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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］
中村 美月さん
⃝所属ゼミ：福永ゼミ
⃝出身高校：札幌旭丘
⃝GPA：3.30

［2部経営学科］
齊藤 萌さん
⃝所属ゼミ：�古谷ゼミ
⃝出身高校：札幌清田
⃝GPA：3.48

［1部経営情報学科］
古澤 康介さん
⃝所属ゼミ：�佐藤淳ゼミ
⃝出身高校：クラーク記念国際
⃝GPA：3.63

経営学部�卒業証書授与学生

好成績の秘訣
　好成績の秘訣は３つあると考えて
います。１つ目は、「必ず講義に出席
すること」です。出席せずにレジュメ
の知識だけで試験に挑んでも、理解

が足りなければ高得点には繋がりません。出席して内容をしっかり理
解することが一番の近道です。２つ目は「ノート作りを工夫すること」
です。講義当日は内容を覚えていても、数か月後のテスト期間にはど
うしても忘れてしまいます。講義中に話されていた内容をいつ見返し
ても思い出せるように意識してメモを取ったことで、スムーズにテスト
勉強に取り組めました。３つ目は「必ず課題等を提出すること」です。
４年間、試験の点数のみで評価される講義はほとんどありませんでし
た。どんな内容でも、まずは提出することが重要だと思います。

経営学部に入ってよかったと思うこと
　「一生の仲間」に出会えたことです。2年次から所属している
「大石ゼミ」や、3年次に参加した「キャリアサポートプログラム
（CSP）」等の活動を通して、心から尊敬できる友人に出会うことが
出来ました。皆で何かを築き上げたり（プロジェクトの企画・運営、
プレゼンテーション等）、お互いに激しく意見をぶつけ合ったり、時
にはふざけた話もしたり…。お互いに支えあいながら切磋琢磨して成
長した仲間との時間は、中学・高校と部活に所属していなかった私に
とって、とても刺激的で、かけがえのない時間でした。4月から、それ
ぞれ別々の道に進み、勤務先も勤務地もバラバラですが、これからも
定期的に近況報告をして、お互いを高め合っていきたいです。

卒業に際して思うこと
　真っ先に思い浮かぶのは「感謝」の気持ちです。まずは、22年
間私を育ててくれた両親に感謝の気持ちを伝えました。両親からの
学費の支援なしでは充実した４年間を過ごすことが出来ませんでし
た。最後に表彰学生として卒業式の壇上に上がれたことで、ひとつ
恩返しが出来たと感じています。また、お世話になった経営学部の
先生方にもこの場を借りて感謝の気持ちを伝えたいです。ゼミや講
義、参加したプログラム等を通して、多くの先生方にご教授頂きま
した。先生方のおかげでより楽しく、深く経営学を学ぶことが出来
ました。本当にありがとうございます。そして最後に、切磋琢磨し
た仲間達には感謝しきれません。共に過ごした思い出は決して忘れ
ません。本当にありがとう。

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 2018年度 卒業生データ

卒業年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度

仲鉢 　賢人
大橋 　路恵
竹内 　文果
竹内 　綾花
荒川 　貴史

帯広北
─

東海第四
札幌北陵
北見柏陽

内田
─

増地
近藤
赤石

氏名 出身高校 所属ゼミ■
1
部 

経
営
学
科

表
彰
学
生

卒業年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度

井川 　慶祐
鈴木 麻莉子
丹羽 　一希
日登 　一哉
柴田 　大志

北見柏陽
札幌北陵
札幌光星
札幌第一
小樽潮陵

増地
田村
大石
赤石

佐藤芳

氏名 出身高校 所属ゼミ
証
書
授
与
学
生

卒業年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度

長野屋 尋貴
萱津 　大知
阿閉 　拳剛
奥 　瑛里香
瘧師 　健人

札幌東陵
札幌稲西
札幌清田
札幌新川
帯広北

小島
今村
天笠
田村

佐藤芳

氏名 出身高校 所属ゼミ

表
彰
学
生

卒業年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度

阿部 　光里
小田 　百華
小林 　真己
橋本 真利香
澤田 　里恵

帯広大谷
千歳

札幌稲雲
天塩

札幌東商業

五十嵐
庄司
大平
古谷
近藤

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
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度

小林 　祐也
三浦 真莉奈
若松　　 愛
山形 紗緒里
橋本 昇二郎

札幌あすかぜ
江別

札幌国際情報
札幌稲雲

札幌あすかぜ

上田
大場
関谷
上田
春日

氏名 出身高校 所属ゼミ

表
彰
学
生

卒業年度
2013年度
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度

木口　 公太
山岸 真梨恵
佐藤　 和幸
大塚 このみ
鎌田　 隆希

静内
北星学園女子

当別
札幌東陵
札幌北陵

上田
古谷／吉川

近藤
上田
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

乾 響太さん
所属ゼミ：大石ゼミ
出身高校：札幌国際情報
GPA：3.48

卒業者数	 ■1部…296名	 ■2部…92名
卒業延期者数	 ■1部…37名	 ■2部…25名
卒業延期率	 ■1部…11.1％	 ■2部…21.4％
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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

