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留学生ウェルカムパーティー

この春、留学生の日本への入国制限が緩和され、2020年度よりオ
ンライン留学を続けてきた留学生が４月に来日を果たし、対面授業に
参加できるようになりました。

４月27日には、小平キャンパスにて対面でのウェルカムパーティー
を約２年ぶりに開催。留学生をはじめ、多くの在学生と教職員が参加
し、交流を深めました。感染対策のため飲食なしではありましたが、
対面で交流できる喜びに満ち溢れる会となりました。

外国語チャットルーム

フランス語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語、中国語、韓国・朝
鮮語のネイティヴスピーカー（留学生または教員）を囲んで、昼休み
等の時間に気軽に会話を楽しむ「外国語チャットルーム」。コロナ禍
ではオンラインで開催を継続してきましたが、４月より対面で再開。
第２外国語を学び始めたばかりの１年生から、第２外国語の学びに魅
了された上級生まで、学年を問わず、和気あいあいと会話を楽しむ姿
が見られました。

第１タームを振り返って
2022年４月より、学芸学部・総合政策学部の両学部・全学年で、対面授業を全面的に再開いたしました。また、過去約２年間、コロナ禍の影響

で対面実施を制限してきた各種イベントも対面での実施を再開し、コロナ禍以前の賑わいを取り戻しつつあります。

国際関係学科 Sori Doval 先生の余暇教育（スポーツと身
体スキル）の授業風景

中国語チャットルーム（小平キャンパス）

お昼休みの小平キャンパス中庭の風景 総合政策学部新入生対象のフレッシャーズキャンプ

2022年度 新入生歓迎礼拝 説教要約
「その途上で」フィリピの信徒への手紙　３章12～16節（新共同訳聖書）

　大久保教会 牧師　川上 善子氏
使徒パウロはかつてイエス・キリストを信じる人々を迫害していましたが、主イエスの言葉に撃たれて三日間、

視野を閉ざされた後、彼を受け入れた信徒の祈りによって「目からうろこのようなものが落ち」（使徒言行録９:18）
目が開かれました。価値観が改まる喩えの元です。一転、使徒とされた彼は言います。「わたしは…既に完全
な者となっている訳でもありません。何とかして捕らえようと努めているのです。自分がキリストに捕らえら
れているからです」“捕らえられ”とは無理矢理なことではなく、慈しみと愛に包まれて、突き放されはしない
ということです。「なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリスト・
イエスによって上へ召して、お与えになる賞を得る為に、目標を目指してひたすら走ることです」私達はいつ
も「天の本国」を目指す「途上」にあります。皆さんが学ぶ分野や手段は日進月歩です。その途上では、これま
での学習法が活かせることも、「過去を忘れ前へ」行く必要もあるでしょう。多くの刺激を受け、目から鱗をど
んどん落として前進なさってください。これからの出会いと切磋琢磨の上に祝福をお祈りいたします。
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▶ 学部別 就職者数の多い企業等一覧（順不同）
学芸学部 総合政策学部

就職者数 就職先 就職者数 就職先

５名 日本電気（株）（NEC） 3 名 アクセンチュア（株）

5 名
アンダーソン・毛利・友常法律事務
所外国法共同事業

2 名 日本アイ・ビー・エム（株）

5 名 （株）日立社会情報サービス 2 名 富士通（株）

5 名 （株）星野リゾート 2 名 SCSK（株）

4 名 （株）エヌ・ティ・ティ・データ 2 名 パーソルキャリア（株）

4 名 日本アイ・ビー・エム（株） 2 名 （株）野村総合研究所

4 名 日本放送協会（NHK） 2 名 （株）リクルート

4 名 富士通（株） 2 名 楽天グループ（株）

4 名 埼玉県教員 1 名 （独）日本貿易振興機構

3 名 野村證券（株） 1 名 東京電力ホールディングス（株）

2021年度 進路状況報告

新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、2021年度の４年
生もコロナ禍での就職活動を余儀なくされました。企業による選考プ
ロセスは前年度に引き続きオンライン中心で行われました。当時、本
学の授業もまだ完全に対面に戻すことは難しく、大学におけるキャリ
ア支援はオンライン中心で行わざるを得なくなりました。Web会議
システムを利用したオンラインによるキャリア相談ガイダンス、オン
ラインでの面談が可能な「ビズリーチキャンパス」を利用したOG訪問、
Webサイトでの求人情報紹介など、前年度に構築されたプラット
フォームを駆使してのキャリア支援サービスを提供しました。他大学
と合同のグループワークを取り入れた少人数の就活ゼミ、チャット機
能を使って講師に質問ができるガイダンスなど、オンラインならでは
の利点を活かしたさまざまなプログラムを実施。他大学の学生との交

