
●表紙撮影場所：協創館（8号館）

キャンパスの中心にある協創館（8号館）は、2015年に竣工しま

した。ひろしま未来協創センター、国際センター、学習支援セン

ターの3センターを配置し、学生や教職員、地域のより良い未来

を創造するために、一緒に学び考える「知」の拠点です。

「Tru t h」̶ そのネーミングの由来̶

大学広報誌のめざすべき、
真理・真実・真相をできるだ
け速く、ひろく、しかも思慮深
く、誠実に伝えることをモッ
トーとして、ここに「TRUTH」
が生まれました。

Truth 真理・真実・真相
Rapidly 速く
Universally ひろく
Thoughtfully 思慮深く
Honestly 誠実に

Since 1972 「修道」という名は、古典の一つ『中庸』の「天命之謂性　率
性之謂道　修道之謂教」（天の命ずるこれを性といい、性
に率うこれを道といい、道を修めるこれを教えという）に由
来します。この意味は「人間にはそれぞれの天性がある。天
性を伸ばすのが人間の道である。その道をしっかりとした
ものに整えるのが教育である。」という意味に解されます。
「地球的視野を持って、地域社会の発展に貢献できる人材
の養成」を理念、教育目標として掲げ、その精神をもとに、
広島修道大学はさらに未来をめざします。

大学基準協会
大学評価 認定マーク

学長室総合企画課
〒731-3195　広島市安佐南区大塚東1-1-1
TEL  082-830-1102　FAX 082-830-1324
WEBサイト https://www.shudo-u.ac.jp/

広報誌「Truth」は、春・夏・秋・冬と年に4回発行し、保証人の皆さまにもお送りします。本誌へのご意見などありましたら、下記までお寄せください。本誌の記事・写真などの無断転載を禁じます。

スマートフォンから直接アクセスが可能です。
※対応できない機種もありますのでご注意ください。
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～修大スポーツを産学連携で支援～

本学は2021年2月19日、スポーツ推進・振興、人材の育成、地域の発展に資することを目的に、ミズノ株式会社と包括
的な連携協定を締結しました。2019年3月には、大学スポーツの振興に取り組む大学スポーツ協会（以下、「UNIVAS」）に
加盟しており、本学でのスポーツ支援は加速しつつあります。
今回、ミズノ株式会社執行役員 スポーツ営業本部 本部長 中島隆雄氏、同営業統括本部 中国支社 支社長 高木洋氏を
お招きし、三上貴教学長、緒方知徳学生センター次長との4名での座談会を開催しました。コロナ禍の思いも併せて語って
いただきました。 ※中島氏はミズノ株式会社大阪本社からリモートで参加

緒方：本学がスポーツメーカーと協定を

結ぶのは初めてであり、ミズノ株式会社

（以下、「ミズノ」）にとっても中四国の大

学との連携協定は初めてとなります。そ

こで、スポーツ支援の目的や産学連携

の意義について、お話を伺いたいと思

います。まずは本学のUNIVAS加盟の狙

いを聞かせてください。

三上：近年、大学スポーツはますます

盛んになっています。本学においても、

大学としてのスポーツの位置づけを明

確にし、支援体制を整えスポーツ文化

を盛り上げたいというのが、UNIVAS

加盟の目的です。また、スポーツの振

興は大学としてのブランド価値向上に

大きな役割を果たすと考えました。そ

の実現のための取り組みは、大学の、

また学生の将来にきっと役立つものと

確信しています。

緒方：UNIVASでは、学生のための安

心安全な環境づくりや指導者の育成

など、スポーツ振興に幅広く取り組ん

でいます。UNIVAS加盟をきっかけに、

本学のスポーツ振興が深まることを期

待しています。

中島：アスリートにはケガがつきもの

ですが、UNIVASは学生を安全面でも

フォローし、医療従事者を競技大会に

派遣するなど学生が思い切りプレーで

きるような環境づくりも行っている。ま

た学生の本分である学業面でのサ

ポートもきちんと押さえられている。学

生にとってメリットは大きい、という印

象があります。

スポーツ支援を加速

緒方：大学スポーツ全体の近年の動き

について、中島さんはどのように捉えら

れていますか。

中島：私たちの学生時代と違って、近年

は各大学ともスポーツに精通した部

門、サークル活動をしっかりサポートす

る体制が整ってきていると感じます。

大学スポーツは、大学にとって大事な

ブランドのひとつ。シンボルマークやカ

ラーを設定して認知度を高めるなど、

大学が一つとなって取り組むことは、

大学のブランド価値向上につながって

いると思います。

緒方：ミズノでは、大学のスポーツを盛

り上げるために具体的にどのような取

り組みを行っているのでしょうか。

中島：地域の方を巻き込んだイベント

の共催や子ども向けのスポーツクリ

ニックの開催などに加え、ボランティア

活動も活発です。

緒方：三上学長は、大学スポーツ、修大

スポーツをどう考えられていますか。

三上：本学でも試合を楽しむだけでな

く、積極的に地域活動に関わる学生も

増えています。サッカー部が関わった

活動では、発達障がいのお子さんが

サッカーを楽しむことでコミュニケー

ション力を高めているという話も聞き

ました。

いろいろな場面で大学スポーツが活

発化すれば、選手はもちろん、応援す

る学生や地域の方など、まわりもみん

な元気になる。そうした一体感や愛校

心を、大学スポーツを通して醸成して

いきたいですね。地域貢献の一つとし

て展開できればと思います。

中島：大学での4年間は長い人生から

見れば短いものですが、得ることはた

くさんあります。愛校心はもちろん、

ルールの厳守、仲間との出会い、協調

性や思いやりの心。さらに目標を明確

化し、達成するには何をすれば良い

か、自分で考える力も身につきます。ス

ポーツを通して培われた人間としての

成長は、社会に出てからも大いに活か

されます。スポーツの持つ力は大きい

ですよ。

高木：本当に、4年間はあっという間で

す。サークル活動をしていない学生も、

応援など、いろいろな形でスポーツに

関わることによって、より有意義な大学

生活を送ることができるでしょう。

競技する学生、応援する学生、サポー

トする大学が一体となって一つのこと

に向かっていくことは、相互のつながり

をさらに強め、新たな活力を生み出す

と思います。

特 集 スポーツの力で未来を切り拓く！

執行役員として、国内の競技スポー
ツ全般の販売事業を担当され、ス
ポーツの振興と競技者のバックアッ
プを行っている。

学生時代の主なスポーツ経験
バスケットボール

中島 隆雄（なかじま たかお）氏
ミズノ株式会社　
執行役員  スポーツ営業本部  本部長

専門分野は「運動生理学」、「運動生化
学」、「健康科学」。学生センターでは、大
学スポーツ協会（UNIVAS）に関する業
務を含めたスポーツ振興を行っている。

学生時代の主なスポーツ経験
水泳

緒方 知徳（おがた とものり）
広島修道大学 学生センター次長
（人間環境学部 教授）

専門分野は「国際政治学」、「ソフト
パワー論」、「ランキングに基づく各
国比較」。1998年に本学に赴任し、
2018年4月より現職。

学生時代の主なスポーツ経験
少林寺拳法、スカッシュ

三上 貴教（みかみ たかのり）
広島修道大学 学長
（国際コミュニティ学部教授）

中国支社の支社長として、中国地区
において、スポーツ商品の営業を中
心にプロスポーツの営業販促サ
ポートなども行っている。

学生時代の主なスポーツ経験
ラグビー

高木 洋（たかぎ よう）氏
ミズノ株式会社　
営業統括本部  中国支社 支社長

新たな活力を生み出す

～修大スポーツを産学連携で支援～特 集 スポーツの力で未来を切り拓く！

「UNIVAS（一般社団法人大学スポーツ協会）」
アメリカの大学スポーツを統括する全米大学体育

協会（NCAA）の日本版として、2019年3月に誕生。

学生、大学、競技団体の主体的な活動をサポート

し、大学スポーツの振興、大学スポーツの参画人

口の拡大を目的とする。

加盟大学数：220大学（2021年2月末時点）
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昨年度制作したスポーツロゴ
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緒方：本学ではスポーツ支援の一環と

