
法人役員・評議員の就任
2018年12月18日、2019年3月12日、
2019年5月31日及び2019年10月8日開
催の学校法人大垣総合学園理事会において、
右記の方が選任されました。

理事・評議員（新任）
理事・評議員（新任）
副理事長（新任）
理事（新任）
監事（新任）
評議員（新任）
評議員（新任）
評議員（新任）

竹内　治彦　岐阜協立大学学長〈任期：2019年2月1日～2023年3月31日〉
古口　博之　岐阜協立大学副学長〈任期：2019年2月1日～2023年3月31日〉
小野　英生　学校法人大垣総合学園副理事長〈任期：2019年4月4日～2021年4月3日〉
日比野芳幸　大垣市議会議長〈任期：2019年6月1日～2021年4月3日〉
浅野　照章　前大垣総合学園副理事長（非常勤）〈任期：2019年4月4日～2021年4月3日〉
浅野　圭一　東海サーモ株式会社代表取締役社長〈任期：2019年4月4日～2021年4月3日〉
平木　省　　岐阜県副知事〈任期：2019年10月8日～2021年4月3日〉
宮川　祐志　岐阜協立大学事務局長〈任期：2019年4月4日～2021年4月3日〉

竹内 治彦
学長

（経営学部教授）
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2018年度就職状況総括
　2018年度卒業生は、前々年度と同じスケジュール（3月広報開始 6月採
用試験開始 10月内定)での就職活動でした。そして、「売り手市場」という
語を感じさせることとして、秋以降も本学を訪問される企業、追加の求人
案内を出される企業があり、求人活動は旺盛でした。そのような状況で、実
就職率(大学院進学者を除いた卒業者に占める就職決定者の割合)は
95.2％、希望者就職率(就職希望者に占める就職決定者の割合)は98.9％
となり、多様な進路に応じたキャリアカウンセリングを行い、多くの卒業生
から、本学のキャリア支援に対する高い評価を得るに至りました。
　今後も実就職率で95％以上、希望者就職率で100％を継続して目指し、
その一方で、数字先行ではなく、本学のキャリア支援宣言にある「学生一人
ひとりの声に耳を傾け、卒業時に全員が達成感と満足を覚える進路の発見
を支援する」ことを実践した就職活動サポートを心がけてまいります。

インターンシップ成果報告会を開催
　本学では、キャリア教育の一環として、企業・団体での就業体験をとおし
て職業観を醸成することを目的とするインターンシップを強く推進してお
り、今夏においても、授業科目の「インターンシップA」の受講生を中心に
多くの学生がインターンシップに参加しました。
　2019年10月23日、学内で「インターンシップ成果報告会」を開催し、授
業科目「インターンシップA」を受講する2、3年生40人が、インターンシッ
プを受けた成果報告を行い、生き生きとした社会に出る意気込みを感じさ
せる発表態度が非常に印象的でした。
今年度は、発表の評価者に(一社)岐
阜県経営者協会の職員、岐阜県就活
コンシェルジュの方をお迎えしました。
発表内容、態度の評価に加え、今後
の就職活動の助言を交えた講評に、
学生たちはメモをとりながら、内容を
ひとつひとつ確認していました。

就職活動を控えた3年次生を対象に業界研究講座を行いました
　本学３年次生対象の｢キャリア形成Ⅳ｣授業で、2019年１０月１５日、１０月
２９日、１１月５日の３回に渡り業界研究講座を行いました。製造業、印刷業、
小売業、銀行業といった様々な業種から、１日に３社の企業の方をお招きし、
学生に対して業界の現状などを講演いただき、同時に富山県、福井県、沖

縄県のUターン就職支援講座も開催しまし
た。学生達は３日間の講座で様々な業界の
話を聞き、又地元就職を考えるきっかけとな
り、年明けから始まる就職活動に活かすこと
につながったと思われます。

　業界研究講座では、公益財団法人ソフトピアジャパンの松島桂樹理事長
から、岐阜県の情報産業界について、IoTやAI（人工知能）を活用し、県内の
産業の生産性を高める取組みを、ソフトピアジャパンを中心として展開して
いる、と講演いただきました。又、県内のIT企業について、それぞれの特徴
も交えて説明されま
した。

キャリア支援課だより

10月15日

11月 5日

10月29日

製造業
製造・卸売業
運輸業
Ｕターン支援
製造業
銀行業
情報サービス業
Ｕターン支援
印刷業
証券業
サービス業
Ｕターン支援

株式会社コロナ
名古屋製酪株式会社
西濃運輸株式会社
富山県
岐阜プラスチック工業株式会社
株式会社大垣共立銀行
公益財団法人ソフトピアジャパン
福井県
サンメッセ株式会社
東海東京フィナンシャルホールディングス株式会社
株式会社アクトス
沖縄県

日 付 業種名 会社名

＜新規採用＞2019年4月1日付  　 　
平手　賢治  　　　　　　  経営学部教授
井口　詩織  　　　　　　  経営学部講師
我部山　キヨ子  　 看護学部教授
熊田　卓  　　　　　   看護学部教授
松波　美紀      　　　　  看護学部教授
佐々　敏 　　　　　　　　　　   看護学部教授
御田村　相模   看護学部准教授
馬場　貞子                看護学部准教授
緒方　京                看護学部准教授
井倉　一政                看護学部准教授
松原　薫      　　　　   看護学部講師
古田　桂子　　　　　　　             看護学部講師
北　恵都子     　　　　　 看護学部講師
長谷川　真子      看護学部助教
中川  潔美                    看護学部助教
森　浩司                    看護学部助手
桒原　美和     　　　　　 看護学部助手
北田　百合子      看護学部助手
米村　和也             教 務課主事
松原　瑞貴                        入試広報課専門員
市川　菜穂子      教務課専門員

＜新規採用＞２０１９年１０月１日付   
上出　千尋                   企画広報課主査
飯田　陽介                  　　　      入試広報課主事
中山　昌紀 　　　　　　　　　　  入試広報課主事

