変更 

平成 3(1991)年 4 月  道都短期大学を道都大学短期大学部と校名変更 

平成 4(1992)年 4 月  道都国際学園を道都国際観光専門学校と校名変更 

平成 8(1996)年 4 月  道都大学美術学部、札幌キャンパス(北広島市)へ移転 

平成 12(2000)年 12 月  道都大学経営学部(経営学科)設置認可 

平成 13(2001)年 3 月  道都国際観光専門学校廃止 

平成 13(2001)年 4 月  道都大学経営学部開設 

平成 14(2002)年 3 月  道都大学短期大学部廃止 

平成 17(2005)年 4 月  道都大学社会福祉学部、北広島市へ移転 

平成 25(2013)年 2 月  学校法人国際学園と連携合意書調印 

平成 26(2014)年 4 月  道都大学通信教育科開設 

平成 27(2015)年 12月  学校法人国際学園と包括連携協定調印 

平成 28(2016)年 4 月  学校法人北海道星槎学園と法人名を改称 

星槎グループへ加入 

平成 29(2017)年 4 月  道都大学を星槎道都大学と校名変更 

平成 29(2017)年 9 月  星槎道都大学留学生別科日本語専攻開設 

  

４ 設置する学校及び学部・学科等 

 

設置する学校 学部・学科等 開校年月 摘 要 

星槎道都大学 

社会福祉学部社会福祉学科 昭和 53年 4月  

美術学部デザイン学科 昭和 53年 4月  

美術学部建築学科 昭和 53年 4月  

経営学部経営学科 平成 13年 4月  

留学生別科日本語専攻 平成 29年 9月  
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５ 学校・学部及び学科等の学生数の状況 

                                       ※令和元(2019)年 5月 1日現在 

学校名 学部・学科等 入学定員 収容定員 現員数 備 考 

星
槎
道
都
大
学 

社会福祉学部社会福祉学科    60人   240人 165人  

美術学部デザイン学科    40人   160人 135人  

美術学部建築学科    40人   160人 126人  

経営学部経営学科   120人   480人 425人  

計 260人 1,040人 851人  

留学生別科日本語専攻 30人 30人 3人  

 

６ 役員の概要 

※令和元(2019)年 5月 1日現在 

(定員数)理事８人～１０人、監事２人 (現員数)理事１０人、監事２人 

区分 氏   名 
常勤・非常

勤の別 
摘   要 

理 事 長 正木 清郎 常 勤 
平成 26年 4月理事・常務理事就任 

平成 27年 4月理事長就任 

常務理事 酒井 純一 常 勤 

平成 25年 1月理事就任 

平成 25年 5月理事退任 

平成 25年 11月理事就任 

平成 26年 3月理事退任 

平成 27年 4月理事・常務理事就任 

(星槎道都大学事務局長) 

理    事 山本 一彦 常 勤 

平成 21年 4月理事就任 

平成 25年 3月理事退任 

平成 27年 4月理事就任 

(星槎道都大学学長) 

理    事 飯浜 浩幸 常 勤 

平成 23年 4月理事就任 

平成 25年 11月常務理事就任 

平成 26年 3月常務理事退任 

(星槎道都大学学長補佐) 
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理    事 櫻井 政経 常 勤 

昭和 62年 5月理事就任 

平成 7年 4月常務理事就任 

平成 9年 4月副理事長就任 

平成 19年 4月理事長就任 

平成 26年 3月理事長退任 

(星槎道都大学図書情報館長) 

理    事 跡部 敏之 非常勤 
平成 25年 3月理事就任 

(星槎国際高等学校相談役) 

理  事 井上  一 非常勤 
平成 31年 3月理事就任 

(学校法人国際学園理事長) ※R1.5.31退任 

理    事 里見 英樹 非常勤 
平成 25年 3月理事就任 

(株式会社メディア・マジック代表取締役) 

理    事 増田 明雄 非常勤 
平成 25年 7月理事就任 

(有限会社湘南マジックウェイブ代表取締役) 

理    事 吉田 洋一 非常勤 

平成 26年 4月理事就任 

(一般社団法人北海道ファシリティマネジメン

ト協会会長) 

監  事 堤 健太郎 非常勤 
平成 25年 5月監事就任 

(堤法律事務所弁護士) 

監  事 澤田 和宏 非常勤 
平成 27年 4月監事就任 
(学校法人西野学園教育顧問) 

 

７ 評議員の概要 

※令和元(2019)年 5月 1日現在 

(定員数)１７人～２１人 (現員数)２１人 

氏   名 在任年月 主な現職等 

山本 一彦 10年 1ヵ月 理事・星槎道都大学長 

酒井 純一 10年 1ヵ月 常務理事・星槎道都大学事務局長 

櫻井 政経 34年 9ヵ月 理事・星槎道都大学図書情報館長 

由水  伸 5年 1ヵ月 星槎道都大学学長補佐 

飯浜 浩幸 12年 1ヵ月 同窓会副会長・理事・星槎道都大学学長補佐 

遠藤 基一 2年 1ヵ月 同窓会副会長・日本アクセス北海道株式会社執行役員 

吉田 浩一 2年 1ヵ月 同窓会長・余市町町議会議員 

跡部 敏之 6年 2ヵ月 理事・星槎国際高等学校相談役 

安藤 淳一 3年 1ヵ月 星槎道都大学美術学部長 

井上  一 2ヵ月 理事・学校法人国際学園理事長 ※R1.5.31退任 

上野 正三 4年 1ヵ月 北広島市長 

及川  薫 6年 北菱テクニカル株式会社代表取締役 
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小早川俊哉 1年 1ヵ月 星槎道都大学社会福祉学部長 