流から良い刺激を受けたり、対面では皆の前で手を上げて質問しづら
いという学生もチャットで気軽に質問することにより、講師と双方向
でのコミュニケーションができたり、有意義な経験を得ることができ
たと思います。

就職決定率（就職希望者で就職先を決定した学生の割合）は97.0％
と、前年度に比べアップしました。２回目の卒業生を送り出した総合
政策学部の進路は前年度同様、IT企業、シンクタンク、コンサルティ
ング関連企業などが多いという特徴があります。学芸学部では、就職
決定先として教員の採用数が倍増（2020年度12人→2021年度25人）
しました。オンラインによる面接対策の複数回実施、論作文対策指導
回数を１人２回から３回に増加、動画による筆記試験対策講座の導入
などの取り組みの成果が出たものと思われます。

▶ 2021年度 卒業者進路状況
学芸学部 総合政策学部

合計
英語英文学科 国際関係学科 数学科 情報科学科 総合政策学科

卒業者数 266 283 54 52 95 750

就職希望者数 229（86.1%） 233（82.3%） 45（83.3%） 45（86.5%） 83（87.4%） 635（84.7%）

就職者数（決定率*） 222（96.9%*） 225（96.6%*） 44（97.8%*） 44（97.8%*） 81（97.6%*） 616（97.0%*）

進学者数 13（4.9%） 17（6.0%） ６（11.1%） ５（9.6%） ５（5.3%） 46（6.1%）

その他 31（11.7%） 41（14.5%） ４（7.4%） ３（5.8%） ９（9.5%） 88（11.7%）

（    ）内％は卒業者に対する割合。＊ただし、就職決定率は就職希望者のうち、就職を決めた者の率。
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　学生生活課 課長　三宅 美則

▶ 学科別 教員、公務員就職者数

学科
教員 公務員

専任 常勤・非常勤 国家 地方

英語英文 ８ １ ５ 10

国際関係 ４ １ ９ 10

数学 ８ ２ １ １

情報科学 １ ０ １ ０

総合政策 ー ー ０ ５

合計 21 ４ 16 26

※総合政策学部には教職課程が設置されていない

▶ 2021年度 業種別就職者および進学者の比率
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　2021年度第３・４タームの授業に関するアンケートを11月と１月に実施しました。延べ46,293人の履修者数に対して回答者数は15,239人、
回答率は32.9%でした。設問１～12、18～25は、授業が適切に実施されていたかの評価となっており、ほとんどの設問において４点以上と高評
価を得る結果となりました。設問13～15、17は、学生が自分自身の受講姿勢を振り返る設問です。昨年度同時期から特に改善した項目は、20 レポー
ト等の返却（0.15ポイント上昇）、 １ シラバスは有用だったか（0.07ポイント上昇）、24 宿題・小テストの実施（0.07ポイント上昇）の３つです。
ハイブリッド授業が主体となりましたが、学生の学修の取り組み状況に改善が見られました。結果は引き続き学内で検討を行うとともに、今後もア
ンケートを実施し、さらなる授業改善に努めてまいります。

　課外活動奨励金は、グループで行う課外活動（サークル活動や自主ゼミ等）を大学として積極的に支援し、学生生活の活性化を図るための奨励金
制度です。今年度の課外活動奨励金受給団体は、面談の結果、次のとおり決定しました。

2021年度第3・4ターム　授業に関するアンケート実施結果

2022年度 課外活動奨励金支給団体一覧

授業に関する設問

1 この授業を受講する際に、シラバスは有用でしたか。
2 各回の授業のねらいは明確に理解できましたか。
3 各回の授業の内容は理解できましたか。
4 授業で到達目標としている内容が身についたと思いますか。
5 課外学修の指導（参考文献の提示、文献の調べ方など）は適切でしたか。
6  この授業を受講して、テーマとする分野への問題意識や関心が深まり

ましたか。
7 この授業はよく準備・計画されていたと思いますか。
8 教員は受講者とコミュニケーションをとる努力をしていましたか。
9  教科書・授業レジュメプリントや参考文献は、講義内容の理解に効果

的でしたか。
10  教員の声の大きさや話し方は適切でしたか。
11  板書やパワーポイント等の資料はわかりやすかったですか。 
12  教員は静かな環境で受講できるよう努力していましたか。
16  総合的に判断してあなたはこの授業に満足しましたか。
18  教員は何回ぐらい休講（補講のないもの）をしましたか。
19  教員はクラスレポート（口頭発表）を課し、論評していますか。
20  教員はレポート等の返却（またはその告知）をしていますか。
21  教員は自主的発言を重んじ、評価していますか。
22  教員は学生一人一人の学修状況、理解の程度を把握していますか。
23  教員は質問の機会を与え、適切に答えていますか。
24  教員は宿題や小テストを課しましたか。
25  教員は授業の時間を守っていましたか。

