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※ビジネス学部の設置は、2019年3月に文部科学省へ設置認可申請を
　行う予定であり、変更があり得ます。



特集（第二期中期計画）
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第二期中期計画の達成に向かって
～自立と自活の力を身につけるために～

学校法人共立女子学園 学園長・理事長　御手洗 康

　学校法人共立女子学園は、建学の精神である「女性の自立と自活」
を目指して今後ますます発展していくため、共立女子大学・共立女
子短期大学、共立女子中学高等学校、共立女子第二中学校高等学校、
共立大日坂幼稚園及び共立女子学園に必要な諸施策を第二期中期計
画（2018年度～ 2022年度）（以下、「本計画」）として取りまとめました。
　本計画の策定にあたっては、近年の社会の大きな変化とそれに伴
う大学を取り巻く教育・経営環境の変化や、第一期中長期計画（2013
年度～ 2017年度）のフォローアップを通じて明らかになった課題な
どを踏まえました。本計画は、①各設置校のビジョンの策定　②ビ
ジョン達成のための目標と分析可能な評価指標の設定　③評価指標
ごとの諸施策の立案　④意思決定の迅速化　⑤責任体制の明確化 
を特長とする学園各校のビジョン達成・目標実現のための総合施策
です。目標達成のための客観的な根拠（エビデンス）を重視しており、
進捗の点検・評価にあたっては、更なる効果的・効率的な施策を生
み出し、これまでの方法を改善するといった見直しも期待されます。 
　本計画を推進するためには、各設置校がそれぞれの計画を着実に
進めていくとともに、設置校間の相互交流、委員会・部署・教職員
間の連携、大学間・自治体・企業との協力も欠かせません。横断的
な活動を通して、新たな施策を発展させていくことも重要です。 
　中期計画の目的は、今後20年、30年先の将来を見通して学園の持
続的な成長・発展を目指していくことにあります。そのためには、
各設置校が将来にわたって園児や生徒、学生から選ばれる学校にな
らなければなりません。その実現を目指し、全教職員が一人ひとり
の能力を最大限発揮できるよう、やりがいを持って働くことができ
るような職場環境づくりに努め、教職員一丸となって、本計画に取
り組んでまいります。 
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大学・短期大学ビジョンと
第二期中期計画の特徴

大学・短期大学 学長　川久保 清

　 4 月から第二期中期計画が新しい執行部の元で始まり、 7 月 9 日
には大学・短期大学の教職員を対象に説明会を開催し、多くの方々
に参加頂きました。この学園報によって多くのステークホルダー
の方々にも知っていただくためにその特徴を記します。
　教育を巡る社会状況は大きく変化し、18歳人口の減少、グローバ
ル化の加速、超スマート社会などに対応した教育の質の向上が求め
られます。この20年間に女子の大学進学率は48％に倍増するも、女
子大学の数は98から77に減少しています。そのような急速な社会的
環境変化の中で共立女子大学・短期大学が持続可能な発展を継続す
るには、スピード感をもって教学改革を推進させていく必要があり、
そのために第二期中期計画があると考えています。計画は、まず建
学の精神に基づく大学・短期大学のビジョンがあり、ビジョンを達
成するための目標と評価指標からなるマスタープラン、マスタープ
ランを達成するための具体的な行動計画であるアクションプランか
らなります。
　計画を絵に描いた餅とせずに実効性のあるものとするポイントは、
スピードと責任体制の明確化、教職協働、情報開示の 3点にありま
す。大学・短期大学ビジョン（KWUビジョン）は、既にお知らせし
ているように 1．自律と努力、2．創造とキャリア、3．協働とリー
ダーシップからなります。マスタープランは 1．学生確保、 2．教
育の質、 3 ．学生生活、 4 ．学修支援・授業支援、 5 ．就業力、 6 ．
地域連携、 7 ．教学マネジメント、からなり、それぞれ複数の評価
指標と主たる委員会、主たる事務局が示されています。複数の評価
指標は、数値指標を示しているものやそうでないものもありますが、
優先順位順に並べられています。評価指標は背伸びしなくては届か
ない指標です。それに向けて努力していく方向性が示されています。
主たる委員会は、この 4 月に新たに組織された学長指名の教職員か
らなる全学委員会です。学長が責任と権限をもって教学改革を推進
していく所存ですので、ご支援を賜りたく存じます。
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特集（第二期中期計画）

第二期中期計画の実現に
向けて

副学長　村上 昌弘

　副学長・学生部長として第二期中期計画に掲げられた 7つ
のマスタープランのうち「教育の質」「学生生活」「学習支援・
授業支援」「就業力」について主に担当しています。これらの
プランは独立してあるのではなく相互に密接に関連した課題
です。現行の高等教育では、「自ら主体的に学び、それぞれの
人生を切り開いていく力を身につける」ことが求められてい
ます。これは、建学の精神である「女性の自立と自活」、共立
女子大学・短期大学ビジョン（KWUビジョン）として提案さ
れた「自律と努力」、「創造とキャリア」、「協働とリーダーシッ

プ」に相応していると思います。本学では、すでに実践して
きたことですが、第二期中期計画ではこの精神を更に具現化
することが求められています。入学してくる学生の特性や背
景は、多様です。これら多様な学生の個性を活かし、伸ばす
事ができる体系的・構造的な教育課程の編成、さらに学生の
学修成果、活動を客観的に評価し可視化できるシステムを構
築しなければなりません。同時に、学生が安心して学生生活
を享受できる環境を整えることも必要になってきます。情報
を共有し、多様な学生に細やかに対応できる教育環境を確立
したいと考えています。そのためには教職員の意識の改革も
図らなければなりません。また、少しでも学生の財政的な負
担を軽減できるように、給付型奨学金制度の拡充も重要な課
題です。この紙面をお借りして関係各位に更なるご協力をお
願いする次第です。これらの結果として、前回の学園報でも
書かせていただきましたが、全ての学生から「共立で良かっ
た!!」と言われるように努力していきます。