齋藤 範之 5年 1ヵ月 星置調剤薬局代表取締役 

佐藤 尚正 5年 5ヵ月 星槎国際高等学校北海道支部長 

里見 英樹 6年 2ヵ月 理事・株式会社メディア・マジック代表取締役 

下坂 安勝 6年 みらいコンサルティング株式会社上席執行役員 

正木 清郎 5年 1ヵ月 理事長 

増田 明雄 5年 10ヵ月 理事・有限会社湘南マジックウェイブ代表取締役 

吉田 洋一 5年 1ヵ月 
理事・一般社団法人北海道ファシリティマネジメント協

会会長 

渡邊 吾一 5年 1ヵ月 札幌スパインクリニック院長 

※私立学校法第 42条 2項により、評議員会を議決機関としています。 

※R1.7.1付就任 信濃 吉彦 星槎道都大学経営学部長 

 

８ 教職員の概要 

※令和元(2019)年 5月 1日現在 

(教員) 

学  科 教 授 准教授 講 師 助 教 計 兼任 計 

経  営 11 8 1 3 23 23 46 

社会福祉 14 6 4  24 9 33 

デザイン 5 3 2  10 17 27 

建  築 5 3 1  9 3 12 

そ の 他   1  1  1 

合  計 35 20 9 3 67 52 119 

※学長を含む。 

 

(職員) 

 法人 事務系 技術系 医療系 計 

本 務 1 43 5  49 

兼 務  9   9 

臨 時  6   6 

合 計 1 58 5  64 

※理事長を含む。 

 

 

Ⅱ 事業の概要 

 

１ 事業の背景と概要 

近年の高等教育機関を取り巻く環境は、生き残りをかけた極めて厳しい競争的時代が到来し 

ている。１８歳人口の急激な減少により地方小規模大学を中心に定員割れする大学が増加し、
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さらに大学の研究教育力の低下が指摘され、産業界からは役に立つ人材養成を迫られている。

また、大学設置基準の弾力化という規制緩和、自己点検・評価の導入、第三者評価やキャリア

教育の義務化、国立大学の法人化、ＦＤ・ＳＤの義務化、ガバナンス改革、教育の可視化・質

保証など、各私立大学は、国内ひいては国際競争に打ち勝つための独自の３つのポリシーを策

定し、特色ある教育体制の整備を迫られている。 

本学園は、昭和 39(1964)年 12月に学校法人北海道産業学園として法人登記され、以来、実 

務に強い人材の育成を理念とし、54年間にわたり多くの有益な人材を輩出してきた。なかでも

星槎道都大学(旧・道都大学)は昭和 53(1978)年 4月、オホーツク圏の紋別市に当時としてはユ

ニークな社会福祉学部と美術学部を擁する大学として開学した。平成 8(1996)年、美術学部を

道都大学短期大学部が置かれていた北広島市に移転、平成 13(2001)年、短期大学部を改組転換

し新たに経営学部を開設、平成 17(2005)年には社会福祉学部を北広島市に移転して、現在 3

学部 4 学科の学部・学科構成となっているほか、新たな挑戦として平成 26(2014)年 4 月に通

信教育科、平成 29(2017)年 4月に留学生別科を立ち上げ、同時に大学名を「星槎道都大学」に

改称し、新たなスタートを切った。 

また、学校法人の運営強化を図るため、平成 28(2016)年 4月に学校法人国際学園との業務連 

携を発展させ、国際学園が加入する星槎グループへ正式加入し、それを機に法人名を「学校法

人北海道星槎学園」に改称し、更なる経営の安定化を図った。 

令和元年(2019)年度の事業にあっては、星槎グループへの加入や地元北広島市等との包括連 

携を通して、次の基本方針を掲げ社会的ニーズに応えるべく総合的な改革を進めた。 

 

(１)教育目標の要点 

１）建学の精神「社会に必要とされることを創造し、常に新たな道を切り開き、それを

成し遂げる。」のもと、以下の能力、知識および態度等を身につけた人材を育成する。 

①すべての人々が共生する社会の実現に資する意志や態度 

②すべての人々が共生する社会の基盤となる専門分野における知識、技能およびこれ

らを実践的に活用する能力 

③すべての人々が共生する社会で必要となる教養 

④課題探求能力をもって自ら問題を発見し、論理的に思考し、解決に導く態度 

⑤身のまわりや地域にある様々な問題に関心を持ち、自己の意見を的確に表現すると

ともに、自らの責任を自覚し、問題解決のためにすべての人々と協働することがで

きる態度 

２）経営、スポーツ、福祉、教育、デザイン、アート、建築等各学部・学科の専門的知

識や技術の修得はもとより、その専門知を生かして狭い専門領域を超えて統合し、共

生社会の創造に貢献する優れた人材を育成する。 

３）スポーツ・障がい者スポーツ指導者などスポーツ人材養成を強化し、スポーツの星

槎道都大学の地位を確立する。 

４）ボールパークを始めとして地域に広く題材をとった教育研究を推進し、地域社会の

中核を担える人材を育成する。 

５）上記の人材育成により就職率 100％を目指す。 

(２)地域共生型大学及び国際的な大学の構築 



 

 7 

地域社会に学ぶとともに、社会人入試、通信教育、公開講座および講演会等の生涯学

習機会の提供や地域との共同事業を通じ、共に成長する地域共生型の大学を構築する。

また、留学生が多数入学し、その卒業生が世界で活躍する国際的な大学を構築する。 

(３)教育研究体制の基盤整備 

専門的職業人育成のため教育研究体制の基盤整備と内外の諸団体との連携を含めた国 

際化、情報化への対応力の拡充を目指す。 

(４)総合経営力の強化 

着眼「世界」着手「地域」のグローバル人材を育成する社会的使命を果たすため、効

果的且つ効率的な特色ある教育手法を駆使することにより、財政基盤を含む総合経営力

を強化する。 

(５)組織風土の改革 

経営・教育に関する諸施策の策定・実行・評価の各段階において、部門間、部門内の

情報・意見の徹底的交流を図ることによる総力結集型の職場風土を確立する。 

 

