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　はじめに

　学校法人享栄学園は、法人分離を果たしてから２年目の年

度を向かえました。法人分離により小規模法人となったこと

で、その特性を生かし、コンパクトで即断性に富む理事会及

び教学体制のもと、大学、短期大学部の運営方式を融合させ、

また、学校名称についても、大学、短期大学部ともに変更を

行い、調和のとれた教育環境の整備を行ってまいりました。

　近年の高等教育機関をめぐる環境は、少子化に伴う就学人

口の急激な減少や大学や学部の新増設等による大学間の競争

が激化しております。享栄学園においても、厳しい環境下の

中、大学、短期大学部ともに定員を割る状況が続いておりました。そのため、平成27

（2015）年度は特に、大学においては定員を140名から100名に変更し、なんとしても定

員を超える入学者の確保を目指し、全学挙げての募集活動を重点テーマとして取り組ん

でまいりました。結果として、大学は定員100名を超える入学者を迎えることができま

した。

　今後もこの結果に甘んじることなく、定員を超える入学者を迎え続けることができる

体制を構築し、さらに入学してきた学生が十分満足のいく教育内容、教育環境を提供し

ていく所存です。

　また、平成27（2015）年度は、平成26（2014）年度に改革準備段階と位置付け行って

きた活動をうけて、将来に向けての飛躍を目指す年度と位置付け、中期計画（平成28

（2016）年度～平成32（2020）年度）の策定を行うことといたしました。

　これにより、平成28（2016）年度からは中期計画に基づき、より迅速に、より確実に

改革を進めてまいります。

　これからは、教職員一人ひとりが常に改革の意識を持ち、理事会及び教職員全体が同

じ目標を共有し、その目標に向かって取り組み、これを着実に実行していくことで、社

会から必要とされる教育機関としての地位を確固たるものとし、地域社会に一層の貢献

を果たしていく所存です。

以　上　

平成28年 ４月 １日　 

学校法人　享栄学園　.

理事長　垣尾 和彦  .
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　Ⅰ．学校法人の概要　　　

１. 建学の精神

　享栄学園は、創立者の堀榮二が、米国で修得した実社会に

役立つ教育の実践を目指し「英習字簿記学会」大正２(1913)

年として設立し、その後、その精神は引き継がれ、享栄学園

の名の基となった「有陰徳者必享其栄」（陰徳ある者は、必

ずその栄を享く）、誠実さを基にして生徒は教師を信頼し、

こで培った信頼感を社会に広げたいと念願した「誠実で信頼

される人に」の建学の精神に則り、地域に根ざす学園を目指

している。

１．あてになる人物になろう

　あてになる人物とは、頼りになる人、信頼できる人、頼もしい人のことである。

付和雷同しない思慮の深さと意志の強さをもつ人、和して動じない勇気をもつ人で

ある。お互いに不信をいだかなければならないような社会ほど不幸な社会はない。

現代人の危機は、人間がお互いの信頼性を欠いている点にあるのではなかろうか。

２．働くことの喜びを知ろう

　日本人は、本来勤勉な国民である。戦後の荒廃から立ち上がり、今日の経済的繁

栄をもたらしたのは日本人の勤勉さの賜である。勤勉な資質の裏付けがあってはじ

めて、豊かさを享受することができ、生活にゆとりを持つことが可能となろう。わ

れわれは自己の仕事を愛し、仕事に忠実であり、仕事に打ち込むことができる人で

なければならない。

３．全力をふるって事にあたる体験をもとう

　勉学であれ、スポーツであれ全力を傾けて打ち込むことが望ましい。例えば、ス

ポーツで、炎天下体力の限界ぎりぎりまで、強力な精神力で自己に打ち克つといっ

た体験をすることが非常に貴重である。こうした体験は、本人の自信にもつながり、

実社会にでても大いに役立つことであろう。実社会でスポーツ選手が歓迎される所

以もここにある。

４．感謝の気持ちと畏敬の念をもとう

　創立者は、感謝の念の強い人であった。仏教に帰依し、昭和５年(1930年)に享栄

「誠実で信頼される人に」
Become a Sincere and Reliable Person

教師はまた生徒を信頼することのできる教育の場にして、こ

学園創立者 堀 榮二 
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寺本堂を建立したのもこの感謝の念からであった。たえず不平不満を感じる人ほど

不幸な人はない。小さな好意や親切にも感謝できる人は幸福である。感謝の念に裏

付けられて社会は明るくなり、健全な進歩が期待されるのである。また、われわれ

は生命の根源に対して畏敬の念をいだくべきである。われわれは自ら自己の生命を

生んだのではない。われわれの生命の根源には父母の生命があり、民族の生命があ

り、人類の生命があり、宇宙の生命がある。ここにいう生命とは、単に肉体的な生

命を指すのではない。われわれには精神的な生命がある。このような生命の根源に

対する畏敬の念が真の宗教的情操であり、人間の尊厳と愛もこれに基づいて生ずる

のである。

5．正しく日本を愛し、国際的視野を広げる人になろう

　創立者は、長らくアメリカに滞在し国際的視野を身につけ、技術的にはアメリカ

のものを多く導入したが、精神的には強く日本のよさにひかれ、国を愛する念が強

かった。今後ますます進展する国際化時代を迎え、国際社会で活躍していくために

は、正しく日本を愛し、その上で、国際的視野を広げ、異文化を理解し、人間愛に

基づく広い視野をもって、国際社会の要請に応えていかなければならない。今日、

世界において、国家に所属しないいかなる個人もなく、民族もない。国家は世界に

おいて最も有機的であり、強力な集団である。個人の幸福も安全も国家によるとこ

ろが極めて多い。自国の存在に無関心であり、その価値の向上に努めずして、その

価値を無視したり、その存在を破壊しようとする者は自国を憎むものである。われ

われは日本を正しく愛さなければならない。

＜名　　称＞ 学校法人享栄学園 ＜法人設立＞ 昭和19（1944）年３月23日

＜設置学校＞ 鈴鹿大学
鈴鹿大学短期大学部

＜所 在 地＞ 〒510-0298
三重県鈴鹿市郡山町
663-222

[享栄]の由来 

 

 本学園に「享栄」の名称がついたのは、大正４(1915)年４月「享栄学

校」として認可されたときからです。学園のアメリカ式実務教育に興昧を

持っていた名古屋市長阪本釤之助氏(在任明治44(1911)年７月～大正６

(1917)年１月)が創立者堀 榮二先生に名付け親を頼まれ「有陰徳者必享其

栄」とお書きになったのが、もととなりました。 
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２. 享栄学園の沿革

1913 （大正 2）年 6月 英習字簿記学会として名古屋市中区南呉服町に発足

1915 （大正 4）年 4月 坂本市長命名の「享栄学園」認可

1918 （大正 7）年 10月 実業学校令による乙種認可校となり、享栄貿易学校と校名変更

1921 （大正10）年 12月 甲種商業学校として認可される

1925 （大正14）年 4月 実業学校令による甲種認可校（５年）に昇格、享栄商業学校に校名変更

1925 （大正14）年 9月 名古屋市瑞穂区汐路町に移転、鶴舞公園前に享栄商業タイピスト学校独立

1944 （昭和19）年 3月 財団法人享栄学園を設立、享栄女子商業学校に校名変更

1948 （昭和23）年 4月 学制改革により享栄商業高等学校、享栄中学校として発足

1951 （昭和26）年 3月 学校法人享栄学園となる

1954 （昭和29）年 4月 享栄幼稚園設立

1962 （昭和37）年 4月 享栄商業高等学校に工業課程を開設

1963 （昭和38）年 4月 三重県鈴鹿市に、鈴鹿高等学校普通科・商業科開校

1965 （昭和40）年 3月 享栄中学校廃校

1966 （昭和41）年 4月 三重県鈴鹿市に、鈴鹿短期大学家政学科開校

1967 （昭和42）年 10月 享栄商業高等学校、校名を享栄高等学校と変更

1968 （昭和43）年 4月 享栄高等学校に普通科開設

1969 （昭和44）年 2月 鈴鹿短期大学に家政第３部が認可

1970 （昭和45）年 1月 鈴鹿高等学校に定時制設置

1976 （昭和51）年 4月

1979 （昭和54）年 9月 鈴鹿高等学校の定時制廃止

1983 （昭和58）年 4月 愛知県長久手町に享栄高等学校栄徳分校普通科開校

1984 （昭和59）年 2月 鈴鹿短期大学に商経学科が認可

1985 （昭和60）年 4月 享栄高等学校栄徳分校が独立、栄徳高等学校として普通科を開校

1985 （昭和60）年 4月 享栄ﾀｲﾋﾟｽﾄ専門学校を専門学校享栄ビジネスカレッジと校名変更

1986 （昭和61）年 4月 三重県鈴鹿市に鈴鹿中学校開校

1989 （平成元）年 3月 鈴鹿短期大学家政学科第３部廃止

1990 （平成 2）年 3月 専門学校享栄ビジネスカレッジ商業実務一般課程廃止

1991 （平成 3）年 4月 鈴鹿短期大学家政学科の名称を生活学科に変更

1993 （平成 5）年 12月 鈴鹿国際大学国際学部国際関係学科設置認可

1996 （平成 8）年 5月 鈴鹿短期大学商経学科廃止認可

1997 （平成 9）年 12月 鈴鹿国際大学大学院国際学研究科及び国際学部国際文化学科認可

1998 （平成10）年 4月 鈴鹿短期大学、校名を鈴鹿国際大学短期大学部と変更認可

2000 （平成12）年 10月 鈴鹿国際大学国際学部観光学科設置認可

2001 （平成13）年 8月 鈴鹿国際大学国際学部英米語学科設置認可

2004 （平成16）年 4月 鈴鹿国際大学国際学部国際関係学科の名称を国際学科に変更

2005 （平成17）年 3月 享栄高等学校通信制課程廃止認可

2005 （平成17）年 3月 専門学校享栄ビジネスカレッジ商業実務高等課程廃止認可

享栄商業タイピスト学校を享栄タイピスト専門学校に校名を変更し、
専門課程・高等課程・一般課程を設置
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2006 （平成18）年 4月 鈴鹿国際大学短期大学部の校名を鈴鹿短期大学と変更

