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　約1か月間、北海道に発令されていた緊急事態宣言が6月20日をも
って解除され、キャンパスに学生の姿が戻ってきました。７月に入り、鶴
岡学園でも新型コロナワクチン大学拠点接種がはじまりましたが、首都
圏を中心に再び感染者数が増えるなど、未だ予断を許さない状況で
す。そのような中で、感染予防対策を徹底すべく、ご尽力頂いておりま
す関係各位、また学生・ご家族の皆様のご理解とご協力に、深く御礼申
し上げます。
　さて、この4月から附属高等学校の生徒が真新しい制服に身を包ん
で、北海道文教大学のキャンパスを歩く姿が象徴するように、鶴岡学園
は大きなターニングポイントを迎えました。とりわけ、高校・幼稚園を含
む学園機能すべてが恵庭市に集約されたことは、本学園が掲げる「教
育100年ビジョン」を推し進めるうえで非常に大きな意味を持ちます。
　予測困難な時代に未来の創り手となる園児・生徒の将来を見据え
て、何をどのように学ぶか、「生きる力」を育む理念の具体化などに取
り組むとともに、恵庭市・地域住民などとの連携・交流を通じて、着実に
地元に根付いていけるよう取り組んでまいります。
　また、大学では新設の国際学部を筆頭に、教育理念である「国際性
の涵養」という目標を体現する人材の育成を目指して邁進してまいり
ますので、今後とも本学園の教育研究活動に対しまして、ご支援とご
高配を賜りますようお願い申し上げます。

学校法人鶴岡学園 理事長

鈴木 武夫

鶴岡学園一元化構想がスタート
国際学部１期生に聞くキャンパスライフ　
北海道文教大学附属高等学校 恵庭キャンパスに新校舎誕生!!
北海道文教大学附属幼稚園 恵庭市漁町に開園
健康栄養学科 山森栄美先生のオンライン調理実習 
HBU最後の講義 宮本重範 教授「理学療法士、50年の歩み」
HBUの感染症対策 校舎まるごと抗ウイルス施工
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北海道文教大学がある恵庭市は、明
治初期から農業・酪農が始まりました。
現在は、花壇苗の生産が盛んで、街路
の花壇造成や一般家庭のガーデニング
にも力を入れるなど「花のまち」とし
て知られています。
私は2018年春から恵庭市で暮らし
ています。東京農業大学副学長の職を
最後に、本学の学長に就任しました。前
職では、網走にあるオホーツクキャン
パスで教壇に立つ一方、エミューとい
う大型の鳥による地域活性化に力を注
いでいました。また、私の教え子たち
は1990年代初期から「ホタテ漁業バ
イト」と「農業バイト」を自ら開拓し、
現在、東京農大の学生さんたちは、網
走経済に欠かせない存在となっていま
す。
驚くことに、北海道文教大学でも学
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幼稚園×高校×大学
鶴岡学園一元化構想がスタート!!
産学官連携による地方創生に長くたずさわってきた渡部俊弘学長。今春から附属幼稚園と附属高校も恵
庭市に集結し、鶴岡学園の一元化構想がいよいよ本格始動します。

生さんたちが、地域や企業と連携しな
がら高度な「アクティブラーニング」
を実践していました。私はその活動を
知り、北海道文教大学と地域社会との
つながりを、さらに発展させられない
か考えるようになりました。

“F高”の移転が
さらなる発展の力に
ところで、この４月に北海道文教大
学附属高校（旧・北海道文教大学明清
高校）、通称“F高”と附属幼稚園が、
札幌市内から恵庭市に移転しました。
コロナ禍での引越しは、生徒さんも教
職員の皆さんもたいへんだったと思い
ます。しかしながら、この移転により
F高とHBU（北海道文教大学）は、高
校と大学を通した一元化教育が可能と
なりました。また、幼稚園についても

HBUがバックアップします。同じ
キャンパス、同じ恵庭市内にあればこ
そ実現可能となった双方向の教育スタ
イルです。園児・生徒・学生さんたち
がこの恵庭を拠点に、さまざまなこと
にチャレンジし、未来に向けて自分な
りの「何か」を培ってもらいたいと願っ
ています。
このたびの“一元化”は若いパワー
で溢れ、英国の大学都市のように、キャ
ンパスを中心とした街づくりへと発展
する可能性を秘めています。今なおコ
ロナ禍は続いていますが、明けない夜
はありません。“夜”のうちに、コツ
コツとエネルギーをためて、花のまち
恵庭に、新しい花を咲かせたいもので
す。

奥さまに先立たれ、57歳のときにシ
ングルファザーになった渡部学長。当
時、２人の子どもたちは小学生。教職・
研究・地域創生・子育てに奮闘し、今
また新たに、北海道文教大学で学ぶ学
生と恵庭の未来に向けて走り始めた
“ボツリヌス先生”のエピソードが満
載!!
生きるのがつらい、将来が不安……。
そんなときには、読んでいるうちに希
望が湧いてくるこの一冊を！

鶴岡記念図書館で好評貸し出し中!!
人とつながる
「笑いと涙」の40年
恵庭で描く地方大学のプラットフォーム構想

※ Amazonでも発売中です。

北海道文教大学学長の渡部俊弘です。
ボツリヌス菌の研究と
地方創生が専門です！

落ち込んだときは、私の本を読み、
泣いて笑って、ストレスを

発散してください！
て笑って、ストレスを
散してください！
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今、いちばん
面白い授業は？
Basic Oral Communication
という英語の授業と、中国語の授業
です。英語の授業はオールイング
リッシュ。ペアやグループで意見を交換し合い、英語で自
分の思いを伝える練習をしたりしています。ネイティブの
先生の発音をたっぷり聞けますし、わからないことは、な
んでも教えてくれます。中国語は初挑戦ですが、この授業
も教え方がていねいで、ドラマや音楽なども使い、実際に
見て・聞いて覚えられます。英語も中国語も、とても楽し
いです。

