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トップメッセージ 
 

 

 

平成から令和へ、新しい時代に自立・自活できる人材を養成 

 

近年、人工知能（AI）、ビッグデータ、Internet of Things（IoT）等の革新的な情報技術が急速に進展

しており、こうした先端技術の進歩が社会のあらゆる分野にどのような変化をもたらすのか、様々な議論

がなされています。その効果の大きさや影響は、必ずしも明確にはされておりませんが、産業界では、労

働の代替や雇用の補完が促されるだけでなく、新しいサービスや価値が生まれ、労働需要が増大するとい

った効果も挙げられています。また、人間にしかできない質の高い仕事に注力できるようになる等、長時

間労働を前提としない働き方が促進され、女性や高齢者の活躍の場が拡がることも期待されています。教

育機関では、産業界のスピード感と歩を合わせ、産学連携によるイノベーションの創出を支える人材の育

成が期待され、このほど政府より、「数理、データサイエンス、AI」を全ての国民にとって「読み・書き・

そろばん」と並ぶ必須のスキルとして求めることが公表されました。 

このような情報技術の飛躍的な進化がもたらすインパクトのことを「第4次産業革命」と言い、社会や

生活を大きく変えていくとの予測がなされていますが、大切なことは、我々人間が時代の変化に対して受

け身にまわるのではなく、主体的に新たな未来を創造していく立場に立つことです。関心や意欲の度合い

を加味した推論を立てたり、豊かな感性に基づき、相手の意を汲んだコミュニケーションを図ったり、他

者との協働の中でリーダーシップを発揮するなど、人間ならではの個性や能力を十分に発揮することが重

要です。 

本学では、こうした社会の動きを見据え、2018 年度より第二期中期計画（2018 年 4月～2023 年 3月）を始動させました。第二期中期計画

は、「目指すべき姿や状態」を明確にし、マイルストーンを達成した先の「状態変化」を具体的にイメージしながら取組むことができるように

策定しており、この2018年度事業報告書は、第二期中期計画の初年度の活動結果を明らかにしたものです。具体的には、2018年度の事業計画

で定めた、一年間の到達目標や活動概要に対する結果報告を明瞭に示すとともに、第二期中期計画の初年度を終えた段階で、第二期中期計画

で掲げた評価指標に対する進捗状況（評価指標の達成度合い）を割合（％）で評価しています。 

2018年度を振り返ると、評価指標の設定を背伸びをしなくては届かないレベルにしたこともあり、各委員会や各部署において、集中して取

り組む重要施策という認識で、積極的に部署横断的に協働し、相乗効果を発揮する取組みが多数生まれました。また、教職員一人ひとりが、

自らの担当業務の先にある、ビジョン達成のための目標が見えたことで、モチベーションが高まり自己成長を感じながら仕事に取組み、その

成長が本学の発展に繋がるというサイクルも生まれました。皆で議論し、 適解を紡ぎだしていく取組みが、多くの場面で見られました。 

第二期中期計画期間中に評価指標を達成するためには、既存のやり方の延長線上ではなく、達成するための方法を考えて実行していく必要

があります。それは、失敗を恐れず挑戦するということです。挑戦には失敗が付き物とも言えますが、私は、失敗を恐れて挑戦しない組織で

はなく、果敢に挑戦していき、その結果の失敗ならば、そのことを包摂する組織であるべきだと考えます。そのための環境を作ることが、私

の役割です。 

「令和という新しい時代に自立・自活できる人材を養成する。」このために、各設置校は特徴ある魅力的なビジョンを掲げております。教職

員は、互いに心をつなぎ、力を寄せ合って、「女性の自立と自活」という建学の精神や各設置校のビジョンを達成するために、「和親一致」で

取組んでまいります。第二期中期計画は、そのための総合施策なのです。 

第二期中期計画の達成に徹底的にこだわり、なんとしてでもやり遂げたいと思います。社会に約束した事を実行し成果を出すことで、学生、

生徒、園児、保護者、教職員、社会等ステークホルダーから信頼を頂き、本学の存続・発展ができると考えております。 

トップメッセージ 

学校法人 共立女子学園 

理事長 御手洗 康 



 

 

 

 

建 学 の 精 神 

⼥性の⾃⽴と⾃活 
 

⼥性の社会的地位向上のために、「⾃活の能⼒」と「⾃⽴した⼥性として必要な教養」の習得をめざす 

 
 
 
 
 

校 訓 

誠実、勤勉、友愛 
 

学園の創設者の⼀⼈である鳩⼭春⼦は、⼥⼦教育における必要な徳⽬のうち、「誠実」、「勤勉」の重要性を掲げ、 
これを校訓とし、教育の指針にした。第⼆次世界⼤戦後、鳩⼭薫がさらに「友愛」を加え、 

このことにより、「誠実・勤勉・友愛」の三つが校訓となり、学園全体を貫く教育の⽀柱となった。 

 

 

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 

 

 

 



 

 
 

共⽴⼥⼦⼤学・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 

 
 
 
 
 

共⽴⼥⼦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 
どのような場所・場⾯においても「周囲と協調しながら個性を発揮」しつつ、 

「⾃⽴を志向し、社会に貢献」できる⼥性の育成を⽬指す 
 
 
 
 
 

 
共⽴⼥⼦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。 

⾃然豊かな環境のもと、体験重視の教育で「知る」よろこびと「創る」楽しさを体感し、 
将来の活躍を⾒据え、社会に広く貢献できる⾃⽴した⼥性の育成を⽬指す 

 
 
 

   
 

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。 
伸びる⼒・育つ⼒・求める⼼を⼤切に、明るく健やかで楽しい保育を実現する 
集団⽣活の中で互いの⼼にふれあい、⾃分を確かめ協⼒のよろこびを培う 
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（１）進捗度の評価に関する基本的な考え方 

 ●第二期中期計画で掲げたマスタープランの評価指標は、2022年度までに到達する事を目指しており、2018年度

事業報告で評価している「進捗度」は、第二期中期計画で掲げた評価指標に対する、2018年度時点での進捗状況

(評価指標の達成度合い)を表す。そのため、2018年度事業計画に対する達成度ではない。 

●評価の方法は、「Ａ」：100％～81％（十分に進捗している）、「Ｂ」：80％～20％（適切に進捗している）、「Ｃ」：

19%以下（より検討を進め、進捗させる必要がある）とする。 

●2018年度の事業報告時点では、5年計画の1年目が終了したということを踏まえて、20％の進捗度の場合は、

「適切に進捗している」と捉える。よって、50％は5年計画の1年目以上の進捗、80％は5年計画の1年目以

上に進捗し、Ａ評価にほど近い状態である。この他、定量的な評価指標の場合は、その達成割合で示しているも

のもある。 

 

（２）2018年度事業報告ダイジェスト 

１．第二期中期計画の進捗状況自己点検・評価（2022年度完了予定の計画の2018年度時点の進捗状況） 

 【進捗度の見方】A：100％～81％（十分に進捗している） B：80％～20％（適切に進捗している）  

C：19%以下（より検討を進め、進捗させる必要がある） 

 

マスタープラン 評価指標 進捗度 評価指標 進捗度 

Ⅰ 

共 

立 

女 

子 

大 

学 

短 

期 

大 

学 

Ⅰ－１． 

学生確保 

①入学定員の確保 Ａ ②一般入試の志願者数 Ｂ 
③新入試制度の実施 Ｂ ④アドミッション・オフィサー Ｂ 
⑤アドミッション・オフィス Ｃ ⑥併設校からの入学率 Ｃ 
⑦大学院の入学定員確保 Ｃ   

Ⅰ－２． 

教育の質 

(1)-①ビジネス学部（仮称）新設 Ｂ (2)-①学修成果の検証サイクル Ｃ 
(2)-②英語によるコミュニケーション能力 Ｃ (2)-③文芸学部のコース見直し Ｂ 
(2)-④国際学部の適切性（コース・GSE） Ｂ (2)-⑤看護学部の保健師導入 Ａ 
(2)-⑥教養教育の再編 Ｂ (2)-⑦コマ数の削減 Ｂ 
(2)-⑧課題解決型のアクティブ・ラーニング Ｂ (3)-①学修成果の質保証の仕組み Ｂ 
(3)-②ルーブリックの導入 Ｂ (3)-③FD活動の活性化 Ｂ 

Ⅰ－３． 

学生生活 

①コミュニティ形成 Ｃ ②給付型奨学金の拡充 Ｂ 
③学生の心身健康の維持 Ｂ ④学生食堂・売店の満足度 Ｂ 
⑤教育（留学）プログラムの充実 Ｃ ⑥留学生との交流 Ｃ 
⑦正課外教育の満足度 Ｂ ⑧クラブ・サークル支援の満足度 Ｂ 

Ⅰ－４． 

学修支援・ 

授業支援 

①授業時間外の学修時間 Ｂ ②授業支援体制 Ｂ 

③授業外学修支援の充実 Ｃ 
④ラーニング・コモンズの利用者数・満足

度、図書館の満足度 
Ａ 

Ⅰ－５． 

就業力 

①キャリア教育支援プログラム Ｂ ②就職・進路満足度 Ｂ 
③就職率 Ｂ ④就職に対する不安の軽減 Ｂ 
⑤社会人基礎力の自己評価 Ｂ   

Ⅰ－６． 

地域連携 

①地域連携の在り方の明確化 Ｂ ②プラットフォームの形成 Ｂ 
③発達相談・支援センターの充実 Ｂ ④共立女子学園内託児所の充実 Ｃ 

Ⅰ－７． 

教学 

マネジメント 

①大学教育の改革サイクル Ｂ ②専任教員比率の向上 Ｂ 
③教員採用 Ｂ ④IR活動の実践 Ｂ 
⑤教職員全学一致体制の構築 Ｂ   

Ⅱ 

共 

立 

女 

Ⅱ－１． 

生徒確保 

①入学定員の確保 Ａ ②受験者数の増加 Ａ 
③戦略的な広報計画 Ｂ   

Ⅱ－２． 

教育の質 

①英語力の向上 Ｂ ②国際交流プログラムの充実 Ｂ 
③英語力上位層の向上策 Ｂ ④新学習指導要領 Ｂ 



- 2 - 
 

子 

中 

学 

高 

等 

学 

校 

⑤主体的・対話的な深い学び Ｂ ⑥ICT教育の充実 Ｂ 
Ⅱ－３． 

教育力 

①教員の育成システム Ｂ ②学力を伸ばす指導（生徒アンケート） Ｂ 
③学力を伸ばす指導(保護者アンケート) Ｂ ④校訓（生徒アンケート） Ａ 

Ⅱ－４． 

進路 

①国公立大学への進学率 Ｂ ②難関私立大学への進学率 Ｂ 
③共立女子大学・短期大学への進学支援 Ｂ ④新入試制度対策 Ｂ 
⑤進学相談・指導(生徒アンケート） Ａ ⑥進学相談・指導(保護者アンケート） Ｂ 

Ⅱ－５． 

管理運営 
①教職員全学一致体制の構築 Ｂ ②併設校間の人事交流 Ｂ 

Ⅲ

共

立

女

子

第

二

中

学

校

高

等

学

校 

Ⅲ－１． 

生徒確保 

①入学者数の増加 Ｂ ②受験者数の増加 Ｂ 
③転編入の増加 Ｂ ④多様な入試制度の活用 Ｂ 
⑤戦略的な広報計画 Ｂ   

Ⅲ－２． 

教育の質 

①英語教育改革 Ｂ ②実用英語技能検定の取得 Ｂ 
③外部模試の数値目標達成 Ｂ   

Ⅲ－３． 

教育力 

①教員の育成システム Ｂ ②学力を伸ばす指導（生徒アンケート） Ｃ 
③学力を伸ばす指導(保護者アンケート） Ｂ ④満足度（保護者アンケート） Ａ 

Ⅲ－４． 

進路 

①特別進学コースの進学状況 Ｃ ②総合進学コースの進学状況 Ｃ 
③共立女子大学・短期大学への進学支援 Ｂ ④新入試制度対策 Ｂ 
⑤進学相談・指導(生徒アンケート） Ｃ ⑥進学相談・指導(保護者アンケート） Ｂ 

Ⅲ－５． 

管理運営 

①教職員全学一致体制の構築 Ｂ ②カリキュラム改革と人件費抑制 Ｂ 
③併設校間の人事交流 Ｂ   

Ⅳ 

共 

立 

大 

日 

坂 

幼 

稚 

園 

Ⅳ－１． 

園児確保 

①入学定員の確保 Ａ ②転編入の受け入れ Ａ 
③効果的な広報計画 Ｂ   

Ⅳ－２． 

教育の質 

①新幼稚園教育要領対応 Ａ ②幼稚園教育の基本の推進 Ｂ 
③地域・社会との連携 Ｂ   

Ⅳ－３． 

教育力 
①園内研修システムや教員研修の充実 Ｂ 

 
 

Ⅳ－４． 

保護者との連

携・協力 

①保護者からの高い支持の獲得 Ａ ②面談を通しての子育て支援 Ｂ 

Ⅳ－５． 

管理運営 
①教職員全学一致体制の構築 Ｂ 

 
 

Ⅴ 

共

立 

女

子 

学

園 

Ⅴ－１． 

財政 

①マスタープランの資源 Ｂ ②収支均衡予算の策定 Ｂ 
③基本金組入前当年度収支差額 Ｂ ④共立女子第二中学校高等学校の財政 Ｂ 

Ⅴ－２． 

人事 

①新しい人事・給与制度の導入 Ｂ ②職員採用計画の策定 Ｂ 
③FD・SD研修会等の実施 Ａ ④事務局組織の 適化 Ｂ 
⑤基本教員数の策定 Ｂ ⑥助手の適性人数の確定 Ｂ 
⑦併設校間の人事交流 Ｂ   

Ⅴ－３． 

施設設備 

①グランドデザインの策定 Ｂ ②設備更新計画の策定 Ｂ 
③八王子キャンパスの施設設備利用計画 Ｂ ④八王子キャンパスの土地売却 Ｂ 
⑤研修センターの利用計画 Ｂ   

Ⅴ－４． 

櫻友会・後援

会・地域等と

の連携 

①組織・運営の充実 Ｂ ②卒業生満足度の向上 Ｂ 
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Ⅰ．共立女子大学・短期大学 

Ⅰ－２．教育の質（教育内容） 

⑤看護学部について、2019年度に保健師養成課程を導入する。 

2018年5月22日付で文部科学省医学教育課に保健師学校指定申請ならびに

看護師学校変更承認申請を行い、いずれも2018年8月31日付で認可され

た。開設に必要な設備や図書について適切に整備し、保健師養成のために

必要な学修環境を整えた。 

 

2019 年度 保健師養成課程 開設 

Ⅰ．共立女子大学・短期大学 

Ⅰ－１．学生確保 

①共立女子大学・短期大学について、入学定員

を確保する。 

入学定員を適切に確保するためには一定の志願者数が

必要である。2019年度入試は共立女子大学・短期大学

合計で8,298名の志願者となり、5年連続志願者増と

いう結果となった。入試制度の改革、徹底的な教育改

革、きめ細やかな学修支援の成果等が実を結んだ結果

である。 

 

5 年連続志願者数アップ 

5,126 4,914 

5,886 
6,135 

7,319 
7,881 

8,298 

H25(2013) H26(2014) H27(2015) H28(2016) H29(2017) H30(2018) H31(2019)

Ⅰ．共立女子大学・短期大学 

Ⅰ－２．教育の質 

①2020年4月にビジネス学部（仮称）を新設する。 

2019年3月18日に設置認可申請書類および寄附行為変更認

可申請書類を文部科学省に提出した。学部の詳細はHPの特

設サイトで随時共有している。 

 

ビジネス学部（仮称） 
2020 年度開設予定  

設置認可申請中 

２．2018年度事業報告トピックス 
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◆ポートフォリオ画面サンプル 

Ⅰ．共立女子大学・短期大学 

Ⅰ－３．学生生活 

⑧学生が主体的な活動の中で能力を伸ばすことができるよ

う、正課外活動への支援を充実し、クラブ・サークル支援の満

足度を80％以上に向上させることを目指す。 

学生アンケート結果の分析を通して、現状を把握した上で課題の改善・

充実を図った。また、オリンピック・パラリンピックボランティア育成

プログラムの実施や文部科学省と協力したスポーツフォーラムの開催、

リーダーシップ研修やチームワーク研修の実施など、支援内容の充実を

図ることで、満足度を向上させた。 

 

満足度 8 ポイントアップ 

約61,800冊の図書・視聴覚資料や216点の学術雑誌の配架、八王子

の図書館からの資料取り寄せ、カリキュラムに応じた選書、リブコモ

アプリの導入推進等を通じて、ラーニング・コモンズの利用者増、高

い利用満足度、図書館利用サービスの高い満足度を実現した。 

 

利用者数および満足度の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．共立女子大学・短期大学 

Ⅰ－２．教育の質（教育内容） 

①学生の卒業時の学修成果の質を保証するための仕組みを整備する。特に、学生ポートフォリオの導入と

GPAの活用は必須の検討項目とする。 

新しい教育ネットワークシステム（新kyonet）を構築し、ポートフォリオ機能を導入し、様々な角度から学生の学修成果を可視

化していく仕組みを整備した。GPAの活用方法について、まずは成績評価の厳格化のために、成績評価基準を改めて制定した。

その後、CAP制の運用方法の改善策について検討している。 

 