して、昨年度スポーツロゴと新ユニ

フォームを学生、教職員、ミズノの三者

で相談しながら制作しました。

三上：シンボルという存在は、本学に関

わる全ての人の気持ちが一つにまとま

るきっかけになりますし、新しいユニ

フォームは選手たちの士気を高めてく

れます。スポーツロゴを配置したTシャ

ツやタオルなどのグッズも広く展開し、

大学全体で盛り上げていきたいですね。

ユニフォームの制作に学生が参加したこ

とにも意義があります。高木さんから見て

学生の意気込みはいかがでしたか。

高木：やはり新しいユニフォームを自

分たちの手で作るというのは、うれし

いことですよね。昨年9月から2ヵ月か

けて学生の皆さんと熱のこもった打ち

合わせをさせていただき、洗練された

ユニフォームが出来上がりました。

サークルは違っても同じカラーで統一

感を持たせたユニフォームを着用する

と、自然に横のつながりが生まれ、愛

校心や連帯感も深まるのではないで

しょうか。

三上：全国的に見てもイメージカラーを

うまく活用している大学は多いですね。

カラーの統一は、帰属意識だけでなく、

学外の認知度も高めてくれます。本学

もイメージカラーを定着させ、ブランド

価値を高めていきたいと思います。

緒方：ブルーを見たら修大、と学外の

方からも思っていただき、学生の愛校

心も芽生えてくると良いですね。

緒方：今後、修大スポーツをより発展さ

せていくための取り組みについては、

どうお考えですか。

三上：サークル内のチームワークや

サークル同士の横のつながりを強めて

いくとともに、地域の子どもたちにもス

ポーツに親しんでもらえる場を作って

いきたいですね。

高木：地域の方との交流は、地域と大

学との距離を縮め、結びつきを強めて

くれます。このたびの連携協定も一つ

の機会となります。学生、教職員の方

の思いやアイデアに私たちのノウハウ

をリンクさせて、「どうしたら喜んでもら

えるか」をテーマに取り組んでいけた

らと思っています。地域とつながること

でその相乗効果はさらに大きくなるの

ではないかと思います。

三上：そうですね、本学は地域に根ざ

した大学です。スポーツを競技として

捉えるだけでなく、健康維持や体力向

上など生涯的なものとして、地域の方

と一緒に楽しめる環境、システムも考

えていきたいです。

高木：スポーツを広く捉えると、スポー

ツの持つ力の多様性に気付かされま

す。私たちは、その力を

模索し、向き合い、私た

ちにできることをきちん

と実践していくことが大

切だと思います。

緒方：今は新型コロナウ

イルス感染症の影響で、

取り組みを実行に移す

のが難しい状況にありま

す。学生たちもモチベー

ション維持が大変です。

三上：広島でも5月には

緊急事態宣言が発令されました。大会

の中止、辞退などで、日頃の練習の成

果を発揮する場を奪われ、学生たちは

悔しさやもどかしさなど、やり場のない

思いでいっぱいだと思います。大学とし

ても試合や日々の活動を支援したいけ

れど、まずは安全を第一に考えなけれ

ばならないというジレンマがあります。

今は私たちにできる最大限の安全対策

を実施し、学生とともにこの状況を乗り

越えていくしかないのが現状です。

中島：そうですね、未だコロナの収束は

見えず、誰もが大きな不安を抱えてい

ます。今後も自然災害など、想定外の

出来事に遭遇する可能性はあります。

その時どう動くかが、今、私たちに問わ

れているのだと思います。次への準備

と言えるでしょう。競技生活においても

準備万端で臨めば、結果にかかわらず

納得、満足できるはず。学生の皆さん

にはこの状況だからこそすべきこと、で

きることを考え、いろいろなことを想定

しながら動いてほしいですね。

緒方：学生の教育や成長支援において

はいかがでしょう。

三上：先ほど中島さんもおっしゃいまし

たが、大学スポーツから得られる価値

は、競技力向上だけではありません。

目標に向かって日々努力を積み重ね

るなかで人間的成長も得られます。学

生の成長のためにも、サークル活動を

活発に行える環境の整備をしていきた

いですね。

中島：私どもでは、これまでにも学生の

皆さんを対象に講座を開設し、社員が

講師となってスポーツビジネスや商品

開発などについて講義を行ってきまし

た。また、提携している食品メーカーの

力を借りて、選手への栄養・食事指導

などのサポートも可能です。

インターンシップでは、営業活動やイ

ベント体験を通して、ミズノという企業

や仕事への理解を深めてもらっていま

す。広島修道大学の学生の皆さんの

個々の能力を引き出し、伸ばす提案を

していきたいですね。

高木：中国支社でもインターンシップ

を受け入れています。学業とサークル

活動の両面から学生の成長支援がで

きればと思います。

三上：競技者でも応援者でも、スポー

ツに関わることで人間的成長が加速す

ることもあり、インターンシップは学生

にとっては大いに刺激となるでしょう。

講義や栄養・食事指導などもぜひ実現

していきたいですね。 

緒方：ミズノは、プロスポーツとの結び

つきも強いですよね。広島はプロス

ポーツが盛んな地だけに、スポーツ好

きな学生も多い。プロチームから学ぶ

機会もご提案いただけるとうれしいで

すね。

三上：本学のサンフレ応援サークル

は、試合観戦はもちろん、自主的にスタ

ジアム周辺の清掃活動も実施していま

す。カープの本拠地マツダスタジムで

アルバイトをする学生もいますね。

高木：プロの現場を知ることは、貴重な

体験となるでしょう。

三上：大学だからできること、企業だか

らできること、そして産学が連携する

からこそ発揮できる力があります。

このたびの連携で、これまでにはない

視点からのアプローチも可能となり、

スポーツ活動の支援、ユニバーシ

ティ・アイデンティティの確立に弾みが

つきます。

緒方：スポーツの持つ力がどんな可能

性をひろげてくれるか、大いに期待し

たいですね。

本日はありがとうございました。

一体感をもってブランド価値を形に 競技力だけでなく人間力を育む

産学連携で地域に貢献

～修大スポーツを産学連携で支援～特 集 スポーツの力で未来を切り拓く！

P16-17で新ユニフォームの
紹介をしています。
ぜひご覧ください。
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研
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伊
藤
先
生「
共
犯
論
」を
語
る

ようこそ、私の研究室へ

早稲田大学 大学院法学研究科 
公法専攻 博士課程修了 博士（法学）

専門分野：刑法学

主要研究テーマ：共犯論、共謀罪、
 AI・ロボットと法

プロフィール

法学部法律学科准教授
伊藤 嘉亮（いとう よしすけ）

はじめまして。私が大学で担当して
いる科目は「刑法」です。刑法は、犯罪
と刑罰に関する法律です。犯罪や刑罰
と聞くと、自分とは関係のない世界で
あるように感じる人もいるかもしれま
せん。しかし、実際は、誰にでも被害
者、加害者、あるいは裁判員として刑
法に関わる可能性があります。刑法
は、そういう意味では、最も身近な法
律であるともいえるでしょう。
私は、大学院進学以来、「共犯論」と
いうものを専門的に研究してきまし
た。複数人が協力しながら犯罪を行っ
た場合に、彼らはどういった責任を負
わなければならないのか、といった問
題を扱う研究分野です。今、この共犯
論との関係で注目を集めているのが
オレオレ詐欺などの「特殊詐欺」です。
そこで、今回は、共犯論と特殊詐欺が
交錯する重要なテーマを紹介したい
と思います（専門的には「承継的共犯」
と呼ばれるテーマです）。

高校までと違い、大学で取り組む問
題に「答え」は用意されていません。途
中から参加した受け子の罪責をめぐっ
ても、最高裁判所が一応の結論を示し
てはいますが、詐欺罪の成立を認める
ことが唯一の答えではありません。ま
た、仮に詐欺罪を認めるとしても、その
結論を説明する筋道は1つだけではあ
りません。決まった答えがない中、自分
たちで探さなければなりません。そも
そも「問題」や「課題」が用意されてい
ない場合すらあります。その場合は、一
から、何を議論するべきなのかを自分
たちで考えなければなりません。これ
が大学での勉強の難しさでもあり、お
もしろさでもあります。
皆さんにも、悩みながら自分なりの

「答え」へ一歩一歩近づいていくことの
醍醐味を味わって頂きたいと思います。

大学での勉強の難しさと
おもしろさ

伊藤准教授が一部執筆した特殊詐欺を特集した専門雑誌

特殊詐欺とは？
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ゼミナールの様子（Zoomによる非対面型授業）

「特殊詐欺罪」という名称の犯罪が
あるわけではなく、詐欺罪（刑法246
条）のうち、特殊な方法を用いて行わ
れる場合のことを特殊詐欺と呼んでい
ます。ニュースなどでよく報道されて
いるので、ご存知の方も多いと思いま
すが、犯人が電話などで被害者の家族
や公共機関の職員などを名乗り、それ
を信じた被害者から現金やキャッシュ
カードを騙し取る手口のことを特殊詐
欺といいます。
特殊詐欺の特徴は、特定の被害者

を決めることなく、手当たり次第、被害
者になりそうな人たちに声をかけると
ころにあります。また、特殊詐欺にはも
う1つ重要な特徴があります。それは、
詐欺グループのメンバー構成に関す
るものです。詐欺グループの中核にい
る人たちはある程度固まっていると思
われますが、末端のメンバーともなる
と、頻繁に入れ替わります。例えば、受
け子（被害者から実際に現金などを受

け取る役割を担う人）については、い
わゆる「闇バイト」として、その都度募
集をかけることもあるようです。

こうした末端メンバーをめぐって、
私たちは、非常に難しい問題に直面す
ることになりました。
詐欺罪は、①被害者を騙し、②騙さ
れた被害者から現金などを受け取る
ことで成立する犯罪です。しかし、受け
子などの末端メンバーについては、か
け子（被害者に電話をかけて騙す役割
を担う人）が被害者を騙すことに成功
した段階で募集がかけられることも多
いことから、受け子の中には①に関
わっていない人もいます。①には一切
関わっていないにもかかわらず、詐欺
罪で処罰することはできるでしょうか。
日常生活においても、自分が関わっ
ていない出来事について責任を問わ
れることはないはずです。刑法の世界
でも、通常は、そのように考えられてい
ます。しかし、特殊詐欺の受け子が①
の部分について責任を負わないとな
ると、詐欺罪は成立せず、無罪になっ
てしまいかねません。詐欺に加担する
ことを分かって受け子役を引き受けた
にもかかわらず無罪になる、という結
論には納得できない人も多いのでは
ないでしょうか。ここに、私たちが頭を
悩ます難問があるわけです。
以上の問題について、最高裁判所
は、受け子役の被告人は①の部分に
ついても責任を問われ詐欺罪で処罰
される、との結論を下しました（最決平
成29年12月11日刑集71巻10号535
頁）。最高裁判所がこのように判断し
たことから、以後は、途中から詐欺に

加わった人にも詐欺罪が成立するよう
になりました。もっとも、これですべて
が解決したわけではありません。刑法
は、犯罪者に「刑罰」という重い制裁を
科します。それゆえ、その結論に犯罪
者側も納得せざるを得ないだけの説
得力ある根拠を示さなければならな
いわけです。しかし、残念ながら、その
ような根拠は未だに提示できておら
ず、今後の課題となっています。

