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Passagesには、経営学部生の様々な学習経験を支え、学生、教員さらには
産業界との相互対話を促す窓という意味がこめられています。 http://ba.hgu.jp
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［1部経営学科］　
柴田 大志さん
⃝所属ゼミ：佐藤芳ゼミ
⃝出身高校：小樽潮陵
⃝GPA：3.30

［2部経営学科］　
鎌田 隆希さん
⃝所属ゼミ：�上田ゼミ�

（平成28年度）
⃝出身高校：札幌北陵
⃝GPA：3.29

［1部経営情報学科］　
澤田 里恵さん
⃝所属ゼミ：�近藤ゼミ�

（森永ゼミ）
⃝出身高校：札幌東商業
⃝GPA：3.29

経営学部�卒業証書授与学生

経営学部に入って
よかったこと
　「正解はない」ということを学べ
たことです。経営学は正解のない学
問だと思います。世の中には正解を
当て続けているようにみえる企業も

あります。しかし実際は、「正解を選択した」というよりも「選択を
正解にした」というようなケースが多いと感じています。
　これは私たちの日常生活にも当てはまることでしょう。「どの会
社に就職するのが正解か」と考えるよりも、「この会社に就職した
ことを正解にするために頑張る」という姿勢が大切だと思います。
様々なケーススタディを通じて、「選択の時点で正解はない、選択
を正解にすることが大事」という考え方を得ることができました。

好成績の秘訣
　好成績を取るためには、「意味付け」が非常に大切だと思いま
す。「たかがテスト」、「単位だけ取れればいい」という考え方もわ
かりますが、卒業のためだけに学ぶのはもったいないと思います。
　私たちは人間なので、目の前の面倒なことにもきちんとした意味
付けができます。私の場合は、「全力で物事に取り組めるカッコい
い大人になるためのトレーニングとして、今回のテストを頑張ろう」
や「これまで勉強が苦手だった自分が好成績を取れれば、アルバイ
ト先の塾の生徒に勇気を与えられるかも」などと意味付けしてきま
した。卒業のため以外の意味を作り出すことで、テストに対しても
前向きに取り組むことができました。

 卒業に際して思うこと
　月並みな表現ですが、最初に思い浮ぶのは感謝です。4年間、当
たり前のように大学に通えたのは両親のおかげですし、成長できた
のは教職員の方々や友人たちのおかげです。また、お盆とお正月に
会うたびに応援してくれる祖父母の存在も励みになりました。普段
は恥ずかしくて感謝の気持ちをなかなか伝えられませんが、せっか
くの機会なので「ありがとう」と伝えてから卒業したいです。
　社会人になることへの期待も大きいです。不安もありますが、こ
の４年間の経験のおかげで「なんとかやっていけるんじゃないか」
と自分を信じることができています。自分の選択を正解にできるよ
うに、春から頑張りたいと思います。

表彰学生と卒業証書授与学生の位置づけ
　北海学園大学では、卒業式を
挙行するにあたり、各学部学科の
卒業生の中から表彰学生と卒業
証書授与学生をそれぞれ1名選
出しています。
　経営学部では、各学科の成績
優秀者（GPAが上位の学生3名）
をもって表彰学生と証書授与学
生としています。

　ここでは、表彰学生の中から、大学生活の思い出や面白
かった講義などについて、1部2名・2部1名に声を寄せても
らいました。

過去の表彰学生、証書授与学生一覧（過去5年分）

経営学部 2017年度 卒業生データ

卒業年度
2012年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度

岡田 　美帆
仲鉢 　賢人
大橋 　路恵
竹内 　文果
竹内 　綾花

千歳
帯広北

─
東海第四
札幌北陵

高木
内田
─

増地
近藤

氏名 出身高校 所属ゼミ■
1
部 

経
営
学
科

表
彰
学
生

卒業年度
2012年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度

町田 　憲保
井川 　慶祐
鈴木 麻莉子
丹羽 　一希
日登 　一哉

紋別北
北見柏陽
札幌北陵
札幌光星
札幌第一

庄司
増地
田村
大石
赤石

氏名 出身高校 所属ゼミ
証
書
授
与
学
生

卒業年度
2012年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度

伊藤 　理沙
長野屋 尋貴
萱津 　大知
阿閉 　拳剛
奥 　瑛里香

旭川西
札幌東陵
札幌稲西
札幌清田
札幌新川

高木
小島
今村
天笠
田村

氏名 出身高校 所属ゼミ

表
彰
学
生

卒業年度
2012年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度

内田 　　彩
阿部 　光里
小田 　百華
小林 　真己
橋本 真利香

岩見沢東
帯広大谷

千歳
札幌稲雲

天塩

高木
五十嵐
庄司
大平
古谷

氏名 出身高校 所属ゼミ
証
書
授
与
学
生

■
1
部 

経
営
情
報
学
科

卒業年度
2012年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度

齊藤　　 尚
小林 　祐也
三浦 真莉奈
若松　　 愛
山形 紗緒里

伊達緑丘
札幌あすかぜ

江別
札幌国際情報

札幌稲雲

佐藤（芳）
上田
大場
関谷
上田

氏名 出身高校 所属ゼミ

表
彰
学
生

卒業年度
2012年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度

＊内田先生、大場先生、小島先生は退職。森永先生、五十嵐先生は他大学へ転出。

南　 結梨花
木口　 公太
山岸 真梨恵
佐藤　 和幸
大塚 このみ

滝川西
静内

北星学園女子
当別

札幌東陵

大場
上田

古谷／吉川
近藤
上田

氏名 出身高校 所属ゼミ
証
書
授
与
学
生

■
2
部 

経
営
学
科

1部経営学科�表彰学生

荒川 貴史さん
所属ゼミ：赤石ゼミ
出身高校：北見柏陽
GPA：3.47

卒業者数 ■1部…315名 ■2部…105名
卒業延期者数 ■1部…27名 ■2部…30名
卒業延期率 ■1部…8.6％ ■2部…28.6％
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1部経営情報学科�表彰学生 2部経営学科�表彰学生

経営学部�卒業証書授与学生

大学生活の思い出
　入学当初に想像していた以
上に濃い大学生活でした。ボ
ランティア活動で着ぐるみを着
てステージで踊ってクタクタに

なったこと、朝からゼミのプレゼン資料を作っていて気付くと
深夜になっていたこと、資格勉強に励んだことなどなど、振り
返れば色々ありました。そんな大学生活の中でも友達と昼ご飯
を食べたり、とりとめもない話を朝までしたりして過ごした時
間は何気ない日常が、一番思い出に残っています。10年、20年
と時間が経っても大学生活、友達と過ごした時間を忘れないと
思います。

好成績の秘訣
　私が気を付けていたことは興味を持って講義を聴いて、予習
と復習をすることです。それが基本にして極意だと思います。毎
日勉強をただ頑張るという気持ちだけでは、続かないとも思っ
ています。
　やる気について、「好きこそ物の上手なれ」という言葉は的確
に表現していると感じます。私が講義を聴くときは、情報系の講
義ならスーパーの商品陳列について、流通の講義のときは食材
がどう運ばれるかなど、趣味の料理と関連させて聴いていまし
た。好きなことなので、興味を持って講義が聴けましたし、予習
復習も苦ではなくなりました。これが、勉強を頑張るための秘訣
なのかなと思っています。

卒業に際して思うこと
　あっという間の4年間だったと感じています。毎日が楽しくて
もう学生生活が終わってしまうのかと、すごく名残惜しいです。
ただ、一方でこれからどんな社会人になるのだろうかという将来
への期待の気持ちもあります。このような気持ちで無事卒業で
きるのも、多くの人たちが支えてくれたからだと思うのです。両
親、友達、佐藤芳彰先生やそのほか私を支えてくれた多くの人
たちに感謝しています。まだまだ半人前ですが、感謝の気持ち
を忘れず、一人前の社会人に成長したいと思います。最後にな
りましたが、もう一度私を支えてくれた人たちにお礼を言いたい
と思います。今までありがとうございました。