２ 令和元(2019)年度の主な事業の目的・計画及びその進捗状況 

 

(１)教育研究活動 

１）学士課程教育の質の保証に向けた継続的な取組 

学士課程教育の質の保証に向けた取組として、令和元(2019)年度より、学生カルテ・ポ

ートフォリオシステム及び全学生に対してＧＰＳ-Ａｃａｄｅｍｉｃテストの導入を行い、

ディプロマポリシー(卒業認定・学位授与の方針)に沿った学生の学修成果の可視化を実施

した。このことにより学生自身が本人の学修成果や学業成績及び汎用力(思考力、姿勢・態

度、経験等)の情報を閲覧することが可能で、次学期の学修計画の立案に役立てることがで

きるようになった。また、教職員が可視化情報を共有することにより組織的な学生の学修

支援体制が確立された。更に令和元(2019)年度時間割より、クオーター(4期)制を導入し、

短期集中型授業実施による教育効果の向上を図る取り組みを行っている。 

２）学生の人間性、社会性の向上に務めるため演習・実習教育の内容充実 

学生の人間性、社会性の向上に務めるため演習及び実習教育の充実に向けて、平成

24(2012)年度より基礎ゼミナールを実施している。本科目には専門教育担当教員が加わり

テーマ設定も多様化され学生のニーズにも充分応えられている。更にキャリア支援科目群

の授業科目を整備し、インターンシップ等学生が主体的に取り組む実習活動を単位認定す

るなど教育内容の充実を図り、社会人基礎力の向上に努めている。 

３）学生の課題探究・問題解決能力開発支援の内容充実 

課題探究・問題解決能力開発支援の充実に向け、令和元(2019)年度より前述のＧＰＳ-

Ａｃａｄｅｍｉｃテストの導入を行い、これらの学修成果の可視化に取り組んだ。その結

果を大学全体としての共通教育科目においての指導に活用し、課題探求・問題解決能力の

育成に結びつく支援を総合的に行っている。 

４）ＦＤ活動の推進 

本学では専門委員会としてＦＤ推進委員会を設置し、ＦＤ活動の推進を図っている。令

和元(2019)年度は、教員全員参加を目標にＦＤ活動を更に活発化させ具体的成果として、
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次のとおり全学ＦＤ研修会及び学科別ＦＤ研修会を実施した。また、学生による授業評価

の取組（前・後期各 1回）を実施し、授業等の改善に努めた。 

①全学ＦＤ研修会 

 第 1回「入学前学修プログラム結果報告会」 参加者 17名 

 第 2回「アセスメントテスト結果報告会」 参加者 25名 

 第 3回「学修成果可視化システムの運用等に係る説明会」 参加者 42名 

 第 4回「高大接続、教育改革の中で教職員の果たす役割とは？大学らしさを日々の教育

・支援で体現するために」 参加者 36名 

 第 5回「地域での学びと学生の成長」 参加者 28名 

 第 6回「科研費申請等に係る研究活動における研究倫理とコンプライアンス」  

参加者 29名 

  ②学科別ＦＤ研修会 

   ・経営学科 

第 1回「退学者の予防と魅力ある授業づくり①」 参加者 15名 

第 2回「退学者の予防と魅力ある授業づくり②」 参加者 18名 

第 3回「退学者の予防と魅力ある授業づくり③」 参加者 16名 

第 4回「退学者の予防と魅力ある授業づくり④」 参加者 4名 

第 5回「退学者の予防と魅力ある授業づくり⑤」 参加者 16名 

第 6回「退学者の予防と魅力ある授業づくり⑥」 参加者 16名 

第 7回「退学者の予防と魅力ある授業づくり⑦」 参加者 15名 

   ・社会福祉学科 

    第 1回「配慮を必要とする学生支援のあり方」 参加者 18名 

   ・デザイン学科 

    第 1回「デザイン学科の教育内容をより一層充実させるため、効果的な講義手法につ

いて」 参加者 7名 

    第 2回「１年次”立体構成”授業にて実施のポートフォリオ作成指導報告」  

参加者 10名 

    第 3回「大学生の心を理解するための講座」 参加者 9名 

   ・建築学科 

    第 1回「アセスメントテストＧＰＳアカデミック調査結果に関するＦＤ研修①」 

 参加者 9名 

    第 2回「アセスメントテストＧＰＳアカデミック調査結果に関するＦＤ研修②」 

 参加者 8名 

 ５）地域を題材とする教育研究の推進 

本学では、包括連携を締結する北広島市、由仁町、神恵内村を中心に各学部学科が地域

を題材とする教育研究を推進している。北広島市では、社会福祉学科がオレンジリボン運

動、認知症カフェ「カフェいこーよ」の運営、地域包括ケアシステムの実現に向けての「ち

ーむてとる」、「東部北たすけあい会議」への参加、市内保育園との連携事業を実施、デザ

イン学科が北広島市学生地域活動支援事業として、北広島市の保育園・幼稚園などで「子

どもアートプロジェクト」と題し制作・発表活動を展開、建築学科が北広島市地域連携事
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業星槎道都大学防災講座などを実施している。由仁町では、経営学科が地域の子供たちを