2008 （平成20）年 4月 鈴鹿国際大学国際学部の名称を国際人間科学部に変更

2010 （平成22）年 3月 専門学校享栄ビジネスカレッジ廃校

2010 （平成22）年 11月 鈴鹿高等学校全日制課程商業科廃止認可

2011 （平成23）年 2月 鈴鹿短期大学専攻科設置認可

2011 （平成23）年 4月 鈴鹿短期大学生活学科の名称を生活コミュニケーション学科に変更

2012 （平成24）年 4月 鈴鹿短期大学が鈴鹿国際大学郡山キャンパスへ移転

2013 （平成25）年 11月 学校法人享栄学園 創立100周年

2014 （平成26）年 3月 ３法人（享栄学園、愛知享栄学園、鈴鹿享栄学園）に分離認可

2015 （平成27）年 4月 鈴鹿国際大学の名称を鈴鹿大学、鈴鹿短期大学の名称を鈴鹿大学短期
大学部に変更。短期大学部専攻科「こども教育学専攻」設置
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３．学校法人享栄学園 組織図　（平成27（2015）年５月１日現在）
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４．役員　（平成28（2016）年３月31日現在）

定数　理事５～９名、監事２名

現員　理事　　６名、監事２名

理 事 長 監 事

理 事 監 事

理 事

理 事

理 事

理 事

※私立学校法により、学校法人の役員は、理事及び監事とし、代表権は、理事長にあると定められ

　ている。

　また、同法で、「学校法人に、理事をもって組織する理事会を置く。」「理事会は、学校法人の

　業務を決し、理事の職務の執行を監督する。」と定められており、理事会は、学校法人の決議機

　関となる。

※監事は、同法により、その職務を学校法人の業務及び財産の状況を監査することと定められ、理

　事会に出席し意見を述べ、監査報告書を作成し、理事会・評議員会に提出します。監事の選出に

　当たっては、理事、評議員又は学校法人の職員と兼ねてはならないとし、監査の公正を保ってい

　る。

５．評議員　（平成28（2016）年３月31日現在）

現員　　　13名　　 50音順

※評議員会は、学校法人の重要事項（予算、借入金、基本財産の処分、事業計画、寄附行為の変更

　等）について、理事長から意見を求められる諮問機関となる。

山 田　芳 子

川 又　俊 則

髙 久　岳 博 成 川　総 一

増 田　文 子

高 嶋　重 次

河 田　勝 正宇都木　　寧

氏 名

髙 久　岳 博

学外理事井 上　昭 次

備 考

鈴鹿大学学長
鈴鹿大学短期大学部学長

宇都木　　寧

氏 名

学外理事

定数　11～19名

常務理事
事務局長

鳥 居　俊 彦

市 野　聖 治

佐々木　史郎垣 尾　和 彦

田 中　秀 人

細 井　和 彦

三 輪　勝 也 元 木 ひとみ 山 口　久 彦

久 保 さつき

学外理事
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６. 学生数　（平成27（2015）年５月１日現在）

（単位　人）

設置する学校 開校年度 入学定員数 収容定員数 現員数

鈴　鹿　大　学 平成10年度 大学院 10 20 18 

平成６年度 募集停止 460 249 

平成13年度 募集停止 70 31 

平成27年度
国際人間
　科学部

100 100 77 

鈴鹿大学短期大学部 昭和41年度 170 320 290 

平成23年度 専攻科 5 10 7 

平成27年度 専攻科 5 10 1 

290 990 673 

７. 教職員数　（平成27（2015）年５月１日現在）

（単位　人）

常勤 非常勤 常勤 非常勤

法　　　　　人 0 0 1 0 1 0 1

鈴　鹿　大　学 26 24 12 7 38 31 69

鈴鹿大学短期大学部 29 26 11 5 40 31 71

合　計 55 50 24 12 79 62 141

合計部門
教員 職員

常勤計

国際人間
　科学部

 健康生活学専攻

生活コミュニケーション学科

 こども教育学専攻

非常勤計

 国際学科

学部・学科等

合　計

 国際学研究科

 国際学科

 観光学科
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　Ⅱ．事業の概要

１. 学校法人

　本学園は、平成26（2014）年度に法人を分離し、平成27（2015）年度には校名変更、

大学の定員を140名から100名へ減員、短期大学部のこども学専攻の定員を70名から90名

へ増員、短期大学部の専攻科を、健康生活学専攻に続き、こども教育学専攻を増設など、

様々な改革を実施してきた。

　また、平成22（2010）年度から具体的数値目標を定め、事業活動収支差額比率０％以

上を始め、人件費率、教育研究経費比率、管理経費比率、人件費依存率、基本金組入後

収支比率などの適正化に目標を置き、取り組みを行ってきた。平成27（2015）年度末の

各比率については、以下のとおりの結果となった。

事業活動収支差額比率

人件費比率

教育研究経費比率

管理経費比率

人件費依存率

基本金組入後収支比率

※（　）内は、特有事項（法人分離関係経費）を含めた実績値

　兼ねてから最重要課題であった大学の定員充足については、全学挙げての募集活動を

行った結果、定員100名を超える入学者を迎えることができた。

　しかし、短期大学部においては、定員を150名から170名に増員したにもかかわらず、

定員充足を達成することがことができなかった。

　今後は、大学の定員充足を継続しつつ、短期大学部においても定員確保に向けて、募

集体制、募集方法のさらなる強化と魅力ある教育システムづくりを展開していく。

　さらに、財政基盤を安定させるため、外部資金や補助金の獲得を重点テーマとし、取

り組みを行っていく。

　平成27（2015）年度は、今までの改革の歩みを踏まえ、将来に向けた大きな方向性・

到達すべき目標を定め、より確実に改革を進めるため、中期計画の策定を行った。平成

28（2016）年度からは、中期計画に基づき改革を進めて行く。

平成27年度

　 5％未満 8.0%

   0％以上 

76.3%

　58％未満 55.5%

  30％以上 35.6%

　8.7％
（198.1%）

 81.0％

3.3%経営状況を表す指標

支出構成の適切さを表
す指標

収入と支出のバランス
を表す指標

 100％未満 96.0%

  78％未満 

110.4％
（863.2%）

△10.1％
（△760.4%）

 60.3％

 38.3％

指　　　標 比　率　名
実 績 値結　　果目 標 値

※平成26年度平成27年度
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２. 鈴鹿大学

１．教育事業

(1)　教育充実のための取り組み

　①　教育課程については、平成27（2015）年度入学生から既存の１学科４コースを１

　　学科２系６領域に再編する大幅なカリキュラム改革を実行し、既存学部（国際人間

　　科学部）と同名称ではあるが、文部科学省へ設置の届出により、新学部設置の初年

　　度となった。

　　　この再編によって、授業科目が整理統合され、カリキュラムの系統性がより明確

　　となり、カリキュラムポリシー及びディプロマポリシーに沿った学修を行うことで、

　　教育の充実を図ることができた。

　　　また、２年次以上の学生については、従来の教育課程を維持するとともに、学生

　　の学修到達度に応じて指導を行うことができた。

　②　学生がよりわかりやすく系統的な履修ができるよう領域別に履修モデルを作成し、

　　また、授業科目に適切なナンバーを付して分類することで、学修の段階や順序等を

　　表し、教育課程の体系性を明示する仕組み（ナンバリング）を実施するため、継続

　　的に検討を行っている。

　③　各種資格、検定の単位認定については、学生便覧に記載するとともに積極的な周

　　知を行った。また、多文化共生コーディネーターの資格を認定する仕組みづくりを

　　継続的に検討している。

　④　大学と短期大学部の教養科目について共有化を推進している。今年度は、大学と

　　短期大学部による単位互換協定を締結した。本学の学生は、学べる範囲が広くなる

　　とともに、履修した授業科目を卒業単位として認定することが可能となった。

　⑤　学生が能動的に地域と関わり課題を見出し、解決を考える授業科目を取り入れ、

　　今年度は、「地域社会論」を開講し、地域と学生の協働による取り組みを充実する

　　ことができた。

(2)　自己点検と評価

　　自己点検・評価委員会を主幹として、平成24（2012）年度から26（2014）年度まで

　の３カ年評価を実施した。外部評価を受ける日本高等教育評価機構の評価基準に沿っ

　て自己評価を行うとともに報告書を作成し、今後の改善方策について継続的に取り組

　んでいる。

(3)　学習支援の推進

　①　平成27（2015）年度入学生から、授業科目ごとの成績評価をそれぞれの段階に数

　　値を付与し、その数値の平均を算出して、一定水準の数値を卒業等の要件にする

　　ＧＰＡ（成績評価指標）を導入した。

　②　入学予定者が入学前に行っておくべき学習準備など、入学予定者が学習に対する

　　動機を維持し、入学までの期間を有意義なものとなるよう、入学前教育として、課
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　　題の設定、レポートの提出とその評価をフィードバックする学習支援を行った。