大学生活の思い出
　夏休み・春休みを利用した一人旅
です。たまたま出会ったタイ人と関門
海峡を渡るなど一期一会の出会いが
ありました。札幌以外で大好きな野

球観戦ができたこともよかったです。
　学校内の活動では、オープンキャンパスのスタッフ活動が一番の
思い出です。スタッフは話すのが上手い人、盛り上げ上手もいます
し、そういうことが苦手でも期待値を超える活動をする人がたくさ
んいます。そんなメンバーに刺激をもらって毎回楽しく、高い意識を
持って活動できました。また、オープンキャンパスの宣伝で、どさん
こワイドに出演できたのもいい思い出です。

好成績の秘訣
　ノートの取り方を工夫しました。講義中は別の紙に必要なワード
を書いておきます。そして翌日、そのメモを見てノートを作成しま
す。復習にもなりますし、理解度も確認できます。さらに、自分の
言葉でノートを作れるので、頭に定着しやすくなり、ノートを見て
おくだけでテスト対策になります。この方法で成績が大きく向上し
ました。
　このノートの取り方は池上彰さんの『学び続ける力』という本に
書いてあった方法を自分に合うようにアレンジしたものです。これ
に行き着くまでに様々な方法を試していました。色々やってみて自
分に合う方法を見つけるのがいいと思います。

卒業に際して思うこと
　これまで育ててくれた家族や優しかった親戚はもちろん、友人や
先生、学校の職員、アルバイト先の方など多くの人たちの存在が
あったからこそ、充実した学生生活を送れたと思います。今、振り
返ると縁に恵まれていたと感じています。今後も様々な縁を大事に
後悔しない人付き合いをしていきたいです。
　大学生活が充実していたので過去に戻りたいと後ろ向きになるこ
とがあるかもしれません。そうならないように、学んだことを活か
したり、仕事に対して自分なりに工夫して取り組み、大学生活より
充実できるようにしたいです。こうしてさらに成長することが、支
えてくれた人へせめてもの恩返しにもなると思います。

瘧師 健人さん
所属ゼミ：佐藤芳ゼミ
出身高校：帯広北
GPA：3.44

橋本 昇二郎さん
所属ゼミ：春日ゼミ
出身高校：札幌あすかぜ
GPA：3.29
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在学中に
公認会計士試験に合格！
公認会計士試験の合格率は約1割、司法試験と並ぶ最難関の国家試験といわれます。その狭
き門に挑戦し、在学中に合格したのが笹本拓実さんと太齊周平さん。笹本さんは2016年に3年
生で、太齊さんは2017年に4年生で、みごと現役合格の栄冠を勝ち取りました。俗に「4大監査
法人」と呼ばれる大手の有限責任監査法人（新日本、トーマツ、あずさ、PWCあらた）にそれぞれ
就職が決まったおふたりに、大学生活や試験勉強について聞きました。（2018年1月19日収録）

活躍する
経営学部生

公認会計士を目指すきっかけ
●太齊：大学に入学した当初、将来は銀行員
になれればいいなと、軽い気持ちで簿記の学
内講座を受講したんです。1年生の11月だっ
たかな、簿記2級の試験が終わった直後に、
講師の先生から「会計士を目指してみない
か？」と誘っていただいて、そういう職業が
あるのを初めて知りました。
●笹本：僕も1年の5月に簿記3級の勉強を始
めて、その延長線上で公認会計士の資格取得
を考えるようになりました。どうせ勉強する
なら、最難関を目指したいと思って。
●太齊：大学時代は時間だけは十分にある
んだし、挑む価値はありそうだと思ったのが
きっかけですね。

国家試験に向けた勉強法
●笹本：試験勉強はとにかく量が多くて、い
くら時間があっても足りないという難しさが
ありました。頑張れたのは、一緒に勉強する
仲間がいたからです。
●太齊：そう。予備校の自習室に行くと常に
笹本がいて、マシーンのように（笑）、朝か
ら晩まで猛勉強していたんです。僕もそれを
見習って、家に帰るのは寝るときだけ。当時
は、家族より長い時間を笹本と自習室で過ご
していました。

●笹本：勉強しつつ雑談もして。孤独になら
ずにいられたのがよかった。
●太齊：公認会計士の試験は短答式と論文
式の二段階なんだけど、笹本はどちらも一発
で受かって、僕はどちらも一回落ちてる。先
に笹本が合格したときは、悔しいというより
うれしかった。同じ大学の同期が受かったん
だから、僕も受かるはずだと。逆にモチベー
ションが上がりました。
●笹本：そんなふうに思ってくれていたんだ。
●太齊：やっぱり難関試験だから、自分でも
受かるとは思えないまま勉強していたところ
もあって。徐々に勉強したからには受かんな
いと、と思うようになりました。

北海学園の４年間で
学んだこと
●笹本：試験勉強はひたすら計算したり覚えた
りですが、大学の授業はもっと本質的。僕は
会計学の今村先生のゼミに所属していました
が、学問の深みというか、答えのないことを
探求する楽しさを味わえました。
●太齊：僕は赤石先生のゼミで、会計士を目
指しているとは伝えていたんですが、先生も
まさか現役で合格するとは思ってなかったん
じゃないかな。落ちたときの進路について話
し合ったこともありました（笑）。だから逆

諦
め
ず
、将
来
に
む
け
て

時
間
を
有
効
に

使
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

太齊�周平さん
有限責任監査法人トーマツ

（経営情報学科2018年卒業）
所属ゼミ：赤石ゼミ
出⾝高校：札幌新川

赤石ゼミのメンバーと
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リストになりたいですね。
●笹本：公認会計士の代表的な業務は監査で
すが、会計・税務の専門家として企業の経営
戦略に対するコンサルティングも求められま
す。仕事の幅が広がって業務量が増えている
ので、今は人材が不足している状況だと思い
ます。

経営学部の後輩たちに
メッセージを
●笹本：僕は仕事でさまざまな道内企業を回
るのですが「学園大出⾝です」という経営者
の方が多いと感じます。同窓生が多いのは大
きな強み。この大学で学んでよかったと思い
ますね。
●太齊：大学生は自由に使える時間が膨大に
ありますが、それをバイトに使うか、勉強に
使うかは人それぞれ。できれば将来にむけて
有効に使ってほしいと思います。それと、ぜ
ひ言いたいのは、諦めないで、ということ。
資格試験の勉強を途中で辞めちゃう人が多い
けど、逆にいうと、諦めない人は受かってる
んです。
●笹本：そう思います。僕自⾝、入学当初は
なんの目標もありませんでしたが、早めにビ
ジョンを定めて、諦めないで続けたのがよ
かったのかな。最後は気持ちの問題だと思い
ます。

　公認会計士／監査法人に独占的に許される仕事は、上
場企業、または一定以上の規模の大会社の財務諸表が、
適正に作成・表示されていることを、公正な第三者の立場
で証明することです。
　日本公認会計士協会に公認会計士として登録されるた
めには、①公認会計士試験に合格し、②監査法人または
公認会計士の業務を補助する「業務補助」、または企業等
で一定の監査類似の業務を行う「実務従事」を2年以上行
い、そして③同協会が実施する「実務補修」を受講して、
その「修了考査」に合格する必要があります。また登録後
も、同協会の会員には、継続的専門研修が課され、一定の
期間内に決められた単位数の取得が求められます。

公認会計士とは

一
緒
に
勉
強
す
る
仲
間
と

学
問
を
探
求
す
る

楽
し
さ
を
味
わ
え
ま
し
た
。

笹本�拓実さん
新日本有限責任監査法人

（経営情報学科2018年卒業）
所属ゼミ：今村ゼミ
出⾝高校： 札幌開成 

（現・市立札幌開成中等教育学校）

に、絶対に合格して先生の驚く顔が見てみた
いと思って。
●笹本：大学で学ぶうち、気づいたら日経新
聞の経済ニュースが難なく理解できるように
なっていたんですよね。少しは成長したんだ
な、と自分で実感できました。
●太齊：毎回、経営者の方が来てくださる講
義もおもしろかった。ゼミでの友人を含め、
大学の４年間で交友関係がすごく広がったの
も大学時代の財産です。