教職協働で取り組む
第二期中期計画

副学長　村上 隆

　川久保学長を中心とする新執行部の行動指針である「第二
期中期計画」に掲げられた 7つのマスタープランのうち「学生
確保」「地域連携」の二項目について、教学系実務責任者とし
て簡単にそれぞれ三点に絞ってポイントを説明致します。
　まず「学生確保」について。一点目は、「学生確保」の方針を
「量を求めて質を上げる」ことから、2021年度入試を目途に「質
を求めて量を上げる」ことへと大きくシフトします。二点目
は、いささか複雑多様化した現行の本学の入試制度を整理統
合し、分かりやすい入試にすることです。三点目は、入試の

立案から選抜までの全般に関わる専門職員を配置した「アド
ミッション・オフィス」を設置します。これらは全て、少子
化や定員管理の厳格化など、大学が置かれている厳しい状況
に対応するものとして考えられました。
　次に「地域連携」について。一点目は、「地域連携」から「社会
連携」へとコンセプトを拡大し、単なる地元との関わりだけ
でなく、教育・研究機関として社会に対する貢献の要素を強
めていきます。二点目は、「千代田区内近接大学の高等教育連
携強化コンソーシアム」と「福井市との包括連携協力」という、
発足まもない 2つのプロジェクトを実り豊かなものにしてい
きます。三点目は、社会的評価の高い「発達相談・支援セン
ター」及び「共立女子学園内託児所」をより活性化していくこ
とです。
　いずれも難しい舵取りが求められますが、私どもは本中期
計画の核でもある「教職協働」によって諸課題を乗り越えてい
くよう努力していきます。

第二期中期計画、事業計画、事業報告及び自己点検・評価の実質化
●2018年度～ 2022年度の 5年計画となる「第二期中期計画」
　＝【 5年間のPLAN】
●第二期中長期計画に基づき、単年度計画を作成する「事業計画」
　＝【単年度のPLAN】
●事業計画の活動報告をする「事業報告」
　＝【単年度のDO】
● 事業報告について、効果が挙がっていること（長所）、改善が必要なこと（課題）
を点検・評価「自己点検・評価」
＝【単年度のCHECK】
●次年度以降の事業計画に反映「次年度以降の事業計画」
　＝【ACTION】

4 改善
次年度以降
の事業計画

計画 1
事業計画

行動 2
事業報告

3 評価
自己点検・評価

第二期中期計画の達成

「自己点検・評価報告書」
⎭―――――――――⎬―――――――――⎫

ACTION PLAN

CHECK DO
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特集（第二期中期計画）

中学高等学校
校長　児島 博之

　私学にとって大切なのは、どのような生

徒を育てていくかという方向が明確である

ことと、そのためのプロセスが理解しやす

いことではないでしょうか。

　ICT教育や社会のグローバル化が進展し、思考力や表現力が

学力の新要素として重視される中、本校では時代に即した教育

の推進を、入試という入口の部分から行ってきました。様々な

スキルを持った生徒が入学することで、本校の特徴である多様

性と柔軟性を一層伸ばすと同時に、生徒数が多いことを活かし

て、生徒のコニュニケーション能力や行動力を高めていくこと

を意識しています。
　中期計画では、学内無線LANの整備やタブレットの導入、常

勤のネイティブ教員の任用や英会話での取り出し授業の拡充な

どは大きな目標となっています。また表現指導の一環として、

中学全学年での「国語表現」の科目新設など、すでに実現してい

るものも幾つかあります。中期計画が生徒の学力や意欲の向上

に結びつき、学校評価においても生徒や保護者による満足度が

上がるよう期待しています。

第二中学校高等学校
校長　晴山 誠也

　グローバル化が進む現代、多様な価値観

を持つ人々と協力し共生していくためには、

まず自分自身を確立する必要があります。

第二期中期計画のもと、本校では次の 3点

に重点を置いて取り組んでまいります。

　 1つは、英語教育の改革。国際社会で通用する英語力の強化

は不可欠の課題です。本校では外部有識者の指導の下、「 4技能

統合型授業」を導入し、授業の大半をアクティビティーや音読

など生徒が能動的に英語を使う時間としています。

2つには、国際交流の推進。授業で学んだ英語の成果を海外

で確かなものにするだけではなく、テーマをもって留学に挑戦

し、現地との交流を図ります。主体性や自立心の向上を期待し、

今年度よりこれまでのニュージーランド短期留学に加え、 3か

月に及ぶターム留学（希望制）を実施する予定です。

　 3つには、2020年高大接続改革への対応。自ら課題を決めて

研究を重ね、発表を行う「探究の時間」を高校各学年 1単位ずつ

設け、思考力・判断力・表現力を育成します。先の 2つの柱と

ともに、多様化する生徒の進路実現の基盤となることを目指し

ます。

　生徒たちの「咲き誇る未来」のために教職員一丸となって邁進

していく所存です。

共立大日坂幼稚園
園長　上野 純子

　幼児を取り巻く環境については社会環境

の変化に加わり制度も変わり、めまぐるし

く動いていることを感じます。今後も幼児

教育無償化の実施に伴う更なる変化も予想

されます。

　しかし、こんな時代だからこそ本園の教育について真の力が

問われていると感じます。

　今年度も新教育要領に沿って遊びを通した指導を徹底し、一

人ひとりが遊びを選択する、創造する、工夫する、考える、集

中する、やり遂げる力をつけていくことに加え、集団として就

学前の教育を意識しながら、子ども一人ひとりの特性を見極め

指導に繋げています。

　保護者の方々からは、「子ども達の伸びる時を捉えた教育」「人

と人との関わり、協働の芽生えも丁寧に取り込んでいる」と評

価されて参りました。

　更なる教育の質の向上を目指し、自然災害が多発する中で子

ども達の安全についても園全体で取り組み、様々な環境につい

て整備しながら、子ども達一人ひとりについての「生きていく

力」を育んでいきます。
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特集（第二期中期計画）

第二期中期計画より　学園各校のビジョンおよびマスタープラン（目標）一覧

大
学
・
短
期
大
学

ビジョン　①自律と努力 自己を確立し、生涯努力し続ける 
　　　　　②創造とキャリア 新たな価値を創造し、社会を生き抜く 
　　　　　③協働とリーダーシップ 他者と協働し、リーダーシップを発揮する
マスタープラン（目標）
MP　Ⅰ-1． 学生確保
 アドミッション・ポリシーに則して、戦略的な広報や入試制度改革等を通じて、志願者を増加させる。
MP　Ⅰ-2． 教育の質
  カリキュラム・ポリシーやディプロマ・ポリシーに則して、十分な教育上の成果を上げるための教育内容と方