＜昇格＞２０１９年４月１日付　（　）は前職
小野　英生　学校法人大垣総合学園副理事長（学校法人
　　　　　　  大垣総合学園事務局理事長室長）
野崎　道哉　経済学部教授（経済学部准教授）
古田　康生　経営学部教授（経営学部准教授）
後藤　康文　経済学部准教授（経済学部講師）
為房　牧　　経営学部准教授（経営学部講師）
宮川　祐志　事務局長（総務課長）  
森本　堅二　学生課長（学生課主査）
吉田　大介　入試広報課長心得（入試広報課主査）
大江　春彦　教務課課長補佐（教務課主査）
杉本　孝行　財務課課長補佐（財務課主査）
坂　美穂   　教務課課長補佐（企画広報課主査）

＜名誉教授＞２０１９年４月１日付   
中村　共一     　　　　　  経営学部教授
山田　善久     　　　　　  経営学部教授

＜配置転換＞２０１９年４月１日付　（　）は前職
渡辺　正典　  学校法人大垣総合学園法人事務局長 兼
　　　　　　　理事長室長（学校法人大垣総合学園　　
　　　　  　　 法人事務局長兼岐阜経済大学事務局長）
大音　浩一     総務課長（入試広報課長）
田中　俊彦    看護学部事務室事務長（図書館事務室事務長） 

髙木　恭子　 図書館事務室事務長（看護学部事務室事務長）
田部　良司     企画広報課主査（キャリア支援課主査）
釣餌　丈志  　学生課主幹（学生課長）
堀江　淳也　  キャリア支援課主査（教務課主査）
大橋　雄一 　看護学部事務室主査（看護学部事務室
　　　　　　    主査兼学生課主査）

＜配置転換＞２０１９年９月１１日付　（　）は前職
小森　茂　　  学生課主幹（入試広報課主幹）
加納　貴子     学生課専門員（入試広報課専門員）
＜配置転換＞２０１９年１０月１日付　（　）は前職
大音　浩一　  総務課長兼図書館事務室事務長
　　　　　　    （総務課長）
釣餌　丈志　 図書館事務室主幹（学生課主幹）

＜配置転換＞２０１９年１０月７日付　（　）は前職
髙木　恭子    総務課主幹（図書館事務室事務長）

＜退職＞２０１９年３月３１日付   
中西　大輔  　　　　　 経営学部准教授
田中　紀子    　　　　　   経営学部講師
高比良　幸司        教務課主査
品田　直宏      　　　　　 学生課スポーツ指導職員

希望者
就職率の推移

2018
2017
2016
2015
2014

98.9
98.1 
99.6
99.5 
98.3 

97.6
98.0 
97.6
97.3 
96.7 

97.9
97.7 
97.3 
96.2
96.1

年 度 就職率（希望者） 就職率（希望者）全国平均
就職率（希望者）
岐阜県平均
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　本学は、ICT（情報通信技術）によるスマ
ートキャンパス化を通じて学生のITリテラ
シー向上を目指しています。看護学部では
すでにタブレット端末が必須になっていま
すが、経済学部、経営学部においても、新
入学生からは指定したタブレット端末の購
入を推奨していきます。在学生の皆さん
も同じ環境が利用できるので、是非、購
入して持参するようにしてください。
　環境整備の一例として、3号館のゼミ室
の無線LAN環境は2020年4月から充実
させます。教室の環境としては、2号館で
はすでに同時に多数のアクセスが可能な
状態です。2020年度中には、I号館を含む、
たいていの教室で快適に無線LANが使える
ようになります。講義資料は印刷機で印刷

しているのを、数年かけて、持参の端末へ
ダウンロードすることを標準にかえていき
ます（あるいは、事前にダウンロードして
予習してから講義に臨む）。資料を大量印刷、
配布し、そして最後は大量廃棄するのは
良いことではありません。さらに、ダウン
ロードした方が、過去資料の整理が簡単、
閲覧もカラーで拡大できるといったメリット
があります。
　他にも、講義中に「調べ学習」ができる
など、新しい講義のスタイルが可能になり、
授業の手法もより視覚化したり、データや
資料への関心を高めたりする工夫が開発
できると思われます。さらに、学生の皆さ
んと先生方とのやりとりが非常に便利に
なるので、レポートや質問とそのリプライ、

学生からの主体的な学びとその発信が
大学のどこにいても、グループで活動しつつ
準備できるようになります。
　タブレット端末を導入した教育の他に、
本学のスマートキャンパス構想の一つ
として、キャッシュレス決済「Origami 
Pay」を全国の大学で初めて導入し、大学の
少額支払い（証明書発行手数料、資格
試験受験料、実習料など）の納付に対応で
きる環境を整備しました。韓国ではキャッ
シュレス化は90％以上進んでいるそうです。
日本では消費増税にともなう還元制度
などでやっと普及しはじめているとよく
言われています。本学でも将来的には、
カード1枚でキャンパスの中で何でもできる
ようにしたいと考えています。この他、いく
つか面白い、施設や仕組みが2020年度
中に登場する予定です。
　本学が立地するのは、いわば「田舎」です。
それは学びの環境としてふさわしく、いく
つかメリットがあります。他方で、この「田舎」
のなかに、ICT技術を凝縮した空間を造る
ことで、学生の皆さんのICTリテラシーを
向上させるにとどまらず、本学のブランド
価値を向上させることも期待できます。
「岐阜協立大学＝スマートキャンパス」という
イメージは、50周年事業で完成したキャン
パスのハード部分の整備とあいまって、
新しい岐阜協立大学の良いイメージの
土台となるものと考え、キャンパス整備に
努めていきます。
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第1回　スマートキャンパ
ス構想について