指導し防災意識の涵養を図る「防災キャンプ」、社会福祉学科が保育ボランティアを実施し

ている。神恵内村では社会福祉学科がオレンジカフェ、保育ボランティア、建築学科が道

の駅改修プロジェクを展開した。なお、令和元（2019）年度は神恵内村で予定していたデ

ザイン学科アートキャンプが台風の影響で中止となった。また、北広島市内に2023年度建

設完成予定の日本ハムファイターズの新球場を始めとして、関連分野の広いボールパーク

事業全般を題材とした教育研究を推進するため、日本ボールパーク学会が設立（本学内に

事務局を設置）されたところであるが、「日本ボールパーク学会と星槎道都大学との包括的

な連携に関する協定書」を締結し、両者で協力して地域づくり等の幅広い研究を進めるこ

ととなり、令和元年11月には日本ボールパーク学会設立記念講演会を共同で開催した。 

６)地域との連携、地域への開放等社会的活動の実施 

平成 28(2016)年 4月より名称変更した「地域連携推進センター」を中心として、北広島

市、由仁町、神恵内村との包括連携のもと、学部の特性と教員の研究成果を生かし、地域

に根ざす大学としての役割を果たすべく、物的・人的資源を社会に提供するとともに地域

との幅広い交流を行った。    

具体的には、市町村や地域団体等の依頼によるセミナー講師派遣及び学生ボランティア

派遣、審議委員や専門委員への教員派遣、更にシニアパソコン教室の開講、公開講座の開

講、スポーツクラブによる地元ジュニア指導やジュニア大会の主催、地元高等学校・中学

校との交流、各種イベントの企画・運営、北広島市共催の高校生バンド大会キタヒロ軽音

フェスの開催、科目等履修生の受け入れ、大学開放デーなどを継続展開した。 

 ７)星槎大学との連携による資格取得の推進 

星槎大学とは、平成 25(2013)年度に単位互換に関する包括協定の覚書を調印し、適宜カ

リキュラム改訂に基づき、単位互換科目の見直しを図っている。現在、多様な学びを希望

する学生が、星槎大学の幼稚園教諭・小学校教諭課程等の授業科目を修得しているととも

に、資格・免許等取得のセーフティネットとして星槎大学通信教育課程の科目を修得し、

本学において単位認定を実施している。 

８）高大連携の推進 

   本学は、高大連携として、平成 25(2013)年度に芦別市本校の星槎国際高等学校並びに地

元北広島市の北海道北広島西高等学校、平成 26(2015)年度に北海道名寄産業高等学校、平

成 27(2015)年度旭川明成高等学校、平成 28(2017)年 5月に札幌市立札幌平岸高等学校と同

年 9月北海道石狩翔陽高等学校、平成 29(2018)年 4月に札幌新陽高等学校と相互の教育に

係る交流・連携を通じて、両課程における学修効果の向上を期して、一層魅力ある高校教

育及び大学教育を実現するため連携協定を締結している。また、大大連携として、星槎グ

ループ内の星槎大学と建学の精神を共有しつつ互恵平等の立場で、それぞれの大学への推

薦および受入れ、単位互換を行うことについて合意する協定を締結している。更に専大連

携として旭川福祉専門学校との連携協定を締結している。なお、令和元（2019）年度は特

に星槎グループ高等学校事業部との進学に係る情報交換会を開催して連携強化を図ってい

る。 

９）教育研究体制の検討 

   令和元(2019)年度は、令和 3(2021)年度からの新教育課程について、現状の 3 学部 4 学
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科 10専攻 32コースの教育内容や主専攻・副専攻制の導入を基本として検討を進めた。ま

た、学部学科の改組転換については、多額の費用が見込まれることから、経営状況の安定

化が図られたのちに検討することとなった。 

10）競争的な資金獲得の推進 

   各種の競争的な資金獲得へ向け学務課を中心として各学部学科へ案内、説明会等を行っ

たが、令和元（2019）年度の科研費採択はなかった。なお、令和元（2019）年度は、社会

福祉協議会助成の「北海道社会福祉総合基金助成事業」、学生活動として北広島市助成の

「学生地域活動支援事業補助金」を各 1件獲得した。 

11）産学官・地域連携の受託研究・共同研究の提携推進 

   星槎道都大学受託研究取扱規程（H19.11.22 施行）を設け、受託研究・協同研究の受入

整備を行っているが、令和元(2019)年度の実績はなかった。 

 

（２）国際化・情報化 

 

１）留学生受入・支援の強化 

令和元(2019)年度は、昨年に引き続き留学生への直接支援として、学費助成や学生食堂 

券無料配布事業を展開するとともに、留学生キャリア支援講座や交流会を実施した。 

留学生の受け入れ強化策としては、日本語学校訪問・説明会の実施、短期留学プログラ

ム(浙江育英職業技術学院より 9月開講 6人、1月開講 6人)学生の受け入れを実施した。

また、令和元(2019)年度は、海外派遣として、在学生報告と本学説明会のため河北対外経

貿職業学院に職員 2人、寧波市主催国際大学交流イベントのため寧波職業技術学院に学生

9 人と職員 2 人、学科説明のため浙江育英職業学院、寧波職業技術学院、上海工商外国語

学院に教員 1人と職員 3人（うち 2人はグループ職員）、協定に関する会談及び在学生報

告と本学説明会のため威海方正外国語学校、威海職業技術学院、山東外事職業大学、青島

職業技術学院、山東外国語職業技術学院に教員 1人、職員 2人（うち 1名はグループ職員）、

第 8回中国高等職業大学日本語技能競技大会の出席協定校等との面談のため職員 2人（う

ち 1名はグループ職員）、本学説明会及び模擬授業のため新北市立北大高級中学、ＪＰＵ

Ｅ台北オフィスに教員１人、職員 1人を派遣した。また、海外からの訪問団受入として広

東番禺職業技術学院、山東外国語職業学院、ハルビン工程大学の教職員が本学を訪問し交

流が図られた。これらの活動により海外の教育協定校として、令和元（2019）年度新たに

威海職業技術学院の 1校が加わり、現在 10校となり、留学生の受入体制が強化された。 

また、令和元（2019）年度より日本大学連合学力試験(JPUE)に参画し、2020・2021年度

入学留学生の受入に向け、中国及び台湾を中心とした活動を実施した。 

 留学生別科については、平成 29(2017)年 10月からは留学生別科日本語専攻コース(定員

30名・1年課程)の運営が始まり、令和元(2019)年度も少人数ではあるが 3人の入学生を受

入れた。更に令和元（2019）年度は、独立行政法人国際協力機構(JICA)の日系研修員受入

事業の委託を受け、「地域を基盤とした高齢者支援システム」プログラムとして、アルゼ

ンチン人 1人の研修生を約１か月間にわたり受入れた。 

 なお、令和元（2019）年度本学学生の海外派遣事業として、寧波職業技術学院への短期

留学 3人、オーストラリア海外研修事業 7人の学生派遣を行い、異文化理解を深め、国際
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感覚を養う活動を行った。 