　③　初年次教育の一環として、１年生を対象とする授業科目「初年次セミナー」を開

　　設した。入学後の４年間、大学で学んでいくために必要な基礎的な学習と社会人と

　　して活躍できる社会人基礎力を高めるため、１年間を通じ、考える力を身につける

　　ための学習支援を行った。また、早い段階から就業意識の動機付けとなるよう１年

　　生全員が、インターンシップに参加した。

　④　全教員（非常勤講師を含む。）を対象にオフィスアワーの時間を設定した。

　　　学生には、本学で実施している授業以外の学習支援サポート体制について、４月

　　のオリエンテーションを通じ、オフィスアワーの活用方法など積極的に活用するよ

　　う周知を図った。

　⑤　シラバスには、全ての授業科目に対して、講義の概要、到達目標、評価方法など、

　　学生が履修するに当って必要な内容を記載するよう取り組みを行ったが、未達成の

　　結果となった。次年度に向けては、マニュアルを作成するとともに、シラバスの必

　　要性と記載内容の重要性について理解を深め、学生にとってよりわかりやすいシラ

　　バスに向け改善を行う。

　⑥　学修の支援を必要とする学生については、教務委員会を主幹とし、情報を共有す

　　るとともに、教授会等を通じて周知を図ることができた。学生個々に支援が必要な

　　内容については、担当教員、学生支援課職員及び内容に応じた専門教職員により支

　　援体制を整備した。今後は、体制の強化と専門知識の向上を図っていく。

(4)　教育レベルの向上

　　大学と短期大学部が同一キャンパスである利点を活用して、業務の効率化、円滑化

　を図るため、組織の一体化を推進し、ＦＤ・ＳＤ委員会が主幹となって、ＦＤ活動を

　推進した。

　　例年実施している学生による授業評価アンケートは、各教員が担当している授業科

　目から評価を受ける授業科目を抽出し、前期と後期の年２回、それぞれの学期末に実

　施した。収集したアンケートは、集計と分析を行い、ＦＤ研修会において授業の改善

　に向けた基礎資料としている。また、教員相互による授業参観を行い、参加者からの

　意見を共有し、改善のための事後研修会を実施した。

　　また、今年度の10月からは、連携教授会（大学と短期大学部の合同教授会）開催日

　に本学の教職員又は外部講師による定例のＦＤ研修会を開催し、教育レベルの向上に

　対する取り組みを行った。

２．学生支援事業

(1)　生活の支援

　①　経済的に困難な学生への学習支援について、日本学生支援機構による貸与型奨学

　　金及び国の教育ローンなど、学生が安心して学修できる環境になるようオリエンテ

　　ーションを通じて制度の紹介と具体的な手続き等について説明を行った。また、必
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　　要に応じて、個別で相談を受け付け、情報の提供と的確なアドバイスを行うことが

　　できた。

　②　スクールバスの運行については、学生の利便性に重点を置き、ダイヤ改正を行っ

　　た。引き続き、鉄道会社の発着時間との接続性にも配慮し、現状の検証と課題を整

　　理するとともに改善を行っていく。

　③　平成27（2015）年４月から、キャンパス内を全面禁煙とした。

(2)　保護者との協力関係の構築

　　教育後援会と連携を図りながら、保護者を対象にした教育懇談会を10月に開催した。

　　学生生活及びキャリア支援に関する事項を中心に全体会を開催し、その後、担当教

　員別に個別面談を実施した。

３．教育環境整備事業

　　複数の学生が集まって、電子情報や印刷物などを含めた様々な情報資源から得られ

　る情報を用いて議論を進めていく学習スタイルを可能にする「場」として、附属図書

　館に、ラーニング・コモンズの環境整備を行った。

　　各教室に関する教育機器については、使用状況と必要性を検証し、優先順位を決め

　ながら予算の確保と機器の更新を進めている。

４．社会連携・社会貢献事業

　　三重県内外の地域の各種委員会、審議会および各種出張講座などを通して、教職員

　や学生（外国人含む）が地域貢献を行うことができた。短期大学部との合同で年間33

　回の講義を開催した。

５．学生募集・入試関連事業

(1)　学生募集活動の強化

　　中長期計画を以下のとおり明確にした。

　①　社会的責務としての定員充足の達成とその継続

　②　県内の高校生（若年層）への広報の強化

　③　年齢や国籍を問わない多様性のある募集への移行

　④　自らの課題を発見し、問題解決し、世界に発信することができる学生の募集

　⑤　三重県国体に向けた運動クラブの募集強化

　　高校生と直接接触する機会を増やすために、紙媒体から電子媒体への移行を行った。

　また、高校訪問やガイダンス、オープンキャンパスの実施に力を入れるような方針を

　立てた。

　　ニュースリリースを定期的に行い、多くのメディアから発信を行った。このニュー

　スリリースの積み重ねにより、12月20日発行の伊勢新聞に「地域に役立つ大学へ」と

　いうタイトルで本学の入学者受入れの方針が明確化できた。
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　　紙媒体から電子媒体に周知の重心を移動したことにより、多くの人への発信ができ

　た。主な電子媒体としては、大学公式のFacebookを５月25日に開設し、ほぼ毎日のよ

　うに大学の様子を伝えてきた。本学の日々の活動を通して受入れ方針を明示できた。

　　大学においては、硬式野球部の学生募集が成功し、留学生については、１月に日本

　語学校への訪問を強化したことから、留学生の受験者が増えた。

(2)　関係各所との連携

　　鈴鹿高校との高大接続協定を締結し、三者面談週間のブース、文化祭への参加、高

　校３年生を対象とした木之内教授による選挙権の授業、高校１年生を対象とした仲教

　授によるキャリア形成の授業、女子バレーボール部同士の交流等を実施した。

　　グループ校、県内高等学校、専修学校、日本語学校、短期大学への本学教職員によ

　る学校訪問、ガイダンス、進学説明会を積極的に行い、さらに各部署の協力を得なが

　ら、大学主催・短期大学部との合同企画イベントを展開し、本学の魅力を学内外に発

　信を行った。

６．進路支援事業

①　キャリア支援の見直し

　平成26（2014）年度から、１年生を対象に開講していたキャリア実践の授業を必修

　科目のプレゼミナールの中に組み込んでの取り組みを行ってきた。選択科目としてい

　たキャリア支援の授業を必修化することで今後更なる充実を目指す。

　企業の厳選採用に負けない学生を育てるためにも、１年生からインターンシップに

　参加させるなど、キャリア支援の充実を行った。

　平成27（2015）年度から、就職試験に関する情報公開が、３年生の12月から翌年の

３月と後ろ倒しになることで学生は短期間で準備をしなければならなくなった。本格

的な就職活動に突入する前に、早い段階から全学あげてより多くの学生が就職への意

識を高く持てるような働きかけが必要である。

②　論理的思考力の養成

　平成25（2013）年度から、論理コミュニケーション力の養成に力を注いできている。

論理的な文章を書く力が身につきつつあるので、平成28（2016）年度も継続して取り

組みを行う。

③　留学生への就職支援

　平成25（2013）年度から、留学生の就職に関する支援が県・国の機関を通して改善

　されてきた。今後も積極的に支援が行われるように関係機関へ依頼を行う。

　関係機関との連携を強化し、情報収集に努める。

④　関係機関との連携強化

　行政機関、関係諸団体との連携強化を行う。

⑤　企業との関係強化

　インターンシップ先及び就職先として企業との連携を強化することで窓口を広める。
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７．その他

　　三重県の高等教育機関魅力向上支援事業の採択を受け、「地域のビジネス・イノベ

　ーションを推進する起業家・起業マインドをもった人材の育成」を目的とする「鈴鹿

　大学ビジネス・イノベーション研究センター」を設立した。設立初年度でもあり、セ

　ンターが推進する事業を広く理解していただくための、記念シンポジウムを開催し、

　本学の学生も含め多くの参加があった。

３. 鈴鹿大学短期大学部

１．教育事業

(1)　教育充実のための取り組み

　①　大学と短期大学部の教養科目について共有化を推進している。今年度は、大学と

　　短期大学部による単位互換協定を締結した。本学の学生は、学べる範囲が広くなる

　　とともに、履修した授業科目を卒業単位として認定することが可能となった。

　②　資格取得を支援するため、サポート体制の充実を図り、音楽療法士２種認定及び

　　レクリエーション・インストラクター資格の取得者が増加した。

　③　専攻科「こども教育学専攻」を新たに設置し、学校教育法学位規則に基づき、独

　　立行政法人大学評価・学位授与機構により、すでに設置している専攻科「健康生活

　　学専攻」と同様に、４年制大学と同じ学位（学士：教育学）を授与することができ

　　ることになった。

(2)　自己点検と評価　

　　自己点検・評価委員会を主幹として、平成26（2014）年度評価を実施した。外部評

　価を受ける短期大学基準協会の評価基準に沿って自己評価を行うとともに報告書を作

　成し、今後の改善方策について継続的に取り組んでいく。

(3)　学習支援の推進

　　①　入学予定者を対象に、入学前オリエンテーションを実施した。入学後スムーズ

　　　に学修できる事前準備と目標設定などの必要性についてアドバイスを行うととも

　　　に、入学後のオリエンテーションにおいても、本学の学修支援体制について周知

　　　を図り、学生一人ひとりに対する支援を充実させることができた。

　　②　全教員（非常勤講師を含む。）を対象にオフィスアワーの時間を設定した。

　　　　学生には、本学で実施している授業以外の学習支援サポート体制について、４

　　　月のオリエンテーションを通じ、オフィスアワーの活用方法など積極的に活用す

　　　るよう周知を図った。

(4)　教育レベルの向上

　　大学と短期大学部が同一キャンパスである利点を活用して、業務の効率化、円滑化

　を図るため、組織の一体化を推進し、ＦＤ・ＳＤ委員会が主幹となって、ＦＤ活動を
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　推進した。