受講姿勢に対する自己評価

13  授業を静かな環境で受講できるよう努力しましたか。
14  この授業に積極的に参加し、意見や質問を述べるよう努力しましたか。
15  この授業の今までの欠席回数は何回ですか。
17   この授業に関して、授業時間外で学修に当てた時間は毎週どれくらいで

したか。
※ 文献調査・資料収集を行った時間も含む

※ 設問別　回答内容
問1～14、19～25　　  [5]：大いにそう思う　[4]：そう思う　[3]：どちらともいえない  

[2]：あまりそう思わない　[1]：そう思わない
問15(欠席回数) [5]：0回　 [4]：1回　[3]：2回　[2]：3回　[1]：4回以上
問16(総合満足度) [5]：満足　[4]：やや満足　[3]：ふつう　[2]：やや不満　[1]：不満

問17 (授業外学修時間(週))
[5]：3時間以上　[4]：1-3時間　[3]：30分-1時間  
[2]：30分未満　[1]：ほとんど行わなかった

問18 (休講回数)
[5]：0回　[4]：1回　[3]：2回　[2]：3回　[1]：4回以上
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2021年度平均
1 シラバスは有用だったか

2 授業のねらいの理解度
3 授業内容の理解度

4 到達目標の達成度

5 課題学修指導の適切さ

6 分野への問題意識・関心

7 授業の準備・計画性

8 教員コミュニケーション姿勢

9 理解度に関する教材の効果

10 教員の声の大きさ・話し方

11 板書や資料のわかりやすさ

12 教員の静寂さへの努力
18 休講の回数19 クラスレポートの実施

20 レポート等の返却

21 自主的発言の評価

22 学修状況・理解度の把握

23 質問の機会・回答

24 宿題・小テストの実施

16 総合的満足度

13 学生の静寂さへの努力

14 授業への取り組み

15 欠席の回数
17 授業時間外の学修時間

25 教員は時間を守ったか

2020年度平均

 1．STUDY FOR TWO
 2．ソフトテニス部
 3．一橋・津田塾大学体操部
 4．津田塾大学剣道部
 5．津田塾大学箏曲部
 6．津田塾大学陸上競技部
 7．籠人
 8．一橋・津田塾大学ボクシング部
 9．津田塾大学フィールドホッケー部
10．一橋 Do!Tennis Team
11．津田塾大学合気道部
12．書道部
13． 一橋大学津田塾大学グラシェールスキーチーム

 1．学生団体 Tsuda Outreach
 2．うめりある
 3． トランスジェンダー学生迎え入れに関す

る学生団体
 4．学生団体 MARU

14．津田塾大学卓球部
15．津田塾大学　弓道部
16．一橋・津田塾・農工大ギター部
17．一橋大学・津田塾大学写真部
18．Dance Nuts
19．学生団体レアスマイル
20．maesil jaem
21．一橋大学津田塾大学吹奏楽団
22．一橋大学ラフティング部ストローム会
23．津田塾大学英語会（TESS）
24．津田塾大学軽音楽部
25．津田塾大学草月流華道部　
26．劇団コギト
27．一橋大学津田塾大学少林寺拳法部
28．一橋大学アカペラサークル The First Cry

小平キャンパス

千駄ヶ谷キャンパス

29．Uméson-Habitat
30．津田塾大学表千家茶道部
31．一橋大学管弦楽団
32．一橋大学津田塾大学合唱団ユマニテ
33．津田塾大学オリエンテーリングクラブ
34．一橋大学馬術部
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永年勤続教職員表彰は、2022年１月に新設された制度で、勤続20年、30年、または40年の教職員を、その功績を称え表彰するものです。
2022年３月31日をもって勤続年数が基準に達したとして、今年は以下の教職員が表彰されました。なお、３月31日付退職者には、「津田塾友」