これからの目標
●笹本：僕は３年生の11月に公認会計士試験
に合格して、すぐに監査法人の面接を受けて
採用が決まりました。４年生のときは大学と
両立しながら、会計士補として新日本監査法
人の札幌事務所で働き始めたんです。いろん
な会社を回り、多くの人と出会って本当に勉
強になりました。
●太齊：僕は東京勤務を希望していたので、
トーマツへの就職を決めました。公認会計士
として働くには、２年以上の実務経験と所定
の実務補習を受けて、修了考査に合格しなけ
ればならないのですが、目標は特定の分野に
秀でたプロフェショナル。金融事業部への配
属が決まったので、幅広い知識を備えたゼネ
ラリストというよりは、金融ならオレに任せ
ろ、と言えるような専門性を持ったスペシャ

今村ゼミのメンバーと

難関国家資格
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北海学園大学教育振興資金（奨学金B）
「学業が優れている学生への奨学金」であり、1人に30万円が給付。

北海学園奨学生（第4種）
上記の教育振興資金（奨学金B）と同様の趣旨を持つ奨学金で、1人に 
月額2万5,000円（年間30万円）が給付。

経営学部成績データ［2017年度在校生データ］

＊ 履修科目の総単位数には、不可や欠の単位数も含まれます。そのため、不可（D）や欠（E）をとると、GPAは大き
く下がることになります。

７月２４日に行われた、北海学園大学教育振興資金（奨学金B）の授与式

GPAの算出方法

各科目の成績評価のGPへの換算

点数 　
90～100点
80～89点
70～79点
60～69点
59点以下
欠　　 席

秀（S）
優（A）
良（B）
可（C）

不可（D）
欠（E）

合否

合格

不合格

GP
4
3
2
1
0
0

GPA＝
履修科目の総単位数

（4×秀の単位数）+（3×優の単位数）+（2×良の単位数）+（1×可の単位数）

成績表上
の評価　GPA（Grade Point Average）制度は、履修科目の成績を一定のポイント

（GP）に置き換えて学習到達度を客観的に評価するものです。
　経営学部では、GPA制度を奨学金推薦、演習科目の選考、転部・転学科試
験、成績優秀者の選出などに活用しています。

2 部

GPA制度

1 部

　経営学部では、GPAをもとに、特に学業成績が優れている学生
（4年生：2015年度入学）を選考し、北海学園大学教育振興資金
（奨学金B）および北海学園奨学生（第4種）の給付学生として 

3名を推薦、奨学金の支給が認められました。

北海学園大学教育振興資金（奨学金B） 北海学園奨学生（第4種）奨学金

学生数
2018.3.1 時点

1 年 2 年 3 年 4 年
343 347 314 342

学生数
2018.3.1 時点

1 年 2 年 3 年 4 年
116 119 99 105

GPA 上位10％ 上位25％ 上位50％ 上位75％

1 年 2.80 2.48 1.90 1.36

2 年 2.85 2.51 1.97 1.52

3 年 2.85 2.56 2.13 1.71

4 年 2.88 2.43 2.06 1.78

GPA 上位10％ 上位25％ 上位50％ 上位75％

1 年 2.92 2.50 1.85 1.39

2 年 2.59 2.13 1.55 1.02

3 年 2.90 2.25 1.85 1.41

4 年 2.90 2.01 1.57 1.19

修得単位数 上位10％ 上位25％ 上位50％ 上位75％

1 年 48 46 42 36

2 年 96 93 86 74

3 年 140 138 130 116

4 年 140 138 134 134

修得単位数 上位10％ 上位25％ 上位50％ 上位75％

1 年 46 43 38 31

2 年 88 83 70 54

3 年 128 124 113 100

4 年 136 134 130 126

冨田 佳那
■所属ゼミ：高木ゼミ
■出⾝高校：札幌北
■GPA：3.65

和田 有希菜
■所属ゼミ：古谷ゼミ
■出⾝高校：札幌国際情報
■GPA：3.72

乾 響太
■所属ゼミ：大石ゼミ
■出⾝高校：札幌国際情報
■GPA：3.54

［1部経営学科］ ［2部経営学科］ ［1部経営情報学科］
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■2017年度（2018年3月卒業）進路実績	

注1： 4年間で卒業した2018年3月の進路状況。9月卒業者や留年、卒業延期者は除外。
注2：就職には、正規、非正規雇用、パートタイマーを含む。
注3：その他には、家事手伝いのほか、ボランティア活動、資格取得活動などを含む。
注4：進路不明は、キャリア支援センターに進路先の届け出がない者。

3年間の総合計で見ると、①北海道銀行24人、②北海道警察
13人、③札幌市役所（一般事務）8人、④北海道旅客鉄道7人、
⑤一条工務店7人となります。
注1： 4年間で卒業した2018年3月の進路状況であり、9月卒業

者や留年、卒業延期者は除外しています。

■［2017年度］業種別就職状況（2018年3月現在）

1部 2部
人数 ％ 人数 ％

卒業生 315 75
上記以外の卒業 10 15

卒業生（2014年度入学） 305 100.00% 60 100.00%
進路決定者 275 90.16% 42 70.00%

民間企業 241 79.02% 35 58.33%
公務員 33 10.82% 7 11.67%

大学院進学 1 0.33% 0 0.00%
留学 0 0.00% 0 0.00%

その他進学 0 0.00% 0 0.00%
進路未決定者 18 6.55% 10 23.81%

進学準備中 0 0.00% 0 0.00%
公務員・教員受験準備中 4 1.31% 1 1.67%

求職中 8 2.62% 6 10.00%
進路未定 6 1.97% 3 5.00%

その他（家事手伝いなど） 5 1.82% 3 7.14%
進路不明 7 2.55% 5 11.90%

その他 0.4％

運輸・通信業18.6％

卸売業12.9％
小売業11.1％

金融業11.1％

公務員 9.4％

製造業 5.1％
不動産業 5.1％

建設業 1.7％

サービス業24.6％

2017年度2015年度 2016年度
■経営学部［1部・2部］就職上位の推移（各年度3名以上が就職した企業・団体を抽出）

北海道銀行 9
ハミューレ 5
国税専門官 5
札幌市役所（一般事務） 5
北海道警察 4
北海道職員（一般行政） 4
カナモト 3
セブン－イレブン・ジャパン 3
ダイイチ 3
パーソルキャリア 3
パーソルプロセス＆テクノロジー 3
マイナビ 3
一条工務店 3
渡島信用金庫 3
北洋銀行 3

北海道銀行 8
北海道警察 5
イオン北海道 4
一条工務店 4
日本生命保険　相互会社 4
北海道旅客鉄道 4
エネサンス北海道 3
札幌市役所（一般事務） 3
札幌中央信用組合 3
損害保険ジャパン日本興亜 3
東京海上日動火災保険 3
トランス・コスモス 3
ナシオ 3
ゆうちょ銀行 3
北海道労働金庫 3

北海道銀行 7
サッポロドラッグストアー 5
マックスバリュ北海道 5
ヤマチコーポレーション 4
日本郵便 4
北海道警察 4
オカモト 3
ペイロール 3
ホクレン農業協同組合連合会 3
ローソン 3
国家公務員（一般職） 3
三井不動産リアルティ札幌 3
帯広信用金庫 3
日本アイビーエム・ソリューション・サービス 3
北海信用金庫 3
北海道コカ・コーラボトリング 3
北海道セキスイハイム 3
北海道職員（警察行政） 3
北海道旅客鉄道 3

北海学園大学の卒業生は、各企業で高い評価を得ており、
就職難といわれる中でも、就職活動において多くの企業から
内定を得ています。特に、経営学部卒業生は、幅広い業種か
ら求められており、数多くの経営学部卒業生が、企業の第一
線で活躍しています。就職以外にも大学院への進学や公認
会計士、税理士といった資格試験への挑戦、あるいは海外留
学などの形で、目標を実現する卒業生もいます。
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民間企業編