【学生の主体的学習のための環境を整える】

研究室だより

先生の研究について教えて下さい―
　人間だれもが、善きものになること（幸せ）を目
指して、日々生活を営んでいます。善を志向する人
間存在のこの働きを自然法といいます。
　ただ、残念ながら、人間は不完全な存在ですから、
善を志向するこの働きを十分に発揮することがで
きない場合もあります。
　そこで、人間は、自己の善のためのみならず他者
の善（共同善）を目指して、ともに支えあい、協働し、
共同体（社会、国家、組織など）を形成していきます。
　この組織（共同体）を、神学・哲学・倫理学の観点
から、いかにマネジメントしていくかを考えるのが、
私の研究テーマです。

先生のゼミはどんなことを学びますか―
　稲盛和夫氏（京セラ）、小倉昌夫氏（ヤマト運輸）
などの企業家に関する文献を読んで、議論し、企業
家達が、様々な困難に対処しながら、「いかにして
善く生きようとしてきたか」を学んでいきます。学
生さんも、企業家達の生き様から、何かを感じ取っ
てもらいたいですね。そして、哲学、倫理学、法学な
どの社会人としての教養も、学んでいきます。

本学の印象はどうですか―
　キャンパスが広いですね。新しい2号館や食堂は
特にきれいで快適です。食堂メニューも充実して
いると思いますよ。
　本学の学生は、組織的順応力が高く、スポーツな
どの色々な面で活躍している学生が多い印象です。
その能力を、スポーツに限らず、多方面に伸ばして
いってほしいと思います。
　そして、スポーツ経営学科は全国的にも珍しい
と思います。スポーツ指導者を目指したい学生に
は魅力的な学科だと思います。先生もユニークで
魅力的な先生ばかりです。

休日は何をして過ごされていますか―
　子供とどこかへ出かけることが多いですね。
　松尾芭蕉、梁川星巌、小原鉄心など大垣にゆかり
のある人を紹介している「奥の細道むすびの地記
念館」も面白かったですよ。
　特に興味をかきたてるのは、梁川星巌です。星巌
は、大学お隣の曽根村出身（曽根城公園に銅像が
あります）で、梅田雲浜、佐久間象山、頼山陽、吉田
松陰、西郷隆盛と交わりをもった勤王思想家です。
大学の近くに、日本を動かした勤王の志士がいた
ことを想像するとワクワクしませんか。

在学生や高校生の皆さんへメッセージ―
　大学では、まずは、「いかに善く生きるか」という
ことを考えながら、人類の古典的な叡智を学んで
いってほしく思います。そして、様々なことに挑戦し、
様々な困難を乗り越える経験をしていって下さい。
学生の皆さんも、何かに挑戦してみては！？

教育最前線

看護学部看護学科1年　櫻本華那さん
（岐阜県  飛騨高山高校出身）

看護学部　馬場貞子准教授

馬場准教授
櫻本さんはなぜ看護師を目指すの？　
櫻本さん
　母が看護師をしています。祖父が病気の時、母が
看病しているのを近くでみて自分も看護の知識を
得たいと思いました。学んだ知識で周りの人を
助けられるのは本当に素晴らしい仕事だなと思って
目指しています。
馬場准教授
　看護師という仕事は、社会の中でも重要な仕事
の一つだと思っています。常に命と向きあう厳しい
仕事。夜勤もあるし、常に技術と知識を磨かないと
いけない。だから、そんな看護師を目指してくれる
学生には感謝の気持ちしかないです。大切な人です。
　私は臨床経験40年を経て本学に就任しました。
私の経験を伝えられる今の仕事は、今までの恩返
しだと思っています。学生にとって大事な支援者で
いたいと思っています。学生はみんな本当に勉強
を頑張っています。校舎１階廊下の机で勉強して
いる学生を見かけると、通りすがりに「分からない
ところない？」「元気にやってる？」と、つい声をかけて
しまいます。いつでも学生の顔が見えるのは本学
のいい所ですね。
櫻本さん
　馬場先生はいつも親切に話して下さいます。
勉強はもちろん、世間話もでき、大変親しみやすい
先生です。私は進学先選びで色々な学校のオープン
キャンパスに行きました。本学は、学生と先生の
距離が近く、アットホームで温かい雰囲気、勉強
しやすそうな雰囲気を感じました。実際入学して
みると、その通りです。困った時に相談できる先生
方が近くにいて下さって本当に心強いです。この
前もベッドメイキングの自主練習をしていたら、
先生がわざわざ見に来て下さり、アドバイス頂け
ました。
馬場准教授
櫻本さんはどんな看護師になりたいの？
櫻本さん
　患者さんに寄り添える看護師、そして、自分で

考えて動くことができる看護師になりたいです。
　母は在宅看護師です。当番の日は、電話があれば
夜中でも患者さん宅へ向かいます。患者さん宅での
看護となるため、より判断力が必要な仕事だと
思います。
馬場准教授
　そうですね。症状、支援状況は患者さんによって
みんな違います。だから看護師は「いま起きている
ことを、自分で判断して行動する力」が必要です。
　そして、「患者さんとコミュニケーションを図る
力」も大切です。服装、天気、ニュースなど日常の
些細な共通項からコミュニケーションの意図口
をつかんでいきます。講義のはじめに「今日の素敵
なことお互いほめあって下さい」など、集中力を高め
るためにそんな時間を設けるときもあります。相手
の感情をひろう、自分を相手に合わせることも必要
な力です。病気になると身体的な苦痛と日常生活の
変化で、患者さんは心が折れそうになります。折れ
かけた患者さんの心を救い、病気と向きあえるよ
うサポートできる看護師を育てていきたいですね。

馬場准教授
　これから看護師を目指そうと思う高校生へアド
バイスはありますか。
櫻本さん
　「自分がここで勉強したい」と思える学校に
出会うまでしっかり探して下さい。自分が納得して
入学しないと授業にも身が入らないと思います。
　私は、先生と学生の距離が近くアットホームな
雰囲気が気に入り、この環境で勉強したいと思い
本学に決めました。校舎や設備も新しくて綺麗で
快適ですし。
馬場准教授
　そうですね、しっかり自分の納得いく学校を選
んでほしいですよね。そして高校生の皆さんは、
友人に興味関心を持ち、相手のことを大切に思え
る心を育てて下さい。人が悲しい時に一緒に悲し
める、苦しいときに一緒に苦しめる、感情を友人と
わかちあえる体験が今後の人生を豊かにすると
思います。