２）情報公開と透明性の確保 

   平成 23(2011)年度学校教育法の改正により義務化された「教育研究情報の公開」項目は

もとより、その他法人概要や大学研究教育内容等を積極的にホームページ上で公開し、透

明性の確保等に継続的に努めた。 

３）広く社会的にアピールするためのパブリシティの強化 

学園の教育研究活動を広く社会的にアピールするためのパブリシティ強化策として、学

園広報誌「Star Rafter(星の槎)」を年 2 回発行した。また、平成 30(2018)年度より本学

ホームページの学科 BLOGの充実を目標に掲げ、各学科の教育研究の活動内容を適宜発信し

た。更に地元新聞社等へ本学の教育研究活動内容の情報提供を積極的に行い、記事の掲載

をもって地元市民などへ活動内容の発信を行った。  

４）ホームページの適宜改訂、Ｔｗｉｔｔｅｒ等のＳＮＳを活用した情報発信の充実 

  平成 30(2018)年 5月にホームページ全面リニューアルを実施した。大学イメージに直結

するホームページについては、入試広報課を中心として内容検討を進め改訂を行ってい

る。受験生や在学生などステークホルダーの更なる利便性の向上と大学イメージアップが

図られているが、令和元（2019）年度も運用各部局において、内容の精査を行い、適宜修

正を行った。また、図書情報センターや入試広報課を中心に Facebook・Twitter・Youtube

により、本学の教育・スポーツ・入試情報などをタイムリーに受験生や在学生などステー

クホルダーへ発信した。 

 

（３）学生支援 

   

１）就学支援・履修支援の充実 

   平成 21(2009)年度入学生より新たに導入した GPA (Grade Point Average)制度及び

CAP(履修単位制限)制度に基づく修学指導を行う履修アドバイザー制度の導入により、旧来

のゼミ教員・学務課指導による就学支援・履修支援に加え、履修登録時による支援を行い、

学生に対して、よりきめの細かい指導を継続的に実施した。また、令和元(2019)年度より

学生カルテ・ポートフォリオシステム及び全学生に対してＧＰＳ-Ａｃａｄｅｍｉｃテスト

を導入し、組織的な学生の学修支援(就学支援・履修支援)体制の充実が図られた。 

 ２）中途退学者防止対策の推進 

   各学科の取り組みとして、入学当初に学生との個人面談を実施し、学生の目的意識、生

活状況、履修科目などを確認し、学生個々の状況の把握に努め、的確な修学指導を実施す

るとともに、学科会議等において教員間の情報交換を密にし、長期授業欠席者の早期発見

・指導を実践したほか、成績不良者に対して GPAに基づく修学指導を規程に基づき実施し、

退学者防止に努めた。また、退学抑制策として、新入学時の大学適応がポイントとなると

考え、4 月に新入学生宿泊研修を実施し、大学生活や学修への不安を取り除くプログラム

を実践した。更に教職員との距離を縮めるプログラムとして、5 月に新入生歓迎会を実施

し、退学者防止に努めた。また、令和元(2019)年度より、アセスメントポリシーに基づく

学生満足度調査を実施し、学生の満足度を向上させる取り組みを始めたところである。 

３）キャリア教育（インターンシップ、キャリア・スキルアップ支援）・就職支援の充実 
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令和元(2019)年度事業計画のⅠ．基本方針の(１)の人材育成方針により、平成 24（2012）