　　例年実施している学生による授業評価アンケートは、各教員が担当している授業科

　目から評価を受ける授業科目を抽出し、前期と後期の年２回、それぞれの学期末に実

　施した。収集したアンケートは、集計と分析を行い、ＦＤ研修会において授業の改善

　に向けた基礎資料としています。また、教員相互による授業参観を行い、参加者から

　の意見を共有し、改善のための事後研修会を実施した。

　　また、今年度の10月からは、連携教授会（大学と短期大学部の合同教授会）開催日

　に本学の教職員又は外部講師による定例のＦＤ研修会を開催し、教育レベルの向上に

　対する取り組みを行った。

２．学生支援事業

(1)　生活の支援

　①　ゼミ担任制による担当教員と学生とのコミュニケーションに重点を置き、学生が

　　安心した生活を送れるよう支援体制の充実を図った。

　②　スクールバスの運行については、学生の利便性に重点を置き、ダイヤ改正を行っ

　　た。今後は、鉄道会社の発着時間との接続性にも配慮し、現状の検証と課題を整理

　　するとともに改善を行っていく。

　③　平成27（2015）年４月から、キャンパス内を全面禁煙とした。

(2)　保護者との協力関係の構築

　　学生個々の内容の場合は、担当教員を通じて保護者と連絡を取り、互いに信頼関係

　を築く取り組みを行いました。また、全体としては、保護者懇談会を開催した。保護

　者懇談会では、教育方針への理解を深めていただき、学生生活と就職に関する内容を

　中心にした説明と意見交換の時間を設定し、保護者との協力関係の構築を行った。

３．教育環境整備事業

　　複数の学生が集まって、電子情報や印刷物などを含めた様々な情報資源から得られ

　る情報を用いて議論を進めていく学習スタイルを可能にする「場」として、附属図書

　館に、ラーニング・コモンズの環境整備を行った。

　　各教室に関する教育機器については、使用状況と必要性を検証し、優先順位を決め

　ながら予算の確保と機器の更新を進めている。

４．社会連携・社会貢献事業

　　本学の特性を活かした、栄養、保育、健康、ペット等の講義を行うことにより、本

　学の特性を一般の方々に周知することができた。

　　平成26（2014）年度から子育て支援事業を実施し、年間を通じ652名の親子が参加、

　子育て相談等も行い高い評価を得た。

　　平成28（2016）年度も継続して行うこととなった。
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５．学生募集・入試関連事業

(1)　学生募集活動の強化

　　中長期計画を以下のとおり明確にした。

　①　社会的責務としての定員充足の達成とその継続

　②　県内の高校生（若年層）への広報の強化

　③　年齢や国籍を問わない多様性のある募集への移行

　④　自らの課題を発見し、問題解決し、世界に発信することができる学生の募集

　⑤　三重県国体に向けた運動クラブの募集強化

　　高校生と直接接触する機会を増やすために、紙媒体から電子媒体への移行を行った。

　また、高校訪問やガイダンス、オープンキャンパスの実施に力を入れるような方針を

　立てた。

　　ニュースリリースを定期的に行い、多くのメディアから発信を行った。このニュー

　スリリースの積み重ねにより、12月20日発行の伊勢新聞に「地域に役立つ大学へ」と

　いうタイトルで本学の入学者受入れの方針が明確化できた。

　　紙媒体から電子媒体に周知の重心を移動したことにより、多くの人への発信ができ

　たと考えている。主な電子媒体としては、短期大学部公式のTwitterやブログを通し

　て学生の様子を伝えてきた。

　　短期大学部においては、食物栄養学専攻が定員に達したが、こども学専攻は90名に

　定員を増やしたものの一昨年の定員である70名にも満たないという状況である。こど

　も学は学生が集まるという過信があり、戦略を立てなかったことが定員未充足の原因

　である。

　　専攻科においては、こども教育学部の学内進学への促しが徹底できず、定員未充足

　という結果となった。

(2)　関係各所との連携

　　鈴鹿高校との高大接続協定を締結し、三者面談週間のブース、文化祭への参加、高

　校１年生を対象とした仲によるキャリア形成の授業、女子バレーボール部同士の交流

　等を実施した。

　　グループ校、県内高等学校、専修学校への本学教職員による学校訪問、ガイダンス、

　進学説明会を積極的に行い、さらに各部署の協力を得ながら、短期大学部主催・大学

　との合同企画イベントを展開し、本学の魅力を学内外に発信していく。

６．進路支援事業

　就職支援については、入試広報キャリア課を中心として入試広報キャリア委員会

　（教員11名、事務職員３名）が全体の企画・立案を行い、学生の進路支援を統括して

　いる。その窓口は入試広報キャリア課が担当している。また、各専攻の進路支援担当

　教員や各ゼミナール担当の教員と連携して学生への具体的な指導を行っている。
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　また、就職および進学等の関連の資料およびパソコンを配置したキャリア支援資料

室を整備し、学生が時間のあるときに求人票などを自由に閲覧検索できるようになっ

ている。

　就職のための資格取得、就職試験対策等の支援については、短大部全体として、キ

　ャリア教育として、社会教養Ⅰ・Ⅱの必須化、また、外部の機関と連携して医療事務

　講座および介護初任者研修講座を開講している。また、専攻別でも、生活コミュニケ

　ーション学専攻の養護教諭・音楽療法士コースでは、教員採用試験対策講座を実施、

　教育委員会と連携し、講師登録の説明会を開催するなど専門的な受験指導、講師登録

の手続きなどの支援を行っている。ペットコースにおいては、長期休暇中に行うイン

ターンシップを活用し、就職につなげていくように力を入れている。食物栄養学専攻

については、栄養士関連企業と連携し、学内会社説明会を開催し、栄養士職採用につ

いての情報提供を行っている。また養護教諭・音楽療法士コースと同様に教員採用試

　験対策講座を実施し、また、教育委員会と連携し講師登録の説明会を開催し、栄養教

　諭志望者への就職対策を行っている。こども学専攻では、保育士採用試験（公務員）

対策講座を開講している。また、三重県内の施設長を招き、就職対策を行っている。

そして、三重県内の保育所・幼稚園と連携を取り、採用情報を学生に提供し、支援を

行っている。

　学生の卒業時の就職状況は、専攻別にまとめ、集計、分析を行っており、その分析

　した結果を４月の新学期のオリエンテーション時および６月に行う保護者懇談会時に

　説明をし、就職支援に活用している。

　進学については、生活コミュニケーション学専攻の養護教諭・音楽療法士コースに

　ついては、養護教諭２種免許を取得した学生に対して、本学の専攻科健康生活学専攻

への進学を進路の一つとして考えるように専攻の教員にも協力を仰ぎ、指導を行って

いる。同様にこども学専攻においても幼稚園教諭２種免許を取得した学生に対して、

本学の専攻科こども教育学専攻への進学を進路の一つとして考えるように専攻の教員

にも協力を仰ぎ、指導を行っている。また食物栄養学専攻については、管理栄養士課

　程のある４年制大学への編入を希望する学生についての支援を行っている。

７．その他

　①　教員研究事業として、『鈴鹿大学短期大学部紀要(第36巻)』の編集、発行を行っ

　　た。

　②　教員研究発表の場および相互交流(それぞれの研究について理解を深める)の場と

　　して、教員研究発表会を開催した。

　③　卒業研究のまとめとして、２年生の卒業研究を論文集としてまとめた。

　④　図書館活性化推進として、教育の充実、図書館利用促進および地域貢献の役割を

　　果たすためのイベントを行った。
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　Ⅲ．財務の概要

１．学校法人会計基準について

＜学校法人の組織形態＞

　企業の代表的組織形態である株式会社は、株主の会社への出資により設立されま

す。この出資は、会社の細分化された持分を表すことになります。

　これに対して学校法人には出資という概念はありません。設立は寄付によって行

われ、学校法人に対する持分が外部に生じることはありません。

　これは、教育の独立性を担保するものであり、所有者の意向を受けて、教育が偏

ることを防止していると言えます。このような違いから、企業における根本規則は

定款と呼ばれていますが、学校法人では寄附行為と呼ばれています。

＜学校法人の決算書の作成義務と学校法人会計基準＞

　学校法人の決算書の作成は、私立学校振興助成法（以下｢助成法｣という。）第14

条第１項と私立学校法（以下｢私学法｣という。）第47条第１項で求められています。

　助成法第14条第１項によると、｢第４条第１項又は第９条に規定する補助金の交

付を受ける学校法人は、文部科学大臣の定める基準に従い、会計処理を行い、貸借

対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない。｣と

されており、上記の｢文部科学大臣の定める基準｣が｢学校法人会計基準｣となります。

　助成法は、国及び地方公共団体が行う私立学校に対する助成金、いわゆる補助金

の交付を規定する法規であるため、助成金の公平配分の観点から、その金額の計算

基礎となる決算書の作成基準として、学校法人会計基準を規定しています。

　私学法においても私学法施行規則第４条の４において、一般に公正妥当と認めら

れる学校法人会計の基準に従って決算書を作成するよう取り決められています。

＜学校法人会計基準における決算書＞

　助成法第14条第１項では、｢貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書

類を作成しなければならない。｣としており、これを学校法人会計基準第４条におい

てさらに具体的に以下のように規定しています。

○　資金収支計算書並びにこれに附属する内訳表及び活動区分資金収支計算書

　　（資金収支内訳表 、人件費支出内訳表）

○　事業活動収支計算書及びこれに附属する内訳表

　　（事業活動収支内訳表）

○　貸借対照表及びこれに附属する明細表

　　（固定資産明細表、借入金明細表、基本金明細表）
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活動区分資金収支計算書
　資金収支計算書の決算額を３つの活動ごとに区分し、活動ごとの資金の流れを明らか