途中から参加した人にも
詐欺罪成立？

特殊詐欺は、その他にも様々な課題
を私たちに突きつけています。
例えば、特殊詐欺に関わっていた人
が途中で詐欺グループから抜けた場
合、その後に他のメンバーが行った詐
欺についても責任を負うことはあるで
しょうか。あるいは、メンバーの一部が
他のメンバーに黙って被害者からお
金を騙し取り、そのお金を独り占めし
た場合、他のメンバーはそれでも詐欺
罪に問われるでしょうか。これらも、共
犯としての責任を問うものである以
上、「共犯論」の立場から取り組まなけ
ればならない課題だといえます。
他のテーマと関係する問題もありま
す。例えば、受け子役の人が犯行に加
わる際には、他のメンバーから詐欺で
ある旨が明確には伝えられないことが
多いようです。それにもかかわらず、
受け子役の人には詐欺罪の「故意」が
あるといえるでしょうか。いわゆる「未
遂犯」との関係で特殊詐欺が問題にな
ることもあります。従来、詐欺未遂が成
立するのは、お金などを渡すよう被害
者に要求した時点であると考えられて
きました。しかし、特殊詐欺の場合、こ
れでは警察が介入できるタイミングと
しては遅すぎると言われています。そ
こで、被害者に電話をかけ、身分など
を偽った時点で詐欺未遂を成立させ

てよいかが議論されているわけです。
いずれも、承継的共犯の問題と同様
に、未だ解決には至っていない難問ば
かりです。

特殊詐欺における
その他の問題
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3月31日、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中
止となった2020年度入学式の代替式典として、新2年生を
対象とする入学セレモニーが、本学体育館にて挙行されま
した。
セレモニーでは、三上学長より告辞があり、新2年生代表

として松下瑠奈さん（国際コミュニティ学部国際政治学科）
より感謝の言葉と抱負が述べられました。また、学友会から
の歓迎企画としてダンスサークルによるパフォーマンスが
行われ、新2年生を歓迎しました。

Topics 2 「THE世界大学ランキング日本版2021」で中国・四国私立大学1位にランクイン

Topics
Topics 1 新2年生対象入学セレモニーを開催 Topics 3 「就職支援に熱心に取り組んでいる」大学 全国3位にランクイン

Hiroshima Shudo Univers i ty

イギリスの高等教育専門誌「Times Higher Education（THE）」
による「THE世界大学ランキング日本版2021」が発表され、本
学は総合ランキングで中国・四国私立大学1位にランクイン
しました。
分野別においても、「教育成果」で中国・四国私立大学1位
など、複数の分野でランクインしています。「教育成果」は、企
業の人事担当者や研究者への評判調査の結果から、どれだ
け卒業生の活躍が期待できるかを表しています。
本学のこれまでの教育や支援の成果ととらえ、これからも
本学の理念である「地球的視野を持って、地域社会の発展に
貢献できる人材の養成」に努めてまいります。

Topics 5 本学公式WEBサイトをリニューアル
3月29日、広島修道大学公式WEBサイトをリニューアルしました。
本学の動向や特徴をわかりやすく知って頂けるよう、また、スムーズに
情報を得ることができるよう、サイト全体の構造やナビゲーションを見直
し、デザインを一新しました。
在学生および保護者の方を対象としたニュースは、対象者別「在学生・
保護者の方」への掲出となりました。
なお、WEBサイトリニューアルに伴うサイトトップページのURLに変更
はありませんが、一部のURLが変更になっています。お使いのブラウザで
「ブックマーク」や「お気に入り」などに登録されている場合、新しいURLへ
の登録変更をお願いします。

中国・四国私立大学1位

中国・四国私立大学2位

中国・四国私立大学1位

中国・四国私立大学3位

総合

教育充実度

教育成果

国際性

Topics 4 フィリピン・セブ市の貧困層住民への栄養改善プロジェクト開始
人文学部英語英文学科と健康科学部健康栄養学科が共同で、フィリ

ピン・セブ市の貧困層住民への栄養改善を行う、学部と国境を越えた
プロジェクトを開始しました。
プロジェクトに参加するのは、英語英文学科の通訳コースの学生と
健康栄養学科 栢下教授のゼミ学生で、NPO法人「DAREDEMO HERO」
と協力しながら行います。現地の生活状況、栄養事情を調査し、健康
栄養学科の学生が貧困層住民の栄養に対する考え方や改善するた
めの方法を提案します。通訳コースの学生は、ビデオ会議システム
などを使用し、リアルタイムで
英語・日本語間のコミュニケー
ションを担当します。
両学科の学生の取り組み
が、SDGsに掲げられる、貧困
や飢餓の解消へつながること
を期待します。

日経HRと日本経済新聞社が共同調査した、「企業の人事担当
者から見た大学イメージ調査」において、本学が「大学の取り組
みランキング」の「就職支援に熱心に取り組んでいる」大学とし
て、全国3位（西日本1位）にランクインしました。
さらに、「総合ランキング」においても、中国・四国私立大学1
位にランクインしました。
この調査は、全上場企業と一部有力未上場企業の4,850社を
対象としたもので、本学のキャリアサポートと卒業生の活躍が 、
有力企業の人事担当者に評価された結果であると言えます。

調査結果は、6月2日発売の、「価値ある大学 2022年版 就職力
ランキング」（日経HR）の「特集1 企業が欲しがる人材を輩出す
る大学」内に掲載されています。

中国・四国私立大学 1 位

全国 3 位（西日本 1 位）

「総合ランキング」

「就職支援に熱心に
取り組んでいる」大学
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4月2日、新入生を対象とした学内総合案内所を開設し
ました。学内総合案内所とは、新入生に向けて、学内の案
内や教室移動の誘導に加えて、学生生活のアドバイスな
どを先輩学生（ピア・サポート学生）が行う取り組みで、新
入生が入学時に抱く戸惑いや不安の軽減を目的としてい
ます。今年度は、昨年度の状況を考慮し、新2年生も対象
としました。利用した学生からは、「まだ学内のことが分か
らないので、先輩に案内してもらえてとても助かった」な
どの声が寄せられました。

Campus NewsHiroshima Shudo Univers i ty

news

1 学内総合案内所を開設（4/2）

news

3 一人暮らしの学生のための新入生交流会を開催（4/12）

4月5日から9日の期間、「あつまれ新入生～先輩と話し
てみよう！交流会～」と題し、新入生向けの交流会を開催
しました。この交流会は、新入生が学生生活に関する疑問
や大学に関する質問を先輩学生に気軽に聞くことができ
る環境づくりを目的とし、対面とオンラインを併用して実
施しました。5日間で延べ33名が参加し、参加した新入生
からは「友達づくりのコツ」や「授業の予習・復習」などた
くさんの質問があり、先輩学生から温かく丁寧なアドバイ
スが送られていました。

news

2 新入生向けハイフレックス型交流会を開催（4/5～9）

4月12日、一人暮らしの学生のための新入生交流会を開催しました。この
交流会は、一人暮らしをしている新入生およびコロナ禍の影響で昨年度実施
できなかった新2年生を対象に、友人の輪を広げ、学生生活や大学周辺の情
報共有をすることでスムーズに大学生活をスタートしてもらうことを目的と
しています。当日は新入生・新2年生合わせて114名が参加しました。
当日は、先輩学生からの助言や新入生・新2年生の自己紹介などのプログ

ラムが設けられ、参加した学生からは「友達づくりのきっかけになればと思
い参加した。オンラインではなく直接同郷の学生と会話をすることができて
良かった」といった感想が寄せられ、笑顔のあふれる懇親の場となりました。

news

4 第1回就職ガイダンスを開催（4/21）
4月21日、オンライン（ライブ配信）で3年生を対象とした第1回就職ガイダンスを実施しまし

た。当日のライブ配信とオンデマンド配信を合わせて約1,000名の学生が視聴し、学生の関心
の高さがうかがえました。第1回就職ガイダンスでは、就職活動をスタートするにあたり、今後
の具体的な取り組み方やスケジュールなどの説明を行いました。当日見逃した学生や再度視
聴したい学生のために、ガイダンスの様子を録画した動画を、学内就職支援システム
（ShuNavi）に公開しています。
今回のガイダンスをスタートとして、3年生対象の様々な就職サポートプログラムが始まります。

news

5 学内合同企業説明会を開催（5/18～20）
5月18日から20日の期間、オンラインで4年生を対象と

した学内合同企業説明会を実施しました。当初は対面で
実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大による
緊急事態宣言発出を受け、急きょオンライン開催に変更

しました。3日間で47社の企業・団体にご参加いただき、
延べ135名の学生が参加しました。画面越しではあります
が、人事担当者の話を聞く学生の真剣な姿や、熱心に質
問する様子をうかがうことができました。

news

6 「地域つながるプロジェクト・スタートアッププロジェクト2021」実施プロジェクト決定

一般寄附（2021年3月）

2020年度留学生教職員給付奨学金（2020年4月～2021年3月）

ご寄附いただきました方々へ、
心より御礼申し上げます。

※寄附金受領証明書の受領日が2021年3月末までのご寄附について掲載しています。

飯田 良行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥60,000
下田 保清・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥60,000
竹井 光子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥60,000
尹 秀美・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥48,000
住田 敏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥36,000
堀田 哲一郎・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥36,000
柚木 尚美・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥36,000

宮崎 康子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥30,000
岡原 重則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥24,000
王 瑋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥12,000
佐伯 美栄子・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥12,000
三上 貴教・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥12,000
〈お名前のみ〉・・・・James Daniel
〈匿名〉20名・・・・・・・・・・計¥451,000

スマートフォンからの
申込も可能です。　

1 グローバル教育充実支援
2 地域連携・地域貢献支援
3 スポーツ・文化活動支援
4 災害等による家計急変学生支援

寄附金の使途をお選びください

広島修道大学WEBサイトからお申込いただけます。（敬称略）

広島修道大学後援会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,013,000

広島修道大学後援会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・デジタルサイネージ一式
修経会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・河津桜2本　梅1本

広島修道大学寄附金（2021年3月）

三上　貴教・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥100,000
〈匿名〉1名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥50,000

修大　寄附 検  索

新型コロナウイルス感染症関連のご支援は4へお願いします。

お問い合わせ先 総務課（TEL 082-830-1104）

広島修道大学寄附金のお申し込みについて

※「フォーラム棟屋外ウッドデッキ修繕工事」に係る経費として

6月7日、「地域つながるプロジェクト2021」に4件のプロ
ジェクトが採択されました。
「地域つながるプロジェクト」は、本学の学生が地域と
連携して活動を行い、地域の課題を解決する活動の企
画・実施や調査・研究を行うものです。
昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響で実施でき

ませんでしたが、今年度は感染拡大防止に配慮しながら、
プロジェクトに取り組みます。
また、今年度は新たな制度として「地域つながるスタート

アッププロジェクト」を設けました。このプロジェクトは、地
域を知り、地域の抱える問題を発見することにより、活動に
必要な心構えや知識を身に付けることを目的としており、地
域つながるプロジェクトに向けての準備段階の地域活動を
行います。10月29日まで随時募集しており、現在1件のグ
ループが採択されています。
プロジェクトを通して学生の自主性・積極性の成長と地
域貢献が期待されます。

≪地域つながるプロジェクト≫

YukiTube　～湯来町をもっと湧かせよう～
防災意識を高めるプロジェクト
子どもがつくるまち　in　串戸
ワクワクいっぱい！湯来の魅力！

安芸太田に来てみんさい！！

プロジェクト名
広島市佐伯区湯来町
広島市安佐南区大塚
廿日市市串戸

広島市佐伯区湯来町

主な活動地域
矢野 泉（商学部)
川瀬 正樹（商学部）
山川 肖美（人文学部）
城野 哲平(人間環境学部)

責任教職員（所属学部）
12
10
6
5

参加学生数
1
2
3
4

No.

