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大学生活は、多くの通過点（PASSAGE）を
乗り越えながら、人生における重要な一節（

PASSAGE）となるものです。

PASSAGEは、経営学部生のさまざまな学習
経験を支え、教員・学生の相互対話を促す窓

という意味を込めたものです。

［パッセージ］ Vol.15　2010年7月発行
 ： 北海学園大学経営学部

■お問い合わせ先
〒062-8605 札幌市豊平区旭町4丁目1-4

0　北海学園大学経営学部事務室

TEL.011-841-1161（代）　FAX.011-82
4-7729

■企画・制作
　北海学園大学経営学部下村ゼミ

　中西印刷株式会社／Hiroe DESIGN（高
橋宏枝）

CAMPUS NEWS
●経営学部からのお知らせ●

平成２２年度 オープンキャンパス案内

北海学園大学では、毎年受験生向けのイベ
ントとして、大学の施設や教育内容、受

験案内などを行うオープンキャンパスを開催
しています。オープンキャンパスでは、大

学の施設をツアー形式で見て回るイベントや
各学部が独自に教育や特色を紹介す

る説明会などが行われ、大学を知るための最
も有意義な機会になっています。第2

回のオープンキャンパスは2日間にわたって開
催します。また、第3回の②では2部希

望者のための説明会や学内施設（講義）見学
、個別相談会を実施します。

8/6● 7●金 土

第 2 回

13:00～16:00

10/2●土
第 3 回

①13:00～16:00　②18:00～19:30

経営学部のひっそりマスコット。大きな脳で大量の情報を処理し、体のタンクで保存する。
シンクタンくん

シンクタンク【think tank】
さまざまな領域の専門家を集めて、社会開発や政策決
定などの複合的な問題や未来の課題を研究する機関。

豊平シンクタンクの内側
Toyohira Think Tank

　今年度の北海学園大学経営学部市民公開講座は、『経営と会計
力』というテーマです。６月12日～７月10日までの毎週土曜日午前
10時40分からの90分間、計5回にわたる講義が開催されました。
ここではその一部ですが、第2回の庄司樹古先生による「不景気に
打ち克つ経営力 －キャッシュ・フロー
と経営－」の講義を受けてきましたの
で紹介します。

　2008年下半期に起こった金融危
機は世界的な不況をもたらしました
が、それによって、日本の多くの企業
では資金が足りなくなるという事態
が引き起こされました。その状況か
ら、いかに企業が効率的に資金を獲
得して効果的に使っていくかという
キャッシュ・フロー経営の必要性が認
識されたのです。
　キャッシュ・フローとは資金の流れ
という意味ですが、それは、①営業活動によるもの、②金融商品・固
定資産の運用によるもの、③資金調達や返済によるもの、という3
つから成り立っています。その3つがうまく流れていると企業の中に
資金が貯まるので企業経営は順調なのですが、不況の時期になる

とそれらはうまく流れずに企業では資金が不足してしまうのです。
　そこで、その流れをスムーズにする、つまり、キャッシュ・フローを
改善するために企業は何をすればよいのか？というポイントを講義
ではいくつも提示されました。例えば、①の場合だと、安易な安売り

をしないで売れる分だけの在庫にす
る。②の場合だと、使っていない土
地・建物などの固定資産を売る。③の
場合だと、借りている資金の返済期
限を延ばしてもらう、などです。さら
に、トヨタ自動車とファーストリテイリ
ングのキャッシュ・フロー計算書を例
に、両社がどうキャッシュ・フローを
改善したのかも解説されました。
　そして、講義の最後にまとめとし
て、「キャッシュ・フロー経営は大企業
も中小零細企業もできることが限ら
れているのだから、両方ともするべき
ことは一緒なのだ」と、庄司先生は強