次世代 kyonet の完成 ポートフォリオ機能の導入 

◆クラブ・サークル支援満足度 
※卒業時アンケートの「大変満足」「まあ満足」の割合 

 79％ 

2018年度 2017年度 

 71％ 

Ⅰ．共立女子大学・短期大学 

Ⅰ－４．学修支援・授業支援 

④ラーニング・コモンズの利用者数を年間50,000人以上、

利用満足度を90％以上、図書館利用サービス満足度を90％

以上にすることを目指す。 

◆2018年度ラーニング・コモンズ利用者数 

 78,615 人 

◆利用満足度 

 94％ 

ラーニング・コモンズ 図書館利用サービス 

 90％ 
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Ⅰ．共立女子大学・短期大学 

Ⅰ－５．就業力 

②学生アンケート項目における、就職・進路満足度につい

て、95％以上の学生から満足を得ることを目指す。 

キャリアカウンセラーの増員、就職活動早期化に合わせた業務フロー

の見直し、低学年への情報提供、就職進路課の利用促進案内、個別面

談、満足度調査の実施等を通して、就職率を向上させるだけでなく、

高い就職・進路満足度を実現している。 

 

高い就職・進路満足度 

Ⅰ．共立女子大学・短期大学 

Ⅰ－６．地域連携 

②地域における他大学、各自治体、地域経済界等で構

成されるプラットフォームを形成し、教学改革を推進

する。 

千代田区の近接5大学（共立女子大学・短期大学、法政大学、

大妻女子大学・大妻女子大学短期大学部、東京家政学院大学、

二松學舍大学）による「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」（略称C.C.C）を設立し、私立大学等改革

総合支援事業のタイプ5に採択された。2020東京オリンピッ

ク・パラリンピックなどの学生合同ボランティア、FD活動、

共同IRなどを推進していく。 

 

地域と大学の連携強化 

Ⅰ．共立女子大学・短期大学 

Ⅰ－６．教学マネジメント 

①学長を中心とした全学的な教学マネジメントを構築

し、大学教育の改革サイクルを展開させる。 

2018年4月、新学長に川久保清が就任すると同時に、教学マネジ

メントをより適切かつ迅速に推し進めるために、村上昌弘、村上

隆の2名が、本学初となる副学長に就任した。就任に合わせて、

「教学」「入試」「学生」「広報」の4領域に関する全学的な委員会

組織の抜本的な見直しを行い、検討体制を整えた。また、学長・

副学長と関連事務局統括課・室長による「連絡調整会議」を発足

させ、課題や検討状況を共有化し、迅速に諸施策を実行すること

を可能にした。 

 

新学長・新副学長の就任と検討体制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆就職・進路満足度 
※2018年度卒業時アンケートの「大変満足」「まあ満足」の割合 

 94％ 

◆プラットフォーム概念図 

◆新学長・新副学長 

左から 

村上隆副学長、川久保清学長、村上昌弘副学長 
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Ⅱ．共立女子中学高等学校 

Ⅱ－２．教育の質 

⑥ICT教育の充実策を検討し、実施する。 

ICT教育を充実させ、教育の質を向上させていくために、

全専任教員に「iPad」を配付した。研修会を適宜実施し

て、教員の利活用能力を向上させている。「iPad」を用いた

授業はもちろん、会議時間の短縮等、多岐にわたる効果を

見せている。 

 

ICT を積極的に活用した教育の質向上 

Ⅱ．共立女子中学高等学校 

Ⅱ－１．生徒確保 

②実受験者数で 1,000 人、受験者総数で 1,500

人以上を目標にする。 

実受験者数が1,103人、総受験者数が1,624人となっ

た。特に、インタラクティブ入試は社会に少しずつ浸透

し、募集人数20名に対して、出願が59名となった。イ

ンタラクティブ入試はインタラクティブトライアルと算

数の2科目入試であり、特に英語の理解力や英語を用い

てのコミュニケーション能力を測るので、英語運用能力

に長けた生徒の確保につながっている。 

 

英語運用能力に長けた生徒確保 

Ⅱ．共立女子中学高等学校 

Ⅱ－２．教育の質 

①グローバル化の進展の中で、国際共通語である英語力の向上や資

格試験等への対応を進める。 

バンクオブアメリカ東京支店と協力した校内外でのプログラミングやトレーデ

ィングカードゲームなどの英語関連プログラムの充実やランゲージスクエアの

活用などの英語教育の強化を通して、TEAPのSpeakingのスコアは平均65点、

Writingのスコアは平均69点となった。早稲田大学・上智大学のほぼ全学部・

科の外部検定試験の基準点を上回った。 

 

TEAP の着実なスコアアップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆TEAP Speaking 

◆TEAP Writing 

 平均65 点 

 平均69 点 

◆インタラクティブ入試の様子 

◆「iPad」を活用した授業の様子 
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Ⅲ．共立女子第二中学校高等学校 

Ⅲ－２．教育の質 

①グローバル化の進展の中で、国際共通語である英語

力の向上は極めて重要であることから、英語教育改革

を実行する。具体的には、徹底した英語教育を展開する

シラバスに抜本的に変更する。 

共立女子第二中学校高等学校独自の「4技能統合型授業」を開発

して実施している。音読やグループワークなど多様なアクティ

ビティーを通して、英語の４技能をバランスよく使い、確実に

英語力を身に付けていく。学年が上がっても過去の教科書も並

行して繰り返して使用し、徹底的に反復するオリジナルの指導

法「レイヤードメソッド」を採用している。また、2018年度よ

り実施した3カ月におよぶウェリントンでのターム留学では5

人の参加があった。 

 

4 技能統合型授業による英語教育の推進 

Ⅲ．共立女子第二中学校高等学校 

Ⅲ－１．生徒確保 

④スポーツ・芸術活動等に優れている、また卒業生子女であ

ることに配慮した入試制度を積極的に活用する。 

2019年1月17日に共立講堂において、共立女子第二高等学校3年・

ゴルフ部所属の山口すず夏がプロ転向に関する記者会見を実施した。

2018年に開催された「Qシリーズ」（米国・ノースカロライナ州・パ

インハーストリゾート）で36位の成績を残し、45位タイまでの通過

条件を満たして来季の米国女子ツアー出場権を獲得したことを受け、

今季よりプロゴルファーとしてのキャリアをスタートさせることとな

った。宮里藍選手、畑岡奈紗選手につづく、史上3人目の女子高校生

プロゴルファーの誕生となる。なお、2019年度からも給付奨学生が本

学高等学校ゴルフ部へ入学する。 

 

史上 3 人目女子高校生プロゴルファー誕生 

Ⅲ．共立女子第二中学校高等学校 

Ⅲ－４．進路 

④2021年度入試からの新基準に沿った新入試制度対策を実

施する。 

高校1年生に対して、大学入学共通テスト対策の模試を実施した。教

員も様々な研修会に参加して、2021年度からの新入試制度の詳細を把

握して、対策を検討している。また、新学習指導要領に即して「総合

的な探究の時間」を実施している。 

 

「総合的な探究の時間」の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆プロ転向記者会見の様子 

◆4技能統合型授業 

◆ターム留学 

◆総合的な探究の時間でのビブリオバトル 
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Ⅳ．共立大日坂幼稚園 

Ⅳ－２．教育の質 

①新幼稚園教育要領を踏まえ、「遊び」

を通しての指導や就学前教育を取り入

れた教育を徹底する。 

新教育要領に即した園内研修や学年意見交換

会などを通して実践力に磨きをかけ、学校評

価アンケートの結果、多くの保護者から好意

的な評価を受けている。 

 

保護者からの高い評価 

Ⅳ．共立大日坂幼稚園 

Ⅳ－１．園児確保 

①共立大日坂幼稚園について、入学定

員を確保する。 

共立大日坂幼稚園に対する理解を得て頂くた

めに、多様な活動を実施した。園庭開放は8

回実施し(雨天中止3回)延べ参加組数は160

組であった。絵本の読み聞かせは6回実施し

延べ参加組数は99組であった。体験入園は2

回実施し参加組数は117組であった。 

 

未就園児も取り込んだ活動 

Ⅳ．共立大日坂幼稚園 

Ⅳ－３．教育力 

①様々な領域を踏まえた計画的な園内研修システム

や教員相互が評価し合う研究保育や学外での教員研

修の充実を図る。 

計画的に園内研修を4回実施し、外部研修会にも述べ14回参

加した。また、共立女子大学家政学部児童学科と連携して事

例発表研究会を実施して、教育力の向上に努めた。 

 

徹底的な研修による教育力の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆教育方針や目標がしっかりしている。 

そう思う以上 100％ 

◆教育方針にそって保育実践がなされいてる。 

そう思う以上 98％ 

◆園庭開放 

◆絵本の読み聞かせ 

◆共立女子大学家政学部児童学科との研究会 
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共立女子学園職員研修に関する規程に基づいて、学内研修の企画・実施や

学外の研修会に参加して、資質能力と組織力強化を実践した。 

 

SD 活動の充実による組織力強化 

Ⅴ．共立女子学園 

Ⅴ－２．人事 

③資質向上と組織力強化のため、全専任教職員を対象とした

FD・SD研修会等を実施し、全専任教職員の参加を目指す。 

Ⅴ．共立女子学園 

Ⅴ－３．施設設備 

②神田一ツ橋キャンパスの各号館について、中期的視点に立

って毎年の設備更新計画（情報インフラ含む）を策定し、適切

に実施する。 

共立女子大学・短期大学のAV機器の更新、PCロッカーの増設、アクテ

ィブ・ラーニング対応の什器への更新、共立女子中学高等学校のICT化

に伴る無線LAN構築やタブレット端末の整備等、計画に基づいて充実を

図った。また、ビジネス学部（仮称）開設に伴い、4号館の整備に着手

した。 

 

中期的視点に立ったキャンパス整備 

Ⅴ．共立女子学園 

Ⅴ－４．櫻友会・後援会・地域等との連携 

②櫻友会との連携により卒業生ニーズを把握し、卒業生の満足度を

高める施策を実施する。 

2018年7月1日にホームカミングデイを実施した。卒業生や退職した教員など

に周知して、421名の参加があった。櫻友会のホームページへの意見提供を提案

するなど、卒業生ニーズを把握するための体制の整備に着手した。 

 

卒業生ニーズの把握と満足度向上策 

Ⅴ．共立女子学園 

Ⅴ－１．財政 

①マスタープラン達成に必要な資源を確保し、財

政的な支援を行う。 

大学、短期大学および高等学校の同窓会誌に募金趣意書

の同封、学園報において寄付説明を広報するなど、寄付

金に関する告知強化につとめた結果、前年度より個人寄

付者、特に卒業生からの寄付が増加した。  

 

寄付金告知強化と教育への還元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 種 

◆学内外の研修の企画・実行数 

◆参加者数 

延べ220 人 

◆寄付金件数 

197 件 

◆寄付金 

35,533,000 円 

◆PCロッカーの増設（2号館） 

◆ホームカミングデイ 
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2018年度時点進捗率 90％ 

 

（３）2018年度事業報告 

 

Ⅰ．共立女子大学・短期大学 

 

Ⅰ－１．学生確保 

   目標 

     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。 

 

主となる委員会・会議 主となる事務局 

全学アドミッション委員会 

全学広報委員会 

入試事務室、総合企画室 

 

【評価指標①】共立女子大学・短期大学について、入学定員を確保する。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア ビジネス学部（仮称）（設置構想

中）の設置のため、2019年度入試

の入学者数は、1,369人(共立女子

大学1,139人、共立女子短期大学

230人)以下とする。 

ビジネス学部（仮称）（設置構想

中）の設置のため、入試制度ごと

の入学定員数管理を厳守する。 

2019 年度入試の入学者数は、

1,257人(共立女子大学1,064人、

共立女子短期大学 193人)であっ

た。 

既定の入学者数を厳守するため、

合格者数を絞り、補欠合格者を繰

り上げることで入学定員の管理

を徹底した。 

イ 大学は、河合塾の偏差値（一般入

試2月日程）を各学部・学科2.5、

短期大学は、Benesseの偏差値を

2上げることを目標とする。 

偏差値を上げるため、志願者数・

受験者数を増やし、合否のボーダ

ーラインを上げる。 

河合塾2018年度一般入試2月日

程の共立女子大学の偏差値は、家

政学部(被服学科47.5、食物栄養

学科食物学専攻47.5、食物栄養学

科管理栄養士専攻52.5、建築・デ

ザイン学科 50.0、児童学科

47.5)、文芸学部45.0、国際学部

47.5、看護学部42.5、Benesse2018

年度短期大学の偏差値は 49 であ

る。河合塾 2019 年度入試の実態

偏差値は6月に公表予定である。 

共立女子大学の一般入試 2 月日

程の志願者数は 1,464 人で前年

度対比96.1%であった。共立女子

短期大学の一般入試 2 月日程の

志願者数は 65 人で前年度対比

50.4%であった。共立女子大学は

家政学部以外の 3 学部の合格

低点は平均で 11 点高くなった。

家政学部は 4 学科の合格 低点

は平均で5点低くなった。共立女

子短期大学は 2 学科の合格 低

点の平均は43点低くなった。 

ウ 
 

ビジネス学部（仮称）（設置構想

中）広報をトリガーとして、高校

1・2年生の本学の認知度を上げ、

早期から本学への志願度を醸成

する。 

 
ビジネス学部(仮称)の広報を主

に取り扱う(株)リクルートの名

簿を利用し、高校2年生以下にダ

イレクトメールを送付した。特に

高校2年生の資料請求者数は、前

年度比156%となり、広報効果が他

の学部・科にも好影響をもたらし

た。 

エ 
 

競合校と比較した本学の優位性

をアピールする広報を展開する。 

 
学びの中身や入試制度の利点を

打ち出すダイレクトメールを送

り、併願しやすい全学統一入試の

延べ志願者数が増加した。また東

京の真ん中で学ぶ立地の優位性

を打ち出し地域社会に貢献でき

る大学である点を戦略的に広報

した。 
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2018年度時点 50％ 

2018年度時点 20％ 

2018年度時点 20％ 

【評価指標②】一般入試の延べ志願者数で、共立女子大学は7,000人以上、共立女子短期大学は600人以上を目標にす

る。 

 
事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 一般入試延べ志願者数を共立女 

子大学6,600人、共立女子短期大 

学560人とする。 

不必要な広報媒体を削減し、効果

が出る広報媒体へ集中する。 

共立女子大学の一般入試の延べ

志願者数の目標 6,600 人に対し

て、実績 6,765 人。目標達成率

102.5%。共立女子短期大学の一般

入試の延べ志願者数の目標560人

に対して実績 496 人。達成率

88.6%。 

広告大手3社を中心に広報活動を

展開し、受験生の出願意欲を醸成

する時機をみて各媒体に出稿し

た。また前年度の広報に関するア

ンケート結果を踏まえ 2019 年度

予算を見直し、駅看板などを縮小

してホームページリニューアル

費に充当した。 

イ  延べ接触者数を 41,000 人とす

る。 

 延べ接触者数は44,152人(目標達

成率107.7%)であった。 

ウ  接触者への来校促進と出願促進

をする。 

 オープンキャンパス来校促進の

ためにダイレクトメールやEメー

ルを送付した。また来校者にはサ

ンクスメールを送付し、受験促進

を図った。 

エ  オープンキャンパスの高校生来

校者延べ人数を7,300人とする。 

 オープンキャンパスの高校生来

校者延べ人数は 7,387 人(目標達

成率101.2%)であった。 

オ  オープンキャンパス来校者の出

願率を53.0％とする。 

 オープンキャンパス来校者の出

願率は4月以降に算出する。 

【評価指標③】2021年度入試からの新基準に沿った新入試制度を実施する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 「学力の3要素」を多面的・総合

的に評価する新しい入試方式を

構築し、2021年度入試の学力検査

実施教科・科目、試験方法等を、

2018年8月までに公表する。 

他大学の新しい入試を調査・研究

し、本学ホームページ掲載の『「学

力の3要素」と入学者選抜におけ

る「評価方法」との関係』を基に、

活動報告書、学修計画書も含めた

新入試制度を構築し、入試委員会

に諮る。 

一般選抜における「主体性を持っ

て多様な人々と協働して学ぶ態

度」の評価については、高等学校

の調査書の「全体の評定平均値」

で評価し、学力試験の得点に加点

することを検討中である。公表に

ついては、2019年5月末の公表に

向けて検討中である。 

他大学の事例のみならず、情報会

社や IR などの情報を活用し、新

入試制度を策定し、全学アドミッ

ション委員会に諮った。 

イ  2019 年度入試より、2021 年度の

新入試に向けて新しい方式を導

入し、改善を図る。 

 2021年度入試より、被服学科の公

募制推薦入試の廃止、一般入試3

月日程の全学統一方式での実施

などを全学アドミッション委員

会で決定した。2021年度の新入試

については、全学アドミッション

委員会で検討した。 

【評価指標④】アドミッション・オフィサー（専任職員）が、入試・学生募集に参画する。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア アドミッション・オフィサーの業