法を整備・充実させ、学生の付加価値を最大化させる。
MP　Ⅰ-3． 学生生活
 充実した学生生活を支援し、学生の資質・能力を向上させる。
MP　Ⅰ-4． 学修支援・授業支援
　　　　　　学修に専念できるよう、十分な学修支援を行うとともに、授業支援を適切に行い、教育効果を高める。
MP　Ⅰ-5． 就業力
　　　　　　積極的にキャリア形成支援を行い、社会を生き抜く力を育む。
MP　Ⅰ-6． 地域連携
　　　　　　 地域連携活動を通じて、地域に関する教育・研究の進展を図るとともに、知の成果を広く社会に還元し、教育

的・学術的・文化的貢献を果たす。
MP　Ⅰ-7． 教学マネジメント
　　　　　　ビジョンの達成に向けて、戦略的な企画立案、機動的な意思決定及び執行を行う。

中
学
高
等
学
校

ビジョン　時代を超えて“輝き、翔ばたく女性”を育成する
マスタープラン（目標）
MP　Ⅱ-1． 生徒確保
　　　　　　 教育課程・教育指導の改善充実、戦略的な広報、入試制度改革等を通じて、志願者の質の向上と人数の増加を図る。
MP　Ⅱ-2． 教育の質
　　　　　　共立女子中学高等学校独自の学習システムを充実させ、進学面を強化し、時代に即した生徒の学力向上を図る。
MP　Ⅱ-3． 教育力
　　　　　　生徒の学力向上・進学実績の向上を図るため、教育力を向上させる。
MP　Ⅱ-4． 進路
　　　　　　 大学進学等進路実績を踏まえた課題と対策について徹底した調査分析を行い、その結果に基づいて進路指導を

充実させて、生徒一人ひとりに相応しい進路選択の機会を提供する。
MP　Ⅱ-5． 管理運営
　　　　　　ビジョンの達成に向けて、戦略的な企画立案、機動的な意思決定および執行をおこなう。

第
二
中
学
校
高
等
学
校

ビジョン　　“咲き誇る未来”を目指して、社会に広く貢献できる自立した女性を育成する。
マスタープラン（目標）
MP　Ⅲ-1． 生徒確保
　　　　　　教育課程・教育指導の改善充実、戦略的な広報、入試制度改革等を通じて、志願者を増加させる。
MP　Ⅲ-2． 教育の質
　　　　　　 新学習指導要領・高大接続改革等、新たな教育体制に対応し得る教育課程やシラバスの充実、国際化の進展を

図り、生徒の学力および21世紀に求められる力（思考力・実践力）の向上に努める。
MP　Ⅲ-3． 教育力
　　　　　　生徒の学力向上・進学実績の向上を図るため、教育力を向上させる。
MP　Ⅲ-4． 進路
　　　　　　 共立女子第二中学校高等学校独自の進路システム「針路プログラム」を充実させ、大学進学等進路実績を踏まえ

た課題と対策について徹底した調査分析を行い、その結果に基づいて進路指導を充実させて、生徒一人ひとり
に相応しい進路選択の機会を提供する。

MP　Ⅲ-5． 管理運営
　　　　　　ビジョンの達成に向けて、戦略的な企画立案、機動的な意思決定および執行をおこなう。

　　　　　　学修に専念できるよう、十分な学修支援を行うとともに、授業支援を適切に行い、教育効果を高める。

　　　　　　 地域連携活動を通じて、地域に関する教育・研究の進展を図るとともに、知の成果を広く社会に還元し、教育

　　　　　　ビジョンの達成に向けて、戦略的な企画立案、機動的な意思決定及び執行を行う。

　　　　　　 大学進学等進路実績を踏まえた課題と対策について徹底した調査分析を行い、その結果に基づいて進路指導を

　　　　　　ビジョンの達成に向けて、戦略的な企画立案、機動的な意思決定および執行をおこなう。

　　　　　　 共立女子第二中学校高等学校独自の進路システム「針路プログラム」を充実させ、大学進学等進路実績を踏まえ
た課題と対策について徹底した調査分析を行い、その結果に基づいて進路指導を充実させて、生徒一人ひとり

　　　　　　ビジョンの達成に向けて、戦略的な企画立案、機動的な意思決定および執行をおこなう。
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特集（第二期中期計画）

　

共
立
大
日
坂
幼
稚
園

ビジョン　子ども達一人ひとりの生きていく力を育む。
マスタープラン（目標）
MP　Ⅳ-1． 園児確保
　　　　　　教育課程・教育指導の改善充実、入園者選考方法の改善等を通じて、志願者を増加させる。
MP　Ⅳ-2． 教育の質
　　　　　　新幼稚園教育要領を踏まえ園児が生きていくための力を育む。
MP　Ⅳ-3． 教育力
　　　　　　教育力を向上させて、園児一人ひとりの健やかな成長を促す。
MP　Ⅳ-4． 保護者との連携・協力
　　　　　　共立大日坂幼稚園で園児が心から安心して過ごすために、保護者と温かな関係を築き絆を深める。
MP　Ⅳ-5． 管理運営
　　　　　　ビジョンの達成に向けて、戦略的かつ機動的な管理運営をおこなう。

共
立
女
子
学
園

ビジョン　①社会に広く貢献できる自立した人材を育成するための教育を、各設置校において適切に行う 
　　　　　②社会に広く貢献できる自立した人材を育成するために、学生・生徒等の支援を適切に行う 
　　　　　③教育の永続維持のために、財政基盤を確保し、収支の均衡を達成する 
　　　　　④ステークホルダーとのコミュニケーションの充実を図る
マスタープラン（目標）
MP　Ⅴ-1． 財政
　　　　　　堅実な経営基盤を維持・向上させるために必要な財務戦略を立案・実行する。
MP　Ⅴ-2． 人事
　　　　　　 学園の発展や中期計画の達成のため、教職員がやり甲斐を持ちながら能力を生かし活躍できる人事施策を推進