　にする。→　企業会計でいえばキャッシュフロー計算書に相当する。

資金収支計算書

教 育 活 動 外 収 支

教 育 活 動

施 設 整 備 等 活 動

経常的

　当該会計年度に行った諸活動に対応する全ての収入および支出の内容を明らかにし、支

払資金（現預金）のてんまつを明らかにするもの

　近年の施設設備の高度化・財務活動の多様化に対応して、活動区分ごとに現金預金の
流れを区分

　３つの活動区分　『教育活動』　『施設設備等活動』　『その他の活動』　ごとに資
金の流れを把握することができる。

当年度に施設設備の購入があった
か、財源がどうだったかの状況

教 育 活 動 収 支

事業計画収支計算書

借入金の収支、資金運用の状況
等、主に財務活動の状況

支　出

収　入

収　入

臨時的

キャッシュベースでの本業の教育
活動の収支状況

支　出

　近年の臨時・事業外の収支の増加を踏まえ、区分経理を導入し、収支を経常的なもの
と臨時的なものに、経常的な収支を教育活動と教育活動外に分けて把握することができ
る。

経常的な収支のうち、本業の教育
活動の収支状況

収　入

資産売却や処分等の臨時的な収支
状況

そ の 他 の 活 動

支　出

　当該年度の活動に対応する事業活動収入及び事業活動支出の内容及び基本金組入

後の均衡の状態を明らかにするもの

経常的な収支のうち、財務活動に
よる収支状況

特 別 収 支

解説 

解説 
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＜事業活動収支計算書　区分＞

① 教育活動収支

② 教育活動外収支

③＝①＋②

経常収支

④ 特別収支

⑤＝③＋④

⑦ 当年度収支差額

⑧

⑨

「基本金の部」と「消費収支差額の部」を合わせて「純資産の部」とすること。
　→　保有する資産の調達源泉（他人資本・自己資本）を明確にする。

経常的な収支のうち、財務活動による収支状況を見る。

⑥

経常的な収支のうち、本業の教育活動の収支状況を見る。

経常的なバランスを見る。

内容区分

基本金組入前
当年度収支差額

資産売却や処分等の臨時的な収支状況を見る。

毎年度の収支バランスを見る。
（いわゆる帰属収支差額比率）

前年度
繰越収支差額

翌年度
繰越収支差額

他人資本

基本金組入額
学校法人を維持するために必要な資産を継続的に保持するた
めの組入れ額

長期の収支バランスを見る。（旧：消費収支差額）

貸借対照表

当該会計年度末の財政状態（運用形態と調達源泉）を明らかにするもの

自己資本

資産の部

負債の部

純資産の部

100

20

80

運用形態 調達形態

解説 
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＜学校会計の用語＞

【資金収支・事業活動収支計算書に共通で記載される主な科目】

学生生徒等納付金収入 授業料・施設設備金・入学金など学生から納付される収入。

手数料収入 入学検定料、試験料、証明書発行手数料などの収入。

寄付金収入 金銭やその他の資産等贈与された収入で、用途指定のある

特別寄付金と用途指定のない一般寄付金がある。

補助金収入 国、地方公共団体及びこれに準ずる機関から交付される補助

金。

付随事業・収益事業収入 外部から委託を受けて行う事業の収入。

受取利息・配当金収入 預貯金・有価証券の運用から得た利息や配当金などの収入。

雑収入 各収入に含まれない収入で、学校法人に帰属する収入。

人件費支出 教職員に支給する本俸、期末手当、その他の手当及び所定福

利費、役員に支払う報酬、退職金などの支出。

教育研究経費支出 教育研究活動に要する経費や学生の厚生補導に要する経費。

管理経費支出 総務・人事・経理業務や学生募集に要する経費で、教育研究

以外のために支出する経費。

【資金収支計算書にのみ記載される主な科目】

資産売却収入 土地や建物、有価証券等固定資産を売却した場合の収入。

前受金収入 翌年度入学生に係る学生生徒等納付金収入等、当年度に納入

された収入。

その他の収入 各収入科目に含まれない収入。

資金収入調整勘定 実際の資金の入金がなく、当年度の諸活動に対応する収入と

して計上された収入項目を調整するもの。

前年度繰越支払資金 前年度より繰り越された現預金の額。

施設関係支出 土地・建物・構築物等の固定資産を取得するための支出。

設備関係支出 教育研究用備品、管理用機器備品、図書等固定資産を取得す

るための支出。

資産運用支出 有価証券の購入等、資産運用に係る支出。

その他の支出 各支出科目に含まれない支出。

資金支出調整勘定 実際の資金の支出がなく、当年度の諸活動に対応する支出と

して計上された支出項目を調整するもの。

翌年度繰越支払資金 当年度の収入・支出が確定した時点での現預金の残高で、翌

年度に繰り越されるもの。

資金収支計算書
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【事業活動収支計算書にのみ記載される主な科目】

資産売却差額 資産を売却した際に、売却額が帳簿価格より高い金額で売却

した場合に生じる差額。

資産処分差額 資産を売却した際に、売却額が帳簿価格より低い金額で売却

した場合に生じる差額。

徴収不能額等 未収入金のうち、徴収不能と判断した額。

基本金組入額 学校法人が教育研究活動の計画に基づき必要な資産を継続的

に保持するためのもので、事業活動収入から組み入れた額。

以下４つに分類。

■第１号基本金：学校法人が取得した固定資産の額。

■第２号基本金：将来取得する固定資産の取得に充てる金銭

　　　　　　　　その他の資産の額。

■第３号基本金：基金として継続的に保持・運用する金銭そ

　　　　　　　　の他の資産の額。

■第４号基本金：恒常的に保持すべき資金として別に文部科

　　　　　　　　学大臣が定める額。

【貸借対照表に記載される主な科目】

有形固定資産 １年を超えて使用される有形の資産で、土地や建物、備品

など。

特定資産 使途が特定された預貯金など。

その他の固定資産 有形固定資産・特定資産以外の固定資産で、有価証券や電話

加入権など。

流動資産 現金預金、未収入金（学生生徒等納付金等）など。

固定負債 退職給与引当金など。

流動負債 未払金、前受金、預り金など。

事業計画収支計算書

貸借対照表
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（１）事業活動収支計算書関係比率

（２）貸借対照表関係比率

（※）運用資産＝現金預金＋特定資産＋有価証券

要積立額＝減価償却累計額＋退職給与引当金

　　　　　　　　＋２号基本金＋３号基本金

基本金組入前当年度収
支差額/事業活動収入

算出方法比率名 比率名 算出方法

財務比率

学生生徒納付金/経常収入

寄付金/事業活動収入

補助金/事業活動収入

人件費/経常収入

教育研究経費/経常収入

旧（消費収支） 新（事業活動）

事業活動収支差額比率

学生生徒等納付金比率

寄付金比率

補助金比率 補助金/帰属収入 補助金比率

人件費比率

教育研究経費比率

管理経費比率

人件費依存率

帰属収支差額比率
（帰属収入-消費支出）
/帰属収入

学生生徒等納付金比率 学生生徒納付金/帰属収入

寄付金比率 寄付金/帰属収入

人件費比率 人件費/帰属収入

教育研究経費比率 教育研究経費/帰属収入

管理経費比率 管理経費/帰属収入

旧 新

人件費依存率 人件費/学生生徒等納付金

消費収支比率 消費支出/消費収入 基本金組入後収支比率
事業活動支出/（事業活
動収入-基本金組入額）

管理経費/経常収入

人件費/学生生徒等納付金

比率名 算出方法 比率名 算出方法

自己資金構成比率 自己資金/総資金 純資産構成比率 純資産/負債+純資産

流動比率 流動資産/流動負債

固定比率 固定資産/自己資金 固定比率 固定資産/純資産

固定長期適合率
固定資産/(自己資金+固
定負債)

固定長期適合率
固定資産/(純資産+固定
負債)

流動比率

負債比率 総負債/自己資金 負債比率 総負債/純資産

― ― 積立比率（※） 運用資産/要積立額

流動資産/流動負債
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２．平成27（2015）年度　学校法人享栄学園の決算について