務内容を決定する。 

他大学の事例を参考にアドミッ

ション・オフィサーの業務につい

て検討する。 

アドミッション・オフィサーの業

務規程を策定した。 

他大学を参考にアドミッション・

オフィサー業務規程を策定し、

2018年9月18日より施行した。 

イ アドミッション・オフィサーの養

成方法を確立する。 

アドミッション・オフィサーの養

成方法について検討する。 

アドミッション・オフィサーの養

成方法は未検討である。2018年9

月18日付けで事務職員2人にア

ドミッション・オフィサーを任命

した。 

アドミッション・オフィサーの養

成方法は未検討である。アドミッ

ション・オフィサー業務規程に基

づき、アドミッション・オフィサ

ーを事務職員2人に任命した。 

ウ アドミッション・オフィスの立ち

上げと関連付け、規程を作成す

る。 

規程の策定を検討する。 アドミッション・オフィサーの業

務規程を策定した。 

全学アドミッション委員会での

議を経て、アドミッション・オフ

ィサー業務規程を策定した。 
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2018年度時点 10％ 

2018年度時点 10％ 

2018年度時点 10％ 

【評価指標⑤】入学者選抜において、多面的・総合的に評価を行う組織（アドミッション・オフィス）の設置を検討す

る。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア アドミッション・センター（仮称）

の業務分掌を作成する。 

入試事務室の業務内容を点検・評

価する。 

アドミッション・センター(仮称)

の業務分掌は未作成である。全学

アドミッション委員会において、

2020年度のアドミッション・セン

ター(仮称)設置に向けた検討を

進めることが確認された。 

入試事務室の業務内容について、

①学生募集②入試企画・立案・実

施に分類できることを確認した。

点検・評価は今後実施する。 

イ アドミッション・センター（仮称）

の規程を策定する。 

入試委員会の規程見直しを検討

する。 

アドミッション・センター(仮称)

の規程の策定については、未着手

である。 

2018年11月5日の全学アドミッ

ション委員会において、2018年度

に全学アドミッション委員会を

設置し、入試委員会の機能を集約

したことに伴い、2018年度をもっ

て大学・短大入学試験委員会を廃

止をすることを決定した。 

ウ  アドミッション・センター（仮称）

における教員の参画について検

討する。 

 アドミッション・オフィサー業務

規程の策定の検討段階において、

教員の参画についても検討を行

った。 

【評価指標⑥】併設校との連携を強化し併設校からの入学率の増加を目標にする。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 2019 年度入学者数は共立女子高

等学校 58 人、共立女子第二高等

学校77人を目指す。 

本学への志望意欲を高め、志願者

数を伸ばす。 

2019年度入学者数は、共立女子高

等学校 54 人 (目標達成率

93.1％)、共立女子第二高等学校

63 人(目標達成率 81.8％)であっ

た。 

2019年度入試の志願者数は、昨年

度対比で、共立女子高等学校

124.0%、共立女子第二高等学校

75.7%であった。 

イ  併設高校対象説明会において、オ

ープンキャンパス案内を配布し、

来校促進を促す。 

 共立女子高等学校および共立女

子第二高等学校 2・3 年生の併設

高校対象説明会において、オフィ

シャルガイドや学部・科のパンフ

レットを配布した。 

ウ  中学入試の学校説明会において、

本学の資料を提供し、中学受験保

護者への認知度を上げる。 

 2018 年度より共立女子中学およ

び共立女子第二中学校入試の学

校説明会において、共立女子大

学・短期大学の資料を配布した。 

【評価指標⑦】共立女子大学大学院について、入学定員の確保を目標にする。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 2019年度入学者数は35人を目指

す。 

 

現状の資料請求システムを改良

することで、大学院資料請求者の

データベースを構築する。 

2019 年度の入学者数は 22 人(目

標達成率62.9％)であった。 

WEBの資料請求システムに共立女

子大学大学院入試（修士課程）の

募集要項・願書を請求できるよう

にした。資料請求件数は 32 件だ

った。 

イ  資料請求者にダイレクトメール

を送付し、来校促進を図り、本学

教員と接触することで受験促進

をする。 

 資料請求者へのダイレクトメー

ルは未実施である。家政学研究

科・看護学研究科は、出願前に指

導教員との面談を必須にするこ

とで受験促進を図った。 

ウ  学内広報を強化し、本学教員が大

学院進学を学生に勧める体制を

作る。 

 本学教員の進学を進める体制に

ついては未検討であるが、共立女

子大学大学院入試の告知ポスタ

ーを制作し、学内の掲示スペース

15か所に掲示した。 

 

 

 

  



- 13 - 
 

2018年度時点 20％ 

2018年度時点 10％ 

Ⅰ－２．教育の質 
   目標 

    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 大化させる。 

    

主となる委員会・会議 主となる事務局 

全学教学改革推進委員会 

ビジネス学部（仮称）設置準備委員会 

共立女子大学・共立女子短期大学FD委員会 

教務課、図書課、総合企画室 

 

 (1)【教育組織】 

【評価指標①】2020年4月にビジネス学部（仮称）を新設する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 20 人以内としている専任教員を

適切に確保する。 

 

教員人事、カリキュラム、広報等、

学部設置に関わる諸業務を適切

に進める。 

2018年7月17日および10月16

日の常務理事会で専任教員の採

用について承認を受け、前倒し採

用の4人と合わせて合計19人の

専任教員を確保した。 

教員人事、人材養成目的、3つの

ポリシー、教育課程、教育方法、

指導体制、入試選抜方法などにつ

いて検討し、2018年7月31日、

10月 9日、10月30 日および11

月 15 日のビジネス学部（仮称）

設置準備委員会で協議した。広報

は適宜ホームページ特設サイト

の更新を行いつつ、志願者層の受

験生にダイレクトメールを9回、

延べ180,000人に送付した。 

イ 設置認可申請書類および寄附行

為変更認可申請書類を 2019 年 3

月に文部科学省へ提出する。 

設置認可申請、寄附行為変更認可

申請の必要書類を確認し、申請書

類を整える。 

2019年3月18日に設置認可申請

書類および寄附行為変更認可申

請書類を文部科学省に提出した。 

2018 年 12 月 11 日の臨時評議員

会・理事会で学則変更および寄附

行為変更の承認を得た。設置認可

申請および寄附行為変更認可申

請の必要書類を適切に整え、文部

科学省に提出した。 

(2)【教育内容】 

【評価指標①】既設学部・科の教育課程の変更を行い、カリキュラム・ポリシーやディプロマ・ポリシーに則して、体

系的・構造的な教育課程を編成する。合わせて、学修成果の検証サイクルを確立する。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 各学部・科のカリキュラム改正の

方向性を明確化する。 

カリキュラムチェックの結果を

踏まえ、ディプロマ・ポリシーと

授業科目との関連を履修系統図

に落とし込み、体系的なカリキュ

ラムとなっているかを検証し、現

行カリキュラムの課題を明確化

する。 

カリキュラム改正の前提条件と

なる社会的要請のポイントを次

の通り共有化した。①何を学び、

身につけることができたのかへ

の転換が必要②学生が学んで身

につけたことを社会に説明でき

る体系性が必要③初等中等教育

との接続。学生の学修の幅を広げ

るという観点を盛り込む 

2017 年度 3 つのポリシー部会の

検討結果を活用し、ディプロマ・

ポリシーと各科目の関係を明ら

かにした履修系統図の作成によ

り、既存の教育課程の体系性を確

認していくことを確認した。 

イ 教育課程に関する日常的な点検・

評価・改善を行うための全学的な

体制の素案を作成する。 

明確化された課題について具体

的な改善策を検討し、各学部・科

の専門教育科目のカリキュラム

改正案として取りまとめを行う。 

点検・評価について学外の評価者

を委嘱した。全学的な体制の在り

方については、今後の認証評価の

動向を踏まえて新たな体制の検

討が必要である。 

取組みのひとつとして、学外の第

三者を評価委員に招聘し、社会的

な要請をカリキュラムに反映し

ていく体制を検討した。 

ウ  教育課程に関する点検・評価・改

善を行うための具体的な組織体

制のあり方について、他大学の事

例も参考にしつつ検討を行う。 

 点検・評価の具体的な組織体制の

在り方について検討を開始した。 
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2018年度時点 10％ 

2018年度時点 20％ 

【評価指標②】グローバル社会で必要となる英語によるコミュニケーション能力を高めるために、体系的・構造的な教

育課程を編成する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 学生に求める英語コミュニケー

ション能力について、到達目標を

設定する。 

英語コミュニケーション能力に

関する社会的要請を踏まえ、本学

として学生に求める英語コミュ

ニケーション能力について、外部

試験を参考とした到達目標の設

定を検討する。 

具体的な到達目標の設定は未着

手である。検討の前提として、英

語教育の成果についての現状分

析を実施した。 

共立女子大学・短期大学として学

生に求める英語コミュニケーシ

ョン能力の水準を設定する前提

として、学生の英語能力の獲得状

況について学内のエビデンスを

共有化し、課題を明らかにした。 

イ 設定された到達目標を達成する

にあたっての課題を明確化する。 

本学の英語関連科目の点検を行

い、課題を把握する。 

具体的な到達目標の設定自体が

現段階では未着手である。 

各学部・科における英語関連科目

の卒業要件の設定状況、プレイス

メントテストの結果の概要、各学

部・科の履修状況を確認した。 

ウ  

 

他大学の先進的な事例について

把握し、本学としての課題を明確

化する。 

 未着手である。 

エ  上記を踏まえて、改善策の検討を

行う。 

 未着手である。 

【評価指標③】教育課程の変更にあわせ、2020年度までに文芸学部のコースの見直しを行う。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 2018 年度前期においては文芸学

部の理念、人材養成目的、3つの

ポリシー、教育目標を踏まえ、学

部のあるべき体制を検討し、新た

なコース制の構想を固める。 

7月までにコース再編案について

教授会でまとめる。 

 

これまでの7コース制から、4領

域7専修制へ移行する構想を固め

た。 

4領域7専修制への再編案を検討

するとともに、新カリキュラム案

を検討中である。 

イ 後期にはそれにもとづきカリキ

ュラムの具体案の検討を行う。 

9月以降、コース再編案について

各種委員会で検討、2020年度向け

オフィシャルガイドの制作、広報

活動を始める。 

4 領域 7 専修制を前提として、

2018 年度後期よりカリキュラム

の具体案の検討を行っている。 

4領域7専修制への再編案を検討

するとともに、新カリキュラム案

を検討中である。 
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2018年度時点 20％ 

2018年度時点 100％ 

【評価指標④】教育課程の変更にあわせ、国際学部のコースの適切性、GSEプログラムの点検・評価を行い、充実方策

を実施する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 3年次の終わりまでに、第1期生

の参加者全員が、引用文献を正し

く付けることを含めて、英語で卒

業論文を書く基礎を固める。 

課題を解決するために、GSE参加

学生の英語運用能力の継続的な

分析が必要であり、TOEICによる

成績分析を継続する。 

 

3年次進級時の英文エッセイ試験

の結果により、論点を論理的に列

挙する作文の基本を、大部分の参

加者がマスターしていることを

示している。3年次において、学

術論文を英語で書く力を鍛える

指導が概ね順調に進んでいる。 

TOEIC Writing 試験において、

2018年度3年次生の57％がレベ

ル７以上を獲得した。TOEIC 

Lsitening&Reading(L&R)試験に

ついては、受験者の約半数が500

点以下である。TOEIC L&R試験両

方を受験したGSEプログラム参加

者26人の得点の伸びは、＋0～49

が10人、+50～99が9人、+100～

150が3人、+150以上が2人とな

った。 

イ GSEプログラム参加学生の継続率

を2年次進級時で70人前後（1年

次参加者は80人と推定）、3年次

進級時で 50 人以上まで向上させ

る。 

新たに各諸活動に優先順位をつ

けて取り組む。 

2年次進級時の継続参加者数は65

人、3年次進級時の参加者は43人

である。 

GSEプログラムの優先順位別の課

題を次の通りとし、検討を行うこ

とを決定した。①任期5年の外国

人嘱託教員の処遇、②学生のリー

ディング力の強化、③授業アンケ

ートの自由回答での改善要望が

多い、科目選択の自由度の改善に

向けた取組み。 

ウ 少人数精鋭のクラスとしての位

置づけを守るためにむやみな人

員確保はせず、成績向上を優先目

標とする。 

 1年次においては、定員を設定し、

毎年選抜を行っている。2年次以

降は、自発的退出が少なくないた

め、選抜を要しない状況が続いて

いる。進級時に課される英文エッ

セイの結果から、参加者の水準は

確保できている。2018年度の1年

次GSEプログラム受け入れ 低点

は CASEC511点であり、学部平均

を27点上回った。 

 

エ 学生アンケートによる満足度調

査で 70％以上の学生がおおむね

満足または非常に満足と答える

教育内容を目指す。 

 2018 年 10 月に実施した調査で

は、プログラム全般への満足度に

ついて、11%が「非常に満足してい

る」、64%が「まあまあ満足してい

る」と回答しており、両者で75%

となった。 

 

【評価指標⑤】看護学部について、2019年度に保健師養成課程を導入する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 2018年5月までに、教育内容の確

定、実習施設の確保、教員組織の

編成（教員の採用）、入学者選抜方

法を確定する。 

2017 年度中に検討した内容をも

とに、教育課程、実習施設、教員

組織の編成、入学者選抜方法、お

よび施設設備・図書の整備計画を

確定させ、文部科学省への申請手

続きを行う。 

2018年5月までに、教育内容を確

定し、実習施設、教員採用、入学

者選抜方法（保健師課程履修者の

選抜方法）を確定した。 

2018年5月22日付で文部科学省

医学教育課に保健師学校指定申

請ならびに看護師学校変更承認

申請を行った。 

イ 開設までに、施設設備・図書を整

備する。 

 管財課、図書課と連携をとり、必

要な設備・図書などを整備した。 

 

ウ 2018年5月に、文部科学省に保健

師学校指定申請が完了し、8月に

承認を受ける。 

 2018年5月22日付で文部科学省

医学教育課に保健師学校指定申

請ならびに看護師学校変更承認

申請を行い、いずれも同年8月31

日付で認可された。 
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2018年度時点 50％ 

2018年度時点 20％ 

【評価指標⑥】学生の精神的自立・職業的自立・社会的自立の基盤となる能力を養成するために、2020年度に新しい教

養教育の教育課程を編成する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 新しい教養教育課程の実施につ

いて、学内承認を受ける。 

 

2017 年度までの教学改革ＷＴ教

養教育部会の検討を踏まえ、全学

共通教育委員会と連携しつつ、各

学部・科における卒業要件の設定

等の詳細を検討し、新しい教養教

育課程案を作成する。 

2018 年 12 月 11 日の定例評議員

会・理事会において、2020年度か

らの新教養教育課程について承

認を受けた。 

各学部・科における卒業要件の設

定、授業科目のガイドライン案の

作成、「ライフプランと自己実現」

における業務委託の導入などの

検討を行った。 

イ 新しい教養教育課程を実施する

ための体制を整備する。 

 

新しい教養教育課程を実施する

ための体制として、全学共通教育

委員会の体制の見直しを行い、教

育課程の具体的実施について検

討を行う。 

全学共通教育委員会の分科会の

構成の見直しを行った。 

次年度からの全学共通教育委員

会の体制を決定した。 

ウ  教養教育課程の支援体制の一環

として、特にアクティブ・ラーニ

ングを支援する体制について、関

連部署と連携のうえ検討する。 

 未着手。全学教育推進センターの

発足と連動して検討する。 

【評価指標⑦】教育課程の変更にあたり、授業科目の精選・科目選択の幅の見直しを行う。既設学部・科の専門科目の

コマ数を2017年度比で300コマ削減する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 第二期中期計画期間内に300コマ

削減するため、2018年度の削減数

を達成する。 

300コマ減のコマ数で、現学部・

科の授業を展開するために、2018

年度は計画的に見直しを進める。 

2018 年度開講目標コマ数は共立

女子大学・短期大学全体で3633.4

コマであったところ、開講希望コ

マ数は 3578.6 コマ、開講実績コ

マ数は 3546.4 コマとなった。ビ

ジネス学部（仮称）の完成年度ま

でに300コマ削減することを想定

し、2017年度実績コマ数からさら

に 2%削減するという目標に対し

ては、共立女子大学・短期大学全

体の開講実績コマ数としては達

成した。 

2017 年度申し合わせ事項に基づ

くコマ数削減の見通しを共有化

したうえで、2019年度基準コマ数

については 2018 年度実績コマ数

を超えないこと、専門科目のコマ

数を 2017 年度実績コマ数に対し

て 4%程度削減することを目標と

した。 

イ 授業科目における専任教員の担

当比率を高める。 

 専任教員の担当比率を継続的に

把握する必要があり、現段階では

未解決である。今後、教員組織の

編成方針とあわせて検討を行う。 

 

 

  



- 17 - 
 

2018年度時点 20％ 

2018年度時点 20％ 

【評価指標⑧】KWUビジョンの達成を目指し、学外組織との連携による課題解決型アクティブ・ラーニング授業を全学生

に提供する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 教養教育科目において、学外組織

と連携した課題解決型アクティ

ブ・ラーニング授業を実施する。 

教養教育科目「教養講座」「総合表

現ワークショップ」において、学

外組織と連携した課題解決型ア

クティブ・ラーニング授業を実施

する。 

教養教育科目において、学外の一

般企業と連携した課題解決型ア

クティブ・ラーニング授業を実施

した。 

教養教育科目「教養講座」「総合表

現ワークショップ」において、株

式会社デイトナ・インターナショ

ナルと連携した課題解決型アク

ティブ・ラーニング授業を実施し

た。 

イ 2018 年度の私立大学等改革総合

支援事業タイプ①設問 11 におい

て5点を獲得する。 

 