好成績の秘訣
　まずは授業に毎回出席するこ
とが大切だと思います。自らの手
で板書をとり、必要に応じてメモ
をとることで、授業の内容が記

憶に定着しやすくなります。さらに、毎回出席することが、勉強に
取り組むことに対するモチベーションにも繋がります。次に、テス
ト勉強を計画的に行うことが大事です。私の場合は、テスト期間
の一か月以上前から少しずつ準備を進めていました。早めに勉強
を始めることで、最後の授業の際に焦って先生に質問をする必要
なく、余裕をもって疑問点を質問することができます。また、一緒
に授業を受けている友人とテスト勉強をする時間を設け、相談し
あったりしていました。友人に分からないところを質問するのもも
ちろんですが、教えることもまた自分の勉強になります。

経営学部に入ってよかったと思うこと
　まず、マネジメントやマーケティング、情報やPC技術に関す
ること、心理学や会計学といった、色々な方向から経営学を学ぶ
ことができたことです。経営に関する様々なことを学ぶことで、
個々に対する理解力を深めることができました。また、英語の授
業に関しても、経営学部独自のカリキュラムで、普通の英語の勉
強の仕方では学ぶことができないことを経験できました。次に、
私は簿記に興味があって会計コースを選択したのですが、簿記
だけでなく、金融やファイナンス、財務会計や管理会計、税務会
計などを学ぶことができたことです。座学だけでなく、会計に関
するアクティブラーニングがあったことも貴重な経験でした。

卒業に際して思うこと
　大学生活を振り返って一番に思うことは、自由が多かったとい
うことです。まず、授業に関しては、興味のある講義を自分で選
択することができ、かつ自分の好きな時間の講義を選ぶことがで
きます。授業のない日や授業が半日だけの日を利用して、アルバ
イトをすることもできました。さらに、課題が少ない時やテスト勉
強が忙しくない期間に、講義に関係する資格の勉強もしました。
また、大学の長期休暇は今までと比べとても長いため、アルバイ
トで貯めた資金を利用して友人と旅行に出掛けたりしました。授
業では好奇心を持ちながら取り組むことができ、プライベートの
時間でも様々な経験をし、充実した4年間だったと思います。

好成績の秘訣
　講義はなるべく休まないよう、特
に2週続けて休まないようにしまし
た。また、テスト勉強は家だと絶対
にしないので、学校で勉強していま

した。面白かった講義は、心理学実験実習です。文章を書くのが苦
手であったので、レポートの作成に時間がかかり、途中で提出をあ
きらめかけたことがありました。しかし、様々なテーマの実験者と
実験参加者の両方を体験し、先行研究を調べるのはすごく楽しかっ
たです。

経営学部に入ってよかったと思うこと
　経営学部に入ってよかったと思うことは、2つあります。1つめ
は、2部の経営学部は卒業論文がないことです。卒業論文に費やす
時間を、就活や自動車学校、資格勉強の時間に回すことができま
した。2つめは、経営学だけではなく、会計・心理学・統計学など
様々なことを勉強できたことです。2部の経営学部は3つのコース
に分かれていますが、選択したコースの講義にこだわらず、選択し
ていないコースの講義も受講できます。幅広く学ぶことができて良
かったです。

卒業に際して思うこと
　卒業に際して思うことは、入学から卒業までの空いている時間
で、もっと色々なことに挑戦すればよかったということです。空い
ている時間は、家でスマートフォンを使用するのがほとんどであっ
たため、めんどくさがらずにサークルやボランティアなどに参加す
れば良かったと思います。またテスト勉強や文献探しにもっと図書
館を活用すれば良かったと思っています。

冨田 佳那さん
所属ゼミ：高木ゼミ
出身高校：札幌北
GPA：3.66

和田 有希菜さん
所属ゼミ：古谷ゼミ
出身高校：札幌国際情報
GPA：3.64
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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［2018年度在学生データ］

＊ 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23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。

※下段は各区分の学生の平均取得単位数※下段は各区分の学生の平均取得単位数

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：2016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
2019.3.1 時点