≪地域つながるスタートアッププロジェクト≫
グループ名

山県郡安芸太田町
主な活動地域

木原 一郎（国際コミュニティ学部)
責任教職員（所属学部）

6
参加学生数

1
No.

※地域つながるスタートアッププロジェクトについては10/29まで随時募集しているため、追加で採択される場合があります。

　2021年4月以降にいただいたご寄附につきましては、
一年度分をまとめて「Truth2022夏号」に掲載させて
いただきます。
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books 刊行物 本学教員の著書を紹介します

小さい頃は「プロ野球選手になりたい」そんな夢を抱く野球
少年でした。しかし、中学でプロ野球選手は無理そうだと気付
きます。その後は歌手を夢見ましたが、高校に私より歌のうま
い人がいて断念しました。私に向いていることは何か……夢を
模索していました。
転機は高校2年時の、野球部内での紅白戦でした。私は、監
督に「実況をしてもいいですか？」と提案し認められました。試
合後、監督からは「実況良かったぞ。」と褒められました。私はそ
れまで、監督から褒められた記憶はなく、はじめて褒められた
のがその実況でした。この出来事が、「アナウンサーになって野
球実況を仕事にしたい」と思うきっかけとなりました。
高校時代は、やりたいことに挑戦する時間もとれないほど野
球漬けの日々だったので、大学では、とにかくやりたいことには
挑戦すると決意して進学しました。在学中は、イベントの主催
や司会、ライブ活動、テレビ・ラジオ出演、韓国・仁川大学への
留学、2014年豪雨の災害復旧ボランティア活動など、やりたい
と思ったことに挑戦していきました。
勉強面では、ゼミ内のプレゼンテーションで、聞く人の学び
になることはもちろん、退屈せず興味を持ってもらえる話し方
を意識していました。まず話しはじめの掴みで興味を持っても
らい、パワーポイントの見せ方も飽きさせないように工夫を凝
らしました。図書館の研究個室にこもって準備をしていたのが
昨日のことのようです。大学時代に培ったプレゼンテーション
力や話し方、挑戦する姿勢は今も生きており、4年間で得た経
験が財産となっています。

山田 弥希寿（やまだ みきとし）さん
法学部国際政治学科※

2016年3月卒業
（広島県・広島県瀬戸内高校）

「この人の喋りが聞きたい」、「実況が聞きたい」と思える人に
共通しているのは、唯一無二であることです。他の誰にも真似
できない喋りがそこにはあります。AI技術が進む中、個性のな
い喋り手はこれからどんどん淘汰されていくと予測します。人
気のある喋り手は型には
まらず、たくさんのことに
挑戦し、経験をつんできて
います。これからも努力を
怠らず、挑戦し続け、誰に
もできない自分の喋りを
めざしていきます。

唯一無二になること

変化の早い時代で生き残るために、自分自身で考え、挑戦して
いくことが必要だと思います。挑戦することによって、未来を切り
開けます。失敗もあなただけの財産になります。コロナ禍で苦し
い状況ですが、この状況だからこそ、やれることもあるはずです。
私も挑戦の途中です。もっと有名になるためには、この世界

で生き残るためにはどうすればいいか、常に考え、挑戦してい
ます。私は挑戦するようになってから生きていくことが楽しくな
りました。学生のみなさんも自由に使える時間でやりたいと
思ったことにどんどん挑戦してください！

あなただけの生き方を

野球実況を仕事にしたいと夢をもった17歳。それから10年、
夢が叶いました。現在は、アナウンサーとして、スポーツ実況や
取材、ナレーションといった仕事をしています。
「昨日は西武通算3000勝、所沢へ本拠地を移し41年、節目の1勝
をあげました。」この一言を発した放送席からの景色は、これから
先、忘れることはありません。この日、埼玉西武ライオンズの中村剛
也選手が史上8人目となる同一球場200本塁打を放ち、その放物
線は深く脳裏に焼き付いています。また、読売ジャイアンツの坂本
勇人選手の通算2000本安打も実況しましたが、記録がかかった球
場の雰囲気、達成した瞬間の歓声は強く印象に残っています。
実況は、二度と同じ場面はありません。目の前の様子をどう言葉

で表現するか、とても緊張感とやりがいのある仕事です。事前の取
材で話を聞くことにより、この試合にかける思いを感じることがで
きます。その思いを胸に、伝える側も全力でマイクに向かいます。
また、ナレーションもただ原稿を読むだけではありません。息継ぎ
のタイミングや、丁寧に読むところ、抑揚のつけ方など、技術が必
要で、奥が深いです。例えばCMの録音は秒数が決まっているの
で、時間内におさめつつ印象づける、これが難しいです。しかし、そ
の分、上手くできたときの達成感があります。

このほか、ニュース読み、イ
ベントの司会や、岩本勉さん、
壇蜜さんなどのラジオ番組も担
当しています。スポーツに限ら
ず「山田の喋りが聞きたい」と
思ってもらえるよう精進します。

夢のきっかけと挑戦の4年間

喋りが聞きたいと思われるように

株式会社文化放送 
アナウンサー

坂本選手の2000本安打達成を実況

ラジオ番組の放送風景

Mes s a g e  f r om  G r a du a t e

卒業生からの便り

テレビ番組の収録風景

※2018年に国際コミュニティ学部
　国際政治学科に改組

農業や漁業など食料の生産段階から家
庭での最終消費段階に至るまでの経済主
体間のつながりを意味する「フードシステ
ム」を総体的に把握するための入門書。矢
野は、第7章「食品加工業の展開とフードシ
ステムの中の位置」、第8章「穀物の流通シ
ステム」、第10章「加工食品の流通システ

ム」を担当し、第7章と第10章では私たちの食生活の中で大き
な位置を占めている加工食品の業界動向や卸売段階を中心
に構造変化が起こっている流通の現状について述べている。
第8章では、日本の食料自給率が極めて低い小麦やトウモロコ
シの流通システムや世界の穀物市場の特徴を概説している。

『フードシステム』
矢野 泉 ほか 著　
筑波書房　2021年4月20日　187ページ　2,750円（税込）

表出が微細で分かりにくい重度・重複
障害児の学習にどう向かい合ったらいい
のか、障害の特性とそれに対するアプ
ローチ、子どもとの関係を深める方法を
解説している。アクティブ・ラーニングを
実践するために、能動的な子どもの動き

に向き合い、当たり前に行われてきた学習や障害のとらえ
方を再検討した。また、教師や学生が、エビデンスに基づい
て教育できるように、子ども理解の基礎となる心理学の理
論を平易に紹介している。

『重度・重複障害児の学習とは？
―障害が重い子どもが主体的・対話的で深い学びを行うための基礎―』
樋口 和彦 編著　
ジアース教育新社　2021年4月23日　220ページ　2,420円（税込）

日本国憲法は改正されたことはない
が、時代遅れかというと、そんなことはな
い。その時々の必要に応じて理論的解決
が図られてきたからだ。本書は、現在社会
における様々な問題に関連して、憲法学
の新たな局面の開拓を試みるものであ

る。松本は「生存権保障の可能性」の中で、みなさんが大学
で勉強する「社会権」としての生存権とは異なる、自由権的
側面からのアプローチを試みた。テキストの一歩先にある
学問の世界を覗いてみてほしい。

『憲法学のさらなる開拓』
松本 奈津希 ほか 著　
敬文堂　2020年12月15日　266ページ　3,300円（税込）

本学卒業生で著名なシンガー・ソング
ライター・吉田拓郎氏の父親・吉田正廣氏
の評伝である。正廣氏は鹿児島県出身、
朝鮮総督府官吏として、『朝鮮ノ小作慣
行』という大部の調査資料をまとめ上げ、
朝鮮農地制度の近代化を目指した朝鮮

農地令を立案した。戦後は鹿児島郷土史家として活躍。そ
れぞれの場所で著名な足跡を残した。拓郎氏の「おやじの
唄」の主人公であるが、拓郎氏のブレーク直前に亡くなっ
た。享年76歳。戦争をはさみ波乱の人生であった。

『評伝　朝鮮総督府官吏・
　　　　　  吉田正廣とその時代』
坂根 嘉弘 著　
清文堂出版　2021年1月18日　334ページ　2,970円（税込）

SAGE社の”Revisiting the classic studies”
シリーズの1巻で、邦訳は社会心理学、発
達心理学、認知心理学に続く4巻目。パー
ソナリティ心理学に関する14の古典的研
究を取り上げ詳説している。パーソナリ
ティ心理学を広く浅く紹介するのではな