実施する中で、教育内容、教育方

法についてのノウハウの蓄積を

行うとともに、次年度以降に向け

ての改善点・充実すべき点、支援

体制のあり方についての検討を

行う。 

同様の設問において満点（4点）

を獲得した。 

2017 年度に企業と連携した課題

解決型学習を取り入れた「リーダ

ーシップ開発講座(正課外)」を受

講した学生が LA1として正課の授

業に参加した。2019年度も授業を

履修した学生の中から LA の育成

を行う。全体的な支援体制として

は検討未着手である。今後授業実

施後の報告や全学教育推進セン

ターの体制整備も踏まえて検討

する。 

(3)【教育方法・学修成果】 

【評価指標①】学生の卒業時の学修成果の質を保証するための仕組みを整備する。特に、学生ポートフォリオの導入と

GPAの活用は必須の検討項目とする。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 次の7つの課題を解決し施策を実

践していくための、学内組織を構

築する体制を整備する。①学生の

主体的な学修を促進するための

学修管理の仕組み（LMS）の構築②

学生が、自らの学修成果を蓄積

し、活用することが可能となる仕

組み（学生ポートフォリオ）の整

備③大学における学修に必要な、

学修技法の修得を支援する仕組

みの整備④授業設計の支援およ

び効果的な教材の作成支援の充

実⑤ルーブリックの導入・活用に

よる厳格な成績評価と、それに基

づくGPAの活用による質保証⑥ア

クティブ・ラーニングを積極的に

支援する仕組みの整備⑦FD 活動

の充実による、各種制度の検証と

改善の実施 

到達目標アに記載の7つの課題解

決に関わる活動を統括して行う

組織として、「全学教育推進セン

ター（仮称）」の整備を想定し、こ

れを整備するための準備委員会

を組織する。 

到達目標アに記載の7つの課題に

対する報告は以下のとおり。 

①次世代 kyonet2において、学修

管理システム（LMS）を稼働させ

た。 

②次世代 kyonet において、学修

ポートフォリオ機能を稼働させ

た。 

③④⑤⑥⑦未達。今後全学教育推

進センターで検討を進める。 

2019年度より「全学教育推進セン

ター」を設置することを 2019 年

3月5日の常務理事会において決

定した。 

イ 次世代kyonetについて、2019年

度の稼働に向けた準備をする。 

 

準備委員会が中心となり、到達目

標アに記載の7つの課題に関する

施策の実践および「全学教育推進

センター（仮称）」の運営について

検討を行う。 

次世代 kyonet 導入・推進ワーキ

ングチームにおいて、2019年度か

らの次世代 kyonet 稼働のための

準備を適切に進めた。 

共立女子大学・共立女子短期大学

FD委員会において、「全学教育推

進センター」の機能と体制につい

て、協議した。 

ウ  準備委員会において、次世代

kyonet の稼働準備のための検討

を行う。 

 共立女子大学・共立女子短期大学

FD委員会および次世代kyonet導

入・推進ワーキングチームにおい

て、次世代 kyonet のコンセプト

と運用方針を検討した。 

 

  

                                                  
1 LA（Learning Assistant,ラーニング・アシスタント）：学生が授業担当者の授業運営を補佐したり、履修学生の指導や相談をとおして教育

および学習の支援を行う制度 
2 次世代kyonet：本学独自の教育ネットワークシステム。2019年度からリニューアル。 
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2018年度時点 50％ 

2018年度時点 50％ 

【評価指標②】学修成果の可視化や成績評価の標準化の観点から、専任教員の担当科目の50％以上においてルーブリッ

クを導入することを目指す。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 教員間の成績評価基準の認識を

統一し、授業における「成績評価

の基準」を全学的に統一する。 

「成績評価基準のガイドライン」

を作成する。 

SABCDの5段階の成績評価レベル

ごとに、評価水準を明確にした。

授業科目の到達目標を達成した

場合は「A」評価、学生が 低限身

に付けるべき内容を示す単位修

得目標を達成した場合は「C」評価

と定義した。 

「成績評価基準の統一について」

を作成し、研究科長・学部長・科

長会を通じて周知するとともに、

FD 研修会においても説明を行っ

た。 

イ ルーブリックが学修成果の可視

化に有効なツールであることを

学内に浸透させる。 

ルーブリックに関する説明会や

研修会を開催して、ルーブリック

の必要性について情報共有でき

る場を設ける。 

未着手。ルーブリックの必要性も

含めて学内への周知・理解を図る

方策の検討を行う。 

未着手。今後、厳格な成績評価の

在り方について検討を深化して

いく中で検討を行う。 

ウ  教員用の「ルーブリック作成マニ

ュアル」を作成する。 

 未着手。今後、厳格な成績評価の

在り方について検討を深化して

いく中で検討を行う。 

エ  教育の質の教育方法・学修成果の

評価指標③と連携して、学内組織

で検討する。 

 共立女子大学・共立女子短期大学

FD委員会において、成績評価基準

について検討した。 

【評価指標③】教員相互の授業参観の実施、授業方法についての研究会の開催等により、FD活動の活性化を図る。また、

全教員のFD活動の参加を目指す。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 全専任教員が主体的に FD 活動に

参加するようにする。  

授業見学会への参加率をさらに

上げるための方策を検討する。 

2018年6月18日（月）～6月23

日（土）に授業見学会の実施。同

年9月20日(木)、2019年2月4

日（月）に FD 研修会を開催し、

教員が参加できる機会を拡充し

た。 

専任教員には原則として授業見

学会への参加を義務付けるとと

もに、FD活動全体の活性化につい

て共立女子大学・共立女子短期大

学 FD 委員会において検討を開始

した。 

イ 「全学教育推進センター」の準備

体制を構築する。 

教員が参加しやすい研修会を企

画・立案する。 

「全学教育推進センター」の発足

について意思決定を行った。 

2018年9月20日（木）と2019年

2月4日（月）にFD研修会を開催

し教員が参加できる機会を複数

設けた。 

ウ  FD 活動の検証と制度の見直しを

行う。（GPAの活用、シラバスの充

実、CAP制等） 

 GPAの活用方法については、退学

勧告までを盛り込んだ運用を決

定した。シラバスは、次世代

kyonet の導入に合わせて事前事

後学修の目安時間の追加などフ

ォーマットの見直しを行った。 

エ  FD 委員会の役割について検証す

る。    

 中期計画およびマスタープラン

をもとに、共立女子大学・共立女

子短期大学 FD 委員会において検

討すべき事項を明確化したうえ

で検討を開始した。 
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2018年度時点 10％ 

2018年度時点 20％ 

 

Ⅰ－３．学生生活 
   目標 

    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。 

 

主となる委員会・会議 主となる事務局 

全学学生委員会 

共立女子大学・短期大学国際交流委員会 

学生課 

【評価指標①】学生が孤立して学生生活を送ることのないよう、コミュニティ形成に関わる支援を行い、自身のことを

気軽に相談できる関係の人がいる学生の割合を98％以上に向上させることを目指す。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 1年修了時アンケートにおける自

身のことを気軽に相談できる関

係の人がいる学生の割合を 92％

にする。 

どの様なコミュニティの場やイ

ベントを希望しているのか、学生

から情報収集する。 

自身のことを気軽に相談できる

関係の人がいる学生の割合が

2017年度は92%であるが、2018年

度は88％であった。 

次世代 kyonet に随時学生の意見

を収集する「目安箱」となる機能

を追加した。 

イ  イベントの認知度を高めるため

に、kyonetでの掲示配信、サイネ

ージ以外の広報活動を検討し、実

行する。 

 ホームページは、学内外共に検索

数が高いことから、イベントに関

する情報はホームページを中心

に発信した。また学内に向けて

は、更に kyonet 掲示、サイネー

ジを活用した。 

ウ  ミニランチ懇談会を 10 回開催す

る。 

 図書課と連携してランチセミナ

ーを2回開催した。 

【評価指標②】学生が学修に専念し、継続することができるよう、給付型奨学金の拡充を図る。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 給付型奨学金に関する情報を収

集し、どの様に給付型奨学金を拡

充するか立案する。 

社会の動向や他大学の事例を収

集し、本学の給付型奨学金制度を

点検する。 

給付型奨学金拡充のため、本学卒

業生に対して新たな冠奨学金の

相談を開始し、進行中である。  

他大学の事例調査を行った。貸与

型に比べ給付型は少ないことが

わかり、その財源まで踏み込んだ

調査はできなかった。 

イ  本学にどんな給付型奨学金が必

要なのか学生から情報を収集す

る。 

 学生から情報収集をするには至

らなかったが、2019年度より櫻友

会（卒業生団体）の給付金制度

（TOEICレベルアップ奨励金）を

新たに制定することを決定した。 

ウ  給付型奨学金の原資を獲得する

ために募金事務室との連携を模

索する。 

 募金事務室と連携を取り、サポー

ターズ募金を原資とする新規の

給付型奨学金の検討に入る方向

性を決定した。教員の寄付による

新規給付型奨学金の 2019 年度制

定に向けて、募金事務室と連携し

手続きを開始した。 

 

  



- 20 - 
 

2018年度時点 20％ 

2018年度時点 20％ 

【評価指標③】学生が心身の健康を維持し、学修を継続することができるよう、フィジカルヘルスおよびメンタルヘル

スに関わる相談体制の充実を図る。 

 
 

事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 学生の特性を理解するための勉

強会を開催し、前年度比10％増の

参加者を目指す。 

定期健康診断を実施し、学生の健

康状態を把握する。その際、健康

相談希望者と面談を行う。 

各種勉強会への参加者は 2017 年

度184人に対し、2018年度は41

人であり、前年度比77%減であっ

た。理由は、これまで正課の授業

と連携して参加を義務づけてい

たことを止め、自主参加としたた

めである。自主参加としたこと

で、自身の体調を理解している学

生が参加し、活発な質疑応答がな

され、内容が充実した。 

年度初めに定期健康診断を実施

し、5,153人（受診率95.9%）が受

診した。このうち、有所見者と希

望者 148 人と当日面談を実施し

た。 

イ 身体疾患や心身衰弱による退学

者を前年度以下にする。 

相談しやすい環境を維持する。 身体疾患や心身衰弱による退学

者は、2017年度と同数であった。 

2019年3月7日（木）に学生相談

室研修会を開催し、学生に対する

教職員の初期対応（傾聴・面談環

境など）について共有し、教職員

の意識を高めた。 

ウ 相談体制の確立の方向性を決定

する。 

学外研修会等に参加し正しい知

識を共有する。 

2019 年 3 月 7 日(木)に学生相談

室研修会を開催し、学内の連携に

ついて教職員で共有した。 

相談室長、相談室職員1人、学生

課員3人が述べ6回、関連研修に

参加し、1人が認定試験を受験し

合格した。 

エ  教職員と情報共有といった連携

を行い、『大学の対応ガイドブッ

ク～学生対応の心得～（仮称）』の

作成にあたる。 

 2019年度の発行に向け、編集を開

始した。（進行中）これにさきがけ

てダイジェスト版を 3 月に発行

し、教職員へ配付した。 

オ  保健室・相談室合同でコンサルテ

ーションを実施し教職員の共通

理解を深め、学生への適切な支援

を行う。 

 保健室・相談室・学生課合同でコ

ンサルテーションを12回行った。

その内の1回は全教職員を対象と

した研修会形式とし、参加者は50

人であった。 

【評価指標④】健康な学生生活を送るために欠かせない食の提供を充実し、学生食堂・売店の満足度を80％以上に向上

させることを目指す。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 卒業年次生アンケートにおける

学生食堂・売店の満足度を78％に

する。 

食堂業者と意見交換会を定期的

に開催し、改善を図る。 

IR推進プロジェクトと連携し、12

月から1月にかけて食堂の満足度

などに関するアンケートを実施

した。この中で早急に対応できる

内容（メニュー、混雑時対応）に

ついては改善に着手した。卒業年

次生アンケートにおける学生食

堂・売店の満足度は、69%であっ

た。 

本館、3号館食堂の運営上の課題・

問題が生じた際には、その都度意

見交換を行い、改善を図った。ま

た 2 号館ロハスカフェについて

も、都度意見交換を行った。 

イ  廉価で提供するための学園など

からの補助の方策を検討する。 

 12 月から 1 月にかけて実施した

食堂の満足度などに関するアン

ケート結果を受け、ビジネス学部

（仮称）の開設を予定する2020年

度以降の補助に向けての検討に

着手した。 

ウ  

 

食堂の座席数および売店の配置

等、検証し、改善する。 

 現在、座席数を増やすことは物理

的な課題があるため、回転率を上

げるため、2019年3月16日、17

日に本館食堂の動線確保のため

の工事を行った。 

エ  学生の意見に基づいて改善して

いることを学生に周知し、満足度

向上を図る。 

 改善した内容について、都度

kyonet掲示、共立女子大学大学・

短期大学ホームページ、サイネー

ジで周知した。 
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2018年度時点 10％ 

2018年度時点 10％ 

【評価指標⑤】長期型・短期型、国内型・国外型を問わず、グローバル化に対応した教育（留学）プログラムの支援を

充実し、参加者数を10％以上に増加させることを目指す。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 多様化する学生のニーズに対応

するため、長期・短期を問わず国

内外を問わず、グローバル化に対

応したプログラムの参加者割合

を、学生数の5％以上（約275人）

まで引き上げる。   

「共立グローバルチャレンジコ

ンテスト」の 2019 年度実施に向

け、詳細について検討する。 

全派遣者数合計は141人（対学生

数2.65%）であった。夏季アメリ

カ研修が参加者数の関係により

催行を見送り、派遣者数減となっ

た。なお、長期留学者数は派遣者

数5人増、一般留学は7人増とな

った。 

多様化するニーズに対応するた

めチャレンジ型のプログラムに

ついて、他大学事例の情報収集に

留まった。 

イ  留学説明会およびオリエンテー

ション、留学フェアへの参加を促

すためカナダ以外の新たな留学

フェアの可能性を探る。 

 カナダ以外の新たな留学フェア

の検討は進捗しなかった。 

カナダ留学フェアの参加者につ

いては、32人で、前年度比6人増

となった。 

ウ  留学説明会、オリエンテーション

参加者に、留学に必要なガイドブ

ックや随時留学情報を提供する

等特典を設け参加を促す。 

 留学先の大学（協定校、提携校な

ど）のパンフレット、共立インタ

ーコム、ノート（TOEIC冊子）、各

種募集要項を配布するなど情報

提供し、学生の参加を促した。な

お、567人の参加があった。 

エ  留学プログラムに、ボランティア

や社会貢献、JICAのプログラムな

ど、これまでにないプログラムの

可能性を検討する。 

 JICA（国際協力機構）の派遣プロ

グラムについて情報収集すると

ともに、シンガポール、フィリピ

ン島の短期プログラムについて

も派遣先を探るなど着手した。 

オ  ハワイ大学との協定を実現し、留

学プログラムの拡大を図る。 

 2018 年秋にハワイ大学カピオラ

ニコミュニティカレッジと協定

を締結した。今後は長期留学も含

め派遣プログラムの拡大に向け

検討する。 

【評価指標⑥】外国人留学生と日本人の在学生が外国語で交流する機会の増加を図る。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 外国人留学生と本学学生が交流

できるさまざまなカタチの場を

提供する。 

チューターの募集について期間

を限定せず、随時受け付けること

で参加者増を可能にする。 

共立女子短期大学・文科の授業、

留学生歓迎会の実施およびナチ

ュール杉並でのクリスマスパー

ティにおいて、外国人留学生との

交流の場を提供した。 

チューターの参加者増を目的と

して、募集期間を限定せず、受け

付けることにした。チューターの

企画により、留学生とともに日本

文化習得のための企画により書

道、アニメ体験などを実施。共立

アカデミー主催の調理基礎講座

もチューターが参加し、留学生と

の交流の機会が増加した。 

イ 外国人留学生と本学学生が交流

できるイベントを3回実施し、延

べ30人の参加者を目指す。 

現在フランス語のトークルーム

を実施しているが、フランス語の

みならず他言語へも拡大し、留学

生と学生が情報交換、交流できる

よう推進する。 

留学生の日本語プログラムの一

環として2018 年 6 月、7 月、10

月、12月に共立女子短期大学・文

科との交流授業、2018年10月に

留学生歓迎会、2018年12月にナ

チュール杉並（学生寮）において、

クリスマスパーティを実施した。

延べ参加者数は152人であった。 

フランス語に加え、中国語のトー

クルームを開講した。 

ウ チューター数を12人にする。  2018 年度のサポートチューター

は11人であった。 

 

エ フランス語トークルームや中国

語トークルームなどでの交流の

機会を週3回にする。 

 2号館グローバルコモンズ、コミ

ュニケーションギャラリーでフ

ランス語トークルーム、中国語ト

ークルームを約月2回開催した。 

 

オ フランス語トークルームや中国

語トークルームにおいて、各回2

人以上の参加者を目指す。 

 フランス語トークルームは前期4

回、後期5回開催し、コンスタン

トに2人の参加があり延べ16人

の参加であった。中国語トークル

ームは前期 3 回、後期 5 回開催

し、延べ5人の参加に留まった。 
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2018年度時点 80％ 

2018年度時点 80％ 

【評価指標⑦】正課外教育の支援の充実により、多様な学びの機会を提供し、正課外教育に対する学生満足度を90％以

上に向上させることを目指す。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 卒業年次生アンケートにおける