する。
MP　Ⅴ-3． 施設設備
　　　　　　教育研究の維持向上と学生・生徒・園児の安全を確保するため、計画的に施設設備を整備し、環境整備を図る。
MP　Ⅴ-4． 櫻友会・後援会・地域等との連携
　　　　　　櫻友会・後援会・地域等との連携を通じて、各設置校の発展に寄与し、活動を支援する。

※ 各マスタープランの評価指標や、それぞれの項目に対応したアクション・プラン等の詳細は、
学校法人共立女子学園のホームページに掲載しておりますので、ご高覧ください。

　http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/pdf/univ/release/plan.pdf

「2017年度事業報告書」および「2018年度事業計画書」の公開について
　このたびの「第二期中期計画」の策定を受け、「第一期中長期計画（2013年度～ 2017年度）」のフォローアップの観点も加味した形で、
「2017年度事業報告書」および「2018年度事業計画書」をとりまとめ、学園ホームページ上で公開しております。
　共立女子学園の教育機関としての諸活動についてまとめておりますので、こちらもあわせてご高覧ください。

2017年度事業報告書
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/pdf/univ/release/plan/2017_jigyohoukoku.pdf

2018年度事業計画書
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/pdf/univ/release/plan/2018_jigyokeikaku.pdf

　　　　　　教育課程・教育指導の改善充実、入園者選考方法の改善等を通じて、志願者を増加させる。

　　　　　　共立大日坂幼稚園で園児が心から安心して過ごすために、保護者と温かな関係を築き絆を深める。

　　　　　　堅実な経営基盤を維持・向上させるために必要な財務戦略を立案・実行する。

　　　　　　 学園の発展や中期計画の達成のため、教職員がやり甲斐を持ちながら能力を生かし活躍できる人事施策を推進

　　　　　　教育研究の維持向上と学生・生徒・園児の安全を確保するため、計画的に施設設備を整備し、環境整備を図る。

　　　　　　櫻友会・後援会・地域等との連携を通じて、各設置校の発展に寄与し、活動を支援する。
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家政学部

大学院・大学・短大・各校トピックス

様々なとりくみ
被服学科では、新入学の一年生のための様々
な授業や企画が用意されています。例えば「基
礎ゼミナール」の授業には、神保町を探索し
てレポートを書いたり、様々な職業について
いる先輩から話を聞いたりといった内容も含
まれています。また学生は、授業外にも積極
的に社会活動を行っています。海外からの来
訪者もいるAmazon Fashion Week TOKYO 
2019にインターンとして参加した学生は、語
学力や臨機応変の対応力が求められる場で、
講義や実習では得られない貴重な体験をする
ことができました。 （教授　長崎　巌）
　
国家試験・資格試験について
食物栄養学科では、2018年 3 月に行われた管理栄養士国家試験において、管理栄養士専攻の 4年生51名が受験し50名が合格し
ました。合格率は98.0％で、例年通り全国平均をかなり上回ることができました（全国平均（新卒）95.8%）。2017年12月に行わ
れたフードスペシャリスト資格認定試験においては、受験した食物学専攻の学生全員が合格し、さらに 1名が全国第 7位の優
秀賞を受賞するという好成績に終わりました。また、専門フードスペシャリスト試験においては、食品開発部門で 7名受験中
3名合格（合格率42.9％）、食品流通部門で18名中 6名合格（合格率33.3％）しました。さらに、専門フードスペシャリストの食
品流通部門で 1名が全国第 7位の優秀賞を受賞しフードスペシャリスト協会より表彰されました。学生たちが大学入学時から
地道に努力した結果であり、教員としても学生の成長を感じることができました。 （教授　熊谷　仁）
　
女子生徒のためのデザインコンペ「わたしtoデザイン」
建築・デザイン学科では高大連携・接続を目指し女子生徒限定
のコンペを主催しています。テーマの設定からロゴマーク、ポ
スター、案内状の制作、中学・高等学校への案内状送付、共立
祭での最終審査の運営、そして作品集の作成まで学生主体と
なって行なっています。昨年は学内104作品、高校生26作品の
応募がありました。 1次審査で23作品を選出、 2次審査は公開
で作者にプレゼンテーションを行ってもらい最終の賞を決定し
ました。本年度も第 2回の公開審査を共立祭（2018年10月21日）
で行います。 （教授　堀　啓二）
　
保育研修会の開催について
児童学科では毎年夏に現職
保育者を対象とした保育
研修会を実施しています。
2018年度の保育研修会は 8
月 5日に開催いたしました
が、卒業生をはじめ、幼稚
園・保育所・こども園等の
先生方等、約80名がご参加
くださいました。
　午前中は、秋草学園短期
大学学長の北野 大先生か
ら「科学者からみた子どもの科学の心の芽生え」というタイトルで、保育者が子どもたちの好奇心を育み、一緒に不思議さを楽
しめることの大切さをお話いただきました。
　午後はピアノと歌のミニコンサートと本学教員が講師を務める 4つの分科会にわかれて勉強しました。本研修会が、参加者
の方々にとってよい学びの時間となり、明日からの保育に活かしていただけたらと思っております。 （教授　白川佳子）

Amazon Fashion Week TOKYO 2019にインターンとして
参加した学生

「感覚遊びから身体ほぐしへ」　足立美和先生「科学者からみた子どもの科学の心の芽生え」
北野 大先生（秋草学園短期大学　学長）　

みんなで神保町を探索
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文芸学部

国際学部

大学院・大学・短大・各校トピックス

映像ワークショップ
　 8月19日（日）、オープンキャンパス特別企画として、
文芸学部在籍者を対象とした映画制作講座を開催しま
した。東京神田神保町映画祭（千代田区文化事業助成
対象事業）実行委員会のご協力を得、深田晃司氏と澤
口明宏氏、世界で大活躍する映画監督お二人にご来校
いただきました。講義と実践を通じて、カメラの仕組
みや撮影の基礎、映像リテラシーについて学ぶという
充実の内容です。自分の撮影した映像が、お二人の監
督のコメントによって多様な意味を獲得していく、そ
んな経験は参加学生の人生に忘れがたい記憶を刻んだ
ことでしょう。高校生の見学も多く、大盛況の一日で
した。
　当ワークショップは、この秋、千
代田区立お茶の水小学校での映像撮
影と上映会へと発展します。一連の
企画を通じ、映像リテラシーを実践
プロセスの経験から学び、私たちの
学び舎のある千代田区の地域活性化
に貢献することを目指しています。
（ 北村弥生・深津謙一郎・田口亜紀／
写真提供：東京神田神保町映画祭
実行委員会）