年度より設置したキャリア支援委員会において、学生のキャリア教育並びに就職支援の指

導内容を検討し、また、次のような支援を実施した。 

・キャリア教育科目の実施（キャリア支援演習、キャリアデザイン等） 

・就職ガイダンスの実施 

・社会福祉学部ＯＢ・ＯＧ会による求人ネットワークの整備 

・福祉・医療施設学内合同説明会の開催 

・学内での合同企業説明会、個別企業説明会の開催 

・北海道警察・自衛官採用試験説明会の開催 

   ・インターンシップ活性化ための説明会の開催 

・きゃりプロ(有給型インターシップ)説明会の開催 

   ・北海道地域インターンシップ推進協議会への参加とインターンシップ派遣 

・大学独自インターンシップ企業への派遣 

   ・基礎学力の養成（公務員試験・民間企業対策講座、漢字検定、マナー講座） 

      ・ＳＰＩ対策講座の実施 

・職業適性試験の実施 

   ・新卒応援ハローワーク学卒ジョブサポーターによる個別相談会の実施 

      ・就職個人面談（キャリアカウンセリング）の実施 

   ・模擬面接の実施、履歴書・エントリーシートの添削指導 

   ・就職活動マニュアル本、履歴書の無料配布など 

４）資格・免許取得支援事業の充実 

  昨年に引き続き資格取得支援事業として、社会福祉士及び精神保健福祉士国家試験受験 

対策講座、建築士国家試験対策講座、また、教育職員採用試験のための対策講座、公務員 

試験対策講座を実施し、合格者増に向け取り組んだ。 

５）本学独自奨学金制度の見直しと高等教育無償化制度 

   経済的理由により修学継続が困難となった在籍学生（留学生を除く）に対し、修学を可 

能にするために必要な資金の一部を給付、または貸与する星槎道都大学在学生奨学金の利 

用促進のための説明会を実施し、令和元(2019)年度も規程に基づく学生の採用を実施した。 

なお、令和元（2019）年度は学内ワークスタディ奨学金として 3人の学生を採用したほか、 

令和 2年度から実施される高等教育の無償化新制度に対応するための本学独自奨学金の一 

部見直しを実施した。 

６）ＴＡ・ＳＡ制度の推進 

  本学の研究生及び学部に在学する学業及び人物ともに優秀な学生を教育支援者として

採用し、教育課程の授業科目の教育的補助業務に従事させることにより、賃金支給による

経済的支援を行うとともに、学部教育の充実に資することを目的に教育支援者（TA・SA）

制度を設けている。令和元(2019)年度は、昨年に引き続き建築学科授業科目の実技・演習

科目において、前・後期各 2名の計 4名のＳＡを採用した。 

７）教育環境整備に係わる事業の実施 

   令和元（2019）年度は、学内ＷｉＦｉ環境整備、ＷＥＢ履修システム整備、受動喫煙対

策、災害・防災対策整備等事業を実施した。また、野球場のブルペン・室内練習場整備を
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実施した。更に学内美化事業として、継続して花プランターや花壇整備を実施した。 

 

（４）管理運営 

 

１）財務基盤の健全化 

学生募集の強化策として、本学理事長、学長及、幹部教職員及びクループ本部職員

による「経営企画会議」において、学生募集対策について様々な意見交換を行い、基

本方針を決定し、この基本方針の下、入試広報課が詳細な募集戦略を立案し、幹部教

職員による情報共有会議を経て、入試委員会(全学的な組織で各学科より委員を委嘱)

で審議し、そして本学担当者のみならずグループ教職員による具体的な広報活動を展

開した。また、教職員全員が広報マンとの意識のもと高校訪問等の広報活動を実践し

た。特にオープンキャンパスの実施に当たっては学生を主体としたプログラムを中心

にして全学的に取り組んだ。  

   経費削減については、昨年に引き続き人件費の抑制に努めるとともに、様々な管理経費

の見直しを行った。 

２）コンプライアンス強化 

   法令順守と法人・大学の倫理の確立を図り、健全で適正な法人・大学運営及び本学の社

会的信頼の維持に資するため、以下のとおり法人及び大学の規則等の見直しや未整備にな

っていた事項について以下のとおり規程整備を実施した。また、学内の情報共有を推進し 

  経営・教育に関する諸施策の策定・実行・評価の各段階において、部門間、部門内の

情報・意見の聴収を徹底的に図った。 

＜法人規程関係＞ 

・学校法人北海道星槎学園 職制及び分掌規程（H31.04.01改正） 

・学校法人北海道星槎学園 海外出張取扱規程（H31.04.01制定） 

＜大学関係規程＞ 

・星槎道都大学 学則(H31.04.01改訂) 

・星槎道都大学 教授会規程（H31.04.01改訂） 

・星槎道都大学 他学部・他学科の専門科目の履修に関する規程（H31.04.01改訂） 

・星槎道都大学 在学生奨学金規程（R1.10.01改訂） 

・星槎道都大学 在学生奨学金規程施行細則（R1.10.01改訂） 

・星槎道都大学 私費外国人留学生入学金等減免及び奨学金規程（H31.04.01改訂） 

・星槎道都大学 特待生規程（H31.04.01改訂） 

・星槎道都大学 特待生及び学費減免に関する規程（R01.10.01改訂） 

・星槎道都大学 スポーツ特待生規程（H31.04.01改訂） 

・星槎道都大学 進級に関する規程（H31.04.01制定） 

・星槎道都大学 成績評価基準及び履修単位数の上限設定等に関する規程 

（H31.04.01改訂） 

・星槎道都大学 交換留学生派遣規程（R01.10.01制定） 

・星槎道都大学 保育士資格履修規程（H31.04.01改訂） 

・星槎道都大学 通信教育科指定保育士養成課程に関する規程（H31.04.01改訂） 
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・星槎道都大学 通信教育科精神保健福祉士養成課程（一般）に関する規程 