共立アカデミーの学生満足度を

87％にする。 

アンケート結果を分析し、学生が

希望する講座や資格は何か情報

収集し、結果に基づいて企画す

る。 

卒業年次生アンケートにおける

共立アカデミーの学生満足度は

88%であった。 

受講者アンケート結果の分析を

行い、2019 年度の講座を企画し

た。 

イ 学生受講者数を延べ2,810人にす

る。 

学生満足度が高い他大学での正

課外教育の傾向を情報収集する。 

学生受講者数は延べ2,826人であ

った。 

受講者アンケート、他大学の講座

情報の収集を行った。 

ウ 資格や検定の合格率を平均で

76.5％以上にする。 

就職活動における必要スキルお

よび講座内容の検証を行う。 

資格や検定の合格率は平均で

76.6%であった。 

就職活動における必要スキルお

よび講座内容の検証を行い、2019

年度講座を決定した。 

エ  認知度を高め、受講生を増やすた

めに、kyonetでの掲示配信、サイ

ネージ以外の広報活動を検討し、

実行する。 

 kyonetでの掲示配信、サイネージ

以外に、共立アカデミーの受付カ

ウンターを一時的に本館に設け

た。 

オ  資格取得講座の合格率を高める

ために、各講座の目標合格率を設

定し、講師と共有する。 

 各講座の目標合格率を講師と検

討した上で設定し、設定した目標

を達成した。 

【評価指標⑧】学生が主体的な活動の中で能力を伸ばすことができるよう、正課外活動への支援を充実し、クラブ・サ

ークル支援の満足度を80％以上に向上させることを目指す。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 卒業年次生アンケートにおける

クラブ・サークル支援満足度を

73％にする。 

学生アンケートを分析し、結果に

基づいて支援体制を見直し、実行

する。 

卒業年次生アンケートにおける

クラブ・サークル支援満足度は

79%であった。 

クラブ・サークル支援として、2月

にリーダーシップ研修（参加者69

人）、チームワーク研修（参加者79

人）を実施し、研修後のアンケー

トでは満足度が90%を超えた。こ

の研修のアフターケアとして、

2019 年度前期にフォロー研修を

実施することを検討した。 

イ 学内公認団体に所属している学

生を全学生の30％にする。 

表彰内容を検討する。 2018 年度は学内公認団体に所属

している学生は全学生の25.6%で

あった。 

各公認団体の功績は助成金に反

映させた。共立祭での活動におい

ては評価制度に基いて表彰を行

った。 

ウ 共立オリンピック・パラリンピッ

クボランティア育成プログラム

のエントリー者を 80 人以上にす

る。     

現存のサークル連合会の機能を

整理し、各サークルが横に繋がる

ことができる制度を検討し、実行

する。 

共立オリンピック・パラリンピッ

クボランティア育成プログラム

のエントリー者は 101 人であっ

た。 

公認団体間の連絡調整を含む横

のつながりを強化するために設

立したサークル連合会の仕組み

を始めて3期目を迎え、順調に軌

道に乗っていていることを確認

した。 

エ  新入生対象に、共立オリンピッ

ク・パラリンピックボランティア

育成プログラムの説明会を実施

する。 

 当該説明会を2018年9月、10月

に計3回を実施し、約150人の参

加があった。 

オ  共立スポーツフォーラムを文部

科学省の協力のもと開催する。 

 2018年度においては、本学独自の

プログラムを企画し、2018 年 12

月 13 日（木）にゴールボールの

体験型フォーラムを開催した。 
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2018年度時点 20％ 

 

Ⅰ－４．学修支援・授業支援 
   目標 

    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。 

 

主となる委員会・会議 主となる事務局 

全学教学改革推進委員会 

共立女子大学・共立女子短期大学FD委員会 

図書館運営委員会 

図書課 

【評価指標①】授業外での学修の必要性を高めることにより、卒業時における 1 日当たりの授業時間外の学修時間につ

いて、「2～3時間以上」を80％以上、「していない」を0％にすることを目指す。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 次世代kyonetについて、2019年

度に稼働するための以下の準備

をする。 

①次世代 kyonet 上に学修管理シ

ステム（LMS）を構築 

②学生、教職員がLMSの利用によ

り、学修状況を把握 

③シラバス作成を支援する体制

を構築 

④シラバスに時間外学修につい

て記述 

⑤授業外の学修を支援する体制

を構築 

⑥時間外学修時間の年次計画を

作成、チェック体制も構築 

学修管理システム（LMS）の導入に

向けた、システム選定、運用を検

討する。 

①次世代kyonetにおいて、学修

管理システム（LMS）を構築し、

稼働させた。 

②LMS機能の導入が2019年5月

のため未達。 

③シラバスフォーマットを検討

した。支援する体制構築には至っ

ていない。 

④シラバスに事前事後学修の時

間数およびその指示を表示する

欄を設けた。 

⑤⑥未達。今後「全学教育推進セ

ンター」で検討を進める。 

次世代 kyonet において、学修管

理システム（LMS）プロダクトを導

入し、稼働させた。 

イ  教育の質の教育方法・学修成果の

評価指標③と連携して、学内組織

で検討し、シラバス作成支援体制

を構築する。 

 シラバスの項目変更に伴い、2018

年度第2回FD研修会において「効

果的なシラバスの書き方」をテー

マとして講演を開催した。 

ウ  教育の質の教育方法・学修成果の

評価指標③と連携して、学内組織

で検討し、次世代 kyonet 上に仕

組みを構築する。 

 次世代kyonetにおいて、「成績評

価基準の統一」に伴った新しいシ

ラバスの仕組みを構築した。 

エ  「全学教育推進センター（仮称）」

の在り方、教職員によるチェック

体制を検討する。 

 2019年度より「全学教育推進セン

ター」を設置することについて

2019年3月5日（火）の常務理事

会において決定した。規程により

教職員による総合的な運営を図

るため運営委員会の設置を規定

した。 
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2018年度時点 20％ 

2018年度時点 10％ 

【評価指標②】アクティブ・ラーニングの普及を中心とした、教育効果を高める授業支援の在り方を検討し、適切な支

援体制を整備する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 主体的な学びに活用できる学修

管理システム（LMS）を構築する。 

学修管理システム（LMS）の導入に

向けた、システム選定、運用を検

討する。 

次世代 kyonet において、学修管

理システム（LMS）プロダクトを導

入し、稼働させた。 

次世代kyonet導入・推進WTにお

いて、学修管理システム（LMS）プ

ロダクトを選定し、稼働させた。 

イ 主体的な学びに対応する授業支

援体制、教員ニーズを把握する体

制を構築する。 

教育の質の教育方法・学修成果の

評価指標③と連携して、学内組織

で検討し、次世代 kyonet 上に仕

組みを構築する。 

2019年度より「全学教育推進セン

ター」の設置について 2019 年 3

月5日（火）の常務理事会におい

て決定した。 

次世代 kyonet において、学修管

理システム（LMS）プロダクトを導

入し、稼働させた。 

ウ  「全学教育推進センター（仮称）」

の在り方、教職員によるチェック

体制を検討する。 

 2019年度より「全学教育推進セン

ター」を設置することについて

2019年3月5日（火）の常務理事

会において決定した。規程により

教職員による総合的な運営を図

るため運営委員会の設置を規定

した。 

【評価指標③】授業外学修の支援を充実させ、学生が目指す学修成果を達成できるように支援する。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 看護学部については、次のことを

目指す。 

①1年次生全員がタブレット端末

を携行し、電子資料を学修ツール

として活用する。 

②科目の一部において、教員が電

子テキストを利用した授業を実

施する。 

③教員が作成した授業資料など

の一部について、1年次生が電子

資料化をして学修ツールとして

活用する。 

④学生がタブレット端末を使用

して課題に取組み、作成した資料

を電子資料化する。 

⑤学内で成果発表をする。 

看護学部1年次生にタブレット端

末を貸与し、看護学の学修を進め

る上で、電子資料を活用しやすい

環境を整備する。 

①１年次タブレット端末携行、電

子資料の導入を実施した。 

②電子教科書を一冊導入し、授業

において活用した。 

③教員が作成した授業資料 12 点

を電子資料化して学修ツールと

して活用した。また学生は、実習

手順を自習する際に動画資料を

閲覧した。 

④③に記載のとおり、課題に取組

みはしたが、作成した資料を電子

資料化するまでには至らなかっ

た。 

⑤未達。成果発表には至らなかっ

たがアンケート調査を予定。 

1年次生にタブレット端末を貸与

し、看護学の学修を進める上で、

電子資料を活用しやすい環境を

整備した。電子教材からのアプロ

ーチでは、授業外学修の活性化に

は直接つながらなかった。今後は

次世代 kyonet と連携した学修ツ

ールとしての利用を検討する。 

イ 全学については、Shared iPadを

4台導入し、共用利用の方法等を

検証する。 

タブレット端末利用支援、授業資

料の電子化、学生成果物の電子化

についての支援体制を構築する。

運用課題、実績のデータ蓄積、共

有し、成果発表を行う。 

Shared iPad3の検証結果、Shared 

iPadは利用せず、モバイルデバイ

ス管理システム4（MDM）のみで管

理できる方法を見出した。 

支援体制として、前述のとおり

2019年度から「全学教育推進セン

ター」を設置する。今後は次世代

kyonet と連携した学修ツールと

しての利用を検討し、成果を発表

する。 

ウ  ラーニング・コモンズにてiPadの

利用・Shared iPadの導入を目指

し、学内での利用法について検証

する。 

 Shared iPadの検証結果、大人数

でデバイスを共有する運用は、難

しいことが判明した。モバイルデ

バイス管理システム（MDM）のみで

管理できる方法を見出した。 

 

  

                                                  
3 Shared iPad：複数の生徒で iPadを共有する学校のために用意された機能 
4 モバイルデバイス管理システム（MDM）：タブレットやスマートフォンの端末管理システム。デバイスを活用するうえで、セキュリティ

強化と運用管理効率化を目的としたシステム 
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2018年度時点 100％ 

【評価指標④】ラーニング・コモンズの利用者数を年間50,000人以上、利用満足度を90％以上、図書館利用サービス満

足度を90％以上にすることを目指す。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 2号館蔵書可能冊数の9割である

6万冊以上を配架する。 

配架計画は、館長を中心に、図書

館運営委員会にて、カリキュラム

や利用頻度に応じて検討する。 

2018年度末で図書、視聴覚資料約

61,800冊のほか学術雑誌  216点

の配架を行うことができた。 

各学部・科の選書資料のほか、図

書館職員・スタッフによる選書に

おいて分野補填・買替などでカリ

キュラムに即した資料の充実を

図った。またレファレンスでの相

談内容より、卒業論文や博士・修

士論文、授業の課題に関する資料

の購入を推進した。 

イ 八王子からの資料取り寄せを毎

日行うことでサービスの低下を

防ぐ。 

八王子資料の取り寄せの増加に

対応し、サービスの充実を図る。 

サービスが低下しないよう、八王

子からの資料取り寄せを毎日行

った。 

八王子資料の取り寄せの増加に

対応した。 

ウ スマホアプリ「リブコモ！」の整

備、普及活動により、アプリ導入

率を図書館およびラーニング・コ

モンズ利用者の50%とする。また、

貸出および常設PC数を増加する。 

スマホアプリ「リブコモ！」の普

及により、混雑状況や PC 利用状

況の可視化を目指す。また、図書

館サービスの広報につなげる。そ

の他PC増設を検討する。 

2018年度後期図書館利用者数（実

数）は4,348人、アプリ利用者数

は、740人であった。（対象は大学、

短期大学学生）また、PCロッカー

を18台増設した。 

スマホアプリ「リブコモ！」の機

能拡充、広報活動を行った。PC増

設に対応した。 

エ 以上より、ラーニング・コモンズ

の利用者数を年間50,000人以上、

図書館利用サービス満足度87%以

上を達成する。 

 ラーニング・コモンズの利用者数

は 78,615 人（2019 年 2 月末時

点）、利用満足度（2018年度卒業

時アンケート）は91%であった。

図書館の利用満足度（2018年度卒

業時アンケート）は90%であった。

（2018 年度リブコモ利用者アン

ケートでは、94.6%が満足） 

 

オ アンケート結果などにより、ラー

ニング・コモンズの利用満足度年

次計画を作成する。 

 アンケート結果より重点課題を

設定し、改善に取り組んだ。 
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2018年度時点 20％ 

2018年度時点 50％ 

Ⅰ－５．就業力 
   目標 

    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。 

    

主となる委員会・会議 主となる事務局 

全学学生委員会 就職進路課 

【評価指標①】在学生向け調査および卒業生調査を活用し、体系的なキャリア教育支援プログラムを実施する。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 2020 年からの新しい教養教育に

おけるキャリア教育の検討状況

との関連がわかる次年度の就職

進路支援策を策定する。 

就業力の評価指標②～⑤の達成

状況を確認しながら、2020年から

の新しい教養教育におけるキャ

リア教育検討状況について学内

で情報収集し、次年度の就職進路

支援策（主に個別相談、ガイダン

ス・プログラム、情報提供）に反

映させた企画立案をおこなう。 

2020 年からの新しい教養教育に

おけるキャリア教育の充実を意

思決定した。正課のキャリア教育

と実際の就職活動のギャップを

減らすために、キャリア支援領域

の就職進路支援策を策定した。 

全学学生委員会、学長を中心とし

た連絡調整会議にて、今後のキャ

リア支援・就活支援について協議

した。なお、これまでの卒業生ア

ンケートの分析結果を受け、2月

～6月にかけてキャリアカウンセ

ラーを2人増員し、対応した。 

【評価指標②】学生アンケート項目における、就職・進路満足度について、95％以上の学生から満足を得ることを目指

す。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 卒業年次生アンケートにおける、

就職支援の満足度について、「あ

まり満足していない」を「まあ満

足している」に4ポイント以上上

げることを目指す。 

個別相談、各種ガイダンス・プロ

グラム、情報提供について、満足

していない理由の背景にある状

況をアンケートの自由記述など

から整理し、学生の特性に応じた

支援策に反映させることにより、

活動ごとの満足度向上を目指す。 

卒業年次生アンケートの就職支

援の満足度は、「大変満足・まあ満

足」が2017年度の75%から2018

年度は82%に増えた。「あまり満足

していない」は2017年度の19%か

ら2018年度は12%、「全く満足し

ていない」は2017年度の7%から

2018年度は5%に減った。 

昨年度卒業年次生アンケートの

結果を検証した。就職進路課を利

用していない学生が相当数いた

ので、研究科長・学部長・科長会

などで利用促進をお願いした。 

イ 卒業年次生アンケートにおける、

進路先の満足度について、「あま

り満足していない」を「まあ満足

している」に1ポイント以上上げ

ることを目指す。 

キャリアカウンセラー・職員によ

る相談対応や窓口対応における

満足度の向上策を講じる。 

卒業年次生アンケートにおける

進路先の満足度は、「大変満足・ま

あ満足」が 2017 年度の 91%から

2018 年度は 94%に増えた。「あま

り満足していない」は 2017 年度

の5%から2018 年度は4%、「全く

満足していない」は 2017 年度の

4%から2018年度は2%に減った。 

キャリアカウンセラーとの打ち

合わせを2度実施し、就職活動の

状況やよい事例、困った事例など

を共有した。繁忙期（2～6月）に

キャリアカウンセラーを2人増員

し、個別相談の平均待ち日数が6

日短縮して、6日待ちとなった。 

ウ  前例踏襲でマンネリ化すること

のないよう、効果的なガイダンス

やプログラムの実施を企画する。

理解度に併せ、満足度についての

アンケートを行う。 

 就職活動が早期化しており、予定

にはない未内定者のためのガイ

ダンスを急遽 6 月上旬に実施し

た。また、ガイダンス・プログラ

ム後に実施した満足度調査では、

概ね95%程度の満足度だった。 

エ  タイムリーで価値ある情報提供

を積極的に行う。 

 kyonetの求人票掲示だけでなく、

プッシュ式を意識して、ピックア

ップした求人情報をメールで未

内定者にお知らせした。就職活動

報告書を例年より2ヵ月以上前倒

しして閲覧できるようにした。 

オ  低学年向けや内定後フォローの

支援を進める。 

 大学2年生向けトータル・キャリ

ア・プログラムを実施した。一人

ひとりの面談をはさみながら、3

年生向けプログラムに参加して、

インターンシップから始まる就

職活動に備える。 
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2018年度時点 20％ 

2018年度時点 20％ 

【評価指標③】都内女子大就職率Top５入りすることを目標にする。（就職率＝就職者数÷（卒業者数－大学院進学者数）

×100） 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 就職率について 92％以上を目指

す。 

教職員がそれぞれの立場から学

生に接することにより、協働して

学生を育て、早期から就業観、職

業観を養うことや求職率の向上

を目指す。 

2019 年 3 月の卒業生の就職率は

92.5％であった。 

全学学生委員会の中で、教職員が

学生の就職活動状況及び各学部

各クラス別に学生の就職状況を

共有し、教職員が積極的に関わっ

た。 

イ 就職率について都内女子大７位

以内を目指す。 

就職支援として個別相談、各種ガ

イダンス・プログラム、情報提供

を、学生の特性に応じて、実施す

る。 

2019年3月卒業生の就職率は、上

記の通りである。 

都内女子大学と比較した順位に

ついては、公表され次第速やかに

更新する。 

2018 年度に計画した約 150 の各

種ガイダンス・プログラムを実施

し、適切な情報提供を行った。 

ウ  キャリアカウンセラー・職員によ

る相談対応において、多様な就業

観、職業観の醸成に貢献する。 

 学生から提出されたキャリアデ

ザインシートを活用し、キャリア

カウンセラー及び職員が個別相

談を行った。 

エ  早期から就業観、職業観を養う効

果的なガイダンスやプログラム

の実施を企画する。 

 共立女子大学3年生・共立女子短

期大学1年生を対象に自己分析講

座、エントリーシート作成講座及

び SPI3 模擬試験などの講座を企

画し実施した。 

オ  タイムリーで価値ある情報提供

を積極的に行う。 

 求人票（約 4,100 件）、学校推薦

（67件）をkyonetを活用しタイ

ムリーな情報提供を行った。ま

た、求人紹介会を2018年4月～

2019年1月まで毎月開催した。 

カ  各学部・科の行事やゼミに対し

て、就職関連情報の提供・説明の

機会を求め、教職員で連携してい

く。 

 各学部・科主催の就職イベント

（家政学部被服学科キャリア説

明会、短期大学・生活科学科基礎

ゼミナール、短期大学・文科就職

対策講座など）を連携して開催し

た。 

 