の称号も同時に授与されました。

 ＜教員＞
 　英語英文学科 教授　井川 壽子
 　英語英文学科 教授　中西 雅之

＜職員＞
 事務局付専門員（情報サービス課、津田梅子資料室事務室業務担当）　村田 安代

永年勤続教職員表彰

清水建設株式会社 様
大成建設株式会社 様
椿地 勝斉 様

石井 隆　　 様
五十嵐 直幸 様
松下 海星 　様

大場 洋士 様
曽田 理恵 様
前橋 美保 様

畠山 尚 　様
青山 久夫 様
板垣 宙樹 様

赤木 メイ子 様
白石 重夫 　様
小島 敬裕 　様

永野 康子 様
大島 雅浩 様
山田 尚子 様

久野 泰司 様

他36名様

サポート＜津田スピリット＞募金　創立120周年記念事業募金

寄付者ご芳名 （2022年５月10日現在　掲載希望者のみ）

【土居光知先生基金として】 匿名１名様
【学生支援（学外学修・海外活動）】　一般社団法人インフォカート未来基金 様

サポート＜津田スピリット＞募金

1986年度英文学科佐々木基礎ゼミ 様

サポート＜津田スピリット＞募金　新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急募金

3 月 31 日付退職者表彰式 4 月 1 日付表彰者 表彰式

理事会・評議員会開催報告
第309回理事会 2022年４月22日

【審議事項】
1．理事の競業に係る個別承認に関する件

【報告事項】
1． 名誉教授称号授与及び津田塾友の称号授

与について
2． ２022年度入試志願者状況と入学者数に

ついて
3．津田塾大学就業規則の改定案について
4．２022年度内部監査計画について
5．その他

第310回理事会  2022年５月27日
【審議事項】
1．２021（令和３）年度事業報告に関する件
2．２021（令和３）年度決算（案）に関する件
3．役員賠償責任保険の更新に関する件

【報告事項】
1．２021年度卒業生の進路について
2． 創立120周年記念事業募金の進捗状況に

ついて
3． トランスジェンダー学生の受入れに関す

る進捗状況について
4．その他

第197回評議員会  2022年５月27日
【審議事項】
1．評議員の選任に関する件

【報告事項】
1．２021（令和３）年度事業報告について　
2．２021（令和３）年度決算（案）について　
3．役員賠償責任保険の更新について
4．２021年度卒業生の進路について
5． 創立120周年記念事業募金の進捗状況に

ついて
6． トランスジェンダー学生の受入れに関す

る進捗状況について
7．その他

■ 2022年３月31日付退職者表彰

　＜教員＞
　　情報科学科　 教授　来住 伸子
　　国際関係学科 教授　吉岡 潤

＜職員＞
　事務局付専門員（学生生活課業務担当）　古屋 敦子
　経営企画課 小波 光恵
　事務局付専門員（教務課業務担当） 大竹 加余子

■ 2022年４月１日付表彰

（アルファベット順）
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津田塾大学 2021年度事業報告書 ＜抜粋＞

1 重点事業
2021年度は重点事業として以下の事業を実施した。

【教育分野】
 1．学部カリキュラムの見直し

 総合政策学部では、2023年度より改定したカリキュラムを実施することが
決定済みである。

「基本方針」に基づき、各学科で３ポリシー見直しを行った。
 新たに２学部を対象とした、全学共通教育のカリキュラムは、全学将来構想
委員会で審議検討中である。
 文部科学省に2022年度数理・データサイエンス・AI教育認定プログラム（リ
テラシーレベル）に４月21日に申請した。全学情報教育運営委員会を設置した。
 コロナ禍における国際化推進科目を英語英文学科、多文化・国際協力学科お
よび総合政策学科で開講した。メディアを高度に利用した授業を選定した。

（2022年度から実施）
 SD研修会「大学IRとは？ IR って必要?―合理的な大学運営に向けて」を実施
した。

【学生支援分野】
 2．学修支援強化

 2021年５月より、学外学修活動における履修申請管理（履修申請から課題
提出・確認までの一連の作業）を、「Googleクラスルーム」と「学外学修ロ
グ（Gak-Log）」で運用開始した。
 学外学修センターについては、文部科学省からの補助金事業期間が終了して
から２年間が経過し、ソフトランディングの期間は2021年度末日で残り１
年間となる。センターの組織の見直しが関係者間で検討されている。

 ３．奨学金制度見直し
 前年度に引き続き「新型コロナウイルス感染拡大による家計急変学生支援奨
学金」「緊急時対応奨学金」の給付部分を拡充し新型コロナ禍での家計急変に
対応し運用を行った。
 第３、第４ターム閉寮にともない、JASSO給付型奨学金を受けている寮生へ、
援助金として既存の奨学金を支給した。給付奨学生受給者を対象とし、第３
ターム　23名　￥980,000　第４ターム　22名￥1,120,000を支給し、家
賃負担軽減等急な経済的負担の軽減に寄与した。

 ４．進路支援強化
 多様な進路希望に対応するため、オンラインやシステムを活用して、キャン
パスや所属学部に制約がなく利用できる支援体制を整えた。
 総合政策学部では技術系職種への就職希望が学芸文系学科よりも高く、学部
の学びや取り組みを評価した企業から技術系学校推薦求人を複数受け付け、
３期生から応募実績があった。今後は対象求人の開拓と、学芸学部の理系学
科同様に技術系採用の支援を行う。
 多文化・国際協力学科の就職支援にむけて、学内企業説明会では、国際協力
分野の企業を誘致し、多様な進路を示した。