経営学部
平手賢治教授
（2019年4月就任）
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ソフトピア共同研究室とは―
　大垣市のソフトピアジャパンセンターの一室で、
産官学連携によるアプリ作成や、イベント開催、出店
など様々な活動を通じて、学生がシステム開発や
マネジメントの方法を実践的に学んでいます。
ソフトピア共同研究室の活動を教えて下さい―
　「世界遺産白川郷モバイルスタンプラリー」を
開催し、スマートフォンアプリを開発しました。ス
マートフォンにアプリをダウンロードして、町内5
カ所の自動販売機に掲示されたQRコードを読み
込むと、数に応じて白川郷のオリジナルフォトフ
レームやスタンプを入手できるというイベントで
した。現在は「あいち自慢・五城フォトコンテスト＆
チェックインラリー」のアプリ開発とスタートアッ
プイベントの開催にも携わっています。
本学に進学した理由を教えて下さい―
　メディアについて知識を高めたいと思い、進学
しました。２年次まではメディアに関わる講義を
多く受講しました。ソフトピア共同研究室副代表を
務める中で、組織運営について学びたいと思い、
３年次では経営学の授業を多く受講しました。結果、
メディアと経営の知識を習得できました。
大学キャンパス内で好きな場所は？―
　図書館です。書庫の奥の椅子に座って、本を読
むのが好きです。図書館の「Jクアドラント(女子専用
スペース)」で好きな雑誌を読んだりもします。
大学で成長した点は―
　大学入学までは、人前で話すことがとても苦手
でした。ソフトピア共同研究室での活動を通して
人前で自信をもって話せるようになりました。その
自信から、就職活動の面接でも自分のことをしっ
かり伝えられたと思います。
本学の良いところはどこだと思いますか―
　学生の学びたいという気持ちを重視してくれ、
学べる環境が整っているところだと思います。
高校生や在学生へ―
　大学では、受講科目など全て自分で選択して
いきます。挑戦したいことがあれば自分から「やり
たいです！」と声を挙げ進めます。まずは何でもやって
みるといいと思います。色々なイベントが沢山
あります。チャンスは自分で掴まないと！
　学内の掲示板の情報は何より大事だと思いますよ。

現在のお仕事内容を教えて下さい―
　大垣市民病院事務局庶務課人事グループに
勤務しています。主に臨床研修センターで研修
医に関する事務をしています。可能な限り研修
医関係の事務は私が行うので業務内容は多岐
に渡ります。
本学に進学した理由を教えて下さい―
　実家が商売を営んでいることもあり進路に迷っ
ていました。そのため「絶対公務員になりたい！」と
公共政策学科を選んだ訳ではないです。実際、入学
後は自分の可能性を模索するために企業人育成
コースへ入るために経済学科に転科し、企業の方
の話もたくさん伺いました。色々な講義を通じて、
民間と公務員の違いを広く学びました。
就職活動はどのように進めましたか―
　一般企業か、公務員か、どちらが自分に向いて
いるかとても悩みました。企業人育成コースや
PAC講座（公務員、教員を目指す学生をサポート
するプログラム）などを受講しました。他にも、ボ
ランティア活動やマイスター倶楽部で、地域のた
めに奉仕するという経験を多く積みました。公務
員になったら「住民の方のために奉仕する」という
イメージを持つことができ、最終的には公務員に
決めました。
学生時代頑張った思い出はありますか―
　海津市研究会です。海津市研究会は、海津市の
財政について海津市の職員の方々と共同研究しま
した。研究活動や調査合宿など大変なことも多かった
です。この研究会で成長できたという自信が、その後
の公務員試験や民間試験でも役立ったと思います。
今後どんな公務員になりたいですか―
　自分のよいところは面倒見がいいところだと
思います。直接住民の方と接した時に、「小西さん
にお願いしてよかった」と言われる公務員になりた
いです。
在学生や高校生へメッセージをお願いします―
　学生時代は、時間が沢山あります。進路や目標
に向かって努力するといいと思います。物事に全
力で取り組んだという経験は今後必ず活きてくる
と思います。

岐阜協立大学として初めての学園祭
　2019年11月16日、17日、気持ちの良い秋晴
れの週末、岐阜協立大学として初めての学園祭
が開催されました。新しいものへの挑戦や新たな
スタートという意味を込めて「再始動」というテー
マのもと様々な企画が催され、多くの来場者で
賑わいました。元FUNKY MONKEY BABYS
「モン吉」のアーティストライブ、バンドフェスティ
バル、のど自慢大会、ビンゴ大会、ゲーム大会、ク
ラブ団体・ゼミ等による模擬店、お子さん向けの
移動動物園やボードゲームパークなど、岐阜協立
大学としての新たな始まりを感じる活気ある学
園祭となりました。
　また、17日には本学食堂にて第22回校友会総
会・懇親会も同時開催され、多くの卒業生の方に
ご出席頂きました。法人合併した大垣女子短期大
学のウインドアンサンブルによる演奏等もあり、母
校での親睦を深め懐かしい学生時代の雰囲気を
お楽しみ頂きました。

岐阜協立大学スタート　2019年度入学式を挙行
　2019年4月3日、岐阜協立大学として初めてと
なる入学式が、大垣女子短期大学と合同で挙行さ
れました。岐阜協立大学496名、大垣女子短期大
学175名、計671名が本学講堂に一堂に会しまし
た。厳かな雰囲気の中、開式を告げる動画が会場ス
クリーンに投影され、笑顔で明るいながらも、少し
緊張した面持ちで大学まで足を運ぶ入学者達の朝
の様子が映し出され、岐阜協立大学のスタートを明
示すべく、従来とはスタイルを変えた新感覚の
入学式が開式しました。式では、谷川俊太郎氏に
よって作詞された岐阜協立大学の新学歌が披露
されました。披露には、同学歌の作曲者である谷川
賢作氏（俊太郎氏のご子息）にお越し頂き、大垣女
子短期大学の学生によるウィンドアンサンブル
演奏の指揮を執って頂きました。入学生挨拶では、
大学と短大両校からの代表が、学生生活の意気
込みを含めて挨拶してくれ、岐阜協立大学の
華々しい幕開けの日となりました。
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Close-up OB キャンパス彩々
経営学部情報メディア学科４年
増井 詩菜さん
（岐阜県  関商工高校出身）