4年間で挑戦したいことは？
留学や語学研修などで海外に行きたいです。コロナ禍で
先のことはわかりませんが、留学・研修には熱心な学科な
ので、大学の制度を有効活用していきたいです。また、
SDGsに興味があるので、それを深掘りできるような活動
もしたいと思います。４年間で、国際的な視野をもてるよ
うになりたいです。

2022年に入学する後輩に向けてひと言
英語ができる、できないは関係ありません。私も最初の
うちは不安でいっぱいでした、学生それぞれに学習アドバ
イザーの先生もつきますし、同じ学部、学科の友だちと協
力して物事に取り組めます。以前のように世界中を行き来
できるようになったら、英語や中国語、異文化理解がより
重要視されると思います。海外に興味があるならば、今の
うちにたくさんのことを学んでおくと、将来、絶対に役に
立ちます！　頑張ってください！

国際教養学科

鈴
す ず き

木理
り こ

子さん
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4月からスタートした国際学部には国際教養学科
と国際コミュニケーション学科があります。それぞ
れの学科で学んでいる鈴木理子さんと江口瑠奈
さんのお二人に、国際学部の魅力を語っていただ
きました。 国際学部を

選んだ動機は？
わたしの出身地、広島県は世
界で初めて原子爆弾が投下されま
した。幼いころから平和学習の機会が多く、戦争を体験さ
れた方の話を聞くなど戦争について考えるうちに、戦争の
悲惨さを感じるとともに、争いの原因である宗教や思想の
違い、平和について学びたいと思うようになりました。国
際教養学科では、世界の諸問題や文化、心理学など幅広く
学べるので入学を決めました。また、国際学部の学生は、希
望すれば誰にでも留学のチャンスがあり、自分の語学力を
伸ばす良い機会だと考えました。

国際学部の雰囲気は？
国際学部は今のところ少規模で、先生たちともコミュニ
ケーションをとりやすい環境です。どの先生も話しやすく、
わからないことがあると、わたしは気軽に先生たちの部屋
を訪ねています。また、講義ではグループワークの時間が
多く、同じ学部や学科の人と意見を交換し、いい刺激をも
らえています。
2022年の春には、次の新入生が入ってきます。新たな
出会いを楽しみにしています！います！

羽ばたこう、
 恵庭から未来の空へ

国際学部
1期生に聞く
キャンパスライフ

今、いちばん

国際コミュニケーション学科
江
え ぐ ち

口瑠
る な

奈さん

on
授業
ング
を交換し合い 英語で自

科
れま
機会が多く 戦争を体験さ

国際学部学部長の
渡部淳

まこと

です。
国際関係論や

国際コミュニケーションが
専門です。

学長とは同じ名字。
ご先祖は親戚だった??
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2021年4月 MEISEIから「F」へ！

北海道文教大学
恵庭キャンパスに
F高 新校舎誕生

夢を実現する新学習プログラム

道内の高校で唯一、食に関する２つの資格が取得可能!!（調理師、製菓衛生師）
調理師免許は卒業と同時に取得できます。１年次から食に関する専門知識を学び、毎週おこ
なう調理実習で高い技術を身に付けます。また、希望者はダブルスクール制度により、在学中
に国家資格である製菓衛生師の受験資格を得て受験し、合格すれば資格取得。

アスリートや指導者として必要な理論や技能を
学び、プロ選手や指導者（体育・教育系大学への
進学）を目指します。

保育士や幼稚園教諭を目指すうえで欠かせな
いピアノの実技や、保育の基礎知識を学ぶとと
もに、保育・教育系大学への進学を目指します。

理系科目に重点を置いたカリキュラムで、理系
国公立大学や看護医療系大学等への進学を目
指します。

英会話の授業を多く設定し、大学受験対策だけ
ではなく、グローバル社会に対応できる実用的
な英語力の向上を目指します。

文化系科目を中心に、バランスのとれたカリキュ
ラムで、文系国公立大学で難関私立大学への進
学を目指します。

アスリート
プログラム

ヒューマン
プログラム

メディカル
サイエンス
プログラム

グローバル
プログラム

メイン
プログラム

クッキングクリエイター
プログラム

大学進学を視野に入
れながら、プログラム
独自の専門性の高い
授業により、知識と経
験を磨くプログラム

国公立大学も視野に
入れたハイレベルな
大学入試に対応した
カリキュラム

学習の基礎固めと2年
次プログラム選択の
ための視野拡充を図
り、その後の学習基盤
を築くための共通カ
リキュラム

アクティブ
セレクト

アドヴァンス
セレクト

ベーシック

2年次からの進路を
じっくり考える
１年間

普通科
120名

1年次 2・3年次

食物科
40名

2020年度 就職内定率100％
卒業時に調理師免許取得
国家試験免除（３年次12月に学内試験）

ダブルスクール制度で製菓衛生師の受験資格を得て
国家試験を受験（2020年度合格率87.5％）

やりたいことや就きたい職業を早いうちに見つけられれば、その夢をかなえるために入念な準備ができます。
F高では、生徒一人ひとりの夢の実現をサポートする学習環境が充実しています。

F高は、北海道文教大学の附属高校です。
2021年度より大学がある恵庭キャンパスに移転し、
新たなスタートをきりました。
新校舎で!　新制服で!　新学習プログラムで!
新たな歴史を創っていきます。

北海道文教大学附属
高等学校（通称：F高）
北
高

北海道文教大学
附属高等学校 校長

佐々木淑
よ し こ

子
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最新施設・設備が充実した新校舎で、
生徒一人ひとりの未来を伸ばす
　新校舎はWI-FI環境を完備。すべて
のHR教室に電子黒板があり、授業は
iPad（生徒に貸与）を活用しています。
また、食物科の調理実習室には調理
と製菓の最新機器を整備。さらに、個
別自習室やFCC教室（フューチャー・コ
ミュニケーション・センター）なども用
意しました。「集団・受け身・偏差値重
視」といった従来の高校教育から一歩

踏み出して、設備も授業スタイルもカ
リキュラムも、一人ひとりの学びに対
応した環境です。移転から約４か月。
大学進学を目指す生徒、クッキングク
リエイターを目指す生徒、アスリート
を目指す生徒、将来の進路は未定で
も充実した毎日を送る生徒……、437
名の生徒一人ひとりが、このF高で10
代の日々を元気にすごしています。

F高は制服も刷新!!