　2部経営学部の就職先には大手金融機関や公務員も含まれ、就職実
績としての質は1部に負けていません。2部学生の場合には、講義のない昼
間をどう活かすかが鍵となるようです。例えば、昼間はアルバイトなどにより、
自分で学費等をねん出、夜は大学でしっかりと勉強するといったようなストー
リーがあれば、自立した学生として高い評価を得るのでしょう。あるいは昼間
は部活をし、夜間はしっかりと勉強するといった形での文武両道でもいいの
かもしれません。いずれにせよ、2部学生は2部学生でいることの意味やメ
リットを考えて、学生生活を送る必要があるようです。

建
設
業

建設
（総合・職別・設備工事）

岩田地崎建設、三和シヤッター工業、大東建託、
東テク北海道、西村組、三菱電機住環境システ
ムズ、ヤブシタ

建設
（住宅・住宅販売・リフォーム）

一条工務店、奥山工業所、北海道セキスイハイム、
ミサワホーム北海道、ロゴスホーム

製
造
業

食料品製造業 日本食研ホールディングス、もりもと、
六花亭製菓

飲料製造業 北海道コカ・コーラボトリング

印刷 シモクニ

製造業
（建材、金属製品、機械器具など）

ハルキ、ベストン、北海道内田鍛工、リンナイ

パルプ・紙・紙加工品製造業 アイ・テイ・エス

その他製品 オリバー、グラクソ・スミスクライン、三甲

公
共
サ
ー
ビ
ス

運輸に付帯する
サービス業 新日本海フェリー、ＪＡＬスカイ札幌

郵便事業 日本郵便
物
流・運
送

物流・運送 佐川急便、ナラサキスタックス、日本通運、�
ホクレン運輸

情
報
・
通
信
業

通信・ネット接続
あくびコミュニケーションズ、ジュピターテレコム、
東名、ドコモＣＳ北海道、東日本電信電話

情報処理・情報システム・ 
ソフトウェア開発

アルディート、アルファシステムズ、インテッ
ク、ヴィンクス、内田洋行エイチ・アイ・ディ、�
エイチ・エル・シー、エヌ・ティ・ティ・システム開発、�
クレスコ、ソフトウエア情報開発、ソフトコム、�
中央システム、つうけんアドバンスシステムズ、�
東京コンピューターサービス、トランス・コスモス、
ナスカコンピュータ、日本アイビーエム・ソリュー
ション・サービス、パーソルプロセス＆テクノロ
ジー、フォレステック、富士ソフト、富士通、富士電
機ＩＴソリューション、北洋システム開発、ホープス、
ラディックス、ＣＳＩ、ＨＢＡ、Ｈ・Ｏ・Ｃ、ＫＤＤＩエボルバ、
ＮＥＣソリューションイノベータ、ＯＮＥＣＲＵＩＳＥ、�
ＰｒｏｆｉｔＣｕｂｅ、ＳＣＳＫ北海道、ＳＯＣ

卸
売
・
小
売

卸売・小売（飲食料品） 国分北海道、日本栄養食品、北海道酒類販売

卸売・小売
（建材・鉱物・金属材料）

ノーラエンジニアリング、不動木材、丸井産業、
ＤＯＲＡＬ

卸売・小売（家具・エクステリア） ＤＣＭホーマック

■
2
0
1
7
年
度
卒
業
生
　
就
職
先一覧 

［
1
部
お
よ
び
2
部
］	

卸
売・小
売

卸売・小売
（石油製品・燃料）

アイックス、オカモト、オープンループパート
ナーズ、札幌アポロ石油、セントラル石油瓦斯

卸売・小売（機械・農業機器） 竹山

卸売・小売
（事務機器・OA関連）

大塚商会、コクヨ北海道販売

卸売・小売
（自動車関連）

クレタ、札幌トヨペット、スズキ自販北海道、�
トヨタカローラ札幌、ネクステージ、ネッツトヨタ
札幌、ホンダカーズ札幌中央

卸売・小売
（化粧品・医薬品）

アルビオン、花王カスタマーマーケティング、�
スズケン、東邦ホールディングス、ほくやく、�
ムトウ、モロオ

卸売・小売（服飾・小物） コーチ・ジャパン、ジンズ、ハミューレ

スーパーマーケット イオン北海道、ダイイチ、マックスバリュ北海道

コンビニエンスストア セコマ、セブン－イレブン・ジャパン

ドラッグストア・薬局 アインホールディングス、サッポロドラッグスト
アー、ツルハ

家電量販店 ビックカメラ

百貨店 札幌丸井三越、大丸

卸売・小売（その他） 丹波屋、日本ユニパック、富士メガネ、フラワー
きただ

金
融

銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行、北洋銀行、北海道銀行、�
ゆうちょ銀行

信用金庫／信用組合／
労働金庫

渡島信用金庫、帯広信用金庫、北見信用金庫、
札幌信用金庫、道南うみ街信用金庫、苫小牧信
用金庫、北央信用組合、留萌信用金庫

証券・商品先物取引 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

保険・共済

あいおいニッセイ同和損害保険、住友生命保険、
損害保険ジャパン日本興亜、第一生命ホール
ディングス、東京海上日動火災保険、日本生命
保険、明治安田生命保険

　表は、2017年度の経営学部卒業生の就職先一覧です。実際の卒業生の就職先ですから、ここに掲載されている企業は、
本学あるいは経営学部の学生を採用する意思がある会社であることが分かり、有力な就職先候補と考えることができます。
表の中には、様々な業種の、様々な企業が掲載されていますが、一般には知られていなくともその業界では名の通った会社や
安定度の高い会社も含まれています。これら企業のHPを1つ1つ検索し、そのHPを閲覧するだけでも、就職先となりえる候補
を新たに見つけだすことができます。

経営学部生の
就職先一覧

2部学生
の就職！
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民間企業編

公務員編

国
家
公
務

行政：一般職 厚生労働省、国土交通省、財務省、法務省

国税 国税専門官

自衛官 自衛隊自衛官候補生

地
方
公
務

都道府県 北海道職員（一般行政）、北海道職員（教育行政）、北海道職
員（公立小中学校事務）、北海道開発局

県庁所在地 札幌市

市町村 小樽市、深川市、石狩市、滝川市、砂川市、幕別町

警察 北海道警察

教育 高等学校、中学校

行政法人など 国立大学法人（その他）、北海道国民健康保険団体連合会

　上の 公務員編 でも説明したように、多くの市町村での採用実績を有しており、これら市
町村への就職を果たすことで、地元へのUターン就職は可能となります。
　また、経営学部では、信用金庫や信用組合といった地域の金融機関や農業協同組合に
対して高い就職実績も有しており、これら企業および団体への就職によっても、Uターン就職
を果たすことできます。一般に、地域密着型の企業の場合、それぞれの地域をよく知る地元
出⾝の学生を採用しようという意欲は、より高くなる傾向があります。

根拠のない噂■	経営学部は、	
公務員になる上で不利？

　経営学部の学生の多くが民間企業への就職を希望するため、彼
らの主たる就職先は民間企業が主となります。しかし、経営学部で
も、就職先として国や都道府県庁、市町村を志望する学生は少なく
なく、公務員として働いている卒業生もたくさんいます。
　2017年度卒業生のうち、公務員として40名が4月から働いていま
す。内訳は、国（一般職）4名、国税専門官5名、都道府県（行政職）
6名、政令指定都市（札幌市）5名、他市町村6名、都道府県警察4
名、その他6名、教員4名となっています。

　近年の公務員試験では、❶一部の試験区分を除いて、法律や経
済系の専門学力試験が課されなくなっていること、❷学力試験の点数
だけでなく、面接がより重視されるようになっていること、❸面接では「学
生時代に力を入れたこと」といった、学生時代のことや、「それぞれの組
織で働く意欲をしっかりと持っているか」、「上司や同僚、部下とともに
協調して働けるか」、「市民ときちんとしたコミュニケーションを取ることが
できるか」といった組織人としての資質が問われています。そのため、仕
事やマネジメント、心理といったことについて学習する経営学部の学生
が、より公務員試験に対応できるようになっているようです。

不
動
産・リ
ー
ス・レ
ン
タ
ル

不動産取引・不動産管理・
不動産賃貸

カチタス、共立メンテナンス、常口アトム、スター
ツコーポレーション、住友不動産販売、東京美装
北海道、ビッグ、ブランチ・オフィス、三井不動産
リアルティ札幌、山地ユナイテッド