1 年 2 年 3 年 4 年
365人 340人 336人 333人

学生数
2019.3.1 時点

1 年 2 年 3 年 4 年
116人 110人 109人 117人

GPA 3.0
以上

2.5～3.0
未満

2.0～2.5
未満

1.5～2.0
未満

1.0～1.5
未満

1.0
未満

1年
7.9％ 17.7％ 29.9％ 23.9％ 14.7％ 6.0％

48.1単位 46.9単位 44.6単位 40.4単位 34.9単位 21.1単位

2年
5.5％ 22.4％ 28.5％ 24.1％ 15.1％ 4.4％

95.8単位 94.2単位 88.8単位 80単位 66.4単位 42単位

3年
7.3％ 20.2％ 23.4％ 29.5％ 15.8％ 3.8％

140.3単位 137単位 132.9単位 119.8単位 99.6単位 65単位

4年
6.2％ 18.2％ 29.6％ 29.0％ 14.4％ 2.6％

142.9単位 141.9単位 140.1単位 140単位 123.9単位 83.3単位

GPA 3.0
以上

2.5～3.0
未満

2.0～2.5
未満

1.5～2.0
未満

1.0～1.5
未満

1.0
未満

1年
4.3％ 12.8％ 25.6％ 24.8％ 14.5％ 17.9％

42.6単位 43.1単位 42.2単位 38.0単位 30.1単位 15.6単位

2年
4.3％ 12.8％ 18.8％ 25.6％ 18.8％ 19.7％

91.2単位 84.3単位 79.9単位 70.4単位 59.2単位 30.2単位

3年
3.6％ 8.2％ 25.4％ 28.2％ 24.5％ 10.0％

118.0単位 125.1単位 120.6単位 108.5単位 92.4単位 59.6単位

4年
4.1％ 8.9％ 18.7％ 34.1％ 23.6％ 10.6％

137.6単位 128.9単位 129.0単位 129.5単位 120.4単位 77.7単位

花輪 咲予子
■所属ゼミ：天笠ゼミ
■出身高校：岩見沢東
■GPA：3.56

大須賀 琢磨
■所属ゼミ：高木ゼミ
■出身高校：札幌新川
■GPA：3.05

鈴木 永
■所属ゼミ：庄司ゼミ
■出身高校：札幌国際情報
■GPA：3.54

［1部経営情報学科］ ［2部経営学科］ ［1部経営学科］
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　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。

2017年度
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

2016年度
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

■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）
2018年度

北海道銀行 8
日本郵便 5
北洋銀行 5
北海道警察 5
アインホールディングス 4
アイ・ティー・エックス 3
セコマ 3
トヨタカローラ札幌 3
ハミューレ 3
マイナビ 3
一条工務店 3
札幌市消防 3
札幌市役所（一般事務） 3

■2018年度（2019年3月卒業）進路実績 ■［2018年度］業種別就職状況（2019年3月現在）

その他 0.5％

運輸・通信業18.4％

卸売業10.9％
小売業10.9％

金融業15.0％

公務員 9.9％

製造業 5.1％
不動産業 5.1％

建設業 2.4％

サービス業21.8％

注1： 4年間で卒業した2019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：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3：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。
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1部 2部
人数 ％ 人数 ％

卒業生（2015年度入学） 264 100.00% 81 100.00%
上記以外の卒業 32 12

進路決定者 242 91.67% 70 86.42%
民間企業 213 80.68% 60 74.07%

公務員 25 9.47% 6 7.40%
非正規（アルバイトなど） 3 1.14% 1 1.24%

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

その他進学 1 0.38% 3 3.70%
進路未決定者 5 1.89% 0 0.00%

進学準備中 0 0.00% 0 0.00%
公務員・教員受験準備中 3 1.13% 0 0.00%

求職中 0 0.00% 0 0.00%
進路未定 2 0.76% 0 0.00%

その他（家事手伝いなど） 2 0.76% 0 0.00%
進路不明 15 5.68% 11 13.58%



建
設
業

建設
（総合・職別・設備工事）

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

建設
（住宅・住宅販売・リフォーム）

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

製
造
業

食料品製造業 日糧製パン、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）

北海道内田鍛工、ベストン、リンナイ、ハルキ

パルプ・紙・紙加工品製造業 アイ・テイ・エス

その他製品 三甲、グラクソ・スミスクライン、オリバー

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 ホクレン運輸、佐川急便、日本通運、
ナラサキスタックス

情
報・通
信
業

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

情報処理・情報システム・
ソフトウェア開発

日本アイビーエム・ソリューション・サービス、
KDDI、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、ソフトウエア情報開発、
ＣＳＩ、Ｈ・Ｏ・Ｃ、ＨＢＡ、
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、アルファシステムズ、インテック、
ヴィンクス、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、
つうけんアドバンスシステムズ、
トランス・コスモス、ナスカコンピュータ、
パーソルプロセス＆テクノロジー、
フォレステック、ソフトコム、ホープス、
ラディックス、アルディート、中央システム、
東京コンピューターサービス、内田洋行