調していました。
　会場にはたくさんの受講生の方が来られ、先生から出された練
習問題に取り組みつつ、暑い最中にもかかわらず皆さん熱心に講
義を聴いていました。

経営学部では、学部独自の教育や取
り組

みを紹介するウェブサイトを開設して
いま

す。受験情報だけでなく、経営学部が
行っ

ている様々な活動が紹介されていま
すの

で、是非一度ご覧ください。

経営学部ウェブサイト
http://www.ba-hgu.jp/



CAMPUS LIFE  in summer

初夏の

就活生インタビュー 活動中の先輩から面接などのウラ情報を入手しました。

Q.サークルは？　ソフトテニス
Q.ためになった授業は？　ゼミ（思い出にもなった）
Q.面接で必要なものは？　本（面接用の）→ある程度の礼儀、面接での流れを頭に入
れておく。面接の流れなどは本にも載ってるけど、あまり熟読しないでパラパラと見る程
度で！
Q.就活で失敗は？　グループディスカッションで、自分が無知だったからあまり話のな
かに参加できなかった。
Q.ディスカッションの内容は？　お店のニーズに合わせて、お店のレイアウトを考える
→企業はディスカッションの中で、求められていることを的確に捉えられるかどうかを
見ている。
Q.面接に行った回数は？　３回（残り２社）→人によって受ける社数は違います。
Q.就活に向けてすべき事は？　面接で突然聞かれて困らないように、新聞を読んでい
ろんな知識を入れておくことと、企業を研究しておくこと！→どうしてその企業がいいの
かなど。
Q.目指すのはどんな業種、職種？　電子機器系（リコー、キヤノンとか）
Q.どんな服装が好ましい？　金融系、企業系は白シャツが基本。でも、あまり重視しな
いところは多少柄が入っててもOKかも！私は、柄があるのしか着てない。
Q.メイクは？　していないよりはしている方がいい。そんなに濃くしないこと！色をあま
り使わないでナチュラルに☆自分の個性を出したければいつものメイクでもいいと思
う。面接では第一印象が一番大事!!
Q.資格は持ってる？　英検（準2級）しか持ってない。資格を持ってても損はないが、資
格を重視する会社は少ない。それよりも、話して伝わる方が大事!!
Q.面接でスゴイと思った人は？　場慣れしていて、ハキハキと自分の考えを自然に答え
てる人
Q.就活はいつから始めた？　3年の10月くらいから説明会に行ったりしてたけど、全
然実感はなかった。本格的に始めたのは3月、4月くらいからとちょっと遅め。
Q.面接の流れとは？　エントリーシート→テスト（適性など）→面接
面接は3次面接が最終のところがほとんどで、面接は2回行うところが多い。1回目は人
事の人やいろんな部署の人が面接官で、2回目（最終）は社長と話す機会が出てくる。
Q.これから就活する人にアドバイスを!!　そんなに意気込まなくてもいいと思う。自分
は何が好きで、大学で何に力を入れてきたかなどの自己分析をしっかりして、面接官に
伝えること。エントリーシートは出すだけ自由なので、書く練習にもなるから出しておい
た方がいいと思う。

Q.なぜ公務員に？　民間希望だったが、本当に自分はそれをやりたいのか考え、もう
一度調べたら、公務員のほうに自分のやりたいことが見つかったので、本格的に公務員
に切り替えた。だから始めた時期は周りよりも遅い。
Q.勉強法は？　勉強はすべて自己流で、公務員用の本を読んだり、問題集で勉強した
りしている。
Q.試験の流れは？　筆記などの試験→面接（１回）→採用。１次試験は早い人で５月
から始まってる。
Q.あった方がいい資格は？　なくてもいいと思う。職種によってあると思うけど、そこ
まで企業は重視しない。面接とかでは聞かれると思う。
Q.準備してたほうがいいことは？　ニュースや新聞は見といた方が良い。
Q.就活に必要なものは？　スーツ、バッグ、靴（面接のときにバレるので、靴磨きが必
要）、エチケットブラシ（ほこりなどないように）、時計（シンプルなもの）、ティッシュ、ハン
カチ、手帳（しっかりしたもの）→説明会などで立ち聞きが多くなるからメモしやすいよ
うにしっかりしたものを！ペンは１本で３役使えるものがオススメ！
Q.説明会はどんな感じ？　１人で行った方が集中できる。聞きたい企
業のことを自分で積極的に調べることと、質問はできるだけたくさんし
たほうがいい。後から思ってたことと違った！などにならないように。
Q.説明会は何を話すの？　企業がどう選考するのか、選考に入るため
のコツを知る、応募の紙をもらう（もらえなかったら受けられないところ
もあるから必ず行くべき！）などすべて自己責任！！
Q.公務員を目指す人へアドバイス☆　決まるまでお金がかかるから厳
しいと思う。早く始めた人ほど決まりやすいです。
Q.最後に一言☆　決まったらバイトしたい！！