（H31.04.01制定） 

・星槎道都大学 履修証明プログラムに関する規程（R1.05.01改訂） 

・星槎道都大学における研究活動に係る不正行為への対応策等に関する規程 

（R1.06.10改訂） 

・星槎道都大学 地域連携推進センター規程（H31.04.01改訂） 

・星槎道都大学 部門長業績評価運用要領（H31.04.01改正） 

・星槎道都大学 カウンセラー及びアドバイザー規程（H31.04.01改正） 

３）人事評価の実施 

令和元(2019)年度も継続して教職員の勤務意欲と能率の向上を図るため、人事評価規程

に基づく「業務評価及び発揮能力評価、教育活動等評価(教員のみ)」並びに 5年前より実

施している「部門長業績評価」を実施した。部門長業績評価については 9月と 3月に実施

され、その結果を踏まえた「部門別運営会議」を開催し、各部門の業務改善に取り組んで

いる。発揮能力評価については複数年の評価を勘案して今後の人事等に反映させることを

目的に継続実施し、業務評価及び教育活動等評価については年末手当支給の参考資料とし

た。 

４）メンタルヘルスの取組の充実 

   平成 27(2015)年 12 月施行の労働安全衛生法の一部を改正する法律により、義務化され

た「ストレスチェック」を令和元（2019）年度も継続実施し、本法律に基づく適切な学内

対応を行った。なお、ストレスチェックの実施に当たっては、毎月開催する法人設置の「衛

生委員会」において、回収結果等について検証し改善に向けた審議を行った。 

５）ＳＤ活動の推進 

   ＳＤ活動については、平成 22（2010）年度から正式に法人設置の「ＳＤ推進委員会」を

発足させ、委員会においてＳＤ推進を図っている。令和元（2019）年度の主な事業は次の

とおりとなる。 

①ＯＪＴ 

第 1回「入学前学修プログラム結果報告会」 参加者 11名 

 第 2回「アセスメントテスト結果報告会」 参加者 14名 

 第 3回「学修成果可視化システムの運用等に係る説明会」 参加者 24名 

 第 4回「星槎道都大学の学生を理解し支援するために」 参加者 19名 

 第 5回「職場のメンタルヘルスについて」 参加者 10名 

 第 6回「科研費申請等に係る研究活動における研究倫理とコンプライアンス」  

参加者 7名 

第 7回「Bestaレポート:進研模試(2年)結果に基づく本学志願者の分析」  

参加者 13名 

②ＯＦＦ－ＪＴ 

日本私立大学協会北海道支部実施の各専門研修会への参加及び関連業者が企画するセ

ミナー等への出席を中心に活動を展開した。 

６）事務組織や事務処理方法効率化の検討 

  令和元（2019）年度は、社会人や地域住民の学びへの高まりを考慮するとともに事務組
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織の効率化を図るため、本学通信教育科の事務を担う通信教育事務センターを廃止し、通

信教育科の事務、公開講座、教育職員免許更新講習、地域連携及び大学開放行事等を担う

学務部生涯学習課を新設した。また、次年度に向けて、より効率的な事務体制の実現、更

に各役職の責任体制の明確化を図るための継続的な組織体制の検証を行った。 

 ７）管理運営強化・教育改革による関連補助金獲得の推進 

   令和元(2019)年度は、私立大学等経常費補助金特別補助の増額及び私立大学等改革総合

支援事業の補助金獲得を目指し、配分区分表に基づく各項目の体制整備を実施したが、私

立大学等改革総合支援事業については採択に至らなかった。 

 ８）寄附金募集の充実 

   令和元(2019)年度は、寄付金の募集について、本学ホームページに恒常的な寄付金募集

ページ及びフォームを作成した。また、新入学生保護者に対して「星槎道都大学教育事業

拡充協賛金」の募集を行い、寄付金募集の充実に努めた。 

 ９）星槎グループ内の連携強化 

令和元(2019)年度より、星槎グループ内の連携強化を図るため、以下を目的にして北海

道プロジェクトが組織され、20プロジェクトについて検討が開始された。 

①星槎国際高等学校、星槎もみじ中学校、星槎道都大学の各事業部が途切れ隙間なく連

動し、互いに敬意を払うと共に豊かな人間関係を築き、相互の協力体制を確立し、星

槎の理念を敷衍する。  

②札幌北広島を主とした北海道全域に星槎の名を轟かせ、全体の強い勢いを創出し、地

域から愛され、選ばれる組織作りを行う。  

③圧倒的且つ、特色を持った唯一無二のプログラムをスピーデイーに展開し、全道一の

共育力を発揮する。  

④「全道一発信する学校」をテーマとして、星槎のあらゆる教育活動を幅広く伝えてい 

く。 

 

（５）その他 

 １）広報活動の充実 

オープンキャンパスの増員、高校訪問の充実、出張授業・進路講演の派遣増、進学相談

会対応者の増員など詳細な数字目標を掲げ、入試広報課を中心として広報活動を実践した。

また、本学が取り組む入試制度や教育内容改革を効果的に伝えるため、パンフレットや広

告等の記載方法など内容の見直しを図った。 

 ２）寄附金募集に係る環境整備 

   本学ホームページに恒常的な寄付金募集ページ及びフォームを作成し、寄付金募集

に係る環境整備を行った。 

３）部活動の充実 

   星槎道都大学体育・文化活動後援会からの部活動への助成金を受け、各部活動の活性化

が図られた。特に硬式野球部は春季札幌６大学野球リーグ戦優勝、柔道部は北海道学生柔

道優勝大会及び北海道学生柔道体重別団体優勝大会で男子準優勝・女子優勝、陸上競技部

は北海道選抜選手として１人が出雲駅伝に出場するなど輝かしい実績を残した。その他体

育系部活動では、男子サッカー部、男子ラグビー部、女子バレーボール部、男子ハンドボ
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ール部、男子バスケットボール部が道内 1部リーグに所属し活躍している。また、文化系

部活動では、アダプテッドスポーツ部、軽音楽部をはじめ 21団体が地域交流活動や作品制

作活動などに精力的に取組んでいる。 

４）同窓会活動の充実 

     令和元(2019)年 5月開催の同窓会役員会において、本年度の主な活動計画が策定され同

窓会活動が実施された。令和元（2019）年度は 6月に同窓会函館支部、11月に同窓会小樽

支部の総会・懇親会が開催された。 

５）対外活動の充実・生涯学習への対応 

・星槎道都大学開放ＤＡＹの開催（11月） 

・星槎道都大学公開講座Ｄ－ＯＰＥＮの開催（第 44回 6月～・第 45回 9月～） 

・星槎道都大学教員免許状更新講習の開催（8月・12月） 

・介護職員初任者研修の開催（9月） 

   ・高校生バンド大会キタヒロ軽音フェスの開催(1月) 

 ６）星槎の未来を考える日(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ)への参加 

   平成 30（2018）年度より実施される星槎の未来を考える日(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ)に本年度

も引き続き参加した。なお、令和元（2019）年度は、教員 2 人が大学ブロック予選会に

参加したが、決勝進出とはならなかった。この企画の目的は以下のとおりとなる 

①星槎は、みんなでつくる集合体であり、星槎の未来について寄って集ってつくり上

げると云う、星槎の職場風土の更なる醸成を図る。 

②星槎の将来構想、特に中長期経営構想の策定・見直しに資す。 
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Ⅲ　財務の概要 

１　資金収支計算

　主な科目は、以下のとおりです。

【収入の部】 (単位：千円)