卸
売・小
売

卸売・小売（飲食料品） 日本栄養食品、北海道酒類販売、国分北海道

卸売・小売
（建材・鉱物・金属材料）

ＤＯＲＡＬ、不動木材、
ノーラエンジニアリング、丸井産業

卸売・小売（家具・エクステリア） ＤＣＭホーマック

卸
売・小
売

卸売・小売
（石油製品・燃料）

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

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）

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

卸売・小売
（化粧品・医薬品）

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

卸売・小売（服飾・小物） ジンズ、コーチ・ジャパン、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 サッポロドラッグストアー、ツルハ、
アインホールディングス

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、
有限会社フラワーきただ

金
融

銀行 ゆうちょ銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、
北海道銀行、北洋銀行

信用金庫／信用組合／
労働金庫

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

証券・商品先物取引 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、
SMBC日興證券

保険・共済

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

　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。

■
2
0
1
8
年
度
卒
業
生
　
就
職
先
一
覧
﹇
1
部
お
よ
び
2
部
﹈

　表は、2018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。これら企業の情報を1つ1つ調べ、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！

民間企業編

05 PASSAGES



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

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

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

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）

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、
新日本有限責任監査法人

専門・技術サービス（その他） ユーフィールド、帝国データバンク

広告 Ｉ－ＰＲＯ

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

求人事業 マイナビ、北海道アルバイト情報社

その他事業サービス 日本通信サポート、グリーンハウス
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 名鉄観光サービス、ＪＴＢ国内旅行企画、野口観光

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

医療 北海道勤労者医療協会

福祉・介護 萌福祉サービス、メディカル・ケア・サービス

協
同
組
合・各
種
団
体

協同組合

きたみらい農業協同組合、
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、
旭川市農業協同組合、音更町農業協同組合、
札幌市農業協同組合、全国共済農業協同組合連合会、
北海道信用農業協同組合連合会、互信交運事業協同組合

その他団体 安平町商工会、日本赤十字社北海道支部

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。
　2018年度卒業生のうち、公務員として31名が4月から働いて
います。内訳は、国（一般職）5名、国税専門官2名、道内外市町
村10名、政令指定都市（札幌市）3名、都道府県警察5名、消防4
名、教員1名、その他1名です。

　近年の公務員試験では、❶一部の試験区分を除いて、出題の
仕方に多様化がみられること、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、心理などに
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。

●道内市町村に対する就職実績（2006年度卒業生からの累積）
旭川市、青森市、石狩市、網走市、岩見沢市、恵庭市、江別市、小樽市、帯広
市、北広島市、北見市、釧路市、士別市、砂川市、滝川市、伊達市、千歳市、苫
小牧市、名寄市、登別市、美唄市、深川市、三笠市、紋別市、稚内市、愛別町、
足寄町、厚岸町、音更町、神恵内村、共和町、士幌町、斜里町、新得町、新十津
川町、寿都町、当別町、当麻町、鷹栖町、幌延町、豊浦町、北竜町、真狩村、余
市町、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）、天塩町役場（留萌町村会）

公務員希望者の内定率
＝

91.2％［＝31名／（31名＋3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、北空知信金、釧路信金、北海道労働金庫、北星信金、室蘭信金、留萌信金、
稚内信金、空知信金、札幌信金、帯広信金、稚内信金、苫小牧信金、日高信金、北海信金、
北見信金、道南うみ街信金、北央信用組合

●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、北空知信金、釧路信金、北海道労働金庫、北星信金、室蘭信金、留萌信金、
稚内信金、空知信金、札幌信金、帯広信金、稚内信金、苫小牧信金、日高信金、北海信金、
北見信金、道南うみ街信金、北央信用組合

民間企業編
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入試・入学者データ［2019年度］

札幌圏内
253名
（76％）

札幌圏内
85名
（62％）

札幌圏外
81名
（24％）

札幌圏外
52名
（38％）

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 29 5 34
札幌新川 17 0 17
札幌清田 11 4 15
札幌月寒 12 2 14
北海学園札幌 11 3 14
札幌平岸 9 4 13
大麻 9 3 12
札幌国際情報 10 2 12
札幌藻岩 5 6 11
札幌東陵 7 4 11
札幌北陵 7 3 10
札幌手稲 8 2 10
石狩南 8 2 10