大垣市役所　小西 丘悟さん［2017年度 経済学科卒］
（三重県  南伊勢高校出身）
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神戸町と包括連携協定を締結
　2019年6月14日、神戸町（岐阜県安八郡）と、
産業や教育など多分野にわたる包括連携協定を
締結しました。この協定は、大学と自治体が継続的・
発展的に連携を深めることで、活力ある地域社会
の形成及び発展と、未来を担う人材育成等を推進
することを目的として締結されたものです。連携
事業として、本学の経済学部生 約60名と、神戸町
役場の職員約10名が「財政研究会」を組織し、
神戸町の財政状況や事業内容についての共同研
究を2年間実施し、今後の財政運営の方向性等を
まとめ、報告する予定です。

大学の図書館を小学生へ特別開放し、学生が本の
面白さを伝授
　2019年8月16日、本学図書館を小・中学生対象
に特別開放しました。普段なかなか入ることの
できない大学の図書館を地域の小・中学生に親し
んでもらうことを目的として開催しました。
　ひとつひとつの本にヒントが隠されているクイズ
ラリーや、パソコンの蔵書検索で34万冊もある
大学の広い書庫から1冊の本を探す「ほんさがし」、
学生による読みきかせ、しおり作りなど、学生が
考えた企画に10組22名の親子が参加し、本に親
しむ時間を楽しみました。

岐阜県の高等学校でふるさと教育連携事業を
実施
　2019年5月24日、岐阜県立大垣北高等学校で、
本学竹内治彦学長による「大垣の歴史から考える
地域課題解決入門」と題した講演があり、同高校
の新入生323名が受講しました。岐阜県教育委員会
では、高等学校段階でのふるさと教育の推進を
今年度の重点事業の一つにしています。今回の
講演会は、大垣北高校での地域探究入門講演として
開催されました。
　竹内学長から、大垣市の明治期の衰退から勃興
までの歴史、治水事業と産業振興の関連、水力発
電を契機に産業が興り連関することでネットワーク
が構築されていったことなど、詳細な資料を基に
した説明があり、生徒はアカデミックな知識に耳を
傾け、ペンを走らせていました。このふるさと教育
連携事業は、大垣南高等学校、大垣西高等学校
でも本学教員による講演が実施されています。

キャンパス内完全キャッシュレス化に向け
Origami Pay を導入
　キャンパス内完全キャッシュレス化第１弾として、
Origami Pay を導入しました。
　大学へのOrigami Pay導入は全国初となります。
　本学は、ICT（情報通信技術）によるスマートキャン
パス化を通じて学生のITリテラシー向上を目指
しています。Origami Payを導入することで学生が
キャッシュレス決済に触れる機会を増やし、キャッ
シュレス知識の底上げを図ります。今回の導入では、
キャンパス内窓口に設置したQRコードを読み取る
ことで、証明書発行手数料、資格試験受験料、実習料
などを納付できる環境を整備しました。

サッカー部が天皇杯岐阜県代表に決定
　２０１９年５月１２日に開催されました、「第２４回
岐阜県サッカー選手権大会兼第９９回天皇杯全
日本サッカー選手権岐阜県代表決定戦」において、
サッカー部が決勝で長良クラブを破り２年ぶり３回目
の優勝を決め、岐阜県代表として天皇杯全日本
サッカー選手権への出場が決定しました。天皇杯
全日本サッカー選手権では、石川県代表北陸大学
と対戦し、惜しくも敗退しましたが、今後の活躍が
期待されます。

FM GIFUラジオ番組を提供
「学校では学べない授業～高校生×若手リーダー～」
　岐阜県の高校生が、地元岐阜県内の企業や団体
など最前線で活躍する「若手リーダー」と熱く本音
でトークします。お互いへの疑問や価値観をぶつけ
合い、企業が高校生に求めるもの、高校生が社会
に求めるものを引き出していきます。番組企画の
スーパーバイザーと番組進行は、竹内学長が務め
ています。大学が地元企業と高校生のつながりを
サポートする地域貢献の役割を担うものであり、
岐阜県教育委員会の進める「ふるさと教育」を本学
なりに側面から支援する取り組みの一つとなりま
す。毎週日曜13時55分から5分間放送中。

天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会 
岐阜県ラウンドで男女アベック優勝
　２０１９年６月２３日に開催されました、「令和元年度
天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会
岐阜県ラウンド」において、男子バレーボール部、
女子バレーボール部ともに優勝を決め、岐阜県代表
として東海ブロックラウンドへの出場が決定しました。
　さらに、男子バレーボール部は、東海ブロックラウン
ドでも見事準優勝しました。

看護学部タブレット端末を使用した講義
　看護学部では、高度で最新の機器を導入した
学修環境での学びの一環として、タブレット端末を
教育に導入し、講義や演習、実習において効果的な
学修を行っています。学生は重いテキストやかさ
ばるレジュメ等を持ち運ぶ必要がなく、使用する
資料をあらかじめタブレット端末にダウンロード
してから講義に臨みます。マーカーやメモ機能を
使って、タブレット端末に直接書き込むこともでき、
どこでも教科書や過去の資料から調べたい言葉を
瞬時に検索できます。試験前に短時間で覚えたい
キーワードや文章も、確認できます。技術修得のた
めの演習録画、インターネット検索、プレゼンテー
ションなど、タブレット端末の機能を、効果的な学
修教材として活
用して、知識の習
得に努めます。