Certifi cate of Friendship受賞
　国際学部 3年の今村悠実さんが、昨年度オーストラリア留学中に、
ブリスベン市長よりCertifi cate of Friendshipを授与されました。国
際交流や異文化理解を目的としたブリスベン市主催のイベントに参加
し、オーストラリア先住民の文化を学んだり、現地のコーラス部員と
してコーラスを披露したりしました。そうした活動が認められ、個人と
団体の両方での受賞となりました。 （専任講師　高野麻衣子）
　
ギリシャの全国紙に木戸雅子教授インタビュー掲載
　ギリシャの全国紙『カシメリニ』に木戸雅子教授が取り上げられました。インタビューの内容は、
何故ギリシャに留学したか、から始まって、留学中に経験した軍事政権の崩壊、キプロス紛争、ギ
リシャでの研究活動、その結果としての修道院壁画の修復事業や、ギリシャ人との共同研究、現代
ギリシャの文化についての意見、日本とギリシャの文化、社会の比較など、多岐にわたるものでし
た。 （教授　西山暁義）
　
英語を話すのは...今でしょ！
　“Topics in US Society”（サラ・アサダ先生担当）では、英語でアカデミックな議
論を行うための技術を磨き、異文化間のコミュニケーション能力を向上させるため
のサポートとして、外国人ティーチング・アシスタントに参加してもらいました。
　受講した学生たちからは、「TAのアドバイスのおかげで、どんどん面白い意見が
出てくるようになりました」、「もっと話そうという意欲が湧いてきます」、「やろうと
すれば英語を話すことができることがわかりました」などの声が聞かれました。
 （教授　西山暁義）

映像リテラシーについて、深田監督の講義

北村先生手作りの「カメラオブスクラ」を使って、カ
メラの仕組みを学ぶ

学内で撮影した短編映像についての講評、左奥が澤口
監督

　

※紙面掲載の許諾を得ております。
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看護学部

大学院・大学・短大・各校トピックス

何度も再生したくなる動画教材の作成と活用
　近年、多種多様な動画教材が開発され配信されています。動画教材のメリットとし
て、人の動きなど多くの情報を短時間にしかも正確に伝えられることと、記憶に残り
やすいことなどが挙げられています。限られた授業時間の中でいかに技術習得を図る
かは看護教育の課題であり、今まで以上に動画教材の活用に期待が高まっています。
　看護の技術習得では反復練習がかかせませんが、反復練習を促進するためには、い
つでもどこでも自由に教材にアクセスできるわかりやすい教材とネット環境が求めら
れます。看護学部基礎看護学領域では、 4年間を通して利用可能な動画教材の作成を
目指して、2018年度17本の動画教材を作成し、学習支援プロジェクトの協力を得て、
学生と教員向けに配信しました。
　 1年生のベッドメイキングの授業では、学生の95％が事前にこの動画教材を視聴し、
そのうち半数は 5回以上視聴したことがわかりました。学生からは「視覚的に分かり
やすかった」「お手本を何度も見ることができた」「分からなくなった時にすぐに確認で
きた」など、好評を得ました。今後は、初学者向けの学習教材であることを意識し、キャ
プションやナレーション付きの動画に変更し、種類も増やしていく予定です。
 （教授　中原るり子）

共立女子大学 ビジネス学部（仮称）、
2020年 4 月開設を目指し設置構想中！
　将来の労働人口減少を課題ととらえ、生産性向上、イノベーション、働き方改革など
社会が大きく変化していく中で、国や企業は、労働市場での女性の活躍・リーダーシッ
プの発揮に期待を寄せています。
　「女性の自立と自活」を建学の精神とする本学は、こうした現代のビジネス界において 
自分らしい生き方を実現しながら、社会が求める役割を果たす能力を養成するため、「ビ
ジネス学部（仮称）」の設置を構想しています。
　ビジネスの現場で必要となる、経営・マネジメント／マーケティ
ング／経済／簿記・会計に加え、情報・統計、英語などの知識と「リー
ダーシップ開発プログラム」を融合させた、女子大初となる仕組み
によって、ビジネスのどんな場面でも発揮できる世界標準のリー
ダーシップを身につけます。

※ 設置構想中のため、掲載の内容は予定であり、変更になる場合が
あります。

ビジネス学部（仮称）特設サイトはこちらから

http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/business/

植田和男
ビジネス学部（仮称）学部長（予定）
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生活科学科

文科

大学院・大学・短大・各校トピックス

オムニバス授業「キャリア実務入門」
　生活科学科では、本年度より 1年次前期に「キャリア実務入門」という授業を開講しました。入学直後から卒業後を見据えた
キャリア教育の一貫として、 3コース（メディア社会、生活デザイン、食・健康コース）共通のキャリア支援系科目として、生
活科学科の独自性を活かした進路選択や女性の将来的なキャリア形成を考えるための科目として設置しました。
　授業では、学生の関心の高い 5つの資格や仕事（ファイナンシャルプランナー（FP）、簿記、秘書実務、医療実務、公務員）
を取り上げ、さらに就職活動に必要な法的知識を加えて、オムニバス形式で、経験豊富な共立アカデミーの講師陣等にお話を
していただくことで、継続的な資格取得や就職活動、進路を考えるためのよい機会となっています。
　また、正課外授業とのコラボレーションとして、ホームカミングデイにて、「女性の働き方を考える」をテーマに、「医療事務」
に着目し、同科目担当講師によるレクチャーと医療事務等経験OGによるパネルディスカッションを行いました。卒業後の進
路や具体的な働き方を思い描くための等身大のモデルケースとして参考になったようです。
 （生活科学科長　山口庸子）