●まどか→財布（GUCCI）、お～いお茶、
i-pod、鏡、筆記用具、ファイル、ポーチ
●あゆみ→財布（MARYQUANT）、
Liptonグレープフルーツティー、ボディ
ミスト、手帳、日清カップヌードル、筆記
用具（Suzyﾕs Zoo）、アヒルのポーチ

●前田→デニム（ソフトの練習があったので）、財布（Vivian 
Westwood）、ファイル２つ、カラーコーディネーターのテキ
スト、本（秒速５センチメートル）、戦略学（ゼミの教科書）、
目薬、ルーズリーフ、KLEVAのスケジュール帳、キーケース、
ペンケース
●ゼミ長→電卓、スケジュール帳、財布、ペンケース、ビスコ、
ファイル２つ、ＵＳＢ、カード、傘、キーホルダー、戦略学（ゼ
ミの教科書）

電子辞書、ファイル、ペ
ンケース、コンタクト
ケース（急に泊まりに
なったら困るから）、ワッ
クス、洗顔シート

年女子1
Q.サークルは何に入ってるの？　広告研究会
Q.好きな授業は何？　健康科学
Q.彼氏はいるの？　いない
Q.好きなタイプは？
まどか→ガタイがいい人（マッチョではない）
あゆみ→細い人
Q.どうして学園にしたの？
まどか→家が近いから
あゆみ→札幌の大学が良かった
Q.これから楽しみなことは？　大学生活♪
Q.今日のファッションのポイントは？
まどか→レンズなしのメガネ
あゆみ→on the couchで買ったパンツ
Q.何か一言コメントをどうぞ　暑い～年男子1

Ｑ.身長は何cm？　173cm
Ｑ.部活は何に入ってるの？　硬式テニス部
Ｑ.サークルは何に入ってるの？　英語会話研究会（ESS）
Ｑ.好きな授業は何？　地球科学
Ｑ.彼女はいるの？　いない歴　1年半くらい
Ｑ.好きなタイプは？　天然な感じの人
Ｑ.夏休みの予定は？　部活で忙しいと思います

Q.サークルは何に入ってるの？　広告研究会
Q.ゼミは何に入ってるの？　伊藤ゼミ（マーケティング）
Q.好きな授業は？　体育実技（レクリエーションスポーツ）
Q.彼氏はいるの？　いない
Q.夏休みの予定は？　2人でハワイに行きたい（予定）
Q.今日のファッションポイントは？
みすず→ゆるT、重ね着
めぐ→花柄ロンパにコットンT
Q.最後に一言どうぞ！　学園lifeをenjoy↑↑

Ｑ.サークルは何に入ってるの？　旅行研究愛好会（会長）
Ｑ.ゼミは何に入ってるの？　森永ゼミ（製品開発論）
Ｑ.好きな授業は？　企業研修
→あまりできない経験をすることができる
（ホーマックに研修に行きます）
Ｑ.彼女はいるの？　いる歴5ヶ月
Ｑ.好きなタイプは？　真面目な子
Ｑ.就活までにやりたいことは？
ITパスポート（国家資格）を取りたい
Ｑ.今日のファッションポイントは？　Armaniの時計
Q.最後にコメントをどうぞ　早く帰って寝たい↓

Ｑ.身長は何cm？
恵→155cm　小恵→157cm
Ｑ.ゼミは何に入ってるの？
恵→大場ゼミ（経営史）
小恵→田村ゼミ（心的情報処理論）
Ｑ.好きな授業は何？
恵→経営科学　小恵→心的情報処理論
Ｑ.彼氏はいるの？
恵→いない歴3ヶ月　小恵→いる歴1ヶ月
Ｑ.好きなタイプは？
恵→やせてる人　小恵→背が高い人
Ｑ.今日のファッションポイントは？
恵→乾いてた服　小恵→「今日は青」
Ｑ.就活までにやっておきたいことは？
秘書検定２級をとる！
Ｑ.持ち物は何か工夫してるの？
恵→バラつかないようにしてる、カピバラ大好き♪
小恵→今日は荷物を少なめにして、重いのがイヤ!!