住所：〒061-1449
恵庭市黄金中央５丁目207番11
TEL:0123-25-5570 
FAX:0123-25-5571
E-mail：f2021@bunkyo.ed.jp
http://www.bunkyo.ed.jp

コミュニティラウンジ 最新の調理機器が揃う調理室で
プロを目指す！

トレーニングコーナー

人工芝のサッカーグラウンド

多目的ホール レバンガU18もF高で練習
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住所：恵庭市漁町396
10123-29-6317　FAX 0123-29-6318
E-mail　fuzoku.yo@bunkyo-kodomoen.jp
https://bunkyo-kodomoen.jp

2021年4月開園
学校法人鶴岡学園 幼保連携型認定こども園

北海道文教大学附属幼稚園

北海道文教大学と連携し、保育教諭、看護師、栄養士、調理師、
作業療法士などを中心とした専門職集団が「モンテッソーリ教育」を取り入れて、

一人ひとりの「やりたい」を実現します！

お絵かき、工作、運動、ガーデニング……。
幼児クラスの子どもたちは、お友だちと一緒に創造力を養っていきます。

グお
幼 たちは、お友だちと 緒に創造力を養っていきます。

お散歩やお絵かきなどの活動を通じて、発見
や驚きの毎日。
すくすくと元気いっぱいに育ってほしいですね！

乳児クラス

幼児クラス

開園しました！
焦らず、課題を乗り越え、確実な歩みを目指します。
いろんな願い、期待感に寄り添います。
この園の主役は、子どもたちです。
彼らの育ちに、何処かで、何らかの形で
プラスとなるような保育教育を目指します。
人は、自己体験―五感をくすぐるチャレンジに根ざした
それら─ の蓄積がとても大切です。
園は、こども園としての機能や保育教育の志、職員たちと保護者とのバランス、
地域･行政と連携を取りながら運営されなければなりません。
これまでお知らせしてきました4つの柱～「異年齢の垣根を低くした縦割り保
育」、「大学のバックアップ」、
「自然環境の積極的活用」、「食のプロによる丁寧な“食”の提供」を
いつもそばに置きたいと思います。
6枚のスナップから見えてくる子どもたちの表情、姿にそれらが見えますか。
今後もお世話になります。よろしくお願いいたします。　　　園長　小

お だ

田 進
しんいち

一

た

毎日が
楽しい♪

す。

が
♪
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人間科学部健康栄養学科 講師 山
やまもり

森 栄
え み

美
東京農業大学大学院農学研究科修士課程修了。服部栄養専門学校教員を経て、現職(北海道文教大
学 健康栄養学科 講師)に至る。和食の料理人としての経験を活かし、「おいしさ」を調理科学・栄養学的
視点で捉え、おいしさと健康の両立という新たな研究領域の開拓を目指す。現在、千歳・恵庭の生活情報誌
『ちゃんと』にて、「道文教大のしあわせレシピ」を連載中。

3密を避けて“ぼっち調理”にチャレンジ 人間科学部健康栄養学科

山森栄美先生のオンライン調理実習

理学実習は１年次で基礎を学び、
2年次で日本料理、西洋料理、中

国料理の特徴を理解するとともに、そ
れぞれの調理技術の継承に努めていま
す。もちろん、管理栄養士国家試験に関
わる調理理論がしっかり学べるように
なっています。オンライン調理実習で
は、台所や調理機器など、個々の環境
の中で工夫をして調理をおこなうよう
指導しました。
　3回目はビーフステーキ、ガルニ
チュール（付け合わせ）、シュークリー
ム、紅茶を作り（写真1）、実習素材は、
大学でパッキングしたものを学生の自宅
へ個別配送しました（写真2、写真4）。
調理の要点や調理科学的視点の教示に
ついても、細かな調理ポイントを解説動
画におさめて配信し、何度もくり返し見
られるようにしたので、役立っている
ようです。これはHBUのYouTubeで
一般公開しています。
　オンライン実習は、意外なメリット
がありました。たとえば、対面実習で
は作業を分担しますが、オンライン実
習では下処理から盛りつけまで、すべ
て一人でやらなければいけません（写
真3）。一連の工程を経験したことで、
調理操作が仕上がりの味や食感に及ぼ
す影響など、結果に対する考察力が深
まったようです。

昨年度よりたびたび緊急事態宣言が発令され、HBUでは状況に応じてオンライン授業を導入してきました。
そんな中、2020年度に引き続き、今年度も5月27日～7月2日に、2年生の「応用調理学実習」で
オンライン実習をおこないました。健康栄養学科の山森栄美先生に、その様子を伺ってみましょう。

昨年度よりたびたび緊急事態宣言が発令され HBUでは状況に応じてオンライ

調

イン授業を導入してきましたイ

実習後のアンケート調査では、対面形
式実習の良い点についてコメントして
いる学生が多いのが印象的でした。通
常の実習では、グループのメンバー間
で確認、フォローし合いながら調理す
ることで一体感が生まれます。調理の
失敗や成功に関わらず、同じ食空間を
共有する楽しさは、オンライン実習で、
個の作業を経験したからこそ気づいた
感覚です。オンライン化を通して得ら
れたことを、今後の対面実習でも生か
し、固定概念に捉われない授業形態を
構築していきた
いと思います。

写真1 写真2

写真3

写真4

対面実習では、失敗した
らメンバーに迷惑をかけ
るという緊張感があった。
オンライン実習で調理技
術に自信がつき、これか
らは対面実習でも楽しん
で調理ができそう。