ソフトピア共同研究室の学生たちが開発したアプリ
ケーションで愛知県の魅力を発信
　2019年7月12日、ソフトピア共同研究室に
所属する12名の学生が犬山城周辺で行われた
「あいち自慢・五城フォトコンテスト＆チェックイン
ラリー・スタートアップイベント」に参加し、学生たち
が開発したアプリケーションの実演とアンケート
調査を実施しました。
　犬山城、名古屋城、岡崎城、清洲城、小牧山城の
五城を巡覧しデジタルスタンプを収集するチェック
インラリーと、お城とコカ・コーラ ボトラーズジャ
パンの商品撮影を写真のテーマとしたフォトコン
テストへの応募の２つの機能があります。ラジオ
番組に出演してイベントを周知したり、犬山城周辺
を訪れた観光客を対象に、チラシを配布したり
アプリケーションのダウンロードの促進活動など
を行いました。

地域貢献活動 News＆トピックスZoomUp協大生
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岐阜経済大学創立50周年記念事業
寄付受領報告

財務の概要

　岐阜協立大学（旧岐阜経済大学）の財務の概要についてご報告します。
　資金収支計算書では、翌年度への繰越支払資金は28億6,657万円
となり、前年度より7,974万円減少しました。
　事業活動収支計算書では、事業活動収入計から事業活動支出計を
差し引いた単年度の収支差額は1億9,188万円の支出超過となり、
翌年度への繰越収支差額は1億179万円となりました。

（1）資金収支計算書
　「資金収支計算書」は、当該会計年度（4月1日～翌年3月31日）の
諸活動に対応するすべての資金の動き（現金の出入り）を表したものです。
資金収支の内容について、主な科目を説明します。
①収入の部
〔学生生徒等納付金収入〕　13億3,643万円
　授業料、入学金、実習料、教育充実資金の収入です。授業料納付
学生数は1,300名、前年度比103万円の増加となりました。

〔寄付金収入〕　2,892万円
　創立50周年寄付金1,955万円、ボート部寄付金336万円、親和会
からの助成金（スクールバス運行費助成、食堂運営助成）575万円、ス
ポーツ振興寄付金等を受け入れました。

〔補助金収入〕　3億7,014万円
　国庫補助金、地方公共団体補助金等の収入です。国庫補助金は
2億9,719万円、大垣市からの施設設備補助金等7,029万円、（公財）
田口福寿会からの創立50周年施設設備助成金等3,195万円を
受け入れました。

〔資産売却収入〕　4億円
　有価証券の売却収入4億円です。

〔付随事業・収益事業収入〕　1,584万円
　国土交通省、大垣市等からの委託事業7件1,330万円、公開講
座受講料収入166万円等です。

〔受取利息・配当金収入〕　1,104万円
　定期預金利息及び有価証券等の利金1,104万円です。

〔その他の収入〕　7億4,166万円
　創立50周年記念事業である2号館校舎建設費として第2号基
本金引当特定資産3億7,500万円、有価証券の運用替えとして
減価償却引当特定資産2億円を取り崩しました。

②支出の部
〔人件費支出〕　10億226万円
　専任教職員等の給与及び退職者への退職金です。専任教職員の
採用及び退職金の増加により、前年度比3,101万円の増加となりました。

〔教育研究経費支出〕　6億2,930万円
　学生への奨学事業（学費減免、私費外国人留学生奨学金等）、課外活
動助成事業（強化・準強化指定クラブ合宿費、遠征費等）の他、看護
学部開設事業、校名変更事業により前年度比1,045万円増加し
ました。

〔管理経費支出〕　1億5,741万円
　広告費や高校訪問等の学生募集経費の他、校名変更事業等によ
り前年度比199万円減少しました。

〔施設関係支出〕　4億3,048万円
　創立50周年記念事業である2号館校舎及び大学正面玄関が完
成しました。

〔設備関係支出〕　8,346万円

（２）事業活動収支計算書
　「事業活動収支計算書」は、資金の移動を伴わないもの（現金の
出入りの他に消費していくもの）として、減価償却額や退職給与引
当金繰入額などを計上し、当該会計年度の事業活動収入及び事業
活動支出の均衡状態を表したもので、学校法人の経営状況を示し、
企業会計の「損益計算書」に当たるものです。
　また、教育活動収支、教育活動外収支、特別収支の3つの区分会
計を導入し、学校法人の経常的活動、臨時的活動に分けて収支を明ら
かにしています。
　さらに、学校法人は安定的かつ永続性保持のために基本金という
企業会計とは異なる処理をしています。基本金は、将来校舎等の
再取得に必要な基金として積み立てることを目的としているため、
基本金組入前当年度収支差額から基本金組入額合計を控除した上で
当年度の収支バランスをみるという点が学校法人会計の特徴です。
　なお、事業活動収支計算書の収支科目の多くが資金収支計算書の
収支科目と共通していますので、事業活動収支計算書固有の内容に
ついて主なものを説明します。
①収入
　事業活動収入計は、学校法人の負債（返済義務のない収入）となら
ない収入の合計です。従って、資金収支計算書の収入から資金の動き
だけを示す「前受金収入」、「その他の収入」、「資金収入調整勘定」等
は除かれます。

資金収支計算書 2018（平成30）年4月1日～2019（平成31）年3月31日まで （単位：千円）

※上記の表の金額は千円未満を切り捨てている為、合計など金額が一致しない場合があります。

収入の部
　　  科　　　　目
学生生徒等納付金収入
手数料収入
寄付金収入
補助金収入
資産売却収入
付随事業･収益事業収入
受取利息・配当金収入
雑収入
前受金収入
その他の収入
資金収入調整勘定
当年度収入の部小計
前年度繰越支払資金
収入の部合計
支出の部
　　  科　　　　目 
人件費支出
教育研究経費支出
管理経費支出
施設関係支出
設備関係支出
資産運用支出
その他の支出
資金支出調整勘定
当年度支出の部小計
翌年度繰越支払資金
支出の部合計