※入試GUIDEから抜粋

0名 50名 100名 150名 200名

81 38 42 18

非推薦：66.5％

推薦：33.5％

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

0名 50名 100名 150名 200名

58 38

2

42 18

非推薦：62％

推薦：38％

一般 センター利用（Ⅱ期） 推薦入試 併設校推薦社会人特別

0名 50名 100名 150名 200名

103 10 19 4

推薦：16.8％
1

非推薦：83.2％

0名 50名 100名 150名 200名

81 38 42 18

非推薦：66.5％

推薦：33.5％

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

0名 50名 100名 150名 200名

58 38

2

42 18

非推薦：62％

推薦：38％

一般 センター利用（Ⅱ期） 推薦入試 併設校推薦社会人特別

0名 50名 100名 150名 200名

103 10 19 4

推薦：16.8％
1

非推薦：83.2％

0名 50名 100名 150名 200名

81 38 42 18

非推薦：66.5％

推薦：33.5％

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

0名 50名 100名 150名 200名

58 38

2

42 18

非推薦：62％

推薦：38％

一般 センター利用（Ⅱ期） 推薦入試 併設校推薦社会人特別

0名 50名 100名 150名 200名

103 10 19 4

推薦：16.8％
1

非推薦：83.2％

■1部（経営学科）…179名

■1部…334名 ■2部…137名

■1部（経営情報学科）…158名

■2部（経営学科）…137名
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経営学科4年

塚田 沙也華（つかだ さやか）

●所属ゼミ：古谷ゼミ
●出身高校：室蘭栄
●入学年次：2016年度

北海道命名150年の記念事業の一環として、NHK札幌放送局が大学生とともに
制作するラジオ番組「キャンパスで！なんかやったRadio」が、2018年12月14日に行
われました。この番組はMCの品川庄司さんとゲスト鈴木愛理さんを囲み、若い世代
をターゲットにSNS等で参加しながら楽しんでいただくバラエティです。この番組で
は、経営学部の塚田沙也華さんが企画・演出・司会と多方面に活躍しました。

NHKラジオのMCに挑戦！

番組内容
テーマの案の1つ

ラジオ絶賛
実況中！

原稿読み
練習のため、
カラオケへ…

活躍する
経営学部生

Q「なんかやったRadio」に
携わった経緯を教えてください。

A 私が所属していたサークル放送研究会のLINEで、「なんかやったRadio」の案内がありまし
た。公開生放送のラジオ番組を一からつくるということに、とても興味が沸きました。そこ

で、話を聞くためにすぐに連絡をとりました。私は好奇心が強くなんでもやってみたいと感じる人
間なので、今回も迷わず参加することを決意しました。

Q 事前準備や当日で苦労したことは？

A 10月の末から、ＮＨＫ札幌放送局で週1回ずつ打ち合わせを
重ねました。講義やアルバイトの合間を縫って打ち合わせを

しました。さらに、自分たちで企画やコーナーを一から考えなければ
ならず、わずかな時間でどんどん話を進めていかなければならな
かったので、とても大変でした。
　放送当日は、雪で品川庄司さんの乗った飛行機が大幅に遅れるハ
プニングがあり、急遽アドリブで話を繋ぐようにスタッフの方に頼まれました。
　結果的に、品川庄司さんたちは本番5分前に会場に到着して事なきを得ました。しかし、ハプニ
ングの対応などの打ち合わせはもちろんしておらず、「とりあえずなんとか繋いで」とスタッフの
方に言われ、とても焦りました。さらに、イベント全体の司会進行も担当していたため、場を繋ぐ
ことに必死でした。しかし、放送本番中は、みなさんに支えられて、苦労せずに済みました。
　そして放送終了後に行われたサイン色紙をかけたじゃんけん大会では、原稿もなく、当日急に
じゃあお願いねといわれたので、これもあせりました。鈴木愛理さんがじゃんけんされるというお
話も聞いていたので、私がじゃんけんもすることになったときは、「これは私がしてもいいものな
のか･･･？みんなわたしとじゃんけんしても微妙な気持ちにならないかな･･･？」と、ファンの方に申
し訳ない気持ちもありましたが、なんとか盛り上がって進めることができたので、一安心でした。

Q 反響は？

A 一番の反響はTwitterでした。当日は番組のハッシュタグを作
り、視聴者の方や来場者の方につぶやいてもらう形にしていま

した。番組の進行もみなさんがTwitterを通して参加して
くださったので楽しく進めることができました。

その他でとても嬉しかったのが、私の声につ
いて「綺麗」「良い声」「アナウンサー並

にすごい」などというつぶやきも頂け
たことです。高校から6年間続けて

いるアナウンスという活動も、大
会や学内行事の司会をすること
はあっても、学外の方を含め
てたくさんの方の前で行うこ
とがあまりなかったので、続
けていてよかったと感動した
ことを覚えています。

ツイッターで
大反響
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北海学園大学 経営学部

│新│任│教│員│紹│介│

⃝東北大学大学院教育学研究科博士課程後期修了

専門は認知心理学です。子どもから高齢者における認知
機能の発達の仕組みに興味があり、研究しています。授
業では人間を広い視野で理解し、認知発達に興味が持て
るような講義を心がけています。