対面調理では、給食を提供する
時間までに完成させる調理力
や、適正温度での提供を目指し
た調理力が身につきます。オンラ
イン実習では、一人で作る料理
の品数が増えるので、調理テク
ニックが向上しました。

敗した
感想

を提供する
感想

実習用の食材を各
学生に配送した。
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2006年、HBU理学療法学科開設に尽力
北海道文教大学人間科学部理学療法学科
北海道文教大学大学院リハビリテーション科学研究科

HBU最後の講義 宮
み や も と

本重
し げ の り

範教授
「理学療法士、50年の歩み」

年、日本の理学療法を牽引してこられた宮本重範先
生が、2021（令和3）年3月をもって本学を退職さ

れ、6月30日に本学名誉教授の称号を授与されました。
　宮本重範先生は10年8か月もの間、アメリカ、カナダで
研究・臨床にたずさわられ、帰国後は札幌医科大学、北海
道文教大学の理学療法学科の設置、運営に多大な貢献をさ
れました。宮本先生の座右の銘にもあります「敬天愛人(け
いてんあいじん)」という言葉のとおり、人を愛し思いやる
姿勢は、現在の本学理学療法学科教員、学生にも受け継が
れ、今年で北海道内一となる1,000名を越える理学療法士
を輩出するまでに成長しました。
　そして、理学療法士の専門領域である「徒手療法」では
日本の第一人者として、北海道はもとより日本全国の理学
療法士の技術向上に寄与され、現在も整形外科にて患者治
療に従事されています。
　3月5日の13時半に始まった最終講義には、本学の学生、
教員以外にも北海道から沖縄まで多くの方から講演配信の
依頼が寄せられました。宮本重範先生の「理学療法士、50
年の歩み」と題された最終講義の模様は、YouTube動画
でご覧になれます。
　現在、日本における理学療法は、病気や怪我等のリハビ
リに特化されていますが、膝・腰・肩の痛みなどで不調を
訴える人はおおぜいいます。「人生100歳時代」を迎えた今、
HBUから巣立った理学療法士の方々が「まちのリハビリ
先生」として活躍するのも、そう遠くないでしょう。また、

JICA海外青年協力隊に参加して、アフリカ、東南アジア諸
国など海外で活動する卒業生たちもいます。恵庭、北海道、
そして世界へと、宮本先生の教えが枝葉をつけて広がって
いくことを、理学療法士の一人として私も願っております。
　宮本先生、ありがとうございました。

北海道文教大学の創始者 
鶴岡トシ先生の生涯が
マンガでよみがえる!!
『トシさんが行く！』
近日発売予定

』

トシ先生の看板が
JR恵庭駅に登場!

学校法人鶴岡学園

永年勤続者
表彰 人間科学部

健康栄養学科教授  

侘
た く み

美　靖
やすし
 先生

総務部 総務課長
（現・総務部総務課専門員）  

野
の ろ

呂 美
み き こ

貴子 さん

長

講義の内容はこちらで

鈴木武夫理事長より
表彰状が授与された。

理学療法学科 准教授

髙
た か だ

田雄
ゆういち

一
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みんなの命と未来を守る
HBUの新型コロナウイルス対策
世界の大学では初登場!! 校舎まるごと抗ウイルス施工

月、HBUでは新型コロナウイル
スに係るワクチンの大学拠点接

種を国に申請し、7月から接種が始ま
りました。対象となるのは学生と教職
員約2400名です。一方、３月下旬に
は、大学校舎をはじめ鶴岡記念講堂、鶴
岡記念図書館など構内のすべての建物
を、「Si-Shield　シリカ・ナノコロイ
ド・シールド散布」という特殊な技法
で、抗菌コーティングしました。
　これは抗ウイルス・抗菌効果が認め
られたSIAA認証ならびにISO22196
の承認を受け、人体への安全性も確認
済みです。このコーティングにより、
HBUのすべての施設・設備（たとえば、
階段の手すりや実習用の車椅子など）
で24時間、365日、抗菌・抗ウイルス
の状態が保たれます。

6 卒業式・入学式も感染予防を最優先
　３月13日、令和２年度の卒業式（学
位記授与式）を無事に終えました。今
回は規模を縮小して、学科ごとに大講
堂や体育館などでおこないました。ま
た、４月３日の令和３年度入学式は抗
菌コーティング後でしたが、感染予防
を徹底するために、卒業式と同様に学
科ごとでの開催となりました。

５月12日 鶴岡記念講堂で開催
日経SDGs FESTIVAL
「ヘルスSHIFT100～ポストコロナ
新時代に向けて～」講演会

2021年4月～6月
包括連携協定

015年9月の国連サミットで採
択された「SDGs（持続可能な

開発目標）」。HBUでも2021年を
「SDGs元年」と位置づけ、昨年から積
極的に取り組んでいます。
　そのひとつが、5月12日（水）に鶴

2 　HBUの教職員と学生も「オンライ
ンによるSD研修会」と題して参加し
ました。今後も学内関係者を対象に、随
時実施していく予定です。

岡記念講堂大ホールで開催された「日
経SDGs FESTIVAL『ヘルスSHIFT
100～ポストコロナ新時代に向けて
～』」（主催：日本経済新聞社・日経BP、
特別協力：三菱地所）の講演会（リア
ルタイム配信）です。

　HBUは引き続き
３密を避け、マスク
着用、手洗い・うが
い・消毒を励行して
いきます。Withコ
ロナ時代の大学環境
を守ること。それが
HBUの方針です。

４月14日 久原本家グループならびに株式会社北海道アイ
４月26日 一般社団法人日本化粧品検定協会
６月11日 ポッカサッポロ北海道株式会社 
６月28日 富良野市、富良野商工会議所及び
 一般社団法人ふらの観光協会

北海道新聞2021年6月12日朝刊より
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4年間の学びが即戦力に!!
北海道文教大学2021年春、

就職率・国家試験合格率
『就職力で選ぶ大学 2021』

 (朝日新聞出版)で
全国第9位に!!