Ｑ.サークルは何に入ってるの？
前田→広告研究会　ゼミ長→なし
Ｑ.ゼミは何に入ってるの？　石嶋ゼミ（企業論）
Ｑ.好きな授業は何？　ファイナンス
Ｑ.彼女はいるの？
前田→いない歴半年　ゼミ長→いない歴20年間
Ｑ.好きなタイプは？
前田→家庭的な人　ゼミ長→足ふぇち
Ｑ.夏休みの予定は？
前田→旅行、ゼミ合宿　ゼミ長→ライブ
Ｑ.今日のファッションポイントは？
前田→ben davisのシャツにチノパンで夏っぽく
ゼミ長→動きやすい服装
Ｑ.最後にコメントをどうぞ
前田→バンドをやるのでぜひ見に来てください
ゼミ長→彼女募集中（チュートリアル福田似です）

オシャレな学園生に学校からプライベートまでインタビューしちゃいました！

●ファイル／参加表や受ける企業のパンフレット、履歴書、エントリーシート●本／暇つぶし程度に。面接用の本など●手帳（２つ）／スケジュールのほうはその場で次の試験の日程などを突然言われる場合があるから。ノートのほうは気付いたことをメモするため●ケータイ●筆記用具

●ファイル（講義資料が
入っている）●公

務員の問題集●筆記用
具●i-pod●充電

器●ティッシュ●ミンテ
ィア

鈴木　司 さん
（４年生）

山口　里夢 さん
（４年生）

ノートPC、タバコ、香水、手帳、ペ
ンケース、ティッシュ、教科書２
つ、ファイル２つ、ノート

●恵→財布、ノートPC、ポーチ、ティッ
シュ、筆記用具、カピバラの小銭入れ、
ケータイ、充電器、ノート、グミ、ファイル
●小恵→財布、ノートPC、ケータイ、ファ
イル、ポーチ２つ、ルーズリーフ

●みすず→ 財 布（ L o u i s 
Vuitton）、ハートの手帳、鏡
（Pinky＆Dianne）、教科書、
ケータイ、定期券、化粧ポーチ
●めぐ→財布（GUCCI）、手帳、
鏡（CECIL MｃBEE）、英語の
教科書、デジカメ、弁当、バイト
用のシュシュ

まどかさん（写真右）
あゆみさん（写真左）

田中くん

恵さん（写真左）
小恵さん（写真右）

年男子2

年男子3

前田くん（写真右）
高橋くん【ゼミ長】（写真左）

松田くん

年女子3

年女子2
みすずさん（写真左）
めぐさん（写真右）

持ち物チェック

持ち物
チェッ

ク

就活
真っ只中

就活
真っ只

中
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北海学園大学経営学部では、独自の教育支援システムとして、GOALS（Gakuen Open Advanced 
Learning System）というのがあります。学生各自のIDを持っていて、インターネットさえつながって
いれば、いつでもどこからでもGOALSにアクセスすることができます。GOALSでは、講義に関するお
知らせを見ることができたり、講義資料をダウンロードすることができたりします。また他にも、
GOALS上でテストを受験することができたり、GOALSがレポートや課題提出の窓口になったりと多
様な機能を持っており、経営学部生として大学生活を送る上で必要不可欠なツールになっています。

経営学部の学生がメインで使う校舎です。
校舎内の窓に面した廊下サイドにはカウ
ンターテーブルが設置してあり、講義の空
いた時間はここで自習することもできます。
また、7号館全体には無線LANがつながっ
ており、接続すればノートPCからインター
ネットやメールを使うことができます。

My Campus僕らのキャンパス紹介

GOALS 北海学園大学経営学部教育支援システム

7号館外観05

安い、うまい、ボリューム満点と
三拍子揃った学食です。学生の胃袋

を支えています。お昼休みの時間帯は非常
に混むので注意です！！（写真は混んでな
い時間帯に撮ってきました！）なお、水とお
茶が無料で飲み放題です。

学食06

大雨の日や猛吹雪の日は通学するのにとても大変ですが、
北海学園大学は地下鉄東豊線の学園前駅と直結してい
るので、あまり服が濡れずに通学できてとても便利です。

地下鉄入口01

ゼミは講義とは異なり、教員の下で少人数
の学生が集まり、専門的な勉強・研究をし
ます。ゼミによって使う教室は異なります
が、AV機器の設備が充実しており、スク
リーンとプロジェクターを用いてノートPC
とつなげばPowerPointで作った資料を
プレゼンテーションすることもできます。

ゼミ教室07

ここでは一人につき一台のパソコンを使
い、ＷｏｒｄやＥｘｃｅｌに関する講義を行
います。自由開放もされているので、空いた
時間を利用してレポートを作成したり、授
業で使うプリントを印刷したり（印刷枚数
には制限があります！）、就職活動の情報
を検索したりすることなども可能です。な
お、自由開放をしているパソコン教室はい
くつかあるので、好きな教室を選べます。