【研究分野】
 ５．研究ブランディング事業の推進

 ダイバーシティセンター・フォー・インクルーシブリーダーシップ（DCfIL）
と総合政策研究所が、公開シンポジウム『政治・行政における女性リーダー
へ ～ 女性知事経験者から次世代へのメッセージ』を、９月４日（土）にオ
ンラインで開催。Web上（日テレnews24のニュース）に掲載された。
 「創立120周年記念シンポジウム『変革を担う、女性であること』－津田塾
大学と Bryn Mawr College の絆を通して考える 21世紀における女子大学の
意義－」を、2021年10月10日（日）にオンラインで共催した。
 科研費共同研究「女性学長はなぜ増えないのか（JSPS:19K21738）」の一
環として、日本の大学におけるダイバーシティーとそれを支えるリーダー
シップやその育成を議論するシンポジウムを、2021年11月27日（土）・28 
日（日）に共催した。
 国際会議である立命館アジア太平洋大学（APU）にて「アジア太平洋カンファ
レンス2021：多様性とインクルージョン」が2021年12月４日（土）に開
催され、伊藤由希子総合政策学部総合政策学科教授が報告した。
 文部科学省への最終報告書が受理され、国からの補助事業が終了した。

【国際化分野】
 ６．国際化推進

 新日本語教育カリキュラム実施や新部署設置検討については、新型コロナウ
イルス感染拡大の影響で実施には至っていない。
 国際化推進については、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響に
より実施・検討を中断しているが、アメリカ在住の帰国子女を対象とした大
学説明会を年２回、オンラインにて実施した。

【社会貢献分野】
 ７．社会貢献

 津田塾大学オープンユニバーシティ（TOU）は、新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）感染拡大の影響により、2021年度も運営を休止した。

【施設整備分野】
 ８．建築（小平キャンパスマスタープラン）

 小平キャンパスインフラ整備（電気系統）の設計を実施した。
 ９．修繕

 記念館特定天井改修・耐震・体育館照明改修工事および空調機設置工事を計
画通り実施した。
 旧書庫分電盤更新工事を計画通り実施した。
 １号館および記念館エレベーターリニューアル工事を計画通り実施した。
 1111教室、南校舎１階３教室、第１会議室のロスナイ更新工事を計画どお
り実施した。
 市水ポンプ更新工事を計画どおり実施した。
 千駄ヶ谷南空地備品倉庫整備については、2021年度から整備事業を開始し、
2022年５月完成予定である。

10．設備更新
 情報基盤設備更新のためのワーキンググループを発足し、仕様策定および情
報収集を行い、業者選定を開始した。2022年度中にサーバーシステム、ネッ
トワーク機器、プリントシステムの更新を実施する。
 インターネット接続回線の強化については、仕様を策定し業者選定を行った。
2022年４月より、回線の切替や機器の更新等を段階的に実施する。
 2016年度に導入したノートPCのリース契約を終了し、新たな貸出用ノート
PCの仕様策定および業者選定を行った。新たなPCの貸出は、2022年４月
より開始する。
 2022年３月に、無線アクセスポイントの増設を実施した。
 ハイブリッド授業機材整備（スピーカーの購入・設置等）を実施した。

【組織・運営体制分野】
11．認証評価

 2021年度は次回の大学評価を見据え、「全学自己点検・評価委員会規程」と
「自己点検・評価実施規程」の改定を進め、大学運営会議を内部質保証推進組
織として明確に定めた。また、各学部・学科で３ポリシーの点検、基本方針
に即した見直しを行い、12月の全学自己点検・評価委員会で審議し、大学運
営会議へ報告した。2022年度は、実際に大学評価を受ける際と同様の点検
を実施して報告書を作成する。
 経営企画課にIR推進担当２名を配置した。
 教学比較IRコモンズのALCS学修行動比較調査2021へ参加し、データ収集を
行った。
 前回指摘された努力課題については、７月に大学基準協会に改善報告書を提
出し、３月末に大学基準協会から検討結果が届いた。改善の認められる項目
が確認できるが、No.2（各研究科において、教育課程の編成・実施方針が修
士課程と後期博士課程で区別されていない点）とNo.6（国際関係学研究科修
士課程において収容定員に対する在籍学生数比率が低い点）については引き
続き改善に取り組むことを期待するという内容であった。６つの努力課題の
うち、学生の受け入れに関するNo.5（学芸学部情報科学科において過去５年
間の入学定員に対する入学者数比率の平均が高い点）については、2021年
度の基準時点で過去５年間の平均が1.19と改善が見られ、No.6についても、
2022年度入学生のための試験において志願者数15名、合格者数11名、入学
者数７名と改善が見られた。