予算 決算 差異

 学生生徒等納付金収入 997,770 997,490 280

 手数料収入 9,543 9,662 △119

 寄付金収入 2,700 2,700 0

 補助金収入 167,900 167,899 0

 資産売却収入 50 49 0

 付随事業・収益事業収入 20,256 19,690 565

 受取利息・配当金収入 5 4 0

 雑収入 88,035 87,862 172

 借入金等収入 280,000 280,000 0

 前受金収入 395,998 381,371 14,626

 その他の収入 65,483 68,970 △3,487

 資金収入調整勘定 △409,128 △410,001 873

 当年度資金収入合計 (a) 1,618,612 1,605,699 12,912

 前年度繰越支払資金 50,337 50,337

 収入の部合計 1,668,949 1,656,036 12,912

【支出の部】

予算 決算 差異

 人件費支出 679,583 677,314 2,268

 教育研究経費支出 489,219 484,009 5,209

 管理経費支出 101,511 101,879 △368

 借入金等利息支出 2,458 2,464 △6

 借入金等返済支出 280,000 280,000 0

 施設関係支出 23,364 23,443 △79

 設備関係支出 5,928 5,286 641

 その他の支出 109,973 109,991 △18

 資金支出調整勘定 △94,460 △90,021 △4,438

 当年度資金支出合計 (b) 1,597,576 1,594,367 3,208

 翌年度繰越支払資金 71,373 61,669 9,704

 支出の部合計 1,668,949 1,656,036 12,912

 支払資金の増減額 (a-b) 21,036 11,331 9,704

資 金 収 支 計 算 書

科目

科目

平成31年４月１日から令和２年３月31日まで

　当年度の資金収入は16億570万円であり、予算に対して1291万円の減少となりました。また、前
年度繰越支払資金5033万円を加算した収入の部合計は、16億5603万円となりました。
　一方、本年度の資金支出は15億9437万円で、予算に対して320万円の減少となりました。また、
翌年度繰越支払資金は予算に対して970万円減少し、6166万円となりました。
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２　事業活動収支計算

　主な科目は、以下のとおりです。

(単位：千円)
科目 予算 決算 差異

 学生生徒等納付金 997,770 997,490 280

 手数料 9,543 9,662 △119

 寄付金 4,200 7,936 △3,736

 経常費等補助金 167,900 167,899 0

 付随事業収入 20,256 19,690 565

 雑収入 88,035 87,862 172

 教育活動収入計 1,287,704 1,290,540 △2,836

科目 予算 決算 差異

 人件費 669,256 666,933 2,322

 教育研究経費 620,866 618,414 2,451

 管理経費 110,569 112,521 △1,952

 徴収不能額等 673 798 △125

 教育活動支出計 1,401,364 1,398,668 2,695

 　教育活動収支差額 △113,660 △108,127 △5,532

科目 予算 決算 差異

 受取利息・配当金 5 4 0

 教育活動外収入計 5 4 0

科目 予算 決算 差異

 借入金等利息 2,458 2,464 △6

 教育活動外支出計 2,458 2,464 △6

 　教育活動外収支差額 △2,453 △2,459 6

 　　 経常収支差額 △116,113 △110,586 △5,526

科目 予算 決算 差異

 特別収入計 11,050 9,470 1,579

科目 予算 決算 差異

 特別支出計 0 975 △975

 　特別収支差額 11,050 8,494 2,555

 基本金組入前当年度収支差額 △105,063 △102,092 △2,970

 基本金組入額合計 △32,589 △36,939 4,350

 当年度収支差額 △137,652 △139,031 1,379

 前年度繰越収支差額 △7,138,415 △7,138,415 0

 翌年度繰越収支差額 △7,276,067 △7,277,446 1,379

収

入

の

部

事

業

活

動

支

出

の

部

事

業

活

動

教
育
活
動
外
収
支

特
別
収
支

収

入

の

部

事

業

活

動

支

出

の

部

事

業

活

動

支
出
の
部

事
業
活
動

教
育
活
動
収
支

事 業 活 動 収 支 計 算 書

平成31年４月１日から令和２年３月31日まで

　本年度決算における事業活動収入合計は13億16万円でした。
　また、本年度の当年度収支差額は△1億3903万円となり、前年度繰越収支差額△71億3841万円を加算す
ると、翌年度繰越収支差額は、△72億7744万円となりました。

事
業
活
動
収
入
の
部

①学納金

77.3%

②補助金

13.0%

③その他

9.7%

教育活動収入の構成比率

①学納金

②補助金

③その他

①人件費

47.7％

②教育研

究経費
44.2%

③管理

経費8.0％
教育活動支出の構成比率

①人件費

②教育研究経費

③管理経費他
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３　貸借対照表

【資産の部】 (単位：千円)

本年度末 前年度末 増減

 固定資産 3,547,908 3,649,711 △101,802

 　有形固定資産 3,540,942 3,642,937 △101,995

     土地 642,086 642,086 0

     建物 2,297,153 2,401,336 △104,182

　　 その他の有形固定資産 601,701 599,514 2,187

 　その他の固定資産 6,966 6,773 193

 流動資産 130,075 115,113 14,961

 　現金預金 61,669 50,337 11,331

 　その他の流動資産 68,406 64,776 3,630

 合計 3,677,984 3,764,824 △86,840

【負債及び純資産の部】

本年度末 前年度末 増減  

 固定負債 405,246 426,493 △21,246

 流動負債 527,444 490,945 36,498

 計 932,691 917,439 15,252

 基本金 10,022,739 9,985,800 36,939

 消費収支差額 △7,277,446 △7,138,415 △139,031

 計 2,745,293 2,847,385 △102,092

 合計 3,677,984 3,764,824 △86,840

 減価償却額の累計額 6,383,197 6,266,224 116,972

 基本金未組入額 11,467 19,496 △8,029

純
資
産

　令和２年３月31日現在の資産、負債、基本金等を本年度末と前年度末で比較しております。減価償却
対象資産（建物、構築物、教育研究用機器備品等）については、取得額から減価償却累計額を控除した
金額による直接法で表示しております。

貸 借 対 照 表

負
債

科目

資
産

科目

令和２年３月31日

 