リース・レンタル
カナモト、カルテック、大和リース、トヨタレンタ
リース新札幌、中道リース、ホンダレンタリース
札幌

サ
ー
ビ
ス
業（
事
業
者
向
け
）

専門サービス
（�税理士事務所・法律事務所など）

新日本有限責任監査法人、北電総合設計、�
むらずみ経営吉岡経営センター、有限責任監査
法人トーマツ

専門・技術サービス（その他） 帝国データバンク、ユーフィールド

広告 Ｉ－ＰＲＯ

職業紹介・人材派遣
エイジェック、キャスティングロード、テクノプロ・
コンストラクション、日研トータルソーシング、
パーソルキャリア、ブライエッジ

求人事業 北海道アルバイト情報社、マイナビ

その他事業サービス グリーンハウス、日本通信サポート、北海道信用
保証協会、りらいあコミュニケーションズ

サ
ー
ビ
ス
業（一般
消
費
者
向
け
）

飲食店 アレフ、アルファイン、大戸屋ホールディングス

ホテル ＪＲ北海道ホテルズ

旅行・観光 野口観光、名鉄観光サービス、ＪＴＢ国内旅行企画

アミューズメント・娯楽 オータ、合田観光商事、大京

冠婚葬祭 創和プロジェクト

その他サービス ミュゼプラチナム

教
育・医
療・介
護

教育・学習支援 札幌進学プラザ、進学会、ニスコ、ファミリー、�
リンクアカデミー、リーフラス、臨海

医療 北海道勤労者医療協会

福祉・介護 メディカル・ケア・サービス、萌福祉サービス

協
同
組
合・各
種
団
体

協同組合

旭川市農業協同組合、音更町農業協同組合、�
きたみらい農業協同組合、互信交運事業協同組合、�
札幌市農業協同組合、全国共済農業協同組合
連合会、とまこまい広域農業協同組合、ホクレン
農業協同組合連合会、北海道信用農業協同組
合連合会

その他団体 安平町商工会、日本赤十字社北海道支部

●道内市町村に対する就職実績（2003年度卒業生から）
青森市、石狩市、網走市、岩見沢市、江別市、小樽市、北広島市、北見市、
釧路市、士別市、寿都町、伊達市、千歳市、苫小牧市、名寄市、登別市、
美唄市、三笠市、紋別市、稚内市、恵庭市、旭川市、砂川市、滝川市、深川
市、愛別町、足寄町、厚岸町、音更町、神恵内村、共和町、斜里町、当別
町、当麻町、鷹栖町、幌延町、豊浦町、北竜町、真狩村、余市町、新十津
川町、標茶町役場（釧路町村会）、平取町役場（日高町村会）、幕別町役場

（十勝町村会）

公務員希望者の内定率
＝

88.9％［＝40名／（40名＋5名）］
＝

公務員就職者
公務員としての就職者数

＋
次年度公務員試験再受験予定者

Uターン
就職の
可能性

●道内信用金庫、労働金庫、信用組合における採用実績 （2006年度卒業生からの累積）
網走信金、江差信金、遠軽信金、渡島信金、帯広信金、北空知信金、北見信金、釧路信金、札幌信金、空知信金、
道南うみ街信金、苫小牧信金、日高信金、北央信用組合、北海信金、北星信金、北海道労働金庫、
室蘭信金、留萌信金、稚内信金
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入試・入学者データ［2017年度］

入学者分類 入学者の出身地域

経営学部に10名以上入学の高校

高校名 1 部 2 部 合計
北海 22 3 25
札幌手稲 23 0 23
札幌新川 16 2 18
札幌北陵 12 5 17
札幌稲雲 11 4 15
札幌東陵 12 2 14
北海学園札幌 12 2 14
大麻 12 1 13
札幌啓成 12 1 13
石狩南 11 1 12
札幌月寒 11 1 12
札幌第一 10 2 12
札幌清田 9 3 12
札幌西陵 6 6 12
札幌旭丘 11 0 11
小樽潮陵 8 3 11
札幌平岸 7 3 10

※入試GUIDEから抜粋 ※コンシェルジュ制度における札幌圏内・札幌圏外を基に抽出
※ 該当しない高校の場合、コンシェルジュ制度における札幌圏内・札幌圏外

に準じて抽出すること。

札幌圏内
290名

札幌圏内
87名

札幌圏外
74名

札幌圏外
28名

一般 指定校推薦センター利用（Ⅰ期） センター利用（Ⅱ期） 併設校推薦

一般 指定校推薦センター利用（Ⅰ期） センター利用（Ⅱ期） 併設校推薦

一般 センター利用（Ⅱ期） 公募 併設校推薦 社会人特別

0名 50名 100名 150名 200名

89 49

3

38 16

非推薦：72％

推薦：28％

0名 50名 100名 150名 200名

77 38

2

35 17

非推薦：69％

推薦：31％

0名 50名 100名 150名 200名

71 6 32 4

非推薦：67％

推薦：33％
2

一般 指定校推薦センター利用（Ⅰ期） センター利用（Ⅱ期） 併設校推薦

一般 指定校推薦センター利用（Ⅰ期） センター利用（Ⅱ期） 併設校推薦

一般 センター利用（Ⅱ期） 公募 併設校推薦 社会人特別

0名 50名 100名 150名 200名

89 49

3

38 16

非推薦：72％

推薦：28％

0名 50名 100名 150名 200名

77 38

2

35 17

非推薦：69％

推薦：31％

0名 50名 100名 150名 200名

71 6 32 4

非推薦：67％

推薦：33％
2

一般 指定校推薦センター利用（Ⅰ期） センター利用（Ⅱ期） 併設校推薦

一般 指定校推薦センター利用（Ⅰ期） センター利用（Ⅱ期） 併設校推薦

一般 センター利用（Ⅱ期） 公募 併設校推薦 社会人特別

0名 50名 100名 150名 200名

89 49

3

38 16

非推薦：72％

推薦：28％

0名 50名 100名 150名 200名

77 38

2

35 17

非推薦：69％

推薦：31％

0名 50名 100名 150名 200名

71 6 32 4

非推薦：67％

推薦：33％
2

■1部（経営学科）…195名

■1部…364名 ■2部…115名

■1部（経営情報学科）…169名

■2部（経営学科）…115名
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Q TOMODACHI賞を受賞した
ビジネスプランについて教えてください。

A 私のビジネスプランは、『「悲しみを打ち明けやす
い」社会を目指した葬儀会社へのグリーフ（悲嘆）カ

ウンセラー派遣事業』で、葬儀従事者らを通して遺族に心の
ケアを提供するサービスです。

　葬儀会社と提携することで、トレーニングを受けたグリーフ
カウンセラーを遺族に派遣することがビジネスの中心ですが、
地理的に広く、カウンセラーも多くない北海道では、カウンセリ
ングをオンラインで行うことを提案しました。

Q どのようにしてグリーフカウンセリング 
をテーマに選んだのですか。

A 私が北海学園大学経営学部生として経験した多くの出
来事から、このテーマにたどり着きました。まず、2年

次に参加した「社長に弟子入りプロジェクト」では、葬儀会社
で2日間の研修を受けることができました。同年には海外総合
実習にも参加しカナダを訪問、その後海外展示商談会にも通
訳補助として何回か参加しました。
　昨年度は1年間大学を休学し、「トビタテ！留学JAPAN」の奨学金を得て米国と中国に留学できま
した。留学の主な目的は米国でグリーフケアを学ぶことで、その後中国を訪れ、葬儀会社で研修を
行う機会も得ました。今回のビジネスプランはこのような経験から生まれました。

Q シリコンバレー研修はいかがでしたか。

A 研修ではスタンフォード大学を訪問した他、シリコンバレーの起業家や投資家の方々に自
分のビジネスプランを英語でプレゼンする機会を多くいただきました。10回のピッチ（シリ

コンバレー流の短時間のプレゼンスタイル）ミーティングを行う中で、プランがより洗練されたも
のになり、多くの貴重なアドバイスをいただくこともできました。
　2月の北海道大会で最優秀賞を受賞してから、全国大会を経てシリコンバレー
研修までの1ヶ月半はあっという間の出来事でしたが、とても充実した経験となり
ました。