外国語学部 

Report 2021
前期

新型コロナウイルス感染拡大で、
就職活動にも影響が及んだ2021年春。
北海道文教大学では、各学科の教員が集まる
「就職等支援委員会」と就職課が、
個々の学生の夢や目標をかなえるために、
就職活動全般を組織的にサポートしています。
また、看護師、理学療法士、作業療法士、
管理栄養士、幼稚園教諭・小学校教員の
国家試験に合格するための取り組みも、
入学初年度からおこなっています。

国家試験合格率
 受験者数 合格者数・道内順位 合格率（％）
 （名） （名） （養成校のうち） 

健康栄養学科 110 82 第１位 74.5
理学療法学科 91 85 第１位 93.4

作業療法学科 34 34 第２位 100
看護学科 95 94 98.9

外国語学部 国際言語学科外国語学部国際言語学科

運輸
7.4 %

教育・
学習支援
14.8 %

卸・小売り
22.2 %

留学生を除く27名が、道内外の情報通信、卸・小売り、サー
ビス業、教育・学習支援などの企業や団体に就職しました。

※『就職力で選ぶ大学』に掲載されているデータは
2020年3月時点のもので、本公報誌で掲載している
データとは異なります。

就職率
96.4％
（2021年5月1日時点）

サービス
18.6 %

情報通信
22.2 %

宿泊
7.4 %

その他
7.4 %

人間科学部

（全国第2位
養成課程をもつ

全国４年制大学のうち）
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人間科学部 健康栄養学科 人間科学部健康栄養学科
商品開発・品質検査・
製造など（要栄免）
9.5 %

総合職・
一般職など
28.6 %

管理栄養士・
栄養士・
公務栄養士
61.9 %

就業者数は105名。道内外の病院、福祉施設、自治
体、食品関連企業などで活躍中です。

人間科学部 こども発達学科人間科学部 ども発達学科

指導員・
支援員など
10.0 %

保育士
20.0 %

小学校・
特別支援教諭
36.3 %

小学校・特別支援教諭29名をはじめ、幼稚園教諭、保育士、
指導員・支援員、総合職・一般職など80名が就職しました。

人間科学部 作業療法学科 人間科学部作業療法学科
施設など
6.1 %

医療機関
93.9 %

国家試験合格者34名中33名の就職希望者全員が
就職。このうち31名が医療機関に就職しました。

就職率
95.5％
（2021年5月1日時点）

就職率
98.8％
（2021年5月1日時点）

就職率
100％

（2021年5月1日時点）

幼稚園教諭
25.0 %

総合職・
一般職
8.7 %

人間科学部 理学療法学科人間科学部理学療法学科
施設など
3.6 %

医療機関
96.4 %

国家試験合格者85名のうち、80名が医療機関、3名
が福祉施設に就職しました。

就職率
98.8％
（2021年5月1日時点）

人間科学部 看護学科人間科学部看護学科

大学病院
10.9 %

公益・
企業立病院
8.7 %

公的病院
32.6 %

医療法人
など
47.8 %

就職者数は92名。医療法人をはじめ、大学病院、公
的病院、公益・企業立病院で奮闘中です。

就職率
100％

（2021年5月1日時点）
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１） 理事の定員　理事6人以上8人以内
 理事長： 鈴木武夫
 理　事： 渡部俊弘、(常務理事)浅見晴江、伊藤雅夫、中村至、
  松本博樹、玉川裕一 

２） 監事の定員　2人　現員2人
 監事：鈴木豊、荻根澤則文
 

３） 評議員の定員：13人以上19人以内
 評議員：北崎迪子 他14名

【恵庭キャンパス整備事業】 予算額(千円) 実績額(千円)
 ① 1号館112教室 防災環境整備 20,460 16,170
 ② 普通教室の環境改善(空調設備工事) 67,915 令和3年度に延期
大学 ③ ホームページリニューアル 16,905 16,080
 ④ 省エネ対策照明LED化（本館大講堂） 5,445 0
  　　　　　　　　　　　　　　計 110,725 32,250

【奨学金事業】給付奨学金及び
特待制度等により学生・生徒の支援 予算額(千円) 実績額(千円)
 ① 私費留学生授業料減免 14,242 10,762
 ② 在学生成績特待・ｽﾎﾟｰﾂ特待減免

大学
 ③ 緊急支援学費等減免 

54,720 20,792
 ④ 北海道文教大学奨学金
 (経済的理由により修学が困難な学生他)
 ⑤ 学生修学支援金(期中補正) 96,100 95,642
  　　　　　　　　　　　　　　計 165,062 127,196

【奨学金事業】給付奨学金及び
特待制度等により学生・生徒の支援 予算額(千円) 実績額(千円)
 ① サッカー特待生他授業料特待 30,010 28,257

高校
 ② 通学定期代金の補助制度 24,238 19,737

 ③ ニュ－ホ－プ奨学金 12,649 14,253
  　　　　　　　　　　　　　　計 66,897 62,247

【札幌キャンパス整備事業】 予算額(千円) 実績額(千円)
高校 高校移転改築に伴う引越し業務 9,100 8,031
幼稚園 附属幼稚園移転改築に伴う
 引越し業務 2,700 1,589
 　　　　　　　　　　　　　　計 11,800 9,620

　　　　　　　学校・学部・学科等
 入学  収容    現員

　   定員数 定員     数
 大学院グローバルコミュニケーション研究科 5 10 2
 大学院健康栄養科学研究科 4 8 1

大学
 大学院リハビリテーション科学研究科 4 8 14

 大学院こども発達学研究科 4 8 8
 外国語学部 100 400 209
 人間科学部 450 1800 1646
高等学校  160 480 307
幼稚園   ― 80 36