授業紹介「古典文学の研究Ⅰ」
　漫画『ちはやふる』はその人気から映画化もされ、
カルタ取りゲームは空前のブームに。それにあや
かったわけではありません。『百人一首』をテキスト
に、和歌の歴史・詠まれ方・作者・ことばの技巧・
季節の移り等々古典文学の勉強をしながら、時々
2号館 5階の畳の学習室で「ちはやふる」ごっこをす
る、そんな授業です。『百人一首』から自分のテーマ
にそった「わたし十首」を選び、パワーポイントを用
いてプレゼンテーションするのも目的の一つ。「う
つりゆく月」「皇族たちの歌」「水に寄せる想い」「掛詞
ベストテン」「撰者藤原定家の生涯」などのテーマの
豊かさ。「好きな人への想い」は自分の好きな歌手・
アニメ・ゲームの主人公達にふさわしい和歌を独断
と偏見で選び、当然パワポ画面も和歌とアニメが同
居します。投票で一位になったのは「イメージソン
グを考えてみた」。右近「忘らるる」には「ウエディン
グベル」の「くたばっちまえ、アーメン」を、和泉式
部「あらざらんこの世の他の」には嵐「ドリームスノ
ウ」を、というようにあてはめた技に賞賛の声。自
分なりに古典文学を楽しめたでしょうか。
 （文科長　菅野扶美）

「キャリア実務入門」公務員（ 2回）公務員試験対策、知能問題の体験。受講後、
公務員試験が身近に感じたとの感想を多くいただきました。

生活科学科の正課外授業「女性の働き方を考える」とのコラボレーション、
本館 5階ラウンジ、 7月 1日開催ホームカミングデイにて
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大学院・大学・短大・各校トピックス

2018年度　共立女子大学・短期大学在学生家族懇談会

　在学生家族懇談会は、学生のご家族と直接的な交流を図る中で、本学の教育に対するご理解を深
めていただき、ご家族と大学・短大が一体となって学生を支援できる環境を整えることを目的とし
て、例年開催しています。
　東京会場は、 5月27日（日）に神田一ツ橋キャンパスで開催し、約400名の方が参加されました。
今後は、10月28日（日）水戸市、11月 3 日（土）高崎市、11月11日（日）宇都宮市、11月18日（日）静岡市、
11月25日（日）仙台市で開催を予定しております。 （学生課）

「2018年度 授業見学会」を開催しました。

　今年も教員のFD活動の一環として、また、学生のご父母や企業等の方に本学の教育活動への理
解を深めていただくことを目的として、 6月18日～ 23日に授業見学会を実施しました。今年度も
外部から多くの方々の参加があり、各学部・科から推薦のあった「おすすめ授業」や本学の設備など
の見学だけではなく、今年度は 2号館の学食の利用も新たに開始し、利用していただきました。
　見学会終了後には、教職員がそれぞれ見学した授業についての報告書をFD委員会に提出し、今
後の授業改善や教育支援、運営内容の参考となる情報を共有いたしました。見学者の皆様からお寄せいただいたアンケートを元に、
今後もさらに充実した見学会を計画していきたいと考えています。 （教務課）

「ホームカミングデイ2018」を開催しました。

　 7月 1日に、 2回目となる「ホームカミングデイ2018」が開催されました。当日は、この 3月に卒
業したばかりの方から専門学校を卒業した80代の方まで、さまざまな年代の卒業生と同伴者を合わ
せ、421名の方が参加されました。本館ロビーでは現役学生サークルのマンドリンクラブと筝曲部
によるウェルカムコンサートで皆様をお迎えし、講堂で行われた全体会では川久保学長、齊藤櫻友
会会長の挨拶に続き、家政学部児童学科の村上康子准教授によるピアノ演奏を聴いていただきまし
た。演奏終了後も拍手が鳴りやまず、アンコール曲まで演奏され、会場はとても盛り上がりました。
　全体会終了後は各学部・科毎に分科会が行われ、講演や情報交換会のほか、教員による工夫を凝らした企画により、教員と参加者
相互の和やかな交流の場となりました。また、図書館・博物館を中心とした施設見学に加え、今年リニューアルした学食を利用する
ことで、参加者の皆様に現在の学生生活を体験していただく良い機会となったのではないかと思います。
　来年度も多くの卒業生の皆様に足を運んでいただけるよう、楽しい企画を用意したいと考えております。 （ホームカミングデイプロジェクト）

「リーダーシップ開発プログラム」開始！

　本学では、2018年度より企業と連携をした課題解決型の授業を、正課科目として導入しました。
　この授業の特徴は、クライアント企業から出された課題に対して、学部・学科・学年の垣根を越
えて取り組むことで、仲間の輪が広がることと、社会で求められているスキルを身に付けることで
す。
　2018年度の前期には、クライアント企業が抱える課題の解決策を提案するプロジェクト型学習を
通じて、受講生は、基礎的なビジネススキルと、プロジェクト内で求められる、一人ひとりの持ち
味を生かしたリーダーシップについて学びました。
　後期には、前期の活動を踏まえ、自己理解を深めると同時に、他者からのフィー
ドバックを受け止め自身の成長に活かし、問題解決に必要とされる論理思考や
リーダーシップについて学びます。 （教務課）

公認学生団体による「伝統文化企画」の開催報告

　2018年 7 月 2 日から 7月 6日の期間に実施された「伝統文化企画」では、公認学
生団体から華道部小原流、池坊、古流、草月流が合同華道展を実施しました。ま
た、期間中は、きもの着付け俱楽部による浴衣の着付けの実施や、二胡サークル
と筝曲部による昼休みの時間中の演奏披露等、伝統文化に親しんだ学生たちの発
表の場となりました。 （学生課）
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お詫びと訂正（大学院論文一覧誤記について）
　『共立女子学園報 第57号』p8の大学院論文一覧におきまして、一部、専攻の表記に誤りがありました。正しい専攻名は以下の
とおりです。訂正の上、お詫び申し上げます。