Q 今後の予定について教
えてください。

A 私はグリーフケアを日本に広
めるため、今回提案したビジ

ネスプランを基に実際に起業するこ
とを視野に入れて準備を進めていま
す。簡単なことではありませんし、
不安も多いのですが、グリーフケア
を必要としている人は必ずいると思
うので、地道にがんばります。

経営学科４年

井上 智恵（いのうえ ちえ）

●所属ゼミ：大平ゼミ
●出身高校：旭川東
●入学年次：2014年度

2018年3月6日に東京で開催された「第14回キャンパスベンチャーグランプリ全
国大会」（日刊工業新聞社主催、内閣府・経済産業省・文部科学省・日本経済団
体連合会・日本商工会議所後援）に北海道代表として出場した経営学部４年生
の井上智恵さんが、米日カウンシル―ジャパン協賛によるTOMODACHI賞を受
賞し、副賞として同月米国シリコンバレー研修に参加しました。

キャンパスベンチャーグランプリ

TOMODACHI賞 受賞！

シリコンバレー
研修での
集合写真

全国大会での
プレゼンテーション

シリコンバレーでの
プレゼンテーション

シリコンバレーでは
歓談中に急遽

ピッチを行う機会も

活躍する
経営学部生
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研究論文

［2017年度］教 員 研 究 業 績 一 覧

⃝天笠 道裕 ・Appraisal Method for Project-Based Learning with Fuzziness. 
／International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering,Volume 7, Issue 5

・経営情報に関わるコンプライアンス問題とその認識／経営哲学 第14巻1号

⃝今村 　聡 ・原価・給付計算と財務簿記との調整について／経営論集 第15巻第2号

⃝上田 雅幸 ・表定義を活用する解析的問題解決の教育方法の研究／経営論集 第15巻第1号

⃝大石 雅也 ・日本的雇用慣行下で求められる大学の「キャリア教育」 ─キャリア教育と専門教育との融合─／学園論集 第175号

⃝大石 雅也
⃝近藤 弘毅
⃝関　 哲人

・Facebook e-Portfolios for Career Education Focused on Japanese Employment Practice: A Case 
Study.／The Review of Socionetwork Strategies, vol.11,No.2

⃝春日　 賢 ・『会社の概念』と『新しい社会』について ─対応関係をめぐって─／経営論集 第15巻第1号
・ドラッカーの国家論について／経営論集 第15巻第2号
・『傍観者の時代』について／経営論集 第15巻 第3号
・「社会の純粋理論」について ─ドラッカーにおけるその意義と変遷─／経営論集 第15巻第4号

⃝近藤 弘毅 ・旭川家具産地における企業の世代交代と戦略転換 ─1965年以降の職業別電話帳データをもとに 
／経営学論集 (web版)第87集

科学研究費補助金・学術研究助成基金助成金

新規

⃝田中 勝則 基盤研究 （C）研究代表者 ・コミュニティベースにおける神経発達症スクリー
ニングツールのweb化と妥当性の検証

⃝吉川 大介 基盤研究 （C）研究代表者 ・景気に左右されない頑健な資産運用手法の構築

著　書

⃝赤石 篤紀 
⃝石嶋 芳臣 
⃝伊藤 友章 
⃝今野 喜文 
⃝庄司 樹古

・経営学の定点 ─増補改訂版─ 
（共著）／同文館出版

⃝浦野 　研 ・タスク・ベースの英語指導 ─TBLTの理解と実践（共著）／大修館書店
・大規模バイリンガルエッセイコーパスの構築と 

データ分析のための各種システムの開発（共著）／溪水社

⃝関谷 浩行 ・ケース 管理会計（共著）／中央経済社
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■ 論文を検索するなら ■  科学研究費補助金による 
 研究を検索するなら

CiNii SEARCH KAKEN SEARCH

⃝佐藤 芳彰 ・流通における延期的システムの展開と類型化に向けての試論／経営論集 第15巻第4号

⃝澤野 雅彦 ・日本野球の聖地 ─大連と嘉義─／経営論集 第15巻第1号

⃝下村 直樹 ・クリエイティブ・メディアというメディア／経営論集 第15巻第2号

⃝菅原 秀幸 ・アカデミック・コーチングとSNSを活用した主体性志向型講義の可能性／経営論集 第15巻第2号
・21世紀の主流、コーチング主体型教育／支援対話研究 第4号

⃝菅原 浩信 ・地域サロンを支える仕組みのあり方／実践経営 第54巻
・コミュニティ・カフェにおけるソーシャル・ビジネスの展開／日本経営診断 学会論集第17巻
・ふれあいサロンの存続方策としての地域プラットフォームの構築／経営論集 第15巻第4号
・ふれあいサロンの継続的な運営を可能にする要因／開発論集 第100号

⃝田中 勝則 ・醜形懸念とメディア情報の影響の関連についての生涯発達的検討／学園論集 第172号
・ Coordination difficulties in preschool-aged children are associated with maternal parenting stress: A 

community-based cross-sectional study.／Research in Developmental Disabilities, 70

⃝福永 厚 ・経営科学とORのためのWebプログラミングによる需要予測の時系列データ解析／学園論集 第172号

⃝古谷 嘉一郎 ・居住地の社会増減率と親との居住距離が子育てに関する評価に及ぼす影響／応用心理学研究 第43巻3号
・The mediating role of intolerance of uncertainty on the relationships between perfectionism dimensions 

and psychological adjustment/maladjustment among mothers. ／Personality and Individual Differences, 122

継続

⃝赤石 篤紀 若手研究（B）研究代表者 ・新規株式公開を契機とした株式所有構造と企業経営の変容プロセスに関する実証的研究

⃝浦野 研 挑戦的萌芽研究 研究分担者 ・英語教育におけるエビデンスの産出・活用モデルの構築

⃝関谷 浩行 若手研究（B）研究代表者 ・サービス業におけるイノベーションの創出が組織業績に与える影響の理論的・実証的研究

⃝古谷 嘉一郎 基盤研究（C）研究分担者
基盤研究（C）研究分担者
基盤研究（C）研究分担者

・新任教師のリアリティ・ショックへの包括的支援システム構築のための臨床心理学的研究
・子育て期の社会的ネットワーク拡充再構築のための「社会的代理人」の活用に関する検討
・SNSにおける上方・下方螺旋メカニズムの解明
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経営学部教員・職員一覧［2018年度］