コンピュータ実習室02

Ｄ20教室は7号館の中で
最も広い教室で、経営学部
の講義でよく利用されていま
す。前列の机には電源コンセントがついて
おり、充電しながらノートＰＣを使用するこ
とができます。また、夏は涼しく、冬は暖か
い教室なので、気温に左右されることなく
快適に講義を受けることができます。

Ｄ20教室03
図書館は、開架書架、閲覧室などのオープ
ンスペースを広く取っており、静かな環境
で読書や勉強ができます。また、PCブース
ではインターネットを使って本や雑誌の検
索ができたり、AVブースではビデオや
DVDなどのAV資料を利用できたりします。

図書館04
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不安がいっぱいだが、みんなで
協力し合っていいものを作ろうと決意(^.^)
そのあとはゼミの新入生歓迎会★
演習Ⅰに入ってきた子たちと

仲良くなる(^^♪

下村先生からPassagesの話を聞く
5月13日

３つの企画が決まり、それぞれグループに分かれて進める。
制作過程を順番に追っていく制作プロセス班
経営学部の施設を紹介する施設案内班

学生にインタビューして学生生活を紹介する
企画班に分かれて活動！
話し合いがスムーズに進む。

企画が順調に決定
5月27日

デザインに一貫性がないと見づらいのでは？
とアドバイスを受ける。

プロの方々の考え方に私たちは脱帽。
表紙の具体的なデザインが決まらず(;_;)
来週まで各グループに課題が残る。

中西印刷さん、デザイナーさんがゼミにやってくる
6月10日

中西印刷さんとの話し合いで出た課題を解決☆
6月17日

最初の段階なので、話がまとまらず…
打ち合わせスタート

5月20日

グループに分かれて活動開始
6月15日

ついにPassagesの原稿を提出…！
6月24日

表紙の写真に使う
四つ葉のクローバーを探すために

大学の裏の公園へ！

6月21日

次はいよいよ
中西印刷さんとの打ち合わせ！

記事の具体的な内容、デザインが決定

6月3日

今回、北海学園大学経営学部報Passagesの制作に携わることで、私たちはこれまでより経営
学部のことを知ることができたのではないかと思います。さらに、普段の大学の講義を聞いて
いるだけでは得ることができない貴重な経験をすることができました。広報誌の企画やデザ
インを考えることは私たち全員が初体験で、考えるのに苦労したり、途中上手くいかなかっ
たり、いろいろありましたが、今こうやって完成したことに達成感を感じています。この話
をいただいたとき、最初は私たちにきちんとしたものが作れるのか不安でしたが、み
んなで協力して無事に完成までたどり着くことができました。しかしまだ改善点
も残っているので、次号は今回の経験を生かしてより良いものを制作し、さ

らに多くの人に読んでもらえるよう努力していきます。最後に、
Passagesの制作にご協力いただきました皆さん、並びに、先
生方、また、このVol.15を読んでいただいた皆さん、あ

りがとうございました。ぜひ次号も楽しみ
にしていてください。

2010年度下村ゼミ演習Ⅱ学生一同

１回休み

１つ戻る

１つ進む

2つ進む
1回休み

1・4 → 施設案内班
2・5 → 学生生活班
3・6 → 制作プロセス班

今後も継続し、一貫性を持たせるために
四つ葉のクローバー案に決定。

①握手
②学生が輪になって寝転がる
③四つ葉のクローバー

表紙デザインの案は
3種類出た

３日くらい捜索→見つかった。

だが、原稿に使う
いくつかの写真は後で出すことに…

施設案内班
どの施設を紹介するか
話し合いをする。

話し合いをし、写真撮影。

学生生活班
質問内容を決めて、学内でスカウト開始。

経営学部の学生さんを
見つけるのは困難で、運良く見つけても

断られることもしばしば…

制作プロセス班
２グループの制作過程を追う。
制作過程の写真撮影。

完成！

開始！

●
編

集
後
記
●

●
編

集
後
記
●

コ　マ
（2種類）

サイコロ

切り取って
使ってね

ここからスタート！ドキドキ。。。

表紙が決まった！うれしい～

今回の
Pass

ages
の制作

は、

経営学
部下村

ゼミの
学生が

全面的
に携わ

りまし
た！

STOP
サイコロの目の班に進む
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