区分   土地 建物
大学計（恵庭市黄金中央5-196） 82,132  34,835
高等学校計（恵庭市黄金中央5-207-11） 30,699  8,159
幼稚園計（恵庭市漁町396） 4,087  1,231
札幌キャンパス(札幌市南区藤野400　他) 97,589  17,260 
合計   214,507  61,485 

区分   法人 大学院 大学 高等学校 幼稚園 計

教員
 本務 ― 3 112 25 11 151

 兼務 ― 3 85 12 1 101

職員
 本務 3 0 58 2 0 63

 兼務 0 0 2 3 0 5

（A）設置する学校・学部・学科等の入学定員・学生園児数の状況

令和2年度（2020年度） 鶴岡学園事業報告

（C）教職員の概要

（D）施設等の概要

（B）役員・評議員・教職員数の概要

（令和2年5月1日現在）／単位：人

（令和2年5月1日現在）／単位：人

（令和3年5月1日現在）／単位：㎡

Information

Ⅰ学校法人の概要

会議名 開催回数
理事会   6回
評議員会  5回

（１）理事会・評議員会の開催状況

（２）主な施設設備の取得とその進捗状況
　　　　 【特別事業】複数年度計画 予算額(千円) 実績額(千円)
 ① 明清高等学校移転改築工事
 (サッカーグラウンド整備含)
 実施年度平成30～令和2年度 3,019,775 3,173,766
  (1)校舎建築工事費 2,904,984 2,856,440
  以下、令和２年度事業
  (2)部室棟新築工事 65,610 65,450
  (3)手動可動席 17,181 17,050
  (4)什器備品（総事業費160,000千円） 32,000 234,826
  資金超過(什器備品の一部)については、5年～10年の所有権移転
  ファイナンスリースを組み毎年度16,971千円の支払いが伴う。
 ②附属幼稚園建替工事
 実施年度平成31～令和2年度 555,550 539,982
  (1)校舎建築工事費 500,000 509,405
  (2)什器備品(期中補正) 55,550 30,577
 ③附属幼稚園土地購入
 実施年度令和2～3年度 90,000 56,754
  　　　　　　　　　　　　　　計 3,665,325 3,770,502

法
人

Ⅱ事業の概要
１．法人の事業概要

（令和3年5月1日現在）
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２．北海道文教大学・大学院

　経営と教学が企画の段階から情報を共有し、教職協働による戦略的な大学経営を行うため、令和２年５月より大学運営会
議を設置し、学長のガバナンスの下、教育・研究の重点施策として次のような事業を行った。

１）定員充足率の向上、学生確保に向けた取組の実施 
ＤＭやＷｅｂを活用し、ターゲ ットを絞りながら受験生へアプローチするなどの取組を実施した。 また、令和3年度
入試から、新たな選抜方法である「スポーツ大好き選抜」と「北海道食の王国選抜」を設け、専門以外の課外活動に
挑戦する学生の募集を開始した。 
 ２）国際学部の新設
 令和3年4月に国際学部 （国際教養学科及び国際コミュニケーション学科の2学科）を設置する届出を行ない、11月下
旬には文科省から設置認可された。
 ３）オンラインによる遠隔授業および連絡体制の構築／校舎全体の抗菌コーティング実施
 新型コロナウイルス対策として、大学から学生一人当たり５万円を修学支援金として支給し、学生のインターネット
環境等を整備するための支援を行った。また、コロナ禍の中でも大学と学生が双方向で連絡を取れるように、学生全
員にメールアドレスを付与し、連絡体制の構築を図った。 さらに、「シリカ・ナノコロイド・シールド散布」で学内
をくまなく抗菌コーティングし、感染予防対策に万全を期する取組を実施した。
 ４）地域連携・社会貢献に対する教育・研究の推進
 産官学の連携を積極的に推進することにより、本学の研究成果を地域社会へ還元することや社会的なステータスの向
上を図るため、様々な団体や企業と包括連携協定等を締結した。
 ５）社会構造の変化に対応した教育・研究情報の公表
学科教育及び研究などの諸活動を、ホームページや学園広報誌、YouTube などを活用して発信し、本学のブランド
ステータスの向上に取り組んた。
 ６）先端的教育・研究事業への取り組み
産官学連携のなかで、先端的な医療・バイオテクノロジー分野において、研究機関や研究分野を超えた横断的な研究
開発活動を推進し、研究・商品開発の試みを継続している。 

３．北海道文教大学明清高等学校

　札幌市藤野キャンパスでの最後の１年は、コロナ対策による４・５月の臨時休校、学校行事の中止・延期などを余儀なく
されることもあったが、生徒・教職員誰一人として感染することなく、可能な限りでき得ることを工夫し実施することがで
きた。 また、新たな教育課程編成や新校舎での具体的な教育活動の企画検討等を行うとともに、各中学校への生徒募集を兼
ねた移転情報の周知にも努めることができた。 中期計画に掲げた、（１）安定的な生徒確保 、（２）主体的な学びの創造、
（３）教育の質保証、（４）地域社会との連携、（５）健全な管理・運営について、さらに取り組みを進める。

４．北海道文教大学附属幼稚園

　令和2年度は札幌市南区での最終年として、卒園児24名、満3歳から4歳まで18名が在園。幼稚園の日々の生活のなかで
自発性を十分に生かすこと、身体活動や戸外活動の充実を図り、異年齢・異文化としなやかに交流し、戸外園庭等の保育環
境の充実を図るとともに、地域連携にも力を入れた。幼保連携型認定こども園移行の業務に取り組みながら、幼稚園におけ
る保育の充実を図り、新型コロナへの対応に必要な保育環境の整備を行い、充実した保育と教育が共に行われるように積極
的に保育内容を見直し、さらに人員配置の工夫に努めた。 
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科　　　目 予　算 決　算 差　異
学生生徒等納付金収入 2,511,919 2,512,083 △164
手数料収入 35,299 32,707 2,592
寄付金収入 35,866 35,360 506
補助金収入 637,402 646,403 △ 9,001
資産売却収入 220 220 0
付随事業・収益事業収入 9,085 9,862 △777
受取利息・配当金収入 9,651 9,644 7
雑収入 97,108 96,262 846
借入金等収入 1,100,000 1,100,000 0
前受金収入 370,655 432,808 △ 62,153
その他の収入 593,674 591,247 2,427
資金収入調整勘定 △ 523,314 △ 527,764 4,450
前年度繰越金支払資金 5,278,712 5,278,712 0
収入の部合計(A) 10,156,277 10,217,544 △ 61,267