［担当科目の属性］
組…組織・マネジメント
戦…戦略マーケティング
会…会計・ファイナンス
情…情報
心…心理
英…英語
体…体育

主な担当科目
研究テーマ
 在学生・保護者に向けて

教授

組

教授

組

教授

組

教授

組

准教授

組

教授

組

准教授

組

教授

組

教授

組

石嶋 芳臣 Yoshiomi Ishijima

 企業論／コーポレート・ガバナンス
 株式会社における所有と支配・

統治に関する比較制度論的研究
 冷徹なビジネスの世界にこそ、信

頼やコミュニケーションが不可欠で
ある点を理解し、如何に自分がある
べきか、何をすべきかを学んで欲しい
と思います。

菅原 浩信 Hironobu Sugawara

 非営利事業論／公共経営論
 民間非営利組織や公企業のマネジメ

ント、地域活性化に向けたビジネス、コミュニ
ティ・カフェや地域サロンのマネジメント、まちづ
くり組織や地域プラットフォームのマネジメント

ただ「覚える」ことではなく、「調べる」「考え
る」「まとめる」「伝える」ことを重視し、「卒業し
てからも役に立つ」教育をしていくつもりです。

菅原 秀幸 Hideyuki Sugawara

 国際経営／グローバル・ビジネス
 企業利益と社会利益を同時に

実現するBOPビジネスの国際比較
研究

 グローバル時代と言われる今日、
世界を視野にいれて、共に脳みそに
汗をかきましょう。

春日 賢 Satoshi Kasuga

 経営学説史／現代マネジメント理論
 企業社会の特質と展開、マネジ

メントの社会的あり方に関する研究
 経営学でもっとも重要なのは、諸

「知識」を単なるスキルで終わらせ
ず、総合・応用して自分なりの「知
恵」にすることです。未来を見据え、
日々活かしていきましょう。

近藤 弘毅 Hiroki Kondo

 経営史／組織文化
 地域企業の独自能力の開発、

進化論的パースペクティブ
 経営学は、企業や組織という人

間が生涯で最も長く付き合う仕組み
について学ぶ学問です。経営学を
学ぶことで人生の大きな部分を良く
することができるはずです。

大平 義隆 Yoshitaka Ohira

 経営学概論Ⅰ，Ⅱ
 人間行動形成メカニズムと組織

メカニズムの比較研究
 日本の現実は、ギリシャの160倍

の財政赤字です。だから学生に、具
体的な目的を設定し学びの時間を
無駄にせず問題解決の力を⾝に付
けさせたい、と努力しています。

大石 雅也 Masanari Oishi

 人的資源管理／キャリア・マネジ
メント

 日本的雇用慣行に関する研究
 「人的資源管理」が専門という

ことで、学部生のキャリア教育や就
活支援に関する業務を担うことが
多く、講義では「サラリーマンの働き
方」を中心に話しています。

佐藤 大輔 Daisuke Sato

 経営管理Ⅰ，Ⅱ
 組織における創造性に関する研究
 学生のみなさんには、大学生活で

「勉強」とは異なる「研究」を知り、
常識を超えタブーを覆す力強い社会
人になってほしいと思います。

澤野 雅彦 Masahiko Sawano

 経営学原理／経営システム
 企業の中の人間行動に関する

人類学的研究
 「携帯ばかり使わず、本も読め

よ！バラエティばかり見ずに、ニュー
スも見ろよ！柔らかいものばかり食
べず、硬いものも食べろよ！」逃げ
ずに、挑戦してください。

今野 喜文 Yoshifumi Konno

 ベンチャー経営／経営戦略Ⅰ，Ⅱ
 イノベーション ベンチャー・中小

企業
 学生にとって、楽しく、わかりやす

い講義を心がけています。宜しくお
願い申し上げます。

佐藤 芳彰 Yoshiaki Sato

 流通システム／流通経営
 メーカーや流通業の経営が流通

システム形成に与える影響について
 学外の活動も含めて、健康的で

充実した学生生活になるように願っ
ています。学生同士、学生と先生、
いい出会いになるように、お互いに
努力しましょう。

下村 直樹 Naoki Shimomura

 マーケティング・コミュニケーショ
ン／広告論

 広告戦略、および、広告効果に
関する実証分析

 4年間という限られた時間です
が、生きていく中で無駄ではなかった
と後から思えるよう、有効に使ってく
ださい。

伊藤 友章 Tomoaki Ito

 マーケティング／マーケティング
戦略

 競争優位の説明モデルの探究
 主体的に学ぶということの意味

を考えていきましょう。4年間の学び
を充実したものにしていくには、最後
はやはり学生さん自⾝がその気にな
れるかどうかにかかっています。

教授

戦

教授

戦

教授

戦

教授

戦

赤石 篤紀 Atsunori Akaishi

ファイナンス／コーポレート・ファイ
ナンス

 新興企業の財務構造
 授業や演習での学びを通じて、

将来、より多くの判断材料、より多く
の選択肢をもてるようになってもらい
たいと考えています。

教授

会

庄司 樹古 Tatsuhisa Shoji

 簿記Ⅰ，Ⅱ
 会計基準の基礎概念に関する

研究
 武者小路実篤の言葉

「もう一歩。いかなる時も自分は思
う。もう一歩。今が一番大事なとき
だ。もう一歩。」学生時代における

「もう一歩」を共に歩みましょう。

教授

会

関谷 浩行 Hiroyuki Sekiya

 管理会計／マネジメント・コントロール
 サービス業におけるイノベーショ

ンの創出が組織業績に与える影響
に関する研究

 経営学はとても学際的（いくつか
の異なる学問分野にまたがった）な学
問です。何でも結構です。在学中に好
きな専門分野に出会ってください。

准教授

会

今村 聡 Satoshi Imamura

 原価計算／工業簿記
 短期損益計算論
 大学生活を満喫していただいて

良いのですが、やはり勉強を忘れな
いでください。

教授

会

高木 裕之 Hiroyuki Takagi

 財務会計Ⅰ，Ⅱ
 資本市場の国際化に向けた企

業会計制度の展開について
 社会に出てからはなかなかまと

まった時間がとれません。また、自ら
の可能性を高め、広めることができ
るのは今。努力を惜しまずに自ら山
を築いて登ってください。

教授

会

吉川 大介 Daisuke Yoshikawa

 金融システム／ビジネス・エコノミ
クス

 資産価格に関する研究
 大学は高校までとは違い、よくも

悪くも自由で放任主義な場です。そ
の分、主体的な行動により得られる
事も大きいと思います。充実した大
学生活を送ってください。

准教授

会

天笠 道裕 Michihiro Amagasa

 経営情報／システム戦略
 経営情報システムの設計と開発
 人生においては、様々な事柄が

生じると思われます。それらと正面か
ら対峙するにあたっては人間力が重
要となります。これらを焦らず丁寧に
一緒に醸成しましょう。

教授

情

教員
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浅村 亮彦 Akihiko Asamura

 教育心理学Ⅰ，Ⅱ
 空間の理解・記憶過程に関する

認知心理学的研究
 教職課程担当教員として、教員

免許取得を目指す全学の学生を指
導しています。教職への道は大変で
すが、その夢をサポートできるような
指導を心がけています。

上田 雅幸 Masayuki Ueda

 情報処理／情報科学
 “サービス”としてみた意思決定

支援に関する研究
 大学は、様々なことについて学

ぶことができる場です。現在関心を
持っていることだけでなく、いろんなこ
とに興味を持って取り組んでみてく
ださい。

教授

情

福永 厚 Atsushi Fukunaga

 経営科学／オペレーションズ・リサーチ
 組織における情報コミュニケー

ションとマルチメディア技術の活用
 ネット社会は危険に満ち溢れて

います。不審なメールは開かない、不
用意な発言はしない、セキュリティ対
策を万全にするなどして被害にあわ
ないようにしましょう。

教授

情

関 哲人 Norihito Seki

 経営統計学概論Ⅰ，Ⅱ／情報シス
テム、データベース

 組織における情報システム活用
の実態調査

 統計学などの情報の科目を担当
しております。学んだことを自分自⾝に
どう役に立てていくかを、学生に意識
してもらうことを、心掛けております。

教授

情

教授

心

鈴木 修司 Syuji Suzuki

 行動科学／行動意思決定論
 意思決定に関する比較心理学

的研究
 こんにちは、経営学部です。高校

までとは違う勉強をしたい人、自分の
力を伸ばしたいと思っている人、北
海道以外にも興味のある人。そんな
人を探しています。

教授

心

増地 あゆみ Ayumi Masuchi

 組織心理学／チームの心理学
 リスク認知と意思決定に関する

心理学的研究
 新しく何かを始めるのに遅すぎる

ことはないと思います。社会の動き
に目を向けながら、考えるだけではな
く、是非、具体的な行動に移してほ
しいです。

教授

心

佐藤 淳 Jun Sato

 学習心理学／問題解決の心理学
 抽象的知識の獲得とその使用

に関する心理学的研究