く、「この分野の教授たちにさえ十分に理解されていない」
古典的研究を「完全に理解するために」「再入門する」こと
を目指した本。

『パーソナリティと個人差の心理学・再入門』
中西 大輔 ほか 翻訳　P. J. コー 編　
新曜社　2021年4月10日　368ページ　3,960円（税込）

ヒトの日常的な行動に関わる動詞を見
出し語として、動物行動学者ティンバーゲ
ンの4つの問いに焦点を当てて解説した
中項目事典。ヒトのさまざまな行動がど
のようなしくみや機能をもち、いかに発達
し、どのように進化してきたのか、国内の

進化心理学者たちが中心となって解説する。「殺す」とか
「差別する」というネガティブな行動の背景にいったいどん
な進化的な根拠があるのか、これまで得られた知見を平易
に解説した。

『進化でわかる人間行動の事典』
横田 晋大、中西 大輔 ほか 著　
朝倉書店　2021年6月1日　320ページ　5,500円（税込）
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学生広報スタッフ企画

　今回は、県外から広島修道大学に進学し
た学生を紹介します。
　なぜ修大を選んだのか、実際に入学してみ
てどうか、等…学生広報スタッフがリモートで
取材しました！！

修大を選んだ熱い思いを聞くことができ、目標に

向かって頑張る姿に刺激を受けました！

また、修大の魅力を再発見する機会にもなりました。

在学生の出身地

※2021年5月1日時点で在籍している学生の
　出身高校所在地より

聞き手：濱根 弘喜

福岡県・上智福岡高校出身
人間環境学部人間環境学科1年生
岡野 浩太さん

広島修道大学を選んだ理由は？

警察官になるための勉強は始めましたか？

将来は警察官になりたくて、公務員に強いと言われ
る広島修道大学を選びました。

早速公務員講座を受けたのですが、思っていた以上
に大学が公務員対策に力を入れていると感じ、これ
から勉強を頑張ろうと思いました。

現在、地図上で青く塗りつぶしている都道府県
からの進学者が在籍しています。

勉強以外に頑張りたいことはありますか？

警察官は体力も必要なので、学業と並行してスポー
ツも頑張りたいです。あとは、アルバイトにも挑戦し
てみたいです

一人暮らしは、実家と違い、家事などを全て自分です
ることになります。「自分は1人で生活している。」と意
識することで、やらなければならないことが分かるよ
うになりました。

聞き手：佐古 佳奈美

岐阜県・岐阜東高校出身
国際コミュニティ学部国際政治学科1年生
藤田 真悠子さん

広島修道大学を選んだ理由は？

実際に入学してみてどうですか？

高校生の時に「ピースあいち」という名古屋市にあ
る戦争と平和の資料館でボランティアガイドをして
おり、平和活動が活発な広島に興味を持っていまし
た。広島で国際問題について学びたいと思い、国際
コミュニティ学部を選びました。

広島の歴史や原爆のことについて学べる授業な
ど、広島ならではの授業があり、入学して良かった
と考えています。

聞き手：吉村 悠希

島根県立益田高校出身
経済科学部経済情報学科1年生
浅井 優太さん

広島修道大学を選んだ理由は？

入学してどうですか？

きっかけは高校の先生の紹介で、自分で調べるうち
に施設や図書館などの勉強スペースが充実してい
て魅力を感じ、進学を決めました。

大学に入ってすぐは不安もありましたが、ガイダン
スや授業を通して、スムーズに大学生活に入ること
ができました。

今後の目標や頑張りたいことはありますか？

まずは、一人暮らしと勉学を両立できるよう頑張りた
いです。大学では多くの資格を取得することができ
るので、将来の幅を広げるためにも資格の勉強に力
を入れたいです。

一人暮らしの学生のための交流会には参加しましたか？

地元の友達と一緒に参加しました。昔から人見知り
で友達づくりが不安でしたが、交流会では、先輩方
や教職員の方が自然に話せる流れを作ってくださ
り、多くの友達ができました。交流会で知り合った友
達とはその後も交流を深めています。

今回は私たちが作成しました

聞き手：佐古 佳奈美

香川県立高松商業高校出身
健康科学部健康栄養学科2年生
銭谷 明莉さん

広島修道大学を選んだ理由は？

広島市内に親戚がいたことと、管理栄養士になるた
めの勉強ができ、高校時代もやっていたヨット部が
あると聞いたからです。

入学した時は休部状態だったヨット部を復活させま
した。

すごいですね。復活させるのは大変でしたか？

手続きなどが大変でした。でも、今では部員も増えつつ
あり、連絡を取り合いながら大会に向けて準備をした
り、ヨット競技のルールを学ぶための勉強会をしたり、部
員のモチベーションはかなり上がっていると感じます。

どのようにサークル活動と勉強を両立していますか？

土日はサークルで忙しく、平日は毎日授業があるの
で、レポートなどの課題は授業の空きコマに終わら
せるなど効率よく進めています。

今後の目標を教えてください

部全体の力を底上げしてヨット部で大会に出たいです。

聞き手：濱根 弘喜

岡山県・岡山高校出身
法学部法律学科3年生
藤原 湧人さん

広島修道大学を選んだ理由は？

大学の友達はどうやって作りましたか？

法律について学びたくて、中国四国地方で法律が学
べる規模の大きな大学なので進学を決めました。

SNSで法律学科の学生を見つけ、そこから仲良くな
りました。自分から積極的に行動することが大事だと
思います。所属している法律研究会と韓国サークル
では、他学部の学生とも友達になれました。

大変ですが、友人と教え合ったりしながら頑張って
います。また、法律研究会では、先輩が法律に関す
る知識をいろいろ教えてくださりとても勉強になり
ます。

学部の勉強以外で頑張っていることはありますか？

資格取得に向け勉強を頑張っています。昨年は、知
的財産管理技能検定や法学検定などの資格を取得
しました。アルバイトにも励んでいます。

聞き手：吉村 悠希

山口県・松陰高校出身
人文学部英語英文学科4年生
吉本 絢さん

広島修道大学を選んだ理由は？

大学での学びはどうですか？

英語に興味があり、高校3年生の時に参加したオー
プンキャンパスで在学生の方から留学の話を聞い
て「ここで学びたい！」と思ったからです。

英語英文学科には通訳コースが設けられており、同
じ目標を持つ仲間に刺激を受けながら、切磋琢磨し
ました。留学や国際交流イベントも多くあり、国際交
流が充実しているなと感じます。

大学生活で頑張っていることはありますか？

英語の勉強です。コロナ禍の現在は、Zoomを活用
して英会話を楽しんでいます。

留学は経験しましたか？

大学2年の9月から大学3年の4月までカナダに留学
しました。日本では自分がマジョリティなのが当たり
前でしたが、マイノリティの立場を経験し、新しい気
づきがありました。また、広島に住んでいると伝える
と「原子爆弾が落ちた場所だよね」と言われたことが
あり、環境問題や核問題などの社会問題にも興味を
持つようになりました。

アルバイトと学業を両立させるコツはありますか？

やはり学生なので学業優先です。あまり「バイトバイ
ト…」とならずに、勉強とアルバイトを割り切ること
が大切だと思います。

今後頑張りたいことはありますか？

サークル活動やアルバイトはまだ始めていません
が、大学生活の幅を広げるためにも取り組んでみ
たいです。

初めての一人暮らしはどうですか？

ヨットを続けているんですね

法律の勉強は大変ですか？

佐古 佳奈美（国際コミュニティ学部国際政治学科4年 広島県・福山暁の星女子高校出身）
濱根 弘喜（健康科学部心理学科2年 福岡県立中間高校出身）
吉村 悠希（人文学部教育学科2年 山口県立山口中央高校出身）
山本 亜依（商学部経営学科3年 山口県立岩国商業高校出身）

インタビュー：

デザイン：

左から

インタビューを終えて

取材風景

今後の目標を教えてください

国際問題と国内問題の両面について理解を深めて
いきたいです。広島平和資料館でボランティアガイ
ドをしたいので、「平和学」などの授業を履修して、平
和に対する考え方も身につけたいです。

県外から進学した修大生にインタビュー
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新ユニフォーム紹介
今年度から使用しているスポーツロゴを配置した新ユニフォームを紹介します！
作成した16サークルにユニフォームのこだわりポイントを聞きました。

サッカー部

卓球部

硬式野球部

バドミントン部
軟式野球部 陸上競技部

バレ－ボ－ル部（女子）

バスケットボ－ル部（女子）

ラクロス部（女子） ラクロス部（男子）

バレ－ボ－ル部（男子）

ボクシング部

シンプルながら、
少し柄が入っているのが
こだわりのポイントです。

上には伝統の
ストライプを入れて、
下には真っ白ではなく
横に青のラインを
入れました。

青を基調として
白を織り交ぜた
グラデーションで
クールな
色合いにしました。

競技の規定の中で、
修大カラーを出せるように
シンプルに作成しました。

他大学と
違いを出すため
グラデーションを
取り入れました。

ユニフォーム
左半分の
縦ラインが
ポイントです。

青を基調とし
シンプルでも
違いのでる
デザインに
しました。

色の配色にこだわり、
上着の右半身に白と黒の
ストライプを入れました。

上下のデザインを
変えることで、
他大学と違いを
だしました。

修大ブルーから
青空を連想し、
「青空まで高く跳んでいこう！」
という想いを込めて
デザインしました。

いままでのユニフォームより
軽い生地にしました。
また、サイズ感にも
こだわりました。

現在の流行では襟無しが多い中、
開学60周年を記念して
作成したので歴史を感じられるよう、
あえて襟ありのデザインにしました。

パンツの
グラデーションに
こだわりました。

パンツに
「かすれストライプ」
という柄が
入っているところが
気に入っています。

男女で
デザインを統一ソフトボ－ル部（女子）

準硬式野球部

「かすれストライプ」
という柄でチームの
迫力あるスピード感を
表現しました。

ラグビ－部
ハンドボ－ル部

肩から腕にかけて
白いラインを
入れることで、
爽やかな印象に
しました。

男女で
デザインを統一
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（7/1現在）

※予定は変更になる場合があります。
※今後の予定については、WEBサイトなどでご確認ください。

8/ 2（月） 夏季休暇（9/11迄）
8/ 2（月）～4（水） 教員免許状更新講習・選択領域
8/ 2（月）～4（水）高大連携公開講座・公開授業（商学部商学科・健康科学部
　　　　　　  　健康栄養学科・国際コミュニティ学部）
8/ 4（水）・5（木）高大連携公開講座（はばたけ未来にむけて）
8/ 5（木） 教員免許状更新講習・必修領域
8/ 7（土） 教員免許状更新講習・選択必修領域
8/ 9（月）～26（木）韓国・啓明オンラインセミナー（夏季）
8/ 9（月）～27（金）韓国・仁川オンラインセミナー（夏季）
8/16（月）～9/3（金）アメリカ・PSU　SDGs実践英語オンラインセミナー（夏季）
　　　　　　　　  アメリカ・PSU　英語コミュニケーション集中オンライン
　　　　　　　　  セミナー（夏季）
8/18（水） WEBオープンキャンパス　コンテンツ追加公開　
  大学院入学試験（第1次募集）願書受付（8/24迄）
8/22（日） 第4回キャンパス見学・相談会
8/23（月） 集中講義（9/4迄）
8/25（水） 図書館整理休館日
8/31（火） 前期（第1学期･第2学期）試験成績発表・ガイダンス