家政学研究科

博士前期課程（修士） 建築・デザイン専攻
新垣　佑依 沖縄の風土・気候環境に適した住宅設計の研究～新しい集合住宅の形～
今村　真帆 若年層の調査から見るこれからのアパレル店舗
関　　笑加 建築美学論－建築が見つける－

総合文化研究所トピックス
　総合文化研究所では、今年度も各研究者はそれぞれのテーマに基
づいて鋭意研究を進めています。
　研究助成や出版助成と両輪をなすものが展示や講演に対する補助
です。
　今年度の前期には、 6月25日（月）から 7月 7日（土）にかけて、本
館 1階ロビーにおいて「ベナンを発見しよう！ 2」と題する写真展
を開催したほか、これに関連して 7月 7日（土）には、村田はるせ氏
（アフリカ文学研究者）による公開講演「絵本にみる西アフリカ女性
の生活」、ゲストスピーカーにゾマホン・ポヌ・ジョジアヌ氏（本学
非常勤講師）、渋谷真奈美氏（本学元助手）を迎えて公開トークセッ
ションを行いました。 （総合文化研究所　所長　木戸雅子）

共立女子大学コレクション
黒縮緬地関の扉模様着物
大正時代・20世紀 
　黒縮緬地に友禅染で桜を大きく表したこの作品は、枝に掛けられたように見える
振袖と前裾に表された大斧から、ここに表されている模様が歌舞伎の演目の一つ「積
恋雪関扉（つもるこいゆきのせきのと）」通称「関の扉（せきのと）」を意匠化したもの
であることがわかります。「積恋雪関扉」は、ストーリーが満開の桜を背景に展開す
る、幻想的な舞踊劇です。舞台中央に設えられた桜を背景にくり広げられる常磐津
にのせた華麗な舞踊は、江戸時代から人々の人気を集めてきました。
　この着物は、意匠として満開の桜の視覚的な華やかさを鑑賞させると同時に、配
されたモチーフから歌舞伎の演目とストーリーを連想させて謎解きに似た知的な遊
び心を満足させる目的をもって制作されているのです。桜とともに配されている大
斧が大伴黒主を暗示し、振袖が傾城墨染または小町姫を暗示しているのに加え、地
色が黒であることも、登場人物の墨染に意味を通わせてのことと思われます。
 （共立女子大学博物館　館長　長崎　巌）

「共立祭2018」開催のお知らせ
開 催 日＝2018年10月20日（土）・21日（日）
開催場所＝神田一ツ橋キャンパス　共立講堂・本館・1号館・
2号館・グラウンド 他
●大学・短期大学　20日・21日＝10時～ 17時
●中学高等学校　　20日・21日＝ 9時～ 16時
●幼稚園　　　　　21日＝ 9時20分～ 10時00分（共立講堂）
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第二中学校高等学校

共立大日坂幼稚園

大学院・大学・短大・各校トピックス

　今後の大学入試においてはもちろん、仕事や社会生活においても
表現力が大切なのは言うまでもありません。本校では以前から国語
の授業内で表現力育成に努めてきましたが、さらなる充実のため、
中学全学年で週 1時間「国語表現」の授業を設置しました。従来から
本校で行ってきた作
文やブックトーク、
俳句・短歌などの創
作を軸に、毎週必ず
論述、創作、プレゼ
ン、討論などを行う
ことで国語の 4技能
を磨きます。

　本校生徒会では、福島ひまわり里親プロジェクトに参加していま
す。プロジェクトから種を購入し、育て、種を収穫して福島へ送り
返します。この活動を通して、震災や原発事故を風化させない事を
願っています。放射線による風
評被害、いまもなお故郷を離れ
て生きていくしかない人々に、
ひまわりを眺めながら思いを寄
せてくれたらと思います。今年
で 5年目のひまわり栽培です。
今年は、200株ものひまわりが、
前庭の円形花壇を彩りました。

　フライングディスクを使った 7人制のチームスポーツ、「ア
ルティメット」の世界大会が、 8月18日から25日にかけてカ
ナダで開催されま
した。このジュニ
ア選手権大会に、
日本代表として高
3の大塚捺子さん
と高 1の島田こは
るさんが出場し、
6位入賞を果たし
ました。

　年少組では、先生とお友達と一緒にいんげんの種蒔きをしています。一人
ずつ先生からもらった種を自分で土に入れて、皆で水やりをしました。毎日
大きくなったかなと様子を見る子や元気にな
るように沢山水やりをする子など、それぞれ
が自分達のいんげんを特別な思いで育てまし
た。苗にいんげんがなると保育室で一本ずつ
好きなものを選んで、先生と一緒にはさみを
使って収穫しました。自分達で育てたいんげ
んを見る顔はどこか誇らしげでした。
 （教諭　山田有希）

　七夕の笹飾りの製作では、折り紙に切込みを入れ
てのりで留める貝の飾りを作りました。様々な色の
貝をつなげて、それ
ぞれに素敵なものが
出来上がりました。
皆で飾った時に目を
つぶってお願い事を
する姿は、とても可
愛かったです。
 （教諭　間宮紗矢香）

中学「国語表現」授業開始

「福島ひまわり里親プロジェクト」
への参画

「アルティメット」世界大会で
本校生徒２名が入賞しました！

いんげん収穫 七夕の笹飾り

高校吹奏楽部

高校吹奏楽部は、去る 8月14日に東京都高等学校
吹奏楽コンクールにBⅠ組で出場しました。惜

しくも金賞は逃しましたが、銀賞上位に入賞し、審査
員の方々からも表現力の高さを評価していただきまし
た。日々の練習の成果を発揮して、「聴く人の心に響く
音」を奏でることができた証でしょう。顧問も年々上
達していることを実
感しています。今後
は基礎技術を更に磨
き上げ、共立祭では
一層充実した音色を
お届けできたらと
思っています。
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　年長組ではお当番活動をしています。お弁当の
前の椅子並べや机を拭くお仕事、季節によっては
鯉のぼりを揚げるなど、皆の為に働いています。
先生に憧れのお当番バッチを付けてもらうと、幼
稚園で一番上のお兄さんお姉さんになったことを
誇りに思いながら張り切ってお当番のお仕事をし
ている姿が見られます。他にも「おもちゃ洗い」や
「木のおうちのお掃除」があり、次の日も皆が良い
気持ちで玩具や遊具を使用できるように積極的に
綺麗にしてくれています。 （教諭　渡邊美季）