進藤 将敏（シンドウ・マサトシ）講師

⃝早稲田大学大学院商学研究科商学専攻博士後期課程満期退学

組織アイデンティティとアイデンティフィケーション現
象について研究しています。学生のみなさんが、経営学
の概念や理論を自分のものにし、実践するための「思考
力」と「表現力」を身につける講義を心がけています。

金 倫廷（キム・ユンジョン）講師

2019年4月、経営学部では、新たに専任教員2名を迎えました。
認知心理学と生涯発達心理学を担当する進藤将敏先生と、
企業行動と日本企業論を担当する金倫廷先生を紹介します。
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── グリフィス大学

　グリフィス大学においては、The institute for 
integrated and intelligent systemsの客員教
授といった立場で滞在しました。このグリフィ
ス大学は、クイーンズランド州の州都ブリスベ
ンに位置付くSouth Bankキャンパスをはじめと
する5つのキャンパスを有し、学生数は44,000
人以上にのぼるオーストラリア最大規模のひと
つとして位置付けられる公立大学です。
　1971年の創立以来一貫して、将来の社会
ニーズを先取りした最先端のカリキュラムを導
入している点が特徴的です。例えば、国際的に
重要な位置を占める分野をいち早く認識し、国
際ビジネス、環境学、アジア学等のカリキュラ
ムをオーストラリアで初めて導入した実績があ
げられます。
　また、ビジネス・経営、IT、環境、建築、政
治、法律、航空、人文、言語、芸術等、300以
上もの学士・修士・博士課程を設置している点
が特徴的です。

── キャンパス

　赴任後は、Gold Coastキャンパスの研究室
が貸与されました。自宅からこの研究室までの

経営学部では、天笠道裕先生（担当：経営情報、システム戦略）が研究活動
の目的で、平成30年10月から平成31年3月までの間、オーストラリアのグリ
フィス大学で在外研修をしていました。ここでは、在外研修記を取り上げます。

天笠 道裕先生『グリフィス大学在外研修記』

教員の研究紹介［在外研修編］

移動は、およそ20分かけてトラム（路面電車）
を利用していました。Gold Coastキャンパス前
には、2つの駅があり、何れかを利用することが
できます。まさに、「学園前駅」と同じような環
境であり、非常に便利でした。ちなみに私の研
究室がある建物は、Griffi  th University 駅から
徒歩3分のところに位置付いていました。
　学内ではいつでもどこでもWi-Fiが利用可能
であり、研究環境としては、申し分のない環境
が整備されています。
　また、グリフィス大学は近年Trimester制（3
学期制）を導入しており、学生のキャンパスで
の滞在時間が長く、多くの学生が活発に図書
館を利用する様子がうかがえました。図書館
においては、まさに昨今のキーワードとなって
いるダイバーシティ（広義）を実感することが
できます。そこでは多種多様な人種が見受け
られ、様々な国々から8,000人もの留学生を受
け入れていることが確認できます。大学に限ら
ず、多国籍国家であるオーストラリアにおいて
は多くの人種が在住している模様です。それ故
に各自の英語の訛りが酷く、全く聞き取れない
相手も多いです。図書館で見受けられる人種の
うち、アジア系においては圧倒的に中国人が多
い状況が見て取れました。

── 教育と研究

　共同研究者である教授が担当している
大学院生を対象とした授業「Engineering 
Communication and Leadership」に出席し
ていました。大学院の授業とはいえども、受講
者数は50名程度といった大人数であり、規模
の大きい授業でした。ここでは、科目名にある
とおり、Engineeringにおけるコミュニケーショ
ン能力とリーダーシップ能力を醸成することを
大きな目的としています。さらに、基本的な授
業スタイルはPBL型であり、（1）Theory （2）
Application （3）Skill Developmentといっ
た3つの面からのアプローチを図っています。
また、教育プラットフォームとしては、Black 
boardをベースとしたLMSを活用しており、完

U
niversity of G

riffith

全なる反転授業を実現していました。これら
PBLと反転授業によって、学生が「思考する」
授業が展開されており、この「思考する」こと
の重要性を再認識したとともに教授法を勉強さ
せて頂きました。
　一方、グリフィス大学においては、多岐にわ
たる研究分野での研究報告会・講習会等が日
常的に開催され、気軽に聴講することができま
した。例えば、統計学関連の研究報告会、アク
ティブラーニング講習会等があげられます。こ
のように多種多様なテーマに関する研究報告
会・講習会等を頻繁に、継続的に実施し、知識
の共有を図ろうとする姿勢には見習うものがあ
り、少なからずの刺激を受けました。
　研究に関しては、「System Modeling for 
Problematique with Uncertainty」といった
論文の執筆を行っていました。今日の価値観・
行動様式・問題意識等が極めて多様化した社
会における経営・経済問題は多種多様な問題、
いわゆる不確実性を伴う複雑な問題複合体と
なっています。こういった複雑な問題複合体
を構成する部分問題は互いに密接に関連し、
個々の問題ごとの単独解決は必ずしも対象問
題の解決に結びつくとは言い難く、各分野の知
見を総集したシステムズ・アプローチによる解
決が求められています。そこで、本論文では、
このような不確実性を有する複雑な問題複合
体の本質を把握するにあたって、「その問題を
サブシステムの集合として捉え、分析・構成す
ることによって構造モデルを構築する」ための
システムズ・アプローチを提案しています。