9 S e p t e m b e r

9/ 1（水）～3（金）Web履修抽選エントリー
9/ 4（土） 大学院入学試験（第1次募集）
9/ 6（月） Web履修抽選結果発表
  後期（第3学期･第4学期）履修登録（9/10迄）
9/ 9（木） 前期卒業認定者･修了認定者発表
  大学院入学試験合格発表
9/11（土） 教育懇談会（会場/広島修道大学）〉〉〉 GUIDE
9/13（月） 後期授業開始
  広島修道大学経済支援奨学金･広島修道大学修学奨学金募集受付開始
9/14（火） 交換留学募集説明会
9/18（土） 教育懇談会（岡山/ホテルグランヴィア岡山）〉〉〉 GUIDE
9/20（祝・月）授業日
9/22（水） 前期学位授与式
  第5回就職ガイダンスWeb配信（LIVE）（3年生）
9/23（祝・木）授業日
　　　　　　SPI実力アップセミナー（3年生）
9/24（金） 交換留学応募締切（オーストラリア、ニュージーランド、中国、台湾、韓国）
  バレンシアカレッジ ディズニーセミナー（8月派遣）応募締切
9/30（木） 図書館整理休館日
9/30（木） SPI実力アップセミナー（3年生）

10 O c t o b e r

10/ 1（金）～12/24（金）キャリアセンター活用ガイダンス（3年生）
10/ 1（金） 総合型選抜・帰国生選抜願書受付（10/8迄）
10/ 1（金）・4（月）・5（火）合同企業説明会2022（4年生）
10/ 2（土） 教育懇談会（周南/ホテルサンルート徳山）〉〉〉 GUIDE
10/ 7（木） SPI実力アップセミナー（3年生）
10/10（日） 教育懇談会（北九州/リーガロイヤルホテル小倉）〉〉〉 GUIDE
10/13（水） 第6回就職ガイダンスWeb配信（LIVE）（3年生）
10/14（木） SPI実力アップセミナー（3年生）
10/15（金） 広島修道大学経済支援奨学金・広島修道大学修学奨学金締切
    ベトナム交流学習セミナー応募締切、中国語セミナー応募締切
    アリゾナセミナー応募締切、ニュージーランドセミナー応募締切
10/16（土） 第1回筆記試験対策模試（3年生）
10/17（日） 教育懇談会（松江/ホテル一畑）〉〉〉 GUIDE
10/21（木） SPI実力アップセミナー（3年生）
10/23（土） 総合型選抜・帰国生選抜（商・経済科・人間環境）
10/24（日） 総合型選抜・帰国生選抜（人文〈社会学専攻・英語英文学科〉・法・
  健康科・国際コミュニティ）
10/28（木）SPI実力アップセミナー（3年生）
  図書館整理休館日
10/30（土） 教育懇談会（福山/福山ニューキャッスルホテル）〉〉〉 GUIDE

11 N o v e m b e r

11/ 1（月） 総合型選抜・帰国生選抜合格発表
11/ 2（火） 学校推薦型選抜願書受付（11/9迄）
11/ 3（祝・水）大学祭後夜祭〉〉〉 GUIDE
11/ 4（木） 開学記念日

E v e n t  G u i d eCircle Information H i ro sh ima  Shudo  Un i ve r s i t y

サークル・団体名 成績大会・行事名

環境サークルがんぼ
私たち「環境サークルがんぼ」は、月に1・2回、週末に学外で環境系
のボランティア活動をしています。
学外で活動をするため、新型コロナウイルス感染症が流行してから
は活動がなかなかできていませんが、最近では、可部大林の美化活動
や河川・海岸の清掃活動などを行いました。
昨年度に引き続き、今年度も新入生がたくさん入ってきました。まず
は、ボランティアの楽しさを知ってもらい、自主性を高めることで、今後
の活動につなげています。
Twitterでも活動の様子を発信していきますので、ぜひご覧ください。

普段できないような経験を

経験問わず全員が活躍できるダンスサークル

体育局　主な試合・戦績

ダンスサークルは毎週水曜金曜の17時～18時半まで、総勢95名で
活動しています。
ジャンルは、pop、krump、Jazz、new、lock、middleの6つがあり、各
ジャンルで日々活動に励んでいます。これまで、広島県大学ダンス連盟
主催の大会での優勝などの実績を挙げています。
例年であれば、年間で10件程度のイベントや行事へ参加しています

が、新型コロナウイルス感染症の影響から、現在はCultureJamや大学祭
などの学内を中心としたイベントへの出演に向け、できる範囲での活動
を行っています。
経験の有無問わず、全員が活躍できる素敵なサークルです。皆さん、
ぜひ私たちとダンスで楽しみましょう。

※写真は、いずれも2019年度のものです。
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7位
男子個人優勝 草本 敦慈
男子個人3位 橋本 礼央
3位
1回戦敗退
トゥル有級者の部 優勝 竹明 あんず
 3位  丸茂 晋太郎
優勝　Aチーム
ベスト4　Bチーム
2勝2敗(不戦勝含む)
男子ダブルス 2位 正迫 智大・澤和 浩太郎
女子シングルス 3位 水川 愛梨
女子ダブルス 2位 水川 愛梨・大竹 莉湖
男子2部リーグ　1位、女子1部リーグ　4位　

アイスホッケー広島市民リーグ
第27回中四国学生弓道新人戦
第54回中国学生弓道競技大会
広島六大学野球春季リーグ戦
全広島サッカー選手権大会

第27回中四国テコンドー選手権大会

広島県学生ソフトテニス春季大学対抗戦

令和3年度広島六大学学生軟式野球春季リーグ戦大会

広島県学生バドミントン新人大会

中四国学生バドミントンリーグ

アイススケート部

弓道部

硬式野球部
サッカー部

テコンドー部

軟式庭球部

軟式野球部

バドミントン部

サークル・団体名 行事名

文化局　活動スケジュール

新入生品評会
定期演奏会
湯来ライブ

アカペライベント
アカペライベント

日程
7月中旬
10月中旬
9月

7月24日
9月中旬

場所
未定
未定
未定

アリスガーデン
沼田公民館

ウエスタン部

音響芸術研究会

混声合唱団 ※11/5（金）以降は秋号掲載

日差しが強く気温が上昇する真夏は熱中症に注意しましょう。暑く風通
しの悪い室内でも熱中症は起こります。学内では、マスクの着用を原則と
していますが、「屋外で互いに十分な距離（少なくとも2ｍ以上）を保てる
場合」は、マスクを外すことが可能です。また飲み物を携帯し、のどが渇く
前にこまめに水分補給をしてください。日頃からバランスの良い食事を
とり、疲労をためず体調を整え、毎日の検温と体調管理をしてください。

「安全・安心のキャンパスづくり、環境への配慮」を目的に今年度も
建物の改修工事を行います。ご協力をよろしくお願いいたします。
＜工事内容＞ 
①第2グラウンド人工芝改修工事：6月中旬～9月中旬(予定)
②1号館外壁改修工事：5月中旬～12月下旬(予定)
③5号館外壁・屋上改修工事：6月下旬～12月下旬(予定)
④2号館内外壁改修工事：8月上旬～9月上旬(予定)
⑤その他夏季休暇中にキャンパス内の機器更新工事や電気設備工事
などを予定

Hirosh ima Shudo Un iver s i t y
ボランティア講習会を10月初旬に開催します。詳細は掲示板でご案内
します。
【問い合わせ先】ひろしま未来協創センター（ピア・カウンター）  Tel  082-830-1409

詳細は後日、Webサイト、掲示板にてお知らせします。
【問い合わせ先】保健室　Tel  082-830-1118

第61回（2021年度）大学祭
テーマ：繋 ～ いまこそ笑顔で ～

教育懇談会

詳細については本学WEBサイトにて案内します。

禁煙講演会
9月下旬予定

食育セミナー
9月上旬予定

ＡＥＤ講習会
11月上旬予定

開催地開催日 会　場スケジュール

10/2
（土）

9/18
（土）

11:00～
12:35

周　南

北九州

12:45～
13:30

13:30～
15:00

ホテルサンルート徳山
周南市築港町8-33
TEL 0834-32-2611

10/10
（日） 11:00～

12:35
12:45～
13:30

13:30～
15:00

リーガロイヤルホテル小倉
北九州市小倉北区浅野2-14-2
TEL 093-531-1121

11:00～
12:35

松　江 12:45～
13:30

13:30～
15:00

ホテル一畑
松江市千鳥町30
TEL 0852-22-0188

10/17
（日）

11:00～
12:35

福　山 12:45～
13:30

13:30～
15:00

福山ニューキャッスルホテル
福山市三之丸町8-16
TEL 084-922-2121

10/30
（土）

説明会 食事会 個人面談

説明会 食事会 個人面談

個人面談 説明会 食事会 

説明会 食事会 個人面談

説明会 食事会 個人面談

11:00～
12:35

岡　山 12:45～
13:30

13:30～
15:00

ホテルグランヴィア岡山
岡山市北区駅元町1-5
TEL 086-234-7000

9/11
（土） 本　学

広島修道大学
広島市安佐南区大塚東1-1-111:00

12:10
〜

12:20

13:10

昼食会

〜
13:20

13:50

学部別
 説明会等

〜
14:00

15:20

個人
面談

〜

挨拶
催し

保健室より

財務課より

ひろしま未来協創センター（ピア・カウンター）より

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては変更となる場合が
　あります。
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【　注　　記　】
1．活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