2017年度 
1,335,406
23,100
78,939
343,757
400,000
14,120
18,263
62,956
255,479
1,172,009
△ 402,981
3,301,050
2,696,443
5,997,493

2017年度 
971,246
618,847
159,414
930,363
45,402
320,000
39,512

△ 33,610
3,051,175
2,946,318
5,997,493

2018年度 
1,336,437
28,639
28,929
370,141
400,000
15,847
11,048
76,838
368,783
741,662

△ 317,098
3,061,227
2,946,318
6,007,546

2018年度 
1,002,261
629,304
157,419
430,485
83,463
803,634
62,165

△ 27,760
3,140,973
2,866,572
6,007,546

差　　異　
1,030
5,538

△ 50,010
26,383

0
1,726

△ 7,215
13,882
113,304

△ 430,346
85,882

△ 239,822
249,875
10,052

差　　異　
31,015
10,456
△ 1,994

△ 499,877
38,060
483,634
22,653
5,849
89,797

△ 79,745
10,052

事業活動収支計算書 2018（平成30）年4月1日～2019（平成31）年3月31日まで（単位：千円）

（３）貸借対照表
　「貸借対照表」は年度末における資産、負債及び基本金等の状況を
表したものです。
　資産の部の合計は、137億348万円となり、前年度末に比べて8,139
万円減（△0.6％）、負債の部の合計は、9億1,787万円となり、前年度末
に比べて1億1,048万円増（13.7％）、純資産の部は、127億8,561万円
となり、前年度比1億9,188万円（△1.5％）の減少となりました。

※上記の表の金額は千円未満を切り捨てている為、合計など金額が一致しない場合があります。

資産の部

　　　 科　　　　目

固定資産

　有形固定資産

　特定資産

　その他の固定資産

流動資産

資産の部合計

負債の部

　　　 科　　　　目

固定負債

流動負債

負債の部合計

純資産の部

　　　 科　　　　目

基本金

　第１号基本金

　第２号基本金

　第４号基本金

繰越収支差額

　翌年度繰越収支差額

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

  2018年度 

10,774,794

6,798,050

2,886,334

1,090,410

2,928,687

13,703,482

2018年度 

462,320

455,551

917,871

2018年度 

12,683,814

12,546,814

0

137,000

101,796

101,796

12,785,610

13,703,482

2017年度 

10,705,352

6,571,900

3,261,430

872,021

3,079,526

13,784,878

2017年度 

465,742

341,644

807,387

2017年度 

12,883,280

12,371,280

375,000

137,000

94,210

94,210

12,977,491

13,784,878

増　　減　

69,442

226,149

△ 375,096

218,389

△ 150,839

△ 81,396

増　　減　

△ 3,422

113,906

110,484

増　　減　

△ 199,466

175,533

△ 375,000

0

7,585

7,585

△ 191,880

△ 81,396

　2016年度から実施しておりました創立50周年記念事業寄付金
は、大垣市並び地元大垣をはじめとする企業、卒業生、在学生（保護
者）、教職員により多大なご支援、ご寄付をいただき2019年3月31日
までに369,531,590円を受領いたしました。ご支援いただきました
寄付金、助成金は、創立50周年記念事業に充当させて頂きました。
皆様からの温かいご支援、ご協力に感謝し厚く御礼申し上げます。

　ゼミ室、講義室の机・椅子等の什器、視聴覚機器及び大学構内
無線LANを更新しました。

〔資産運用支出〕　8億363万円
　有価証券6億円及び有価証券で運用している減価償却引当
特定資産2億円を運用替えしました。

※上記の表の金額は千円未満を切り捨てている為、合計など金額が一致しない場合があります。

2017年度  
1,335,406
23,100
11,420
243,757
14,120
62,956

1,690,760
988,589
815,682
196,830
210,402
50,892

2,014,674
△ 323,913
2017年度  
18,263
18,263
18,263

△ 305,649
2017年度  
227,730
193,024
420,754
57,480

0
57,480
363,273

57,623
△ 112,354
△ 54,730
148,941

0
94,210

2,129,779
2,072,155

教
育
活
動
収
支

教
育
活
動

外
収
支

特
別
収
支

基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額
翌年度繰越収支差額
（参考）
事業活動収入計
事業活動支出計

 科　　　　目
学生生徒等納付金
手数料
寄付金　　
経常費等補助金
付随事業収入
雑収入
教育活動収入計
人件費
教育研究経費
（内減価償却額）
管理経費
（内減価償却額）
教育活動支出計
教育活動収支差額
 科　　　　目
受取利息・配当金
教育活動外収入計
教育活動外収支差額
経常収支差額
 科　　　　目
資産売却差額
その他の特別収入
特別収入計
資産処分差額
その他の特別支出
特別支出計
特別収支差額

2018年度  
1,336,437
28,639
9,170

300,141
15,847
76,838

1,767,073
998,839
849,215
219,888
209,925
51,470

2,057,980
△ 290,907
2018年度  
11,048
11,048
11,048

△ 279,859
2018年度  

0
93,021
93,021
1,593
3,449
5,042
87,978

△ 191,880
0

△ 191,880
94,210
199,466
101,796

1,871,143
2,063,023

差　　異　
1,030
5,538

△ 2,250
56,383
1,726
13,882
76,312
10,249
33,533
23,058
△ 476
578

43,306
33,006

差　　異　
△ 7,215
△ 7,215
△ 7,215
25,790

差　　異　
△ 227,730
△ 100,002
△ 327,732
△ 55,887
3,449

△ 52,437
△ 275,294

△ 249,504
112,354

△ 137,149
△ 54,730
199,466
7,585

△ 258,635
△ 9,131

〔その他の特別収入〕　9,302万円
　創立50周年記念寄付金、施設設備補助金の他に科学研究費
補助金による物品の取得及び団体・個人から寄贈された図書等を
現物寄付として計上しました。