── 今後の抱負

　今回、研究活動はもとより、多種多様な人々
とのコミュニケーションを図ることができまし
た。これらのコミュニケーションを通して、人と
しての本質的な在り方を自問自答するに至りま
した。このことが、今後、「学生」という人と対
峙するにあたって、良い影響をもたらすことを
望む次第です。

102019 vol.33



研究論文

［2018年度］教 員 研 究 業 績 一 覧

科学研究費補助金・学術研究助成基金助成金

新規

⃝古谷 嘉一郎 基盤研究（B）研究代表者 ・ 乳幼児養育者の疲弊を緩和するWebツールにつ
いての基礎・応用的研究とその社会実装

⃝関谷 浩行 若手研究 研究代表者 ・ 過疎地域の地方公営企業における組織間連携に
関する研究

著　書
⃝赤石 篤紀　　⃝石嶋 芳臣
⃝伊藤 友章　　⃝大石 雅也
⃝近藤 弘毅　　⃝今野 喜文
⃝佐藤 大輔　　⃝庄司 樹古
⃝鈴木 修司　　⃝関谷 浩行
⃝田中 勝則　　⃝古谷 嘉一郎
⃝増地 あゆみ

・ ナビゲート経営学：
心理・経営・会計を学ぶ（共著）
／同文館出版

⃝今村 　聡
⃝関谷 浩行

・原価計算ガイダンス［第2版］（共著）／中央経済社
・戦略的管理会計と統合報告（共著）／同文館出版

心理・経営・会計を学ぶ（共著）心理・経営・会計を学ぶ（共著）

・原価計算ガイダンス［第2版］（共著）・原価計算ガイダンス［第2版］（共著）・原価計算ガイダンス［第2版］（共著）／中央経済社／中央経済社／中央経済社／中央経済社

⃝天笠 道裕 ・Fuzzy Regression Model with Modifi ed Kernel and its Application to a Set of Real Data.
／International Journal on Advances in Software, Vol.11(No.1&2)

⃝伊熊 克己 ・大学生の睡眠と健康に関する研究 ─ 睡眠障害の現状に着目して─／経営論集第16巻第1号

⃝浦野 　研 ・小学校ローマ字学習の現状と課題 ─ 英語・国語・総合的な学習の連携を目指して─／学園論集第178号

⃝大石 雅也 ・非正規雇用問題の論点 ─ わが国企業の人事制度の「前提」─／経営論集第16巻第3号

⃝大平 義隆 ・医薬品企業の職務給制度への移行の実態（1）─ 東証一部上位企業を例にして─／経営論集第16巻第4号

⃝春日 　賢 ・寺澤正雄のドラッカー論について ─ 日本におけるドラッカー受容（2）─／経営論集第16巻第1号
・ドラッカーと人間像 ─「産業人」と「知識労働者」の意義と内実、両者の関係をめぐっ て─／経営論集第16巻第2号
・ドラッカーのフォード理論について／経営論集第16巻第3号
・『経済人の終わり』と『産業人の未来』の間 ─ ドラッカーにおける相克─／経営論集第16巻第4号
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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 大輔 ・能動的な行為生産に関する考察 ─ ”やりたいこと”として行為するということはどういうことか ─／経営論集第16巻第3号

⃝佐藤 芳彰 ・北海道商業の四半世紀 ─ 主な企業の1991年から2016年までの変化を中心にして─／経営論集第16巻第4号

⃝下村 直樹 ・広告表現の倫理と功利主義／経営論集第16巻第3号

⃝菅原 浩信 ・町内会・自治会によるふれあいサロンのマネジメント／実践経営第55号
・コミュニティ・カフェによるソーシャル・ビジネスの展開／日本経営診断学会論集第17巻

⃝関谷 浩行 ・富士メガネの価値創造経営 ─ BSCの規制と社会のプロセスからの検討 ─／開発論集第103号

⃝田中 勝則 ・Adaptation of the Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ) to preschool children.
／PLoS ONE13(7) e0199590.