　年中組と年長組が、科学ジャーナリストの柴
田佳秀先生から「ダンゴムシ」のお話を聞きまし
た。その中で、「どんなことも、実際に自分の目
で見て、調べて知ること」の大切さも教えて頂
きました。
　お話の後、皆で園庭に出て「ダンゴムシ競争」
に出場するダンゴムシを一匹ずつ捕まえ、印を
つけ、レースをして盛り上がりました。
　この活動でダンゴムシのことを、ますます好
きになることが出来ました。 （主任　池田朋子）

お当番活動 ダンゴムシ大好き
　年中組と年長組が、科学ジャーナリストの柴

いつも元気いっぱい高校ソフトテニス部です。
夏は炎天下で真っ黒に日焼けながら，冬は寒

空の下でも負けずに熱心に活動しています。個人の
技術の向上はもちろんのこと，部員たちと切磋琢磨
しあい，チームとしても成長できるように，一人ひ
とりが自分で考え，行動しています。本校には，テ
ニスコートは 2面しかなく，決して恵まれた環境で
はない中でも，練
習メニューを工夫
し，大会での勝利
を目指して日々の
練習に取り組んで
います。

陸上部は、中学生と高
校生が合同で活動し、

それぞれ都大会出場と自己
ベストをめざして練習に励
んでいます。普段は、学校
でミニハードルなどを用い
て動き作りを行った後、皇
居や北の丸公園に出かけて
練習します。大会前や長期
休暇には、夢の島競技場などで実践練習を行います。今年
は高校生が 4×100mリレーで都大会に出場することが出
来ました。今後とも中高一貫校のよさを活かして、中高と
もに活動に励んでいきたいと思います。

高校ソフトテニス部 中学高校陸上部

ゴルフ部 卓球部

二中高ゴルフ部は、中学・高校そ
ろって全国中学校ゴルフ選手

権・全国高等学校ゴルフ選手権の団体
の部への出場を果たしました。 8月 5
～ 8日に茨城県のセントラルゴルフ
クラブで開催された今年度の全国選手
権は、台風の影響で競技が半分に短縮
されてしまい、存分に力を出
し切ることはできませんでし
たが、日本全国の強豪校がひ
しめく中でのラウンドは選手
たちにとってたいへん有意義
なものになったはずです。

二中高卓球部は週 3回の練習日において、中 1
から高 2までの全16名が汗を流しております。

顧問の方針として、部員には先輩後輩の上下関係を
強く求めず、活動の中から自然と円滑な関係性が構
築できるようにしています。今年度は中 2部員が春
夏の八王子市大会において個人戦準優勝を飾り、 7
月の都大会でも善戦をしま
した。部員一人ひとりには、
部活動を通じてこそ学ぶこ
とができる“気づき”を練習
の中から体得し、少しでも
今後の長い人生に活かして
いってほしいと思います。
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共立女子学園サポーターズ募金
～伝統を受け継ぎ、これからの共立をサポート～

共立女子学園の教育研究活動の推進のためにご寄付いただいた方に、
「サポーター」として応援いただく募金制度です。

 募金の種類
この寄付は一般の方々に幅広くお願いする任意のものです。寄付の使途は次の 2つです。

教育研究振興資金 ▶ 教育・研究・学習環境の整備と充実、教育・研究活動の支援

奨 学 資 金
▶人物・学業成績とも優秀な在学生への支援
▶ スポーツ・芸術等様々な分野において優れた活動により成果をあげた在学生への支援
▶ 経済的な理由のため学業の継続が困難になった在学生への支援、本留学生等への支援

 お申込み方法・払込方法のご案内
① ATM及びネットバンキングによるお振込み
学園ホームページより、「ATM・ネットバンキングからのお振込み」画面を選び、入力フォームに
必要事項を入力し送信、その後ATMやネットバンキングによりお振込み。

② クレジットカード・コンビニ・Pay-easy決済を利用
学園ホームページより「インターネットからのお申込」画面を選び、入力フォームに必要事項を
入力し送信。

③ 振込用紙でのお振込み
専用の振込用紙に必要事項をご記入の上、郵便局または銀行窓口でお振込み。
募金事務室までご連絡ください。関係書類一式を送付させていただきます。

 税法上の特例
個人・法人ともに税制上特例の対象となります。
特定公益増進法人に対する寄付金として、所得税の減免措置を受けることができます。
• 寄付金が 2千円を超える場合、超えた金額がその年の課税所得金額から控除されます。
　（ただし、所得金額の100分の40が限度）
寄付金額 － 2千円 ＝ 寄付金の所得控除額

• 寄付をしていただいた翌年の確定申告期間に確定申告を行い所得税の還付請求をして
ください。
　 その際、学園発行の領収証と「特定公益増進法人証明書（写）」が必要になります。

　法人の方は日本私立学校振興・共済事業団の受配者指定寄付金利用制度もございます。
ご希望の場合は、関連書類をお送り致しますので、募金事務室までご連絡ください。

募金についてのお申し込み・お問い合せ先
TEL（03）3237-2816（募金事務室）
HP：http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/bokin
募金事業概要、お申し込み方法等は、下記QRコードに
よりご覧いただけます。

「サポーター証」キーホルダーを寄付者の方全員へ贈呈いたします。
個人で10万円以上の寄付者の方へは
「プレミアムサポーター証」キーホルダー（革製）、
学園ラベル特製高級ボトリングティ他を贈呈いたします。

募金応募状況（2018年 3 月 1 日～2018年 8 月31日受付分）
累計

2015年 9 月 1 日～ 2018年 8 月31日
教育研究振興資金
（目標額 1億円） 366件 154,470,100円

奨学資金
（目標額 5千万円） 107件  16,526,000円

合計
（目標額1.5億円） 473件 170,996,100円