「活動区分資金収支決算書」は、活動ごとに３つの区分（教育、施設設備等、その他）に
分けて記載したものです。どのような活動で資金が増加または減少したかが明確になるよ
うになっています。収入については負債とならない確実な財源としての自己資金の受入状
況を示しています。また、支出については活動ごとの資金の配分状況を示しています。

（5）関連当事者との取引…なし
（6）減価償却の方法及び計上基準等

①減価償却の方法等
   （ア）残存価格（帳簿価格）を１円とする定額法により、減価償却を実施している。
   （イ）耐用年数は、「学校法人の減価償却に関する監査上の取扱い」（学校法人委員会報告第28号）

及び学校法人修道学園経理細則（法人本部・大学部編）による耐用年数を採用しており、主な耐
用年数は次のとおりである。

             ・建物……５０年 　・附属設備……１５年 　・構築物……１５年
             ・機器備品（パソコン及びその周辺機器以外の備品）……１０年
             ・機器備品（パソコン及びその周辺機器）……５年　・車両……５年　・ソフトウェア……５年
②減価償却資産の計上基準
　耐用年数が１年を超える有形固定資産（土地、建設仮勘定、図書を除く。）のうち、１個又は１組の金額
が１０万円以上のものを減価償却資産として計上している。ただし、学生が使用する机、椅子等は｢少額
重要資産｣として､金額の多寡に関わらず教育研究用機器備品に計上している。

（7）後発事象…なし

【2020年度＜活動区分資金収支計算書＞の概要】

2020年度決算 H i r o s h i m a  S h u d o  U n i v e r s i t y
Settlement of accounts

2020年度 活動区分資金収支計算書
＜2020（令和2）年4月1日から2021（令和3）年3月31日まで＞

貸借対照表
＜2021（令和3）年3月31日＞

（単位：円）

　35,964,964,276 
　15,962,455,974 
　948,405,724 
　9,378,844,890 
　474,073,795 
　658,775,838 
　15,045,033 

　4,483,758,181 
　1,956,756 
　1,595,757 

　19,970,022,751 
　791,749,000 
　791,749,000 
　1,613,831,184 
　546,424,967 
　535,845,170 
　531,561,047 
　1,272,282,331 
　308,760,818 

　15,973,422,683 
　5,508,866 
　4,467,869 
　32,485,551 
　2,219,022 
　9,614,201 
　10,000,000 

　20,000 
　4,624,500 
　6,007,828 

　3,865,119,721 
　3,530,964,616 
　276,087,334 
　6,738,074 
　51,292,881 

　36,816 
　39,830,083,997 

　35,739,104,103 
　16,512,393,004 
　948,405,724 
　9,882,080,706 
　561,029,824 
　648,400,281 
　18,386,786 

　4,451,468,852 
　2,620,831 

　0 
　19,193,935,812 
　560,007,000 
　560,007,000 
　1,597,769,791 
　540,561,653 
　533,676,617 
　523,531,521 
　1,407,099,062 
　241,338,300 

　15,378,008,319 
　5,100,036 
　4,613,304 
　32,775,287 
　2,219,022 
　11,522,704 
　10,000,000 

　20,000 
　6,538,000 
　2,475,561 

　3,500,666,646 
　3,336,600,684 
　103,503,122 
　8,191,524 
　52,281,536 

　89,780 
　39,239,770,749 

　225,860,173 
 △ 549,937,030 

　0 
 △ 503,235,816 
 △ 86,956,029 
　10,375,557 
 △ 3,341,753 
　32,289,329 
 △ 664,075 
　1,595,757 

　776,086,939 
　231,742,000 
　231,742,000 
　16,061,393 
　5,863,314 
　2,168,553 
　8,029,526 

 △ 134,816,731 
　67,422,518 
　595,414,364 

　408,830 
 △ 145,435 
 △ 289,736 

　0 
 △ 1,908,503 

　0 
　0 

 △ 1,913,500 
　3,532,267 

　364,453,075 
　194,363,932 
　172,584,212 
 △ 1,453,450 
 △ 988,655 
 △ 52,964 

　590,313,248 

固定資産
  有形固定資産
      土　　地
      建　　物
      構築物
      教育研究用機器備品
      管理用機器備品
      図    書
      車　　両
      建設仮勘定
  特定資産
      第２号基本金引当特定資産
          校舎等建替引当特定資産（第２号）
      第３号基本金引当特定資産
          国際交流基金引当特定資産(第３号)
          学生生活援助基金引当特定資産(第３号)
          奨学基金引当特定資産(第３号)
      退職給与引当特定資産
      事業計画準備金引当特定資産
      減価償却引当特定資産
      教育振興基金引当特定資産
      指定寄付奨学資金引当特定資産
  その他の固定資産
      電話加入権
      ソフトウェア
      有価証券
      出資金
      長期貸付金
      長期前払金
流動資産
  現金預金
  未収入金
  短期貸付金
  前払金
  立替金
資産の部合計

資産の部

（単位：円）

　1,449,192,146 
　163,836 

　1,449,028,310 
　1,349,722,831 
　96,986,398 

　1,155,867,500 
　96,869,933 

　2,798,915,977 

　1,493,489,422 
　3,396,222 

　1,490,093,200 
　1,403,758,750 
　86,323,180 

　1,228,167,500 
　89,268,070 

　2,897,248,172 

 △ 44,297,276 
 △ 3,232,386 
 △ 41,064,890 
 △ 54,035,919 
　10,663,218 
 △ 72,300,000 
　7,601,863 

 △ 98,332,195 

固定負債
　長期未払金
　退職給与引当金
流動負債
　未払金
　前受金
　預り金
負債の部合計

負債の部

（単位：円）

　34,842,145,212 
　31,946,565,028 
　791,749,000 
　1,613,831,184 
　490,000,000 
　2,189,022,808 
　2,189,022,808 
　37,031,168,020 

　34,549,789,972 
　31,902,013,181 
　560,007,000 
　1,597,769,791 
　490,000,000 
　1,792,732,605 
　1,792,732,605 
　36,342,522,577 

　292,355,240 
　44,551,847 
　231,742,000 
　16,061,393 

　0 
　396,290,203 
　396,290,203 
　688,645,443 

基本金
　第１号基本金
　第２号基本金
　第３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

　39,830,083,997 　39,239,770,749 　590,313,248 負債及び純資産の部合計

純資産の部

（単位：円）

増　減前年度末本年度末科　目金　　額科　目

収
入

教
育
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

支
出

収
入施

設
整
備
等
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

支
出

（単位：円） （単位：円）

　6,631,431,250 
　197,698,476 
　16,705,000 
　8,038,500 

　752,431,974 
　4,290,200 

　267,533,038 
　7,878,128,438 
　4,262,105,701 
　2,184,489,288 
　234,475,511 
　6,681,070,500 
　1,197,057,938 
 △ 371,987,577 
　825,070,361 
　26,108,000 
　177,785,298 
　203,893,298 
　9,369,833 

　206,338,918 
　231,742,000 
　773,199,662 
　1,220,650,413 
 △ 1,016,757,115 
　133,766,892 
 △ 882,990,223 
 △ 57,919,862 
　8,534,851 

　343,603,100 
　1,840,000 
　12,598,727 
　4,943,900 
　7,601,863 
　52,964 

　51,534,344 
　499,708 

　51,034,636 
　418,111,022 
　216,380,415 
　634,491,437 
　24,596,244 
　208,786,369 
　67,422,518 
　408,830 
　1,694,565 
　1,011,000 
　1,011,000 
　78,288,117 
　78,288,117 
　382,207,643 
　382,207,643 

　0 
　0 

　252,283,794 
　194,363,932 
　3,336,600,684 
　3,530,964,616 

      学生生徒等納付金収入
      手数料収入
      特別寄付金収入
      一般寄付金収入
      経常費等補助金収入
      付随事業収入
      雑収入
      教育活動資金収入計
      人件費支出
      教育研究経費支出
      管理経費支出
      教育活動資金支出計
      差引
      調整勘定等
  教育活動資金収支差額
      施設設備補助金収入
      減価償却引当特定資産取崩収入
      施設整備等活動資金収入計
      施設関係支出
      設備関係支出
      第２号基本金引当特定資産繰入支出
      減価償却引当特定資産繰入支出
      施設整備等活動資金支出計
  差引
  調整勘定等
  施設整備等活動資金収支差額
小計（教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額）
      第３号基本金引当特定資産取崩収入
      退職給与引当特定資産取崩収入
      指定寄付奨学資金引当特定資産取崩収入
      その他の収入
          貸付金回収収入
          預り金受入収入
          立替金回収収入
      内部取引収入
          中高部からの繰入収入
          協創中高部からの繰入収入
          小　　　計
      受取利息・配当金収入
      その他の活動資金収入計
      第３号基本金引当特定資産繰入支出
      退職給与引当特定資産繰入支出
      事業計画準備金引当特定資産繰入支出
      教育振興基金引当特定資産繰入支出
      指定寄付奨学資金引当特定資産繰入支出
      その他の支出
          貸付金支払支出
      内部取引支出
          本部への繰入支出
          小　　　計
      その他の活動資金支出計
  差引
  調整勘定等
  その他の活動資金収支差額
支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）
前年度繰越支払資金
翌年度繰越支払資金

【　注　　記　】
１．重要な会計方針
（１）引当金の計上基準

①徴収不能引当金…奨学金貸与及び奨学金融資による貸付金の徴収不能に備えるため、個別に見積
もった徴収不能見込額を計上している。
②退職給与引当金…退職金の支給に備えるため、本学園退職手当支給規程により算定した自己都合
退職による期末要支給額2,095,064,100円の100％額を基にして、私立大学退職金財団に対する
掛金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。