⃝古谷 嘉一郎 ・Preliminary Validation of Japanese Version of the Parental Burnout Inventory and Its Relationship With 
Perfectionism. Frontiers In Psychology, 9

継続

⃝金　 倫廷 若手研究（B）研究代表者 ・組織コントロールの影響過程におけるアイデンティティ志向の媒介効果

⃝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

⃝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

⃝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

・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
・SNSにおける上方・下方螺旋メカニズムの解明

⃝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
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経営学部教員・職員一覧［2019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

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。

金 倫廷 Yunjeong Kim

 企業行動／日本企業論
 組織アイデンティティとアイデン

ティフィケーションに関する研究
経営学部の教員として、学生のみなさ

んが常に問題意識をもって多様な視点か
ら「物事を自ら考え、それを他人に伝え、行
動する」ことの一助となるよう努めていきた
いと思います。よろしくお願いいたします。

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

講師

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

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

教員
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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

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。

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。

准教授

心

進藤 正敏 Masatoshi Shindo

 認知心理学／生涯発達心理学
 幼児期における描画発達と認

知機能の関連
 授業では乳幼児期から高齢期ま

で幅広い対象の心理について、初
学者でも分かりやすいように解説し
ています。心理学の知識を増やして
人生をより豊かにしましょう。

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。

准教授

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 specifi c 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！

書記
三浦 あいり Airi Miura

学生のみなさんが、有意義に学ぶこ
とができるような環境づくりをし、充実
した4年間を過ごせるよう、全力でお
手伝いします。

事務長
石木田 忠義 Tadayoshi Ishikida

けい（経）験値はRPGだけではなく、
現実社会で働く上でも重要なポイン
トです。経営学部の実践科目で経
験値UPを目指してください。

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

い（幾）多の困難に打ち勝つために
は、誰よりも「勉強」することが重要
です。みなさんの学生生活がより円
滑に行えるよう支援していきます。

職員
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［研究課題］「 過疎地域の
地方公営企業における組織間連携に関する研究」

［研究課題］「 乳幼児養育者の疲弊を緩和するWebツールに
ついての基礎・応用的研究とその社会実装」

［新規］ 若手研究
●課題番号：19K13857
●期間：3年　●配分総額：221万円
●主たる担当科目： 管理会計／マネジメント・コントロール

［新規］ 基盤研究
●課題番号：19H01656
●期間：4年　●配分総額：1,427万円
●主たる担当科目： ／社会心理学 Ⅰ，Ⅱ

2019年度	第1回オープンキャンパス開催
　6月23日に北海学
園大学第1回オープン
キャンパスを開催し
ました。学部説明会で
は、「文系の“最先端”と
しての経営学」という
テーマのもと、「経営
学とは何か？」、「経営
学部での学び」につい
て、佐藤大輔教授と2
名の学生が説明しました。佐藤教授と学生たちの熱のこもった説
明に、参加者は熱心に耳を傾けていました。参加者人数は、高校
生、保護者含め300名強でした。多数の方が経営学部での学びに
興味を持たれていることが分かります。
　個別相談会には、30名の高校生や保護者の方に参加いただきま

した。相談内容は、経営学部の特徴、
経営学科と経営情報学科の違い、受
験内容、学生生活、学費・奨学金の特
徴など、多様でした。相談に来られた
方が安心できるように、過不足なく分
かりやすい情報提供を心がけ、対応し
ました。
　今後もオープンキャンパスを実施
します。第2回は8月10日、11日、第3
回は9月29日、2部オープンキャンパ
スは9月28日に予定しております。

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

オープンキャンパス

アカデミック・リテラシーⅠ
の講義

左から　卒業式での伊藤先生とゼミ生／大平先生とゼミ
生／卒業式後の祝賀会での大石先生とゼミ生

キャリアサポート
プログラム講義

［活躍する経営学部生］
NHKラジオのMCに挑戦！

日程・開催場所が決定
　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

［函館会場］9月21日㊏・22日㊐
函館北洋ビル
（函館市若松町15-7）

［旭川会場］10月5日㊏・6日㊐
旭川北洋ビル
（旭川市4条通9丁目1703）

［帯広会場］10月19日㊏・20日㊐
とかち館（帯広市西7条南6丁目2）

［札幌会場］10月27日㊐
北海学園大学経営学部

保護者懇談会

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

カルビー株式会社北海道工場

＊ 申し込み方法他
詳細は、後日保護
者のみなさまに郵
送します。

●
●
●

関谷 浩行 准教授

古谷 嘉一郎 准教授

■
お
問
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合
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せ
先
　
〒
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北
海
学
園
大
学
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営
学
部
事
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TEL 011-841-1161（

代
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FAX 011-824-7729
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2019年度は12名が参加予定
　経営学部が企画・
運営する「海外総合実
習」は、2019年度も12
名（1部2年生12名：男
子3名、女子9名）が履
修し、9月1日から22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
と農産物加工業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、カルビー株式会社北海道工場と北海道アグリ
マート株式会社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。

北海道アグリマート株式会社