■事業活動収支計算書 （単位 千円）
法人 大学 短大 合計 法人 大学 短大 合計

学生生徒等納付金 0 352,029 286,607 638,636 0 394,730 264,060 658,790

手数料 0 8,506 5,005 13,511 0 6,667 6,038 12,705

寄付金 8,120 40,492 245 48,857 410 2,519 183 3,112

経常費等補助金 0 70,648 79,474 150,122 0 61,662 83,131 144,793

付随事業収入 464 1,614 8,828 10,906 730 2,470 4,119 7,319

雑収入 2,534 5,154 2,658 10,346 5,105 5,421 25,125 35,651

教育活動収入計 11,118 478,443 382,817 872,378 6,245 473,469 382,656 862,370

受取利息・配当金 5,315 11 11 5,337 12,746 10 4 12,760

教育活動外収入計 5,315 11 11 5,337 12,746 10 4 12,760

経常収入　計 16,433 478,454 382,828 877,715 18,991 473,479 382,660 875,130

資産売却差額 36,796 0 0 36,796 10,335 0 0 10,335

その他の特別収入 0 456 70 526 0 0 0 0

特別収入計 36,796 456 70 37,322 10,335 0 0 10,335

事業活動収入　計 53,229 478,910 382,898 915,037 29,326 473,479 382,660 885,465

人件費 27,442 241,202 218,795 487,439 64,050 241,706 227,988 533,744

教育研究経費 0 193,291 119,534 312,825 0 217,967 120,835 338,802

　（内、教育奨学費） 0 83,495 14,130 97,625 0 104,224 12,325 116,550

0 109,796 105,404 215,200 0 113,743 108,510 222,253

管理経費 20,727 23,753 25,926 70,406 34,997 20,098 21,780 76,875

徴収不能額等 0 11,800 0 11,800 0 24,672 0 24,672

教育活動支出計 48,169 470,046 364,255 882,470 99,047 504,444 370,603 974,094

借入金等利息 0 0 558 558 0 0 595 595

教育活動外支出計 0 0 558 558 0 0 595 595

経常支出　計 48,169 470,046 364,813 883,028 99,047 504,444 371,198 974,689

資産処分差額 0 1,868 297 2,165 0 0 0 0

特別支出計 0 1,868 297 2,165 0 0 0 0

 事業活動支出　計 48,169 471,914 365,110 885,193 99,047 504,444 371,198 974,689

基本金組入前当年度収支差額 5,060 6,996 17,788 29,844 △ 69,721 △ 30,964 11,462 △ 89,224

基本金組入額 0 △ 6,676 0 △ 6,676 0 0 △ 2,896 △ 2,896

当年度収支差額 5,060 320 17,788 23,168 △ 69,721 △ 30,964 8,566 △ 92,120

（単位　％）

目標値 法人 大学 短大 合計 法人 大学 短大 合計

　 ０％以上 － 1.5 4.7 3.3 － △ 6.5 3.0 △ 10.1

 人件費比率 　58％未満 － 50.4 57.2 55.5 － 51.1 59.6 60.3

 教育研究費比率 　30％以上 － 40.4 31.2 35.6 － 46.0 31.6 38.3

　　奨学費比率　※ 43.2 11.8 31.2 47.8 10.2 34.4

 教育研究費比率（奨学費除く） － 23.0 27.5 24.5 － 24.0 28.4 25.1

 管理経費比率  　５％未満 － 5.0 6.8 8.0 － 4.2 5.7 8.7

 人件費依存率 　78％未満 － 68.5 76.3 76.3 － 61.2 86.3 81.0

100％未満 － 97.2 95.4 96.0 － 106.5 96.3 109.7

※　教育研究経費に占める奨学費の割合

 基本金組入後収支比率

＜平成27年度　決算値＞

科目

科目

教育研究経費（教育奨学費除く）

＜平成26年度　決算値＞

事業活動収支差額比率
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＜平成26年度決算値との比較＞
（単位 千円） ■事業活動収支計算書 （単位 千円）

法人 大学 短大 合計
学生生徒等納付金 0 △ 42,701 22,547 △ 20,154

手数料 0 1,839 △ 1,033 806

寄付金 7,710 37,973 62 45,745

経常費等補助金 0 8,986 △ 3,657 5,329

付随事業収入 △ 266 △ 856 4,709 3,587

雑収入 △ 2,571 △ 267 △ 22,467 △ 25,305

教育活動収入計 4,873 4,974 161 10,008

受取利息・配当金 △ 7,431 1 7 △ 7,423

教育活動外収入計 △ 7,431 1 7 △ 7,423

経常収入　計 △ 2,558 4,975 168 2,585

資産売却差額 26,461 0 0 26,461

その他の特別収入 0 456 70 526

特別収入計 26,461 456 70 26,987

事業活動収入　計 23,903 5,431 238 29,572

人件費 △ 36,608 △ 504 △ 9,193 △ 46,305

教育研究経費 0 △ 24,676 △ 1,301 △ 25,977

　（内、教育奨学費） 0 △ 20,729 1,805 △ 18,925

0 △ 3,947 △ 3,106 △ 7,053

管理経費 △ 14,270 3,655 4,146 △ 6,469

徴収不能額等 0 △ 12,872 0 △ 12,872

教育活動支出計 △ 50,878 △ 34,398 △ 6,348 △ 91,624

借入金等利息 0 0 △ 37 △ 37

教育活動外支出計 0 0 △ 37 △ 37

経常支出　計 △ 50,878 △ 34,398 △ 6,385 △ 91,661

資産処分差額 0 1,868 297 2,165

特別支出計 0 1,868 297 2,165

 事業活動支出　計 △ 50,878 △ 32,530 △ 6,088 △ 89,496

基本金組入前当年度収支差額 74,781 37,960 6,326 119,068

基本金組入額 0 △ 6,676 2,896 △ 3,780

当年度収支差額 74,781 31,284 9,222 115,288

（単位　％）
　鈴鹿大学については、主な要因として、学生数が減少したことよる納付金収入の減額（△
42,000千円）と、学生数減少に伴う奨学生の減少による教育研究経費の奨学費支出が減額
（△20,729千円）となった。
　短期大学部については、主な要因として、雑収入である退職財団交付金の減額（△23,000
千円）となる。

　法人部門においては、寄付金収入として、鈴鹿大学学生会からの寄付金（8,000千円）及び
資産売却差額として、有価証券の償還金（36,000千円）などにより収入が増額となってい

る。

　結果として、平成26（2014）年度よりも増額となったが、単年度のみの突発的な収入の増

額によるものである。

科目

教育研究経費（教育奨学費除く）

＜学生生徒等納付金＞
 　　　大学　　 短大
 H26： 404名　　268名
 H27： 361名　　279名
　  　△43名 　  11名

＜寄付金＞
 ・100周年寄付 40,000千円
 ・学生会寄付   8,000千円

＜雑収入＞
 退職財団交付金収入
　　△23,000千円

＜資産売却差額＞
 有価証券売却差額
　　36,000千円

＜教育研究経費＞
 教育奨学費 △20,729千円

＜人件費＞
 ・所属異動
 ・退職給与引当金繰入額
　　　△31,906千円
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３．資金収支計算書

　収入の部

（単位　千円）

学生生徒等納付金収入

6億38,636千円

手数料収入

13,512千円

寄付金収入

48,580千円

補助金収入

1億50,122千円

資産売却収入 雑収入 その他の収入

51,411千円 9,926千円 47,184千円

付随事業・収益事業収入 前受金収入 資金収入調整勘定

10,905千円 2億61,517千円 △2億67,878千円

受取利息・配当金収入

5,337千円

　受取利息・配当金収入が主
な収入となり、有価証券の利
金等となる。

　主に、前年度末に未収入で
あった前期末未収入金や、預
り金、立替金等の収入とな
る。

　翌年度の入学生及び在校生
の納付金等が今年度に入金
（前受）されたものとなる。

　退職金財団から交付される
収入が主な収入となる。

　公開講座、教員免許更新講
習の受講料となる。

収入の部合計

11,466

51,411

150,122

10,905

収入の部

△ 2,152

△ 2,177

△ 7,648

△ 9,791

科目

学生生徒等納付金収入

手数料収入

寄付金収入 48,580

△ 262,880

　有価証券売却収入となり、
償還された有価証券の償還金
等となる。

前受金収入

その他の収入

資金収入調整勘定

前年度繰越支払資金

47,184

5,337

9,926

261,517

△ 1,472

△ 472

　授業料、入学金、実験実習
料、教育充実費の収入とな
る。

　主な収入としては入学検定
料、大学入試ｾﾝﾀｰ試験実施手
数料等となる。

　特別寄付金と一般寄付金が
ある。

　国庫補助金収入が主な収入
となる。

140,331

52,016

3,865

9,454

365,543

6,712

4,998

1,334,795

△ 267,878

365,543

△ 36,453

235,900

58,650

605

雑収入

補助金収入

資産売却収入

付随事業・収益事業収入

受取利息・配当金収入

△ 4,193

△ 25,617

1,298,342

　主に、今年度末に未収入で
あった期末未収入金や、前年
度に入金があった今年度分の
前受金収入となる。

13,512

予算

636,484

差異

638,636

40,932

11,335

決算
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　支出の部

（単位　千円） （単位　千円）

人件費支出

4億83,559千円

教育研究経費支出

2億33,653千円

管理経費支出

60,590千円

借入金等利息支出

558千円

借入金等返済支出 資産運用支出 その他の支出

2,286千円 14,615千円 61,789千円

設備関係支出 資金支出調整勘定

9,300千円 △31,664千円

　設備関係支出は、備品、図
書、車両などの支出となる。

　資産運用支出は、引当特定
資産への繰入等の支出とな
る。
　有価証券の購入及び減価償
却引当特定資産への繰入支出
となる。

　旧短期大学部正門整備工事
の借入金の返済となる。

61,789 △ 6,665

904,528

10,000

55,124

866,350 38,178

10,000

　主に、前年度末に未払いで
あった前期末未払金や、翌年
度分を前払いしている前払金
となる。

△ 31,664 △ 26,258

500,109 △ 58,373

1,334,795 △ 36,4531,298,342

△ 57,922

0 390

9,300 △ 4,920

14,615 21,440

決算 差異

支出の部

483,559 5,476

336,611 2,954

予算

489,035

339,565

123,165 1,389124,554

20,528

4,388

19,397

4,387

1,131

1

15,585

6,87260,590

558

390

4,380

233,653

0

2,286 0

441,736

249,238

67,462

558

2,286

36,055

　　役員報酬支出

　　退職金支出

教育研究経費支出

管理経費支出　教育研究活動等に必要な経
費で、消耗品費、旅費交通
費、光熱水費、奨学費、委託
報酬料等の支出となる。

借入金等利息支出

借入金等返済支出

翌年度繰越支払資金

支出の部合計

施設関係支出

資金支出調整勘定

　旧短期大学正門整備工事の
借入金に伴う利息支出とな
る。

予備費

設備関係支出

科目

人件費支出

　　教員人件費支出

　　職員人件費支出

資産運用支出

その他の支出

小計

　法人業務及び管理運営に必
要な経費となる。

　主に、今年度分の経費で次
年度に支払う期末未払金や、
前年度に支払った前期末前払
金となる。

　定年以外での退職により、
予算に対して退職金支出が
5,476千円下回った。
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４．事業活動収支計算書