12．働き方改革
 コロナ禍、在宅勤務規程に基づきテレワーク勤務を実施するとともに、窓口
開室時間の見直しを行った。その成果を踏まえ、2022年度からの対面授業
再開に向けた事務局の窓口対応時間及び出勤体制の見直しを行うこととした。

13．業務改善
 非常勤講師就業規則見直し案を作成し、過半数代表者との協議に向けての準
備を進めた。
 各自治体へ提出している住民税を特別徴収するための支払報告書に関して、
2022年１月よりeLTAXを用いて電子申請を行った。
 2021年度に４部署について試行を行った。その結果、いくつかの問題点と
効率化に寄与しない等のことがわかり、次年度以降、再検討を行う。
 2021年６月より、事務室業務を３部門化（管理・教務・学生厚生）し、業
務の効率化を実施した。また、主管部署による千駄ヶ谷キャンパスのブラン
チオフィス（SA116）利用を促し、分業化と協力体制の構築を試行的に実施
した。

【記念事業分野】
14．120周年記念事業

[記念式典]
 2021年10月10日（日）に、小平キャンパス特別教室にて対面とYouTube
のLive配信のハイブリッドにて実施した。

[記念シンポジウム]
 「変革を担う、女性であること」のテーマで開催した。  
ブリンマー大学 Kimberly Wright Cassidy学長、元サンフランシスコ女性地
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位推進局局長 Emily Murase氏からのビデオメッセージの上映、髙橋学長、
野口英語英文学科教授、飯野津田塾大学同窓会会長の鼎談を行った。

[募金事業]
 120周年記念事業募金趣意書は、在学生保護者、同窓生に約３万通、企業向
けに約300通を送付した。理事長、学長による企業訪問を、2021年12月～
2022年２月にかけて実施した。

[出版・イベント]
 出版については、特設サイト「Diversity of Our Lives」にて記事を追加した。
イベントについては、120周年記念講演会として、小説『津田梅子』の英訳
を担当した谷優氏と学長との対談をオンラインにて配信した。10月10日（日）
には記念シンポジウムを開催した。

[津田梅子着用小袖修復]
 2021年12月23日（木）に専門業者（女子美術大学 染織文化資源研究所）
へ現物を委託し、修復作業を開始した。
 2022年11月～ 12月に修復完了を予定している。報告書をもとにレプリカ
の作成方針を決定後、業者選定を行い委託を予定している。

2 財務の概要
１ 決算の概要

当年度決算の概要について、収支計算書（事業活動収支計算書、資金収支計算書）
の状況および貸借対照表の状況を説明する。なお、収支計算書の説明における

「増」、「減」は、特に断らない限り予算額に対する決算額の増減を表し、貸借対
照表の説明における「増」、「減」は、前年度に対する増減を表す。また、金額
はすべて百万円未満を四捨五入している。

2.1.1 収支計算書の状況
2021年度は、総合政策学部が設置されて５年目を迎えた。学芸学部・総合政
策学部共に入学者数は想定よりも多かったが、学費減免が想定より多かったた
め、学生生徒等納付金は予算に対し23百万円減少した。しかし、寄付金収入
においては、遺贈寄付（２件）350百万円の入金があったため、予算より252
百万円増加した。また補助金収入においても、私立大学等改革総合支援補助金、
高等教育修学支援補助金、施設整備費等補助金を獲得した事により、予算より
165百万円増加した。一方、支出面では教育研究経費が151百万円ほど想定よ
り支出増となったが、経常収支差額は350百万円となり、資金収支の翌年度繰
越支払資金は十分な金額を確保している。
事業活動収支計算書の収支差額は以下の通りである。

基本金組入前当年度収支差額 452百万円
基本金組入額合計 △180百万円
当年度収支差額 272百万円
資金収支計算書の翌年度繰越支払資金は以下の通り、想定通りの額となって
いる。
翌年度繰越支払資金  735百万円

以下、金額の大きい費目、予算に対して増減の大きい費目について説明する。
【資金収支・事業活動収支共通】
（収入）
学生生徒等納付金収入

予算編成時の想定よりも休学・留学減免者が増加したため、23百万円減少した。
手数料収入

想定より出願者が少なかったため、22百万円減少した。
寄付金収入

遺贈寄付（２件）350百万円があったため、252百万円増加した。
補助金収入

 私立大学等改革総合支援補助金41百万円、高等教育修学支援補助金118百万
円、施設整備費補助金96百万円等を得たため、全体では165百万円増加した。

付随事業・収益事業収入
コロナ禍により入寮金・寮舎費収入が18百万円減少した。
日生財団研究助成金２百万円等を得たため、受託事業収入が５百万円増加した。

雑収入
私立大学退職金財団交付金収入が11百万円増加した。

（支出）
教育研究経費

 消耗品支出は、コロナ対応の消耗品購入により、19百万円増加した。
 光熱水雑費支出は、2020年度と比較して電気料金が上がった事により
６百万円増加した。
 通信費支出は、コロナ禍により予算よりも、15百万円減少した。
 印刷・製本費は、一般入試追試用問題印刷費用２百万円等により10百万円増
加した。
 旅費交通費支出はコロナ禍により、10百万円減少した。
 奨学費支出は、高等教育修学支援補助金118百万円を授業料に充当する奨学
費支出として振替えたため、76百万円増加した。
 修繕費支出は記念館耐震・体育館（エアコン・天井）の追加改修工事を行っ
たため、14百万円増加した。
 保守費は、情報基盤システム保守27百万円により、23百万円増加した。