（２）その他の重要な会計方針
①有価証券の評価基準及び評価方法…移動平均法に基づく原価法によっている。
②預り金その他経過項目に係る収支の表示方法…預り金その他経過項目に係る収入と支出は相殺して
表示している。

③外貨建金銭債権債務及び外貨建有価証券については、取得時又は発生時の為替相場により円換
算している。

２．重要な会計方針の変更等 … なし
３．減価償却額の累計額の合計額 … 15,973,422,683円
（内訳） ・建物 ････････････････12,142,293,712円 ・構築物 ･･････････････2,505,672,490円
 ・教育研究用機器備品 ･･･1,233,709,711円 ・管理用機器備品 ･････････65,337,950円
 ・車両 ･････････････････････3,565,296円 ・ソフトウェア ･･････････････22,843,524円

４．徴収不能引当金の合計額 … 6,360,075円
５．担保に供されている資産の種類及び額 … なし
６．翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額
　 … 1,146,852円
７．当該会計年度の末日において第４号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
…第４号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

８．その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

（3）偶発債務
債務保証
下記について、関係金融機関に対して、債務保証を行っている。
（ア）融資奨学生の借入金 ……………………… 1,886,052円
（合計） ……………………………………………1,886,052円

（4）所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引は、
次のとおりである。

（単位：円）

リース料総額
46,778,052
46,778,052

未経過リース料期末残高
16,051,715
16,051,715

リース物件の種類
教育研究用機器備品

合　　計

2015（平成27）年4月1日以降に開始したリース取引

貸借対照表計上額 時　価
当年度〔２０２1（令和3）年３月３１日〕　

差　額

（注）上記表中の「時価」は、公表されている「市場価格に基づく価額」、あるいは市場価格がない有価証券（円建外債等）に
関しては｢合理的に算定された価額」を適用している。

（単位：円）

時価が貸借対照表計上額を超えるもの
（うち満期保有目的の債券）

時価が貸借対照表計上額を超えないもの
（うち満期保有目的の債券）

合　計
（うち満期保有目的の債券）
時価のない有価証券
有価証券合計

7,701,426,423
(4,341,204,931)
1,798,697,748
(1,441,473,800)
9,500,124,171
(5,782,678,731)

856,041,527
(283,042,119)
△96,346,352
(△58,526,200)
759,695,175
(224,515,919)

6,845,384,896
(4,058,162,812)
1,895,044,100
(1,500,000,000)
8,740,428,996
(5,558,162,812)

10,020,000
8,750,448,996

①総括表
（１）有価証券の時価情報

貸借対照表計上額 時　価
当年度〔２０２１(令和３）年３月３１日〕

差　額
種　類

債券
株式
投資信託
貸付信託
その他
合　計

時価のない有価証券
有価証券合計

5,782,678,731
0

3,717,445,440
0
0

9,500,124,171

224,515,919
0

535,179,256
0
0

759,695,175

5,558,162,812
0

3,182,266,184
0
0

8,740,428,996
10,020,000

8,750,448,996

（単位：円）②明細表

貸借対照表計上額 年度末日の為替相場による円換算額 換算差額科　目
第３号基本金引当
特定資産（定期預金） 110,710,000 3,880,000106,830,000

外貨額
米ドル

1,000,000
減価償却引当

特定資産（定期預金） 110,710,000108,830,000米ドル
1,000,000

（単位：円）（２）主な外貨建資産

支
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

項　　目 資金収支計算書
計上額

教育活動
による資金収支

施設設備等活動
による資金収支

その他の活動
による資金収支

前受金収入
前期末未収入金収入
期末未収入金
前期末前受金
　　　　収入計
前期末未払金支払支出
前払金支払支出
前渡金支払支出
期末未払金
前期末前払金
前期末前渡金
　　　　支出計
収入計ー支出計

　 1,155,867,500
　 103,503,122
△276,087,334
△1,228,167,500
△244,884,212
　 83,759,252
　 49,105,148

　 0
△92,966,391
△46,561,536

　 0
△6,663,527

△238,220,685

　 1,001,977,500
　 89,256,122
△249,979,334
△1,228,167,500
△386,913,212
　 75,497,144
　 49,105,148

　0
△92,966,391
△46,561,536

　0
△14,925,635
△371,987,577

153,890,000
14,247,000

△　26,108,000
0

142,029,000
8,262,108

0
0
0
0
0

8,262,108
133,766,892

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

＜教育活動収支＞　　
 収入 （１） 学生生徒等納付金収入（6,631,431千円）
  授業料等として6,167,246千円、入学金として464,185千円を受入れました
 （２）手数料収入（197,698千円）
  入学検定料189,686千円、大学入学共通テスト実施手数料として5,956千円、証明手数料と

して2,056千円を受入れました。
 （３）経常費等補助金収入（752,431千円）
  国庫補助金751,839千円、地方公共団体補助金592千円を受入れました。
 （４）付随事業収入（4,290千円）
  インターナショナルハウスの居室使用料等の補助活動収入3,290千円、受託事業1,000千円

を受入れました。
 （５）雑収入（267,533千円）
  私立大学退職金財団からの交付金20名分250,491千円、施設設備利用料等として17,041

千円を受入れました。
 支出 （１）人件費支出（4,262,105千円）
　  教員人件費・職員人件費・退職金が計上されています。人件費の内容は、専任教員202名及び

専任職員147名の給与・所定福利費・退職金、非常勤教職員の給与等です。
 （２）教育研究経費支出（2,184,489千円）
  在学生へ給付した学修継続支援金ほか、教育活動・専任教員の研究活動に係る経費を支出し

ました。
 （３）管理経費支出（234,475千円）
　　　　事務部門の運営・広報・入試等に係わる経費を支出しました。
＊収入から支出を差引、調整勘定を加減した教育活動資金収支差額は825,070千円収入超過となりました。

＜施設整備等活動収支＞　　
 収入 （１）施設整備補助金収入（26,108千円）
  私立大学等研究設備整備等補助金等を受入れました。
 支出 （１）設備関係支出（206,338千円）
  情報演習室ハードウェアを更新しました。
＊収入から支出を差引、調整勘定を加減した施設整備等活動資金収支差額は882,990千円支出超過となりました。

＜その他の活動収支＞　　
 収入 （１）貸付金回収収入（4,943千円）
  貸与奨学金回収（272名分）を受入れました。
 （２）受取利息・配当金収入（216,380千円）
  第３号基本金引当特定資産運用収入24,196千円、その他の受取利息・配当金収入192,184

千円を受入れました。
 支出 （１）貸付金支払支出（1,011千円）
  貸与奨学金（2名分）を支出しました。
 （２）本部への繰入支出（78,288千円）
  大学が負担する法人本部の経費です。
＊収入から支出を差引、調整勘定を加減したその他の活動資金収支差額は252,283千円収入超過となりました。

以上、支払資金の増減額は194,363千円の収入超過となり、前年度繰越支払資金を加算した翌年
度繰越支払資金は3,530,964千円となりました。

収
入

1,880,000



計50名

「旬」な情報を発信中！

Facebook
https://www.facebook.com/HiroshimaShudoUniversity

Twitter
http://twitter.com/shudo_u

YouTube
http://www.youtube.com/user/shudokikaku

「広報誌Tru th」および「本学広報」について、ご意見・
ご感想をお聞かせください。
いただいたアンケート内容は今後の誌面作りおよび広報
活動に活用させていただきます。
また、アンケートでプレゼントを希望された方の中から、
抽選で修大オリジナルグッズをプレゼントします。

答えは「❷BLUEBLAZE」です。

TRUTH春号クイズの問題と答えを発表します。

アンケートにご協力ください。

大学の最新ニュースや何気ない１コマをTwitterやFacebookで紹介
しています。またYouTubeでは大学紹介ムービーやテレビCM、修大
の学歌などを視聴いただけます。

Q

多数のご応募ありがとうございました。

60周年を契機に、スポーツロゴと新ユニフォームを作
成しました。併せて、体育局サークルのニックネームと
スローガンも決定しました。スローガンは「FIND THE 
WAY」ですが、ニックネームは何でしょう。

❶BLUEBIRD ❷BLUEBLAZE ❸BLUETOOTH

22 23

❶2021年度入学式を挙行（4/1）
4月1日、2021年度入学式を挙行しました。2021年度入学式は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止を考慮し、2部制にして実施
いたしました。1,539名が入学し、満開の桜も新入生を歓迎してい
ました。
❷2021ひろしまフラワーフェスティバルへ出展
本学では、2009年度よりひろしまフラワーフェスティバルに出展し
ていますが、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で開催方
法が変更されたため、旧広島市民球場跡地会場のメインステージ
に看板を掲出しました。また、会場内にて放送研究会作成の大学
紹介動画を放送予定でしたが、無観客開催となり、放送できなかっ
たため、本学WEBサイト及び学内のサイネージにて公開しました。

❸図画工作科教育法の授業として路上チョークアートを実施（5/10）
5月10日、人文学部教育学科の「図画工作科教育法」の授業で学内
にて路上チョークアートを行いました。この授業は、小学校学習指
導要領（図画工作編）に沿って図画工作科教育の意義や目的を学ぶ
授業です。体全体で表現する心地良さや、まるで落書きをしている
ようなドキドキ感など学生は描く楽しさを存分に味わっている様子
でした。

1

3

C a m p u s  P h o t o  M e s s a g e H i ro sh ima  Shudo  Un i ve r s i t y

2

S u m m e r  2 0 2 1  T r u t hHirosh ima Shudo Un iver s i t y

https://forms.gle/49DmiuSYw39PvEdT8

アンケートは以下のURLもしくはQRコードから
WEB上にてご回答ください。

PRESENT

抽選で計50名様に「修大オリジナルグッズ」何れか1点を
プレゼント！
応募締切：10月31日（日）
※プレゼントは選べません。
※当選者にはメールにてご連絡します。
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