科　　　目 予　算 決　算 差　異
人件費支出 1,955,476 1,804,728 150,748
教育研究経費支出 1,069,272 1,071,613 △ 2,341
管理経費支出 245,081 254,699 △ 9,618
借入金等利息支出 1,971 1,971 0
借入金等返済支出 0 0 0
施設関係支出 2,633,591 2,630,518 3,073
設備関係支出 341,634 342,030 △ 396
資産運用支出 0 900 △ 900
その他の支出 84,687 84,440 247
資金支出調整勘定 △ 207,928 △ 230,680 22,752
予備費 0 ー 0
支出の部合計(B) 6,123,784 5,960,219 163,565

翌年度繰越支払資金 4,032,493 4,257,325 △ 224,832(A)  -  (B)

資金収入 資金支出単位：千円 単位：千円

Ⅲ財務の概要

資金収支総括 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

【資金収支計算書とは…（学校法人会計基準第6条）】
学園の諸活動に対応するすべての資金の流れを表すもので、平成31年度決算書より算出した前年度繰越支払金をもとに、令
和２年度の収入および支出を計上した後、令和２年度の翌年度繰越支払資金を表した計算書です。

Information

令和2年度決算の概要

❶資金収支計算書の状況

❷事業活動収支計算書の状況

教育活動収支 教育活動外収支

事業活動収支計算書総括表 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

【事業活動収支計算書とは…（学校法人会計基準第15条）】
学園の諸活動に対応する収支を３つの活動に区分することを定め、「経常的な収支」、と「臨時的な収支」とに区分し、更に「経常
的な収支」を「教育活動」と「教育活動外」に区分することで、それぞれに対応する事業活動収入と事業活動支出の収支内容を明
らかにすることを目的としています。特に「教育活動」に係る収支がどのような状態であるかを把握することが重要としています。

 科　　　目 予　算 決　算 差　異 
 学生生徒等納付金  2,511,919   2,512,083   △164 
 手数料  35,299   32,707   2,592 
 寄付金  26,076   25,718   358 
 (現物寄付) ( 1,200 ) ( 1,347 ) ( △147 )
 経常費等補助金  611,338   623,688   △12,350 
 付随事業収入  9,085   9,862   △777 
 雑収入  97,108   96,010   1,098 
 教育活動収入計  3,290,825   3,300,068   △9,243 

事
業
活
動
収
入
の
部

事
業
活
動

収
入
の
部

事
業
活
動

収
入
の
部

事
業
活
動

支
出
の
部

事
業
活
動

支
出
の
部

 科　　　目 予　算 決　算 差　異
 人件費  1,920,525   1,826,903   93,622
 (退職給与引当金繰入額) ( 55,685 ) ( 114,703 ) ( △59,018 )
 教育研究経費  1,439,365   1,445,916   △6,551
 (減価償却額) ( 370,093 ) ( 372,897 ) ( △2,804 )
 管理経費  270,141   279,012   △8,871
 (減価償却額) ( 26,829 ) ( 25,945 ) ( 884 )
 徴収不能額等  0   3,470   △3,470 
 (徴収不能額) ( 0 ) ( 3,470 ) ( △3,470 )
 教育活動支出計  3,630,031   3,555,301   74,730 
 教育活動収支差額(A)  △339,206   △255,233   △83,973 

事
業
活
動
支
出
の
部

 科　　　目 予　算 決　算 差　異
 受取利息・配当金 9,651 9,644 7
 その他の教育活動外収入 0 0 0
 教育活動外収入計 9,651 9,644 7
 科　　　目 予　算 決　算 差　異
 借入金等利息 1,971 1,971 0
 その他の教育活動外支出 0 0 0
 教育活動外支出計 1,971 1,971 0
教育活動外収支差額(B) 7,680 7,673 7
経常収支差額(A)+(B) △331,526 △247,560 △83,966

 科　　　目 予　算 決　算 差　異
 資産売却差額 220 220 0
 その他の特別収入 15,396 37,422 △22,026
 特別収入計 15,616 37,642 △22,026
 科　　　目 予　算 決　算 差　異
 資産処分差額 0 2,345 △2,345
 その他の特別支出 1,758 2,141 △383
 特別支出計 1,758 4,486 △2,728
特別収支差額(C) 13,858 33,156 △19,298

〔予備費〕(D)
 50,000 ー  

  0 ー 
0

単位：千円 単位：千円

【資金収支計算書の概要】
資金収入の部合計は102億17,544千円、支出の総額から期末未払金等の資金支出調整勘定を差引いた金額は、59億60,219千円となります。
結果として翌年度繰越支払資金は、42億57,325千円となり、前年度比10億21,386千円の減額となりました。

14

 科　　　目 予　算 決　算 差　異
基本金組入前当年度収支差額(A)+(B)+(C) △317,668 △214,404 △103,264
基本金組入額合計 △2,970,919 △1,620,478 △1,350,441
当年度収支差額(E) △3,288,587 △1,834,882 △1,453,705
前年度繰越収支差額(F) △688,555 △688,555 0
基本金取崩額(G) 0 0 0
翌年度繰越収支差額(E)+(F)+(G) △3,977,142 △2,523,437 △1,453,705

（参考）
 科　　　目 予　算 決　算 差　異
事業活動収入計 3,316,092 3,347,354 △31,262
事業活動支出計 3,633,760 3,561,758 72,002