②支出
　事業活動支出計は、施設の建設費や機器備品・図書等の資本的
支出に充当する額（基本金組入額）を控除し計上します。従って資金
収支計算書の支出科目から「施設関係支出」、「設備関係支出」、
「その他の支出」等を除きますが、「教育研究経費」及び「管理経費」
には各々減価償却額を加算しています。減価償却額は建物、機器
備品などの固定資産の当期償却額を計上しています。
〔資産処分差額〕　159万円
　創立50周年記念事業に係る大学正面の再整備に係る資産簿価
及び満期償還した有価証券の償還差額を計上しました。

〔その他の特別支出〕　344万円
　図書館に収蔵した図書の棚卸をした結果、現物を確認できなかっ
た955点、344万円を過年度修正額として計上しました。

③基本金
〔基本金取崩額〕
　2号館校舎等再整備に係る基本金の繰延額2億2,390万円及
び過年度積み立てた第2号基本金からの振替えにより1億9,946
万円の取り崩しとなりました。

GKU Now 2019.12

自治体
企業・法人
 卒業生
個人 在学生（保護者）
 教職員
計

※現物寄付を含みます

1
100
261
129
66
557

160,000,000
179,040,000
25,007,990
2,413,600
3,070,000

369,531,590

件数 金額

貸借対照表 2019（平成31）年3月31日 （単位：千円）

（平成３０）年度決算報告2018



https://www.gku.ac.jp/

nyuushi@gku.ac.jp

お問い合わせ・お申込みはお電話またはメールで ! 詳しくはホームページで !

※上記入試の詳細は入試要項でご確認ください。

TEL.0584-77-3510岐阜協立大学 入試広報課

目指す人

小論文と加算点で挑戦したい
成績上位者には学費減免が適用 !

授業料50%減免 !

公募推薦入試
（スカラシップ対象）（併願可）

目指す人

小論文と面接、加算点で挑戦
したい
推薦入試で将来の自分をア
ピール！

総合型選抜
(AO)入試（専願）

目指す人

高校の競技実績と大学での
競技生活をアピールしたい

スポーツ
推薦入試（専願）

目指す人

経済学部・経営学部は得意な2科
目、看護学部は国語（必須）含
む2科目の学力で挑戦したい！

授業料最大70%減免 ! 授業料最大100%減免 ! 授業料最大100%減免 !

授業料最大100%減免 !

一般入試
（スカラシップ対象）（併願可）

目指す人

経済学部・経営学部は得意な2科目、
看護学部は国語（必須）含む3科目の
大学入試センター試験を利用して挑戦
したい!

大学入試センター
利用入試

（スカラシップ対象）（併願可）
目指す人

将来地域の有力企業に就職したい
成績上位者には学費減免が適用！

企業人育成
コース入試

（スカラシップ対象）（併願可）

目指す人

基礎学力検査と面接で挑戦
し、将来の看護師像をアピー
ルしたい！

公募推薦入試
（併願可）

目指す人

経済的支援を受けながら進学を目
指したい

授業料50%減免 !

特別修学支援
奨学生入試（専願）

＜北方キャンパス＞〒503-8550 岐阜県大垣市北方町5-50 
＜西之川キャンパス＞〒503-8554 岐阜県大垣市西之川町1-109

FAX.0584-77-3512

● 経済学部 経済学科 / 公共政策学科
● 経営学部 情報メディア学科 / スポーツ経営学科
● 看護学部 看護学科
● 大学院
● 留学生別科

経済
経営

経済
経営

経済
経営

経済
経営

経済
経営 看護 経済

経営 経済看護

看護

入試によってスカラシップ（学費減免）制度が適用
受験の出願資格、選考方法、学費等を知って出願しよう !

岐阜協立大学の
入学試験が始まる!

受
験
生
サ
イ
ト
は
こ
ち
ら

http://nyuushi.gku.ac.jp/

一般入試Ⅰ期は両日とも地方試験会場で受験できます!

名古屋会場 彦根会場 福井会場

一般入試Ⅰ期

両日受験可能

2020年2月1日（土）
              2月2日（日）



EVENT Pick UP!
2019年12月～2020年3月

GKUNow
2019

2019December12

2020February2

2020January1 2020March3
学生課  3月10日（火）～14日（土）

熊野市長杯（オープン大会）
女子ソフトボール部

地域連携 3月14日（土）

高校生ビジネスアイデアコンテスト
プレゼンテーション大会・表彰式

図書館 2月24日（月）～3月14日（土）

RDD2020 in 岐阜「難病図書フェアー」
開催

全学部 3月19日（木）

卒業式

経 済  1月8日（水）　

リーディングプロジェクト表彰式

キャリア  2月6日（木）

学内業界研究セミナー

経 済 2月3日（月）

卒論発表会

全学部 2月6日（木）

ユニークプラン報告会

看 護  2月3日（月）

 基礎看護学Ⅰ実習開始（～17日（月）まで）

キャリア  2月4日（火）・5日（水）

沖縄Uターン就職セミナー

経 済 12月4日（水）

公共政策学科1年次
ミニインターンシップ（神戸町役場）

図書館  12月2日（月）～25日（水）

学生サポーター共同企画クリスマス展示

経済・経営 12月11日（水）

学内ゼミナール大会

キャリア 12月14日（土）

保護者向け就職活動説明会

キャリア 12月15日（日）～

みんなの就職内定講座開始
（3月末まで計16回予定）

キャリア 12月24日（火）

内定者報告会

Owned media オウンドメディア

岐阜協立大学  オウンドメディア

岐阜協立大学のリアルを伝える架け橋　オウンドメディア「ＲｅＢｉｒｄ‐ｅｙｅ（リバードアイ）」を開設

大学の新しいコミュニケーションツールとして、公式
ホームページだけでは伝えきれない教員・学生などの
リアルな情報を社会に提供するため、Instagramなど
ＳＮＳとリンクするオウンドメディア「ＲｅＢｉｒｄ-ｅｙｅ」を
開設。 
GKU Nowでは掲載しきれなかった情報も、こちらの
サイトでお読みいただけます。 
ぜひご覧ください！ 

予告

2020年1月
サイトオープン