【評価指標④】学生アンケート項目における、就職に対する不安を2017年度調査より5ポイント以上減らすことを目指

す。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 就職に対する不安を 2017 年度調

査より1ポイント以上減らす。 

「就職活動」を理解する機会とし

て、個別相談、各種ガイダンス・

プログラム、情報提供を、学生の

特性に応じて実施する。 

卒業年次生アンケートにおける

就職に対する不安が、42.0%とな

り、2017 年度調査の 43.4%から

1.4ポイント減少した。 

共立女子大学2年生対象にOGト

ークイベントやガイダンス「講

演：20 代の過ごし方」（253 人参

加）などを実施した。 

イ  不安の解消を考慮したキャリア

カウンセラー・職員による個別相

談を設定する。 

 精神的に不安定な学生対応には、

キャリアカウンセラーが学生相

談室と連携し対応した。 

ウ  早期から「就職活動」を理解する

機会となるようなガイダンスや

プログラムの実施を企画する。 

 インターンシップガイダンスの

実施や本館 3・5 階の掲示を充実

させるなど、早期から積極的に就

職情報に触れる機会を設けた。 

エ  早期から就職情報に触れる機会

を設ける。 

 共立女子大学3年生対象の就職支

援プログラムを共立女子大学・短

期大学 1・2 年生にも開放して受

講対象を拡大した。当該プログラ

ムには、延べ400人程度の共立女

子大学・短期大学 1・2 年生が受

講した。 

オ  各学部・学科の行事やゼミに対し

て、就職関連情報の提供・説明の

機会を求め、教職員で連携してい

く。 

 全学学生委員会や研究科長・学部

長・科長会で、各学部・科個別の

就職状況に関して情報提供し、一

人ひとりの就職活動の状況を把

握してもらい、適切な支援体制を

構築した。 
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2018年度時点 20％ 

【評価指標⑤】卒業時における社会人基礎力の自己評価で、全項目の平均を3.30以上にすることを目指す。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 対人関係のスキルが身についた

ことを、90％以上の学生が卒業年

次生アンケートで自己評価でき

るようになり、社会人基礎力の全

項目の平均が3.18以上になる。 

PROG、テスト解説会、コミュニケ

ーション講座を実施する。 

対人関係のスキルについては

2018 年度の卒業年次生アンケー

トにおけるチームワークの項目

で「しっかり身につけた」「ある程

度身につけた」の割合を基に算出

している。結果は以下のとおり。 

発信力 83％・傾聴力 96％・柔軟

性 95％・状況把握力 96％・規律

性 96％・ストレス耐性 87％で、

平均すると92％であった。社会人

基礎力の全項目の平均が 3.16

（2017 年度 3.18）で未達であっ

た。 

新入生全員（共立女子大学生1056

人、共立女子短期大学生214人）、

共立女子大学3年生の希望者（326

人コンピテンシーのみ）を対象

に、アセスメントテスト（PROG）

を実施した。加えて、テスト解説

会（新入生834人、共立女子大学

3年生260人）を実施した。 

イ  参加者・受講者が学びを継続でき

る場を提供し、自分らしい他者と

の関わり方を実践して、周囲へ影

響力を発揮できるよう支援する。 

 コミュ力アップ講座（新入生584

人参加）、コミュニケーション講

座（82人参加）を実施した。 

ウ  低学年のうちから社会人基礎力

の向上に役立つプログラムを検

討、実施する。 

 共立女子大学3年生対象のプログ

ラムを共立女子大学・短期大学1・

2年生にも開放して、受講対象を

拡大した。当該プログラムには、

延べ400人程度の共立女子大学・

短期大学1・2年生が受講した。 
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2018年度時点 20％ 

2018年度時点 50％ 

2018年度時点 20％ 

Ⅰ－６．地域連携 
   目標 

    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。 

   

主となる委員会・会議 主となる事務局 

社会連携センター 教務課 

 

【評価指標①】本学の特徴や強みを踏まえた地域連携活動を推進するため、地域における本学の役割や地域連携の在り

方を明確化する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 地域における本学の役割や地域

連携の方向性を明確にする。 

地域において本学はどのような

役割を果たすべきか、大学院・大

学・短期大学の教育力や研究成果

を地域・社会にどのように還元し

ていくか、地域・社会との連携を

通じて社会の動向や要請を教育

研究活動にどのように取組んで

いくか、地域連携委員会を通じて

精力的に検討する。 

2018年9月に地域連携学内説明

会「地域連携ミーティング」を開

催し、千代田区キャンパスコン

ソ（C.C.C）5全体の基本方針など

とそれに連動した本学の地域連

携事業計画と数値目標に関する

説明や福井市との連携事業につ

いて報告を行った。 

2018年11月に社会連携センター

および社会連携センター運営委

員会を設置し、従前の地域連携委

員会を廃止した。社会連携センタ

ー運営委員会において 2019 年度

地域連携プロジェクト事業の募

集を行うことを決定し、教職員へ

の周知を行った。また千代田区コ

ミュニティ総務課長を本学の外

部評価委員に迎え、学長・副学長

が、地域の課題や本学に期待する

ことなどについて伺う機会を設

けた。 

【評価指標②】地域における他大学、各自治体、地域経済界等で構成されるプラットフォームを形成し、教学改革を推

進する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 私立大学等改革総合支援事業の

タイプ⑤の申請に向けて適切に

準備する。 

本学のほか様々な特色を持つ地

域の大学や自治体等が、資源を共

有・有効活用させつつ、地域の総

合力を発揮し相互に発展しあう

ために、本学が何をするべきか地

域連携委員会において検討する。 

千代田区キャンパスコンソ

（C.C.C）を設立し、共立女子大

学・短期大学ともにタイプ⑤のス

タートアップ型に採択された。 

社会連携センター運営委員会で

は、随時千代田区キャンパスコン

ソの活動について報告を行い、今

後の展開について検討した。 

【評価指標③】家政学部児童学科付設の「発達相談・支援センター」の活動を点検・評価し、地域と連携する全学的な

センターにするなど一層の充実を図る。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 発達相談・支援センターの活動の

点検・評価を行い、適切性と今後

の在り方を明確にする。 

大学教育の質的転換、地域再生の

核となる大学づくり「地（知）の

拠点大学による地方創生推進事

業の推進」、男女共同参画社会の

推進、少子化対策、女性活躍推進

法の制定等の社会的動向と要請

に照らして、これまでの同センタ

ーの活動の点検・評価を行い、適

切性と今後の在り方について、地

域連携委員会において検討する。 

社会連携センター運営委員会で

は、児童学科所属の委員より、発

達相談・支援センターの報告を随

時行い、情報共有を図った。 

社会連携センター運営委員会に

おいて、発達相談・支援センター

の現状については情報共有が図

られたが、適切性や今後の在り方

まで踏み込んだ検討はなされな

かった。 

 

 

 

                                                  
5 千代田区キャンパスコンソ（C.C.C）：正式名称「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」。市ヶ谷・九段周辺にキャンパ

スを持つ5大学（大妻女子大学及び短期大学部、共立女子大学及び短期大学、東京家政学院大学、二松学舎大学、法政大学）が、経済社会の

発展の推進力となることを目指す共同体である（2018年4月1日設立） 
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2018年度時点 10％ 

【評価指標④】在学生の修学や教職員の子育て支援をより一層サポートするため、共立女子学園内託児所の活動を点検・

評価し今後の在り方を検討する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 今後の共立女子学園託児所の活

動を明確にする。 

政府主導による待機児童解消に

向けた動きを含む学内外の子育

て支援状況を分析し、今後の共立

女子学園内託児所の活動につい

て、地域連携委員会において検討

する。 

第2回地域連携委員会において、

所管部署の人事課より、託児所の

運用状況についての報告と課題

についての説明を行った。 

2018年度は、今後の託児所の活動

についての具体策の検討には至

らなかった。 
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2018年度時点 20％ 

2018年度時点 20％ 

2018年度時点 20％ 

 

Ⅰ－７．教学マネジメント 
 目標 

    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行う。 

   

主となる委員会・会議 主となる事務局 

全学教学改革推進委員会 教務課、総合企画室 

 

【評価指標①】学長を中心とした全学的な教学マネジメントを構築し、大学教育の改革サイクルを展開させる。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 各種委員会規程を見直す。 学長、副学長、学部長・科長およ

び教職員が連携し、機動的な大学

改革を推進させていく。 

学長・副学長による新執行部を中

心とした教学マネジメントを実

質化するため、「教学」「入試」「学

生」「広報」の 4 領域について新

執行部直轄の委員会を新設また

は改組するとともに、4領域に係

る現行委員会の漸次見直しを行

った 

学長・副学長と関連事務局統括

課・室長による「連絡調整会議」

を行い、課題を迅速に共有化する

とともに、全学教学改革推進委員

会ほか全学的な委員会において

速やかに検討を行い、機動的な大

学改革を推進できる体制とした。 

イ 既存委員会の改廃や委員会の新

設をする。 

全学的な教学マネジメントの下、

教学に関する規程や制度の見直

しを図る。 

「教学」「入試」「学生」「広報」の

4領域について新執行部直轄の委

員会を新設するとともに、既存委

員会の改組を行った。 

転学部・転学科・転専攻制度の導

入、GPAを活用した学修指導の徹

底と退学勧告の導入などの見直

しを行った。 

ウ 学長を中心とした意思決定プロ

セスを迅速化する。 

誰（あるいはどの組織、会議体）

が決定に責任を持つのかを確認・

整理し、権限の重複をなくした

り、審議手続きを簡素化するな

ど、学長までの意思決定過程を適

切に確立する。 

教学系の重要な課題については、

学長・副学長と関連事務局統括

課・室長による「連絡調整会議」

を行い、課題を迅速に共有化する

とともに、全学教学改革推進委員

会ほか全学的な委員会において

速やかに検討を行い、適正な意思

決定が可能な体制とした。 

全学教学改革推進委員会、全学ア

ドミッション委員会の新設、全学

学生委員会、全学広報委員会の設

置（既存委員会の改組）、その他現

行委員会の規程改正を行い、重要

な課題に対して機動的な検討が

可能な体制を構築した。 

【評価指標②】教育課程等の見直しに合わせて、専任教員と非常勤教員との連携や責任体制を明確化し、授業科目にお

ける専任教員の担当比率を高める。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 教育の質の教育内容評価指標⑦

における見直しと連携して、カリ

キュラムを精選することで、専任

教員の担当比率を高める。 

学部・科を越えて専任教員が担当

するなどの検討をおこなう。 

教育課程の見直しにあたっては、

コマ数の削減および授業科目の

精選を行うことを前提として徹

底した。 

専任教員の担当比率の向上に向

けた人事の在り方については、継

続的な検討課題となる。 

【評価指標③】共立女子大学・短期大学の教員枠数である「基本教員数」に基づき、学部・科の特性を踏まえ、教育研

究能力の高い教員を採用する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 各学部・科の教員組織の編成方針

を策定する。 

教育課程の再編内容、基本教員数

の枠組みを踏まえ、当該学部・科

の教育課程を実施するための適

切な教員配置について検討を行

う。 

未着手。基本教員数の考え方を整

理するとともに、専任教員の役割

について改めて明確化し、教員組

織の編成方針の策定に繋げてい

く。 

教員組織の編成の一環として、担

任制度のあり方についての検討

を開始した。 
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2018年度時点 20％ 

【評価指標④】入口―中身―出口管理を一貫した流れとして、学生の成長に寄与できる、IRを実践する。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 共立女子学園のIRを明確にする。 IRとは何か、他大学のIRの定義

や活動について情報収集し、共立

女子学園のIRを明確にする。 

「共立女子大学・共立女子短期大

学IR業務規程」を2018年4月1

日より施行した。 

研究科長・学部長・科長会におい

て、社会的要請や他大学の IR の

定義などについて説明し、それら

を踏まえた共立女子大学・短期大

学の IR の定義を明確にし、共有

した。 

イ 学生の成長に寄与するための基

礎的なデータをいつでも誰でも

確認できるように、ファクトブッ

ク（データ集）を作成する。 

ファクトブックを作成して共有

するために、他大学の事例を調査

して、本学のファクトブックの中

身と共有方法を検討し確立する。 

共立女子大学・短期大学に関する

「ファクトブック2018」を作成し

て、学内に共有した。 

他大学のファクトブックを参考

にした上で、本学のファクトブッ

クは第二期中期計画の評価指標

を基準にしてデータをまとめた。 

ウ IRのメリット（経験や勘ではなく

エビデンスに基づいた活動がで

きること）を教職員に周知し、デ

ータを基にして議論する環境を

提供するために、その一歩として

「データで見る共立女子大学・共

立女子短期大学」を発行する。 

検討した課題の改善計画を支援

するために、エビデンスに基づい

た情報提供を行う。 

 

「データで見る共立女子大学・共

立女子短期大学」は、Vol.1基礎

データ集、Vol.2キャリア、Vol.3

満足度を発行した。 

理事長、学長、副学長および全学

教学改革推進委員会ほか全学的

な委員会を中心にエビデンスに

基づいた情報提供を行った。 

エ 学生の成長【学修成果】を基点と

した内部質保証を機能させるた

めに、本学の学生の成長【学修成

果】を明らかにする。 

「データで見る共立女子大学・共

立女子短期大学」を作成して共有

するために、他大学等の事例を調

査して、本学に合った中身と共有

方法を検討し確立する。  

アセスメントポリシーを制定し

た。現在はアセスメントポリシー

を活用して、多角度から学生の成

長【学修成果】を可視化する手法

を検討している。 

他大学で実施しているデータ集

を参考にして、簡易なデザインで

理解し易い発行物を複数回に分

けて発行した。 

オ  各主管部署と適切にコミュニケ

ーションを図り、学生の成長【学

修成果】を明らかにする。 

 学修成果の可視化ワーキングチ

ームにおいて、各主管部署と連携

して、学修成果の可視化に必要な

項目を洗い出し、アンケート調査

に組み込んだ。 

カ  明らかにした学生の成長【学修成

果】を可視化する手法を検討し確

立する。 

 学修成果の可視化ワーキングチ

ームにおいて、学生調査の手法な

ども見直しを行いつつ、アセスメ

ントポリシーを活用した学生の

成長【学修成果】を可視化する手

法について検討を開始した。 
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2018年度時点 20％ 

【評価指標⑤】学園の経営課題や共立女子大学・短期大学の課題について教職員一人ひとりが迅速かつ正確に共有し、

魅力ある学校づくりに教職員一体となって取組む。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア KWUビジョンや第二期中期計画の

達成に向けた全学一致体制を構

築するために、学内への浸透・共

感（インナーコミュニケーショ

ン）を充実させる。 

KWUビジョンや第二期中期計画を

周知する発行物やホームページ

の作成 

説明会の開催をする。 

インナーコミュニケーションを

充実させるために、第二期中期計

画に関する説明会を実施し、専任

教職員201人の参加であった。欠

席者には動画を配信し、共有し

た。また、「Vision Letter」第1

号から第7号を発行して、第二期

中期計画の検討状況を学内に共

有した。 

第二期中期計画に関する説明会

の実施、KWUビジョンや第二期中

期計画のホームページへの掲載

を行った。 

イ 内部質保証を機能させるために、

中期計画の進捗状況を可視化さ

せる手法を確立する。 

他大学の事例などを調査して、第

二期中期計画の進捗状況の可視

化の手法を検討し確立する。 

中期計画の進捗状況は、事業報告

において「進捗度」を公表するこ

とで可視化している。共立女子大

学・短期大学の数値で可視化でき

る評価指標は「ファクトブック」

にまとめている。 

他大学の事例を調査して、事業報

告での可視化やファクトブック

での可視化を実施している。 

ウ ビジョンの達成に向けた戦略的

な企画立案、機動的な意思決定を

行うために、IR活動から抽出され

た共立女子学園の経営課題や共

立女子大学・短期大学の課題を適

切に共有して、エビデンスに基づ

いた支援を行う。 

第二期中期計画のマスタープラ

ンおよびアクションプランに関

するエビデンスを、各主管部署と

連携して収集し、整理する。 

理事長、学長、副学長および全学

教学改革推進委員会ほか全学的

な委員会などからの依頼に基づ

く情報提供、分析過程から得られ

る課題発見に伴う改善提案など

のIR活動を実施した。 

第二期中期計画に関するエビデ

ンスを収集して、ファクトブック

に整理した。 

エ  経営層や委員会からのリサーチ

クエスチョン（調査・分析によっ

て明らかにしたい疑問）に対し

て、複合的に分析し、データや情

報提供を行う。 

 理事長、学長、副学長および全学

教学改革推進委員会ほか全学的

な委員会などからの依頼に基づ

く情報提供、意思決定支援などの

IR活動を行った。 

オ  中立性を保つために、分析結果や

可視化させた情報は経営層や委

員会に対して IR 推進プロジェク

トが説明する。 

 分析結果や可視化させた情報は

経営層や委員会に対して IR 推進

プロジェクトが直接説明した。 

カ  迅速かつ正確に情報共有・情報提

供をするために、BIツールの導入

と活用を検討する。 

 BI ツールの導入に向けて製品の

比較検討を行い、2019年度からの

導入に向けた準備を行った。 
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2018年度時点 100％ 