 委託費支出は、ヘルプデスク委託業務、千駄ヶ谷キャンパスの医務室派遣職
員の増員等により、39百万円増加した。
 衛生清掃費支出は、害虫被害対策のため、伐採を行ったことにより、８百万
円増加した。
 手数料・報酬支出は「情報基盤システムの経費」が保守費に回ったため、40
百万円減少した。
 実験実習費支出は、総合政策学科の入学者増により新入生用ノートPCが予定
より多く購入された事、情報科学科でも新入生用ノートPCが購入された事な
どにより、13百万円増加した。
 雑費支出は、学術研究助成金の移管により６百万円増加した。

管理経費
 光熱水雑費支出は、コロナ禍により寮の体制を１人一部屋制で対応した事に
より、寮光熱水費の預り金が減収となった。その分を大学経費で負担したた
め、６百万円増加した。
 印刷・製本費支出は、コロナ禍の影響により11百万円減少した。
 委託費支出は、さくらんぼ保育所利用者減や進学相談会への資料・願書発送
業務等の減少により13百万円減少した。
 広告費支出は、コロナ禍により電車中吊り広告等が減少したため、14百万円
減少した。
 雑費支出は、寮退寮に伴い、給付金支給（７百万円）等により、９百万円増
加した。

【事業活動収支】
教育活動収支　事業活動支出の部
人件費

 想定外の職員退職者発生による人件費８百万円減、非常勤講師通勤手当14
百万円減等により23百万円支出が減少した。

【資金収支】
（収入）
前受金収入

 授業料前受金収入および施設設備資金前受金収入は想定より多い入学者で
あったため27百万円増加した。
 入学金前受金収入も想定より多い受験者数であったため、20百万円増加した。
 入寮金・寮舎費前受金収入はコロナ禍により想定より少ない入寮者数であっ
たため、９百万円減少した。

その他の収入
 第２号基本金引当特定資産取崩収入は、コロナ禍により小平マスタープラン
計画の見直しを行っているため、取崩を行わなかった。
 退職給与引当特定資産取崩収入は、予定外の退職者があったことにより10
百万円増加した。

（支出）
人件費支出

 想定外の職員退職者発生による人件費８百万円減、非常勤講師通勤手当14
百万円減、専任教員着任時期見込違い等７百万円減によりが29百万円減少し
た。

施設関係支出
 コロナ禍により小平マスタープランの見直しが行われたため、251百万円減
少した。

設備関係支出
 教育研究用機器備品支出は、ハイブリット授業機材整備が他の科目で執行し
たため、19百万円減少した。また、図書支出の一部をデータベースに振替た
ため、９百万円減少した。

資産運用支出
 奨学金引当特定資産繰入支出は７百万円の繰入を行った。
 退職給与引当特定資産繰入支出は95百万円の繰入を行った。
 減価償却引当特定資産繰入支出は、200百万円の繰入を行った。
 特定目的引当特定資産繰入支出は、遺贈寄付296百万円分により、303百万
円の繰入を行った。

2.1.2 貸借対照表の状況
減価償却引当特定資産

 小平マスタープラン分として200百万円の繰入を行った。
特定目的引当特定資産

 遺贈寄付分296百万円の繰入を行った。
有価証券

 100％出資する千駄ヶ谷キャンパスサービス株式会社への出資金としての株
百万円について評価替えを行った。

以上
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夏期公開講座（大学院文学研究科英語教育研究コース）
１. タイトル ： Pragmatics in Language Teaching
２. 講　　師 ： Prof. Donna H. Tatsuki
３. 対　　象 ： 現職の英語教員、英語教育について学ぶ学生・大学院生、英語教育に関心のある方
４. 日　　時 ： 2022年８月17日（水）、18日（木）、19日（金）、20日（土）、22日（月） 　各日とも10:30～12:00
５. 開催形式： Zoomによるオンラインセッション　※英語での講義です。同時通訳はありません。
６. 定　　員 ： 60名（先着順に申込受付、定員になり次第締切）
７. 受 講 料：  各回 2,500 円（津田塾大学学部生 1,000円）、全日程申込の場合は10,000円（津田塾大学教員、津田塾大学大学院生の