教育活動収支

（単位　千円）

寄付金

48,857千円 予算 決算 差異

636,484 638,636 △ 2,152

11,335 13,512 △ 2,177

41,412 48,857 △ 7,445

140,331 150,122 △ 9,791

人件費 6,712 10,905 △ 4,193

4億87,439千円 9,454 10,346 △ 892

845,728 872,378 △ 26,650

予算 決算 差異

教育研究経費 504,562 487,439 17,123

3億12,824千円 330,015 312,824 17,191

77,313 70,406 6,907

0 11,800 △ 11,800

911,890 882,469 29,421

△ 66,162 △ 10,091 △ 56,071

教育活動外収支

（単位　千円）

受取利息・配当金

5,337千円 予算 決算 差異

3,865 5,337 △ 1,472

0 0 0

3,865 5,337 △ 1,472

借入金等利息 予算 決算 差異

558千円 558 558 0

0 0 0

558 558 0

3,307 4,779 △ 1,472

△ 62,855 △ 5,312 △ 57,543

　資金支出で計上された科目
のほか、減価償却額が含まれ
ている。

　資金支出に計上されない現
物寄付が含まれている。

　資金支出に計上されない退
職給与引当金繰入額が含まれ
ている。

事業活動収入

科目

学生生徒等納付金

徴収不能額等

寄付金

管理経費

手数料

経常費等補助金

教育活動収入　計

人件費

教育研究経費

科目

雑収入

借入金等利息

その他の教育活動外支出

教育活動支出　計

教育活動収支差額

事業活動支出

　受取利息・配当金収入が主
な収入となり、有価証券の利
金等となる。

事業活動収入

科目

科目

　旧短期大学部正門整備工事
の借入金に伴う利息支出とな
る。

経常収支差額

事業活動支出

受取利息・配当金

その他の教育活動外収入

教育活動外収入　計

教育活動外支出　計

教育活動外収支差額

付随事業収入
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特別収支

（単位　千円）

基本金組入前当年度収支差額

29,844千円 予算 決算 差異

35,961 36,796 △ 835

0 526 △ 526

事業活動収入　計 35,961 37,322 △ 1,361

9億15,037千円

0 2,165 △ 2,165

0 0 0

0 2,165 △ 2,165

35,961 35,157 804

10,000 10,000

△ 36,894 29,844 △ 66,738

△ 7,056 △ 6,676 △ 380

事業活動支出　計 △ 43,950 23,167 △ 67,117

8億85,193千円 △ 2,402,955 △ 2,402,955 0

0 1,757 △ 1,757

△ 2,446,905 △ 2,378,031 △ 68,874

（参考）

885,554 915,037 △ 29,483

922,448 885,193 37,255

　事業活動収入の構成比 　事業活動支出の構成比

　旧）帰属収支差額のこと。

翌年度繰越収支差額

事業活動収入　計

事業活動支出　計

　寄付金には、資金収入に計
上されない現物寄付金があ
り、卒業生からの卒業記念品
寄贈などが含まれてる。
　資産売却差額は、資産の取
得価格に対して売却額が上
回った場合、取得価格との差
額を計上するもので、有価証
券が償還されたことによる差
額となる。

特別支出　計

特別収支差額

〔予備費〕

その他の特別収入

特別収入　計

基本金組入額合計

当年度収支差額

前年度繰越収支差額

資産処分差額

科目

基本金取崩額

　寄付金には、資金収入に計
上されない現物寄付金があ
り、卒業生からの卒業記念品
寄贈などが含まれてる。
　資産売却差額は、資産の取
得価格に対して売却額が上
回った場合、取得価格との差
額を計上するもので、有価証
券が償還されたことによる差
額となる。 基本金組入前当年度収支差額

事業活動収入

資産売却差額

事業活動支出

その他の特別支出

学生生徒

等納付金 

69.9% 

手数料 

1.5% 

寄付

金 

5.3% 
経常費等

補助金 

16.4% 

付随事業

収入 

1.2% 

雑収入 

1.1% 
受取利

息・配当

金 

0.6% 

資産売却

収入 

4.0% 

人件費 

55.1% 

教育研究

経費 

35.3% 

管理経費 

8.0% 

徴収不能

額等 

1.3% 

借入金等

利息 

0.1% 

資産処分

差額 

0.2% 
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５．貸借対照表

　資産の部

（単位　千円）

固定資産

48億16,593千円 本年度末 前年度末 増減

4,528,471 4,613,233 △ 84,762

280,364 280,364 0

7,758 5,131 2,627

流動資産 531,127 432,087 99,040

5億31,127千円 5,347,720 5,330,815 16,905

　負債・基本金及び消費収支差額の部

（単位　千円）

固定負債 本年度末 前年度末 増減

3億59,125千円

359,125 360,230 △ 1,105

318,257 330,091 △ 11,834

677,382 690,321 △ 12,939

流動負債

3億18,257千円

6,936,589 6,931,670 4,919

111,779 111,779 0

△ 2,378,030 △ 2,402,955 24,925

4,670,338 4,640,494 29,844

5,347,720 5,330,815 16,905

　貸借対照表は、平成27（2015）年度末における資産、負債、基本金および純資産の残高
を示し、資産の状況等を明らかにしているものである。
　資産の部合計は、53億47,720千円、負債の部合計は、6億77,382千円、純資産の部合計
は、46億70,338千円となった。

　主なものとして、現金預金
がり、その他未収入金、貯蔵
品、立替金等となる。

　有形固定資産として、土
地、建物、備品、図書等があ
り、その他の固定資産とし
て、各種引当特定資産、ソフ
トウェア、長期未収入金等と
なる。

　固定負債として、長期借入
金、退職給与引当金、長期未
払金等となる。

　流動負債には、短期借入
金、未払金、預り金等とな
る。

負債の部

科目

資産の部

固定負債

流動負債

負債の部合計

資産の部

科目

負債・基本金及び消費収支差額の部

有形固定資産

その他の固定資産

流動資産

資産の部合計

特定資産

基本金

第１号基本金

第４号基本金

純資産の部

繰越収支差額

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計
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６．有価証券、関連当事者との取引の状況

（１）有価証券の時価情報

　　　① 総括表

　　　② 明細表

（２）関連当事者との取引状況

役員の
兼任等

理事 ― ― ― ― ― ― ―

0

160,393,883

121,564,882 121,857,782

関係内容

取引の内容

292,900

160,393,883 200,024,182 39,630,299

37,389,001 76,758,000 39,368,999

1,440,000 1,408,400 △ 31,600

債権

株式

投資信託

合　　　計

時価のない有価証券

有価証券合計

貸付信託

10,777,610 △ 324,705

種類
当年度（平成28年３月31日）

貸借対照表計上額 時　　　価 差　　　額

（うち満期保有目的の債券） (   0 )

国際交流基金引当特定資産

施設設備引当特定資産

時価が貸借対照表
計上額を超えないもの

18,450,000 56,220,000 37,770,000

1 0 △ 1

11,102,315

（単位　円）

（単位　円）

当年度（平成27（2015）年3月31日）

貸借対照表計上額 時　　価 差　額

時価が貸借対照表
計上額を超えるもの

減価償却引当特定資産 18,939,000 20,538,000 1,599,000

施設設備引当特定資産 101,973,203 103,330,400 1,357,197

国際交流基金引当特定資産

（うち満期保有目的の債券） (   0 ) (   0 ) (   0 )

減価償却引当特定資産 9,929,364 9,158,172 △ 771,192

(   0 ) (   0 )

合計

減価償却引当特定資産 28,868,364 29,696,172 827,808

施設設備引当特定資産 113,075,518 114,108,010 1,032,492

（うち満期保有目的の債券） (   0 ) (   0 ) (   0 )

時価のない有価証券 0

減価償却引当特定資産　合計 28,868,364

施設設備引当特定資産　合計 113,075,518

18,450,001

属性
役員、法人等

の名称
住所

資本金
又は

出資金

事業の
内容又
は職業

議決権
所有の
割合

取引金額
勘定
科目

期
末
残
高事業上の関係

宇都木　寧 顧問弁護士 弁護士報酬 4,460,400

37,769,999国際交流基金引当特定資産 18,450,001 56,220,000

国際交流基金引当特定資産　合計

0 0 0

（単位　円）
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７．財産目録　（平成28（2016）年３月31日現在）