2018年度時点 100％ 

2018年度時点 50％ 

 

Ⅱ．共立女子中学高等学校 

 

Ⅱ－１．生徒確保 
   目標 

     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。 

   

主となる委員会・会議 主となる事務局 

広報部 

教務部 

中高将来構想専門委員会 

中高事務室 

 

【評価指標①】共立女子中学校について、入学定員を確保する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア １学年定員320人を確保する。 2017 年度に実施した広報活動を

検証し、より効果的な企画に取り

組む。 

333人の入学者を確保した。 外部イベントやオープンキャン

パスでも在校生を前面にアピー

ルし、小学6年生以外のファン層

拡大につながった。 

【評価指標②】実受験者数で1,000人、受験者総数で1,500人以上を目標にする。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア インタラクティブ入試6の浸透を

図る。 

中学受験塾に通う6年生だけでな

く、英語塾や英会話スクールに通

う層にもインタラクティブ入試

をアピールする。英語塾や英会話

スクールにダイレクトメールな

どでインタラクティブ入試の存

在をアピールし、塾生への周知を

依頼する。 

インタラクティブ入試の出願者

数は 59 名であった。首都圏の英

語入試では先進的な取組であっ

た。 

 

共立女子中学高等学校ホームペ

ージなどでの広報と各種媒体に

インタラクティブ入試が取り上

げられた。 

また、インタラクティブ入試の疑

似体験ができる「チャレンジ講

座」を6回開催し、126名の参加

があった。参加者には受験塾に通

っていない小学生の参加も見ら

れた。 

イ 合科型入試やインタラクティブ

入試等4教科受験以外の入試形式

に活路を見出すとともに、帰国生

の入学後プログラムの充実によ

って帰国生の受験増加も図り、数

年前までの入試での目安であっ

た実受験者を1,000人に近づけ、

実質倍率2倍以上を維持する。 

ネイティブ講師によるインタラ

クティブトライアルのチャレン

ジ講座を開講し、来校機会を創出

する。 

帰国生出願者は 165 人で首都圏

12位、全日程総実受験者も1,103

人、総受験者数1,624人であった。

実質倍率も2月1・2日で3倍を

越えた。 

インタラクティブ入試受験生の

うち、チャレンジ講座受講者が約

70%であった。 

【評価指標③】教育理念に共感し、目的意識の高い受験者層を拡充するため、戦略的な広報計画を実施する。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 「多様性」「リベラルアーツ」等、

本校の教育理念への理解者をさ

らに増加する広報活動を通して、

本校志望者を増やしていく 

Facebookに加え、Twitterなど他

のSNSメディアも視野に入れ、卒

業生を始めとする幅広い層に対

する、本校のアピールを心がけ

る。 

入試が も集中する2月1日入試

の受験者が69人増加した。また、

3つの異なる入試方式に出願した

受験生も全体の45%であり、本校

を第一志望とする層が増加して

いることが伺える。 

Facebook のリーチ数は安定して

800前後で推移しており、卒業生

や在校生保護者の「いいね！」も

多い状況である。 

 

                                                  
6 インタラクティブ入試：「インタラクティブトライアル」と「算数」の2科目の入試。「インタラクティブトライアル」は英語を理解しよ

う、英語を用いて表現しようとする姿勢を観察評価する入試制度 
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2018年度時点 50％ 

Ⅱ－２．教育の質 
   目標 

     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。 

   

主となる委員会・会議 主となる事務局 

教務部 

国際交流部 

進路指導部 

情報システム管理委員会 

中高事務室 

【評価指標①】グローバル化の進展の中で、国際共通語である英語力の向上や資格試験等への対応を進める。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 中学卒業までに全員英検準2級以

上の取得を目指す。 

オンライン英会話を校内実施す

る（授業内および放課後） 

英検の取得率は、2017年度同様に

40%であった。 

2019 年度における校内実施が可

能かどうかをオンライン英会話

の外部業者と検討した。 

イ TEAP などの外部検定試験のスコ

アアップを目指す。 

校内のインターネット回線やWi-

Fiの整備・強化を行い、かつ生徒

が自由に使用できるパソコンや

タブレットを確保する。 

本校生徒のTEAPのSpeakingのス

コアは平均65点、Writingのスコ

アは平均 69 点であり、早稲田大

学や上智大学の大半の学部・科の

基準点を上回った。 

Wi-Fi環境の整備を終え、各授業

においてタブレットやパソコン

の使用頻度が高まった。 

ウ  さまざまな英語関連プログラム

を継続実施する。 

 定期的に英語関連のイベントを

実施できた。新規イベントとして

は、バンク オブ アメリカ・エヌ・

エイ東京支店の協力の下、校内外

でプログラミングやトレーディ

ングゲームなどのイベントプロ

グラムを開催した。 

エ  ランゲージスクエアの企画・運営

をネイティブ教員と進め、生徒の

言語活動を増やす。 

 正確な数字は把握していないが、

ランゲージスクエアへ訪れる生

徒数が大幅に増加したことを実

感している。生徒の委員会活動と

して新たにランゲージスクエア

コミッティー7を発足させたが、

申し出がなかった。 

 

  

                                                  
7 ランゲージスクエアコミッティー：ランゲージスクエアの運営サポートとして、常駐するネイティブの教員のアシスタント、学習アドバイ

ザー、学内広報、イベントスタッフ等を担う生徒 
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2018年度時点 50％ 

2018年度時点 50％ 

【評価指標②】グローバル人材育成の社会的要請や、海外研修希望生徒の増加傾向等を踏まえて、国際交流プログラム

を充実させる。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 英語学習の意欲向上を目指す。 目標達成のためにも改めてセン

トマーガレットカレッジに訪問

し、綿密な打ち合わせや直接的な

交渉、議論を行う。 

英語学習に関する様々なプログ

ラムやイベントを企画し、参加を

募った。中高生ともに意欲的に参

加し、熱心に取り組んだ。 

セントマーガレットカレッジと

交換留学制度の継続を協議して

きたが、現状では厳しいと判断し

た。 

イ 交換留学の状況改善および交換

留学制度の見直しをする。 

交換留学制度を軌道に乗せるこ

とが 重要課題である。 

セントマーガレットカレッジと

の交換留学制度を継続すること

が不可能となったため、それに代

わる「ターム留学」を実施した。 

「ターム留学」実現に向けて、ニ

ュージーランドにある Sacred 

Heart Girls Collegeを視察し、

打合せを行った。 

ウ 国際交流プログラムを充実させ

る。 

留学斡旋機関と提携し、海外留学

や研修のプログラムを紹介する

機会を増やす。 

ショートステイプログラムのコ

ンテンツを充実させるなど、新規

イベント等の開発を進めた。 

新たに「春季シンガポール語学研

修」を企画し、実施した（中学2・

3年/40人/約10日間のプログラ

ム）。 

エ  各国からの留学生の短期受け入

れを行い、継続的にグローバル環

境の充実を図りながら、生徒のグ

ローバルマインドの育成を図っ

ていく。 

 2018年11月に高校1年にアメリ

カ、フランス、ベルギーからの留

学生5人を3日間受け入れた。 

オ  2018年9月にオープンするTOKYO 

GLOBAL GATEWAY （東京英語村）

の施設やイベントの活用を図り、

学校外でも生徒のコミュニケー

ション能力を育成する機会を確

保する。 

 2019 年 3 月に「TOKYO GLOBAL 

GATEWAY研修」を実施した。（2日

間/中学生100名） 

【評価指標③】新中学入試（帰国生入試における定員増、英語入試の開始、インタラクティブ入試の導入等）により、

既に一定の英語力を有する入学者への英語力の向上策を検討し、確実に対応する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 英語運用スキルの高い生徒のモ

チベーションを維持・向上させ、

成績上位層の増加を目指す。 

中1途中から習熟度的要素を加味

した授業展開を行い、より発展的

な英語に触れさせ、英語力の維

持・向上を図る。 

取り出し授業や習熟度別授業を

実施することにより、英語運用ス

キルの高い生徒のモチベーショ

ンの維持・向上に努めた。その結

果、成績上位層が増加した。 

中学1年生の英語授業は、後期か

ら習熟度別授業を展開した。習熟

度の高い生徒には、より発展的な

英語に触れさせ、英語力が向上し

た。 

イ  中1英会話の単位の増加を図り、

他校との差異をなくす。 

 中学1年生英会話を週0.5時間か

ら1時間に変更し単位の増加を図

った 

ウ  中1英会話の取り出し授業を拡大

する 

 中学1年生英会話の取り出し授業

に参加した生徒は、昨年度の6人

から38人に増加した。 
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2018年度時点 50％ 

2018年度時点 50％ 

【評価指標④】新学習指導要領を踏まえつつ、「4+2 システム」と「4 つの力の育成プログラム」の点検・評価を行い、

各教科指導の質を高める。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 中学校新学習指導要領の周知を

図る。 

専任教員全員に中学校学習指導

要領を配付する。 

専任教員全員に中学校新学習指

導要領を配付し、移行措置につい

て、各教科で対応した。 

専任教員全員に中学校新学習指

導要領を配付した。 

イ 高等学校新学習指導要領の情報

収集をする。 

中学「道徳」の扱い方についての

情報収集と具体的教育方法につ

いて検討する。 

専任教員全員に高等学校新学習

指導要領を配付し、情報を周知し

た。 

2018年7月に、中学「道徳」の授

業方法を考慮して、教科書選定を

行った。 

ウ 新学習指導要領の考え方につい

て周知する。 

新学習指導要領に関する講演会・

研修会に積極的に参加し、グルー

プウェアなどを利用して情報を

共有する。 

職員会議などさまざまな機会を

利用して周知した。 

東京私学教育研究所をはじめ

様々な団体が実施する新学習指

導要領関係の研修会に参加し、そ

のレポートを教員間で共有した。 

エ 各教科に対してシラバスの見直

しを促すとともに、学校全体とし

ての教育活動を見直していく。 

教科ルーブリックおよび学校ル

ーブリックの作成に着手する。 

1人1台のタブレット導入も視野

に入れて、シラバスの見直しを行

った。 

2018年9月26日に全専任教員を

対象としてルーブリック研修を

実施し、その後、各教科に担当者

を選んで作成に着手した。 

オ 日常の学びと実社会のつながり

を意識させる活動を取り入れる。 

中学3年生全員が「企業インター

ンシップ」のワークに参加する。 

企業インターンワークや SDGs 体

験学習などの活動を取り入れた。 

中学3年生全員を対象に企業イン

ターンワークを実施し、2018年12

月に発表会を実施した。 

【評価指標⑤】思考力・判断力・表現力を高める時代に即した教育の展開として、主体的・対話的な深き学びを図り、

その実施方法の研究を進める。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 日常の学習が社会とつながって

いることを生徒が意識する。 

企業インターンシップや公的機

関の出張講義等を利用して、生徒

が社会を意識する。 

日常の学習が社会とのつながっ

ていることを意識する活動とし

て、企業インターンワークやSDG

ｓ体験学習などを実施した。 

中学3年生全員を対象に企業イン

ターンワークを実施した。また、

中学2年生～高校2年生の希望者

を対象に、SDGｓ体験学習講座を

実施した。2018年7月21日には

JICA（国際協力機構）によるオー

ガニックコットン布ナプキンプ

ロジェクトへ協力し活動した。 

イ 生徒の自主的で自由な活動の範

囲を増やすとともに、責任と秩序

の意識を育てていく。 

生徒の自主性を重んじることが

できるところで、教員が手を入れ

てしまっているところがないか

を検証する。 

ランゲージスクエアのイベント

をはじめ、各種行事準備や運営の

際に生徒の判断に任せる機会を

増やし、自主的で且つ自由な活動

の範囲を拡大した。 

中学修学旅行での携帯電話のル

ール作り、自習サポートセンター

の運用ルール、共立祭の運営にお

いて、生徒に任せる部分を広げ

た。 

ウ アクティブ・ラーニングの手法や

そのねらいについての共通理解

を醸成する。 

Webで他校の授業研究を行えるサ

ービスの「Find!アクティブラー

ナー」の利用を促すため、必視聴

コンテンツを指定する等の活用

をする。 

他校事例の共有などにより、共通

理解を醸成した。 

夏季休暇中に「Find!アクティブ

ラーナー8」のログインカードを

教員に配付して「主体的・対話的

で深い学びを促す五つのアイデ

ア」動画の視聴を促し、また、教

育参考動画の配信を行った。 

エ カリキュラムマネジメントの手

法について、知識と経験を増やし

ていく。 

カリキュラムマネジメントに関

わる研修をはじめ、教育に資する

講演・研修等への積極的参加を促

す。 

研修機会の提供と研修などの内

容の共有化により、各教員の理解

が深まった。 

日常的に教員向け研修を広報す

るとともに、長期休暇中の教員向

け研修への参加を呼びかけた。 

オ 研修に参加する教員の数を増や

す。 

日常の各教科の学修活動の中で、

発表の場を増やすようにする。 

人数での把握はできていない、研

修へ参加希望に関する相談と共

有される研修報告は増加傾向に

ある。 

中学に国語表現の授業を新設し、

プレゼンテーションも取り入れ

た。「ロイロノート・スクール9」

の活用などにより学年活動や各

教科授業内での発表の機会が増

えた。 

  

                                                  
8 Find!アクティブラーナー：「全ての子どもたちをアクティブラーナー（能動的学修者）へ！」をコンセプトに、アクティブラーナーの育成

に関わるすべての人たちを対象にした総合情報サイト 
9 ロイロノート・スクール：授業で使える「思考力」「プレゼン力」「英語４技能」育成ツール 
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2018年度時点 50％ 【評価指標⑥】ICT教育の充実策を検討し、実施する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 専任教員全員にタブレット端末

を貸与する。 

貸与されたタブレット端末を専

任教員全員が使えるように、啓

蒙・研究活動として教員向け講習

会を 低でも2～3ヶ月に1回開

く。 

2018年8月29日に全専任教員に

iPad Wi-Fi モデルと Apple 

Pencilを貸与した。 

iPad配布直後に全体講習会、冬休

みには希望者に対してワークシ

ョップを行った。加えて、2月末

にICTの理解度に関するアンケー

トを実施し、理解が十分でない教

員に対するフォローを行った。 

イ 電子黒板機能付プロジェクター

設置教室のすべてで、その環境を

活かした授業を行う。 

授業での活用を促進するための

情報提供を行う。 

プロジェクターが設置されてい

るホームルーム教室のほぼ全て

で、授業中の学習活動においてプ

ロジェクターを利用している。 

学内のグループウェアを利用し、

iPad の利活用に役立ちそうなサ

イトや講習会の案内を配信した。 

ウ 教員が抵抗感なくICT機器を使え

るようにする。 

教育用グループウェアの利用方

法についての情報提供を教員と

生徒・保護者に対して行うととも

に、教員が使い方をOJTで実践的

に学んで活用し、生徒の利活用を

促進させる。 

iPad の使い方の講習会やワーク

ショップに加えて、各会議でiPad

の利用を義務づけるなど、iPadに

できるだけ触れる環境を設けた。 

教育用グループウェア（Classi10）

の利用方法について、2019年1月

11 日に業者から教職員に対して

研修を実施した。2019 年度には

iPadが併せて導入される学年（新

中1・新高1）に対しては、主任・

副主任に追加の説明会を実施し

た。 

エ 全学年で教育用グループウェア

を導入し、その連絡機能を使いこ

なす。 

 教育用グループウェア（Classi）

を生徒が利用している学年では

連絡機能を十分に活用できてい

るが、導入されていない学年では

活用が進まなかった。 

 

 

  

                                                  
10 Classi（クラッシー）：新時代の教育、学校を取り巻く様々な環境を ICTを活かしてサポートするツール 
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2018年度時点 50％ 

2018年度時点 50％ 

Ⅱ－３．教育力 
   目標 

     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。 

   

主となる委員会・会議 主となる事務局 

教務部 

進路指導部 

生活指導部 

中高事務室 

【評価指標①】教員の相互評価や研究授業・教員研修を充実させ、確固とした教員の育成システムを構築する。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 教員の相互評価システムの構築