 大学ではぜひ「学問」をしましょ

う。私たちは、次代の担い手たる皆
さんに、持てるかぎりの「知識」と「文
化」を提供します。もれなく受け取っ
てください。

教授

心

古谷 嘉一郎 Kaichiro Furutani

 社会心理学 Ⅰ，Ⅱ
 社会的つながりが人々の生活や

適応に与える影響
 学生の皆さんには、人に何をして

もらえるかよりも、自分に何が出来る
かを考えてほしいと思います。そして、
そのためのお手伝いができたらなと
考えています。

講師

心

田中 勝則 Masanori Tanaka

 人間関係論
 心⾝の健康の維持・増進・回復

のための臨床心理学的研究
 できない理由よりも、「どうすれば

できるかな？」と前向きに物事を考え
られる人材の育成に努めていけれ
ばと考えています。全学の学生相談
のカウンセラーも担当しています。

講師

心

田村 卓哉 Takuya Tamura

 心的情報処理論／適応の心理学
 健常者および障がい者の認知機

能に関する情報処理心理学的研究
 基礎から応用まで、幅広く心理

学を学べる珍しい経営学部です。心
理専門職とは違う形で、心理学の
素養を持った皆さんが実社会で活
躍されることを期待しています。

教授

心

浦野 研 Ken Urano

 総合実践英語
 二言語習得。特に大人とこども

の持つ言語能力の相違点の解明
 海外から北海道を訪れる方が増

加する中、経営学部の総合実践英
語・ビジネス英語科目は仕事も含め
日常生活の中で英語を使えるように
なることを目指しています。

教授

英

石井 晴子 Haruko Ishii

 総合実践英語
 海外への派遣を伴う国際交流・

教育プログラムの教育的効果検証
 学生時代に様々な冒険、経験を

して自分の限界を広げておくのはと
ても重要なことです。異なった地域、
国、価値観にどんどん触れて強くしな
やかな人に成長して欲しいです。

教授

英

教授
内藤 永 Hisashi Naito

 総合実践英語
 職場で使う英語の言語学的特徴

（English for specific purposes）
 英語を使って仕事をすることは珍

しくない時代となりました。学生に海
外の仕事の現場を体験させ、使える
英語を習得させること、それが教育と
研究のテーマです。

英

教授
マツネ・マーク Mark Matsune

 総合実践英語
 CALLソフトウェアの実践と評価

および言語学習について
 本学部の「総合実践英語」で

は、あらゆる授業で必要となっている
「コンピューターを利用した学習」を
取り入れ、より実り多いものにする
工夫をしています。

英

教授
青木 千加子 Chikako Aoki

 オーラルコミュニケーション
 インタラクションと言語習得との

関連性
 学生のみなさんの健やかな学生

生活と学業の充実を支援していきた
いと思います。

英

教授
伊熊 克己 Katsumi Ikuma

 体育実技
 ライフスタイルと健康に関する研究
 日頃、私はライフスタイル（生活

習慣）と健康の関わりについての調
査研究をしています。健康生活を維
持するためにも望ましい生活習慣を
継続していきましょう。

体

教授
田中 昭憲 Akinori Tanaka

 体育実技
 思春期の子どもの疾走能力に

ついて
 活動的な生活を送ることは、心

⾝の健康にとても重要です。体育実
技、健康とスポーツの科学Ⅰ・Ⅱ（講
義）を通じて、⾝体活動の正しい知
識と技能を⾝につけましょう。

体

准教授
吉田 充 Makoto Yoshida

 体育実技
 骨格アライメントとスポーツパフォー

マンスの関係、スノースポーツ指導
法、および野活動経験による心理的
効果、メンタルトレーニングの効果

 卒業時に、「この４年間の積み重ね
が生きている」と自信を持って言えるよう、
新たなステージで一緒にがんばりましょう。

体

係長
岡本 泰典 Yasunori Okamoto

いっ（一）刻千金という故事があるよ
うに、貴重な時間や楽しい時間は一
瞬で過ぎ去ってしまうものです。短い
学生生活を有意義に過ごそう！

主任
加藤 大季 Daiki Kato

い味がないと思わずに、まずは実践
してみよう！実践こそが経営学部生
としての第一歩！

事務長
武田 雅志 Masashi Takeda

けんがく（建学）の精神である「自由で不
屈な開拓者精神」を⾝につけ、体現す
ることができる学生さんが多く生まれるよ
う、教職員が協働して支援いたします。

主任
滝本 広太 Kota Takimoto

えい語教育にも力を入れて、グロー
バルに活躍するビジネスパーソンの
育成を進めています。世界に羽ばた
け！

事務員
大前 理恵 Rie Omae

ぶじに進級・卒業出来るように窓口
でサポートしています。

主任
大谷 浩輔 Kosuke Otani

学生生活が少しでも豊かなものにな
るよう、微力ではありますが日々の業
務を通じて支援していきたいと思い
ます。

職員
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石井耕教授、小島康次教授が
2018年3月で退職しました。

［研究課題］
「景気に左右されない頑健な資産運用手法の構築」

基盤研究(C)
吉川 大介 准教授
●課題番号：18K01694
●期間：4年　●配分総額：4,420千円
●主たる担当科目： 金融システム／ 

ビジネス・エコノミクス

2018年度は12名が参加
　経営学部が企画・運営する
「海外総合実習」は、平成30
年度12名（1部3年生1名、2年
生10名、2部2年生1名：男4
名、女8名）が履修。9月2日か
ら23日までの日程で、カナダ
（ブロック大学）での研修を行
います。
　カナダでの研修では、英語
学習の他、「海外総合実習」独
自の取り組みとして、現地企
業の訪問を行っており、今年
度は製菓業と小売業（アウト
レット）を訪問する予定です。
　履修学生は、日本とカナダ
のビジネスを比較するため、
事前学習の一環として、石屋
製菓株式会社と三井不動産商
業マネジメント株式会社（三
井アウトレットパーク�札幌北
広島）への視察を行いました。
今後は、カナダでの企業訪問先で行う、日本のビジネスを伝える
プレゼンテーションの作成・準備を進めていきます。
　また、この「海外総合実習」は（独）日本学生支援機構の特別奨
学金（一人8万円）の給付対象になっており、昨年度に引き続き10
名の学生に給付が決定しました。

公認会計士講演会

　6月16日、有限責任監査法人トーマ
ツの佐久間己晴氏、太齊周平氏（経営
学部OB［P3-4］）を迎えて、公認会計
士による講演会が行われました。
　「公認会計士への道のり」という
テーマで、公認会計士に合格するため
の勉強方法や、学生生活の過ごし方に
ついて紹介いただきました。

海外総合実習

科学研究費補助金・
学術研究助成基金助成金

特別講演

TV出演

小島 康次 教授（左）
●担当講義：「認知心理学」、 
 「生涯発達心理学」

石井　 耕 教授（右）
●担当講義：「企業行動」、「日本企業論」

卒業式での
伊藤先生とゼミ生

公認会計士講演会卒業式での
大平先生とゼミ生

公認会計士として活躍
する経営学部卒業生

キャンパスベンチャーグランプリ
TOMODACHI賞受賞

大学合格発表！
おめでとう！

日程・開催場所が決定

石井 耕 教授・小島 康次 教授

モーニングサテライト（TV東京）

　北海学園大学では毎年、保護者懇談会を道内4か所で開催して
います。
■日程・開催場所

　2018年6月25日放送のテレビ東京
Newsモーニングサテライト「ザ・インベ
スター私の投資生活」に、経営学科4年中
島経顕さんが出演し、大学生活と投資生
活を両立させた様子が紹介されました。

［函館会場］9月22日土・23日日
函館北洋ビル
（函館市若松町15-7）
［旭川会場］10月13日土・14日日
旭川北洋ビル
（旭川市4条通9丁目1703）

［帯広会場］10月20日土・21日日
とかち館（帯広市西7条南6丁目2）

［札幌会場］10月28日日
北海学園大学豊平キャンパス

保護者懇談会

退職

表紙 ▶バックナンバー  
http://ba.hgu.jp/passages/

三井アウトレットパーク 札幌北広島

石屋製菓株式会社
王子イーグルスでの視察

申し込み方法他、詳細は
後日、保護者の方に郵送
します。

［研究課題］
「コミュニティベースにおける神経発達症スクリーニング
ツールのweb化と妥当性の検証」

［新規］ 基盤研究(C)
田中 勝則 講師
●課題番号：18K03106
●期間：3年　●配分総額：4,420千円
●主たる担当科目：人間関係論

中島 経顕さん
●出身高校：札幌創成
●入学年次：2015年度

■
お
問
い
合
わ
せ
先
　
〒
062-8605　

札
幌
市
豊
平
区
旭
町
4丁
目
1-40　

北
海
学
園
大
学
経
営
学
部
事
務
室
　
TEL�011-841-1161（

代
）　
FAX�011-824-7729
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