８．借入金明細表　（平成27（2015）年4月1日から平成28（2016）年3月31日まで）

（単位　千円）

利率
返済
期限

33,143 0 ※ 2,286 30,857 1.65%
H42年

6月30日

33,143 0 ※ 2286 30,857

33,143 0 ※ 2286 30,857

2,286 2,286 2,286 2,286

2,286 2,286 2,286 2,286

2,286

※ 2,286

（注記）※印は、長期借入金から短期借入金への振替額である。

35,429 2,286 33,143

期首残高

計

小計

百五銀行

（単位　千円）
科　　目 金　額 科　　目 金　額

１．基本財産 4,501,183 貯蔵品 179

土地 2,076,644 前払金 1,247

建物 1,885,888 立替金 152

構築物 65,894 仮払金 658

教育研究用機器備品 16,771

管理用機器備品 3,608

図書 436,326

車輌 8,354

電話加入権 2,347

資　産　総　額 5,347,720

ソフトウェア 5,351

借入金 33,143

2．運用財産 846,537

退職給与引当金 319,413

土地 10,610

未払金 35,634

構築物 24,376

前受金 261,517

施設利用権 6

預り金 27,675

未収入金 28,783

677,382

預託金 53
正味財産　　（資産総額-負債総額） 4,670,338

現金・預金 500,109

計

市中金
融機関

引当特定資産 280,364 負　債　総　額

使途：短期大学部
正門整備資金

当期増加額 当期減少額 期末残高

合計

短
期
借
入
金

返済期限が1年以内の
長期借入金

摘　　要借入先

長
期
借
入
金
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９．財務比率

　事業活動収支計算書関係比率

（単位　％）

全国平均
評価
指標

30.3 ↑

25.6 ～

39.9 ↑

5.1 ↑

31.4 ↓

23.6 ↑

10.8 ↓

122.4 ↓

（単位　％）

（年度　平成）

評価指標 ↑ 高い値が良い

↓ 低い値が良い

管理経費比率 管理経費/経常収入

人件費依存率 人件費/学生生徒等納付金

人件費比率 人件費/経常収入

教育研究経費比率 教育研究経費/経常収入

55.5

35.6

寄付金比率 寄付金/事業活動収入

学生生徒等納付金比率 学生生徒納付金/経常収入

比率名 算式

事業活動収支差額比率

収入と支出のバラン
スはとれているか

支出構成は適切で
あるか

収入構成はどう
なっているか

平成26年度

３法人に分離

基本金組入前当年度収支差額/事業活動収入

補助金比率 補助金/事業活動収入

全国平均：『平成27年度版「今日の私学財政」大学・短期大学編』
　　　　　（日本私立学校振興・共済事業団）
　　　　　　大学法人　規模別（0.5～1千人）

5.3

16.4

分類

経営状況はどうか

本学園

3.3

72.8

8.0

76.3

事業活動収支差額比率, 

△ 3.5 

1.1 
△ 6.2 

7.9 

△ 10.1 

3.3 

学生生徒等納付金比率 

寄付金比率 

補助金比率 

人件費比率 

教育研究経費比率 

管理経費比率 

人件費依存率 

△ 20 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

22 23 24 25 26 27 

事業活動収支差額比率 

学生生徒等納付金比率 

寄付金比率 

補助金比率 

人件費比率 

教育研究経費比率 

管理経費比率 

人件費依存率 
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　貸借対照表関係比率

（単位　％） （単位　％）

全国平均
評価
指標

88.0 ↑

99.2 ↓

92.4 ↓

― ―

231.3 ↑

13.6 ↓

（単位　％）

（年度　平成）

評価指標 全国平均：『平成27年度版「今日の私学財政」大学・短期大学編』
　　　　　（日本私立学校振興・共済事業団）
　　　　　　大学法人　規模別（0.5～1千人）

↑ 高い値が良い

↓ 低い値が良い

平成26年度

３法人に分離

流動比率 流動資産/流動負債

負債比率 総負債/純資産

純資産/負債+純資産

固定比率 固定資産/純資産

固定長期適合率 固定資産/(純資産+固定負債)

積立比率 運用資産/要積立額

比率名 算式

純資産構成比率
自己資金は充実さ
れているか

長期資金で固定資
産は賄われている
か

負債に備える資産
が蓄積されている
か

負債の割合はどう
か

本学園

87.3

103.1

95.8

27.8

166.9

14.5

分類

自己資金構成比率 

固定比率 

固定長期適合率 

積立比率 

流動比率 

負債比率 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

22 23 24 25 26 27 

自己資金構成比率 

固定比率 

固定長期適合率 

積立比率 

流動比率 

負債比率 
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10．次年度に向けて

　平成26（2014）年度に法人を分離し、平成27（2015）年度は法人規模の縮小化に伴い、

大学及び短期大学部それぞれの名称を変更し、一つの学校法人としてより一層の一体化

に向け、教学改革に取り組んでまいりました。今後はさらに経営・教学ともに強固なも

のにしていくため、中期事業計画（平成28（2016）年度～平成32（2020）年度）の策定

を行い、『学生の自己実現度100％以上達成を支援』、『社会に貢献し続けることのでき

る「知（地）」の拠点』をミッションとして掲げ、５年後の達成を目指し取り組むこと

といたしました。

　ついては、ミッションを具体化するための施策として掲げた、経営力、募集力、教育

力、就職力の４つの項目を確実に実行していくため、平成28（2016）年度はその第一歩

を、教職員一丸となって取り組んでいきます。

１．重点課題

　入学定員を割る状況が続く中、定員確保は言うまでもありませんが、それ以外

での収入確保が必須となります。

　そのためには、改革総合支援事業及び経営強化集中支援事業等補助金を採択す

るための体制を強化し、確実に補助金を獲得するための取り組みを実行します。

２．平成27（2015）年度の経営数値目標

　実態に則し、実効性の高いものとして次のとおり経営数値目標を設定し、予算

編成の基礎とします。

評価

① △

② ▼

③ △

④ ▼

⑤ ▼

⑥ ▼

※参考「今日の私学財政」平成27年度版より抜粋

以　上　

事業活動収支差額比率

教育研究経費比率

人件費比率

管理経費比率

人件費依存率

基本金組入後収支差額比率

  78％未満

 100％未満

73.3%

107.5%

　58％未満 50.9%

  30％以上

　 5％未満

31.2%

9.0%

目標値 実績値

0％以上 △10.1% 7.2%

5％未満 8.7%

27年度 26年度

58％未満 60.3%

30％以上 38.3%

記

78％未満 81.0%

100％未満 110.4%

※参考
大学法人
全国平均

28年度
目標値

   0％以上

ロゴマークに込めた想い

１　地域に必要とされる大学を目指す本学は、Ｆ１の開催地

　として世界に知られている鈴鹿市にあります。鈴鹿市の頭

　文字であるＳを、レーシングコースをイメージしたスポー

　ティで先鋭的なデザインとしました。

２　本学園の建学の精神である「誠実で信頼される人に」の

　誠実、信頼のＳをそのイメージから濃紺で表しました。

新生鈴鹿大学とする機会にロゴマークを一新します。この

ロゴマークに込めた想いは次のとおりです。

３　本学で学んだ学生がグローバル社会で活躍する様を、人

　が立ち上がるイメージで表現しました。
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※参考「今日の私学財政」平成27年度版より抜粋

ロゴマークに込めた想い

１　地域に必要とされる大学を目指す本学は、Ｆ１の開催地

　として世界に知られている鈴鹿市にあります。鈴鹿市の頭

　文字であるＳを、レーシングコースをイメージしたスポー

　ティで先鋭的なデザインとしました。

２　本学園の建学の精神である「誠実で信頼される人に」の

　誠実、信頼のＳをそのイメージから濃紺で表しました。

新生鈴鹿大学とする機会にロゴマークを一新します。この

ロゴマークに込めた想いは次のとおりです。

３　本学で学んだ学生がグローバル社会で活躍する様を、人

　が立ち上がるイメージで表現しました。
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.

　学校法人享栄学園

　鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部
　事務局財務課

発行日 ： 平成28年５月24日
住　所 ： 〒510-0298
  　　　　三重県鈴鹿市郡山町663-222
ＴＥＬ ： 059-372-3949
ＦＡＸ ： 059-372-3919
e-mail ： keiri@m.suzuka-iu.ac.jp



学校法人享栄学園　　　

●鈴鹿大学 〒510-0298　三重県鈴鹿市郡山町663-222

●鈴鹿大学短期大学部 〒510-0298　三重県鈴鹿市郡山町663-222

学校法人愛知享栄学園

●享栄高等学校 〒467-8626　愛知県名古屋市瑞穂区汐時町1-26

●栄徳高等学校 〒480-1103　愛知県長久手市岩作三ケ峯1-32

●享栄幼稚園 〒467-0017　愛知県名古屋市瑞穂区東榮町2-4

学校法人鈴鹿享栄学園

●鈴鹿高等学校 〒513-0831　三重県鈴鹿市庄野町1260

●鈴鹿中学校 〒513-0831　三重県鈴鹿市庄野町1230

享 栄 学 園 グ ル ー プ

学校法人 享栄学園
〒510-0298　三重県鈴鹿市郡山町663-222

TEL：059-372-3949／FAX：059-372-3919
http://www.kyoeigakuen.net