受講料は無料。要事前申込）詳細は大学公式Webサイトをご覧ください。
８. 申込フォーム： https://forms.gle/tzzQKbKuwe６KMpTb６
９. 申込期間： 2022年７月１日（金）～８月10日（水）
10.問合せ先： 文学研究科英語教育研究コース担当　e-info@tsuda.ac.jp

津田梅子記念会＆ホームカミングデー開催について
2022年10月９日（日）　会場：津田塾大学 小平キャンパス
■午前の部（10:30～12:10）

•学長挨拶、同窓会会長挨拶　•津田梅子記念礼拝
•津田梅子賞贈賞式　•高校生エッセー・コンテスト表彰式

■午後の部（13:30～15:00)
津田塾大学創立120周年記念 特別対談
　話し手▶  田嶋 陽子氏 （英大13、院1969。元法政大学教授。元参議院議員。

英文学・女性学研究者）
　聞き手▶ 髙橋 裕子（津田塾大学学長）

■その他のイベント
•津田梅子資料室企画展示 

■連絡事項
• 当日、同期会や有志で集まりたい場合は、大学の教室等を会場として

お使いいただけます。ご希望の方は経営企画課にお申込みください。
なお、使用会場・時間帯は行事との関係で調整させていただくことが
ございます。

■お申込み・問合せ先
　経営企画課　 TEL：042-342-1662　 E-mail：forum@tsuda.ac.jp

　＊詳細は決まり次第、津田塾大学公式Webサイトで公開します。

2022年度 第22回 高校生エッセー・コンテスト
「逆境を、創造を灯す光に」―エリザベス・キューブラー・ロスの言葉を手がかりに―

１. 募集内容： 大学公式Webサイトに掲載の募集要項裏面の英文を読んで、「逆境を、創造を
灯す光に」をテーマにしたエッセーを書いてください。英語の場合は400words
程度、日本語の場合は1000～1200字程度。

【高校生エッセー・コンテスト】 https://www.tsuda.ac.jp/aboutus/essay/index.html
２. 応募資格：高校生（国籍・学年・性別・居住地は問いません）
３.  応募方法：所定のGoogleフォームにエッセーを記載して応募(郵送・持ち込みは不可）。 

【Googleフォーム】 https://forms.gle/Y2q1mMhyBAxo7fE49
４. 募集期間：2022年8月1日（月）～ 9月5日（月）12：00受付締め切り
５. 表　　彰： 最優秀賞1名（賞状及び副賞5万円を贈呈）  

優秀賞若干名（賞状及び副賞1万円を贈呈）
最優秀作品は10月9日（日）に本学小平キャンパスにおいて表彰し、本学広報誌『Tsuda Today』
と大学公式Webサイトに、優秀作品は大学公式Webサイトに掲載・公表します。また、入賞者に
は10月7日（金）までに本人に通知します。なお、応募作品の著作権はすべて津田塾大学に帰属し
ます。新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、表彰はオンラインで実施いたします。

６. 問合せ先： ライティングセンター　高校生エッセー・コンテスト事務局  
TEL：042-342-5129　 E-mail：essaycon@tsuda.ac.jp

津田塾大学創立120周年記念 特別対談「エリザベ
ス・キューブラー・ロス、そして命を語る」を本学
公式YouTubeチャンネルで配信中です。

ゲスト▶  山崎 章郎氏（医師・ケアタウン小平クリニック 
名誉院長）

聞き手▶ 上野 創氏（朝日新聞記者）

【津田塾大学公式YouTubeチャンネル】
https://www.youtube.com/user/tsudajyuku
■主催：津田塾大学記念事業委員会
■協力： ライティングセンター、 

ウェルネス・センター
■問合せ先： 経営企画課 

senryaku@tsuda.ac.jp

連 動 企 画

津田梅子記念交流館プログラム

「TOEFL®IIA講座Speaking & Writing」
■講　師：Thomas Meyer氏
■日　時： ９月９日（金）～11月25日（金）  

18：00～19：30　金曜日全10回
■定　員：20名
■受講料：20,000 円、本学在学生10,000 円

詳細は決まり次第、交流館Webサイトで公開します。本学在学生の受講料は半額です。定員に空きがある場合のみ、一般の方の申し込みを受け付けます。

「TOEIC®対策講座」
■講　師：傍島 一夫氏
■日　時： ９月７日（水）～10月19日（水）  

16：20～17：50　水曜日全７回
■定　員：20名　
■受講料：14,000 円、本学在学生7,000 円

■ お申込み・問合せ先：  
経営企画課　 forum@tsuda.ac.jp

■会　場：小平キャンパス
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