単位：千円

単位：千円

【事業活動収支計算書の概要】
事業活動収入33億47,354千円、事業活動支出35億61,758千円です。
事業活動収支計算書では、事業活動収入から事業活動支出を比較し、その
収支差額2億14,404千円から基本金組入額15億20,478千円を控除し、当
年度収支差額は18億34,882千円の支出超過となりました。よって翌年度繰
越収支差額は△25億23,437千円となります。

単位：千円単位：千円

単位：千円

単位：千円

単位：千円

【貸借対照表とは…（学校法人会計基準第４条関係）】
令和３年３月３１日現在の財政状態を表した計算書類で資産と負債・純資産・繰越収支差額の状況を表しています。

❸貸借対照表の状況

経常収入・経常支出に対する比率（教育活動収支+教育活動外収支）

【貸借対照表の概要】
資産の部合計156億77,226千円、負債の部合23億15,732千円となりました。　純資産の部133億61,494千円は、基本金と翌年度繰越収支差額で構成され
た金額です。　（資産の部）-（負債の部）＝自己資本（自己資金）

大 科 目 金 額
学生生徒等納付金 2,512,083
手数料 32,707
寄付金 25,718
経常費等補助金 623,688
付随事業収入 9,862
雑収入 96,010
受取利息・配当金 9,644
経常収入計 3,309,712

大 科 目 金 額
人件費 1,826,903
教育研究経費 1,445,916
管理経費 279,012
徴収不能額等 3,470
その他の
教育活動外支出 1,971
経常支出計 3,557,272

円学生生徒等
納付金
75.9 %

経常費等
補助金
18.8 %

人件費
51.4 %

教育研究
経費
40.6 %

管理経費
7.8 %

徴収不能額等 0.1 %
その他の教育
活動外支出 0.1 %手数料 1.0 %

寄付金 0.8 %

雑収入2.9 %

受取利息・
配当金 0.3 %

付随事業
収入 0.3 %

経常収入 経常支出

科　　　目 本年度末 前年度末 増減
有形固定資産 10,329,767 7,748,914 2,580,853
特定資産 970,000 1,520,000 △ 550,000
その他の固定資産 15,729 21,319 △ 5,590
流動資産 4,361,730 5,318,005 △ 956,275
資産の部合計 15,677,226 14,608,238 1,068,988

科　　　目 本年度末 前年度末 増減
基本金 15,884,931 14,264,453 1,620,478
繰越収支差額 △ 2,523,437 △ 688,555 △ 1,834,882
純資産の部合計 13,361,494 13,575,898 △ 214,404
負債及び純資産の部合計 15,677,226 14,608,238 1,068,988

科　　　目 本年度末 前年度末 増減
固定負債 1,728,378 494,272 1,234,106
流動負債 587,354 538,068 49,286
負債の部合計 2,315,732 1,032,340 1,283,392

資産の部

純資産の部

負債の部
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北海道文教大学

北海道文教大学
附属幼稚園

北海道文教大学

北海道文教大学
附属幼稚園

茂漁川

JR千歳線

漁川

恵庭バイパス

恵庭駅

北海道恵庭市黄金中央5丁目196 番地の１
TEL: 0123-34-0059　FAX: 0123-34-0057
E-mail:kikakutyosei@do-bunkyodai.ac.jp
https://www.do-bunkyodai.ac.jp

学校法人鶴岡学園
北海道文教大学

CAFE	食堂　キズナ
恵庭駅と大学の中間点にあり、道産食材を使った
ランチメニューが人気。

HBU周辺には、おいしい＆すてきなお店がいっぱい
「ガーデンシティ恵庭」探索マップ

カレーハウスA-kitchen
欧風カレーが評判。オムチーズカレー＋カツの
オムカツカレーがおすすめ。

Pizzeria	e	Trattoria	CERVO
地元の食材を使ったナポリ風ピザが自慢の本格的な
イタリアン。店内もイタリア風でくつろげる。

花と川の駅	花ロードえにわ
地元の農産物や花、ご当地グルメなどが豊富。
大型駐車場も完備。

A

B

C

D

ようこそ、H
北海道文教大学

BUの
オープンキャンパスへ

オープンキャンパス開催日程

詳細は公式サイトで!!
https://www.do-bunkyodai.ac.jp

HBUでは、大学施設を丸ごと抗菌・抗ウイルスコーティングするなど、
感染予防に努め、毎月、オープンキャンパスを開催しています。
また、10月と12月には総合型選抜試験、
11月には学校推薦型選抜試験をおこなう予定です。
受験生の皆さん、ファイト!!

8
22

日曜日

9
26

日曜日

10
31

日曜日

R4年度入試日程
 入試制度 試験日
 ディスカバリー育成型　　 10/13(水)
 プレゼンテーション総合選抜1 10/2(土)

総合型選抜 プレゼンテーション総合選抜2 10/27(水)
 プレゼンテーション総合選抜3 12/12(日)
 スポーツ大好き選抜 10/16(土)
 北海道食の王国選抜 10/16(土)
 学校推薦型選抜一般 11/23(火・祝)

学校推薦型選抜 学校推薦型選抜指定校 11/23(火・祝)
 附属高校優先選抜 11/23(火・祝)
 特待生学校推薦型選抜 11/23(火・祝)
 一般選抜A期3科目型　　 2/2(水)

一般選抜 一般選抜A期2科目型 2/3(木)
 一般選抜B期2科目型 3/14(月)
 一般選抜B期小論文型 3/14(月)
大学共通テスト 大学共通テスト利用選抜前期 独自試験ナシ
利用選抜 大学共通テスト利用選抜後期 独自試験ナシ
 大学院入学者選抜前期 9/10(金)
春季入学 大学院入学者選抜中期 12/12(日)
 大学院入学者選抜後期      2022 3/10(木)
秋季入学 大学院入学者選抜秋季      2022 7/13(水)
 グローバルコミュニケーション研究科のみ対象

学
部

大
学
院
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