の検討をする。 

相互評価システムの研究部門を

設置する。 

教員の相互評価システムに関す

る資料集収を行った。 

学校評価委員会での検討に留ま

った。 

イ 研修成果の共有化のシステムに

ついてさらなる検討をする。 

紀要での報告の充実、研修成果の

共有化の検討をする。 

学内グループウェアやタブレッ

ト（ロイロノート・スクール）の

試験的に活用した。 

タイムリーな共有化を図るため

に、「紀要」ではなく、学内グルー

プウェアでの研修報告と共有化

を検討し、運用を開始した。 

ウ アクティブ・ラーニング等研究授

業と成果との関連を分析する。 

アクティブ・ラーニングなどの研

究授業と成果との関連を分析す

る。 

契約中の「Find!アクティブラー

ナー」を使ってのデータ収集の段

階である。 

研究授業と成果に関するデータ

の収集を行い、分析までは至らな

かった。 

エ 紀要を充実する。 授業参観アンケート結果の分析

と PDCA サイクルの構築を模索す

る。 

ペーパーレス化から学内グルー

プウェア上での、成果の共有化を

主たる手段とした。 

年6回の授業参観アンケート結果

を分析し、その結果を共有した。 

オ 教員の充実した研修時間を確保

する。 

教員の労働時間短縮の為のマイ

ルストーン設置の検討をする。 

研修時間については研究段階で

ある。実態把握を優先し、可能な

ところからの改善を検討した。 

教員の労働に関する実態把握を

している段階で、可能なところか

らの改善を検討した。 

【評価指標②】学校評価に関わる生徒アンケートの「学力を伸ばすよう熱心に指導している」の設問について、「おおむ

ねあてはまる」以上を90％以上にすることを目指す。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 学校評価に関わる生徒アンケー

トの「学力を伸ばすよう熱心に指

導している」の設問について、「お

おむねあてはまる」以上を2017年

度よりアップし、90％に近づけ

る。特に、学年間の格差を是正す

る。 

教員試聴用のデジタル教材など

の契約を維持する。（FINESYSTEM・

スタディサプリ他） 

学校評価生徒アンケート「学力を

伸ばすよう熱心に指導している」

の設問は、「おおむねあてはまる」

以上が 87.4%からを 88.9%に向上

した。学年間格差は5.7%か～6.3%

にわずかに拡大したが、 低値は

84.3%から85.1%に向上した。 

教員試聴用のデジタル教材など

の契約を維持した。（FINESYSTEM・

スタディサプリ他） 

イ  リクルートの「スタディサプリ」

やベネッセの「進研模試デジタル

サービス」などの有効活用の促

進、駿台のサービスについても、

その活用を検討する。 

 リクルートが運営する「スタディ

サプリ」やベネッセが運営する

「進研模試デジタルサービス」な

どの有効活用の促進した。なお、

各教科との連携に課題が残った。 

ウ  生徒との時間を確保するための、

会議短縮ルールの確認と施策（60

分以内の終了をめざす為、事前資

料の提出・情報共有の義務化）を

実行する。 

 会議短縮ルールは、教員全員のタ

ブレット配布により事前資料の

提出・情報共有が容易になり、一

定の成果を上げた。 

エ  教員の授業優先・生徒優先の職務

意識を高める研修を実施する。 

 企画の段階で留まった。研修時間

の確保が課題の一つである。 

オ  データ処理などの簡素化の追及、

効率的な作業の業務の洗い直し

をする。 

 業務の見直しと優先順位の確定

を呼びかけた。教育の質的な検討

と教員の意識改革が課題である。 

カ  他校の学修指導実践例の情報収

集と研究、教員研修の充実を図

る。 

 他校事例の情報収集を行い、蓄積

中で、教員研修までは至らなかっ

た。 

 



- 40 - 
 

2018年度時点 50％ 

2018年度時点 100％ 

【評価指標③】学校評価に関わる保護者アンケートの「学力を伸ばすよう熱心に指導している」の設問について、「おお

むねあてはまる」以上を90％以上にすることを目指す。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 保護者の学校活動への十分な理

解と、共に生徒を育ててゆくとい

う協力体制の構築を進めていく。 

低学年からの学修指導・進路説明

会を開催し・充実を図る。 

「学年通信」の充実と Classi 活

用で、保護者向けの情報提供の機

会を増加した。 

2019 年度の積極的な広報を模索

した。 

イ どのような指導を学校が行って

いるかを、保護者にとって可視化

できる状況を作る。 

スタディサプリなどの活用の検

討、外部業者との進路向上アドバ

イザー契約の検討をする。 

年6回の授業参観の機会確保と案

内の充実化を検討した。 

スタディサプリの活用を検討し

たが、経済的課題も有り、2019年

度はベネッセの「進研模試デジタ

ルサービス」を活用した。また、

外部進路向上アドバイザー契約

についても検討した。 

ウ  チューターの拡充および補習補

講の更なる充実を図る。 

 チューターを2人を増員した。 

エ  教育用グループウェアを通して

保護者とのやり取りを行い、教員

の学修指導活動の広報と情報の

共有化を図る。 

 ベネッセの「Classi」を先行導入

した高校1年で、試験的な運用を

開始した。2019年度は全学年に拡

大する。 

オ  受験生を持つ親のあり方に関す

る講演会を実施する。 

 企画検討段階である。 

カ  低学年からの保護者対象の進路

説明会の充実を図る。 

 企画検討段階である。 

キ  特に低学力層の生徒の保護者が

抱く不安や不満への早急な対策

をする。 

 校内に設置した「自習サポートセ

ンター」の保護者面談機能を用い

て、一部対応した。 

【評価指標④】学校評価に関わる生徒アンケートに、「学校生活を通して、校訓である誠実・勤勉・友愛を意識し、行動

ができるようになった」の設問を新たに設け、「おおむねあてはまる」以上を80％以上にすることを目指す。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 情操教育の柱の一つとして、校訓

である「誠実・勤勉・友愛」や本

校が大切に考える「4つの力」を

日常的に生徒が意識する。 

教職員の「4つの力」育成の意義

と日常活動との関係性への理解

の深化をする。 

2018 年度生徒アンケートで校訓

や教育方針の理解度が初めて80%

を超えた。 

日常活動と「4つの力」の育成と

の関係性について、機会があるご

とに触れ、日頃から意識できる状

況の確保に努めた。学年通信など

でも関連記事を掲載し、生徒およ

び保護者の理解を深めた。 

イ 生徒自身の自己評価の中で、「4つ

の力」が意識化され、その到達度

を自明のものとして言語化でき

る手がかりをもたせるようにす

る。 

総合的な学習の時間（探究の時

間）や道徳の見直しに合わせて研

究会を発足する。 

生徒自身の自己評価の中で、「4つ

の力」の意識化が進み、言語化で

きる手がかりをルーブリックに

していく検討に入った。 

教務部を中心に、総合的な学習の

時間（探究の時間）や道徳の見直

しに合わせて道徳の教科書を選

定し、探究の方向性を検討した。 

ウ  各能力の達成度を測定する指標

として、ルーブリックの研究・作

成を開始し、「4つの力の育成プロ

グラム」の点検・充実を図る。 

 各能力の達成度を測定する指標

として、ルーブリックの研修会を

開いた。新教育課程の研究ととも

に、「4つの力の育成プログラム」

の検討に入った。 
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2018年度時点 20％ 

2018年度時点 30％ 

 

Ⅱ－４．進路 
   目標 

     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。 

  

主となる委員会・会議 主となる事務局 

進路指導部 

教務部 

中高事務室 

 

【評価指標①】国公立大学への現役進学率を毎年10％以上（東京大学3名以上）にすることを目標にする。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 国公立大学進学率を 10％に近づ

ける。 

中3段階から、国公立大学に関す

る情報を積極的に提供し、国公立

大学を志望校として意識させる

ための指導を行う。 

国公立大学への合格者 16 名

（5.0％）、進学者15名（4.7％）

であった。 

進路説明会を実施し、大学入試に

ついての説明を行った。また、中

3・高1を対象として、東京大学、

千葉大学に通う卒業生の案内で

キャンパスツアーを実施し、国公

立大学への意識付けを行った。 

イ 受験に対応したコースごとのカ

リキュラムの見直しを行い、数学

Bまで履修する生徒数を増やす。 

とりわけ理系の生徒に対しては、

国公立大学挑戦を促す指導を、ま

た文系の成績上位者に対しては、

受験科目を早期に3科目に絞らせ

ない指導を行う。 

2021 年度の入試改革に対応する

ため、2019年度より私立文系でも

数学を履修できるようにカリキ

ュラムを見直した。 

卒業生懇談会やコース選択の面

談を通して、将来の進路選択の幅

を狭めることがないよう、幅広く

多様な学習をするように促した。 

ウ 夏季講座や冬季講習の充実を図

るとともに、通期で国公立大学の

受験を意識した講座を設ける。 

放課後に外部講師による国公立

大学進学講座を設置する具体的

検討を行う。 

講座数については、夏季講座は

2017年度とほぼ同数であったが、

冬季講習は前年比 173%と大幅に

増加した。上位者を対象とした補

講で、一部の教科で国公立大学を

意識した内容を扱った。 

2018 年度は具体的な検討に至ら

なかった。 

【評価指標②】難関私立大学（早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京理科大学、国際基督教大学）の現役進学率

を毎年30％以上に、またGMARCH以上の大学への現役進学率を60％以上にすることを目標にする。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 早急にできる教育環境を整備し、

教育サービスの充実を図るとと

もに、生徒一人ひとりが自らの目

標を達成するために必要な学力・

人間力の向上を図る指導を強化

する。 

教育環境整備の一貫としてスタ

ディサプリの導入を行う。そのた

め、全生徒が学校の学習指導の一

貫として活用できる環境を整え

る。 

高校1年生に「スタディサプリ」、

高校2年生、高校3年生に「駿台

サテネット21」を導入した。また、

高校2年生、高校3年生の希望者

を対象に英語外部資格試験 TEAP

対策講座を放課後に実施した。 

高校1年生に「スタディサプリ」、

高校2年生、高校3年生に「駿台

サテネット21」を導入した。また、

隣接の旧生徒指導部室を進路指

導部のスペースとして使用でき

るようになり、その有効利用をは

かった。 

イ 大きな効果があるために他校で

導入が急速に進んできている下

校時間後における生徒への自習

スペースの提供とチューターの

配置を、本校でも早急に取り入れ

て対応する。 

生徒に提供するサービスとして、

駿台サテネット21の導入を行う。 

下校時間後の自習室の提供をス

タートし、適切に運営がなされ

た。チューターを2名増員し、10

名体制とした。 

「駿台サテネット 21」を導入し

た。情報提供が行き届かず、利用

者数が伸び悩んだが、高校3年生

中心に有効活用した生徒もいた。 
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2018年度時点 20％ 

2018年度時点 80％ 

2018年度時点 100％ 

【評価指標③】共立女子大学・短期大学の教学面での魅力を伝え、志望者をサポートする。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 共立女子大学・短期大学の情報を

いつでも分かりやすく生徒へ伝

えられる環境整備を図る。 

進路指導室において、共立女子大

学・短期大学の情報を得られるス

ペースを用意し、常に新しい情報

をいつでも閲覧できる環境を整

える。 

全生徒に共立女子大学・短期大学

のオフィシャルガイドを配布し

た。また、高校 2・3 年生とその

保護者対象に説明会を実施した。 

共立女子大学・短期大学の入試過

去問題を無料配布したり、AOや併

設校特別推薦に関する資料を適

宜提供してたりして生徒の便を

図った。 

イ  進路指導部より、共立女子大学・

短期大学の情報を通信などを用

いて、生徒や保護者へ情報を発信

する。 

 共立女子大学・短期大学のオフィ

シャルガイドの配布にとどまっ

た。今後さらに進路通信などを利

用し、情報発信をしていきたい。 

ウ  中学から進路説明会の機会で、共

立女子大学・短期大学の情報を発

信する。 

 中学校での共立女子大学・短期大

学の説明会実施はできなかった。

今後の検討課題である。 

エ  共立女子大学・短期大学との連携

をさらに深め、大学の公開授業へ

の参加など、積極的に大学の情報

を肌で感じる機会を作る。 

 連携はスムーズに進んだが、大学

の公開講座参加などに関する事

項には手がつけられなかった。今

後の検討課題である。 

【評価指標④】2021年度入試からの新基準に沿った新入試制度対策を実施する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 新入試制度対策の十分な環境を

整える。特に英語の4技能に関し

ては、受験に対応できるレベルま

での底上げを図る。 

ライティング・スピーキング能力

の向上を図るために、ライティン

グ添削指導の拡充、中１における

英会話授業時間の増加と取り出

し授業の実施、ネイティブの専属

教員を確保する。 

英語の授業では、従来以上に4技

能を意識した授業展開を心がけ、

また課外では TEAP 対策講座を初

めて実施した。 

高校では、ライティング添削指導

を拡充し、TEAP対策講座を実施し

た。また、ネイティブの常勤教員

1人を配置した。中1生の英会話

の時間授業は 2017 年度の週 0.5

時間から2018年度は週1時間と

し、単位数を増加した。 

イ 思考力・判断力・表現力の育成を

図る。 

授業の形態や内容において、基礎

学力の定着・充実と思考力・判断

力・表現力等の伸長を図る取組み

を一層充実させる。 

授業の形態や内容を工夫し表現

力育成などに向けての流れを作

った。 

中学各学年で「国語表現」の授業

を週1時間新設し、表現指導の体

系化を進め、思考力・判断力・表

現力の育成に努めた。  

【評価指標⑤】学校評価に関わる生徒アンケートの「大学進学に向けての相談・指導体制が整っている」の設問につい

て、「おおむねあてはまる」以上を高校平均で90％以上にすることを目指す。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 学校評価に関わる生徒アンケー

トの「大学進学に向けての相談・

進路指導体制が整っている」の設

問において、「おおむねあてはま

る」以上を高校平均で90％に近づ

ける。 

進路指導部のサポート要員（チュ

ーター、事務員あるいは助手の応

援等）を確保すること等で、生徒

へのサービスの向上を図る。 

学校評価の生徒アンケートで、大

学進学に向けての体制が整って

いると答えたのは、前年の86.1%

から90.6%に向上し、目標値を達

成した。 

助手の努力で大学入試問題や模

擬試験などのデータ化を進捗さ

せた。卒業生チューターを2名増

員して 10 名体制とし、また隣室

を進路指導部室に合わせて拡張

した。 

イ  デジタル教材等の使用が可能と

なる環境をできる限り整える。 

 過去の入試問題や模擬試験のデ

ータ化を進捗させた。生徒用パソ

コンの増設でデジタル教材の利

用も進んでいる。 

 

  



- 43 - 
 

2018年度時点 50％ 

【評価指標⑥】学校評価に関わる保護者アンケートの「大学進学に向けての相談・指導体制が整っている」の設問につ

いて、「おおむねあてはまる」以上を高校平均で85％以上にすることを目指す。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 学校評価に関わる保護者アンケ

ートの「大学進学に向けての相

談・進路指導体制が整っている」

の設問において、「おおむねあて

はまる」以上を高校平均で85％に

近づける。 

中学段階での保護者への進路説

明会を充実させる。 

進路指導に直接関わらない中学

保護者の数値は依然低いが、高校

の保護者で、相談・進路指導体制

の設問が整っていると答えたの

は、前年の 74.1%から 81.1%に上

昇したが、未達であった。 

中学3年生対象に進路指導部と外

部講師による進路説明会を実施

し、かつ高校3年生による進路ガ

イダンスを行った。 

イ 中学生やその保護者に対しても

進路指導とその情報提供を進め

る。 

具体的な進路指導方法や情報提

供を教育用グループウェアを利

用して、保護者の理解を促すとと

もに協力を仰ぐ。 

卒業生の進路状況の詳細をまと

めた「進学レポート」を、中学1

年生から高校3年生までの全生徒

に配布した。また、各業者の進路

関係資料を提供し、希望学年に対

しては進路情報冊子「テオリア」

（進路指導部作成）を配布した。 

具体的な進路指導方法や情報提

供を教育用グループウェアを利

用して、保護者の理解を促すとと

もに協力を仰ぐ方策を検討した。 

ウ  進路指導部からの通信もできる

限り発行し、また授業参観日には

積極的に進路指導室を見学して

もらう。 

 進路通信の発行が予定通りにで

きなかったが、進路指導室を訪問

する保護者は中高ともに増加し、

またチューターの話を聞きたい

という保護者も増加した。 
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2018年度時点 50％ 

2018年度時点 20％ 

Ⅱ－５．管理運営 
   目標 

     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。 

   

主となる委員会・会議 主となる事務局 

中高・二中高・幼稚園将来構想専門委員会 中高事務室 

 

【評価指標①】学園の経営課題や共立女子中学高等学校の課題について教職員一人ひとりが迅速かつ正確に共有し、魅

力ある学校づくりに教職員一体となって取組む。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 新しく始まる入試体制（帰国生入

試の増員とインタラクティブ入

試の導入）の中での対応と、これ

まで進めてきたICT環境整備にお

ける次段階の展開を行う。 

中学１年次の英会話の時間数を

増やし、会話力のある生徒に対し

ては取り出し授業を実施する。長

年求めてきた本校専属のネイテ

ィブ教員を確保する。 

専属のネイティブ教員の配置や

英会話授業の新形態の実施と同

時に、ICT環境の整備が大きく前

進した。 

グローバル化に向けた人的確保

や英会話の時間増加、また帰国生

入試の増員とインタラクティブ

入試の導入の中で、本格的な「取

り出し授業」を開始した。 

イ  ICT環境については、タブレット

を全教員が保有して使用できる

状況の確保と、そのための無線

LANの構築が大きな課題であり、

2018 年 4 月にはその体制を完成

させ、生徒や保護者との間におい

ても教育用グループウェアを活

用した新たな試みを展開させる。 

 学内無線LANの整備と教員全員の

タブレット保有が2018年8月に

完了した。ICT教育を推進すべく

教員研修を行う一方で、職員会議

などでのタブレット使用を開始

した。 

【評価指標②】併設校間の教員の人事交流を活発にする。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 必要に応じて、全学的な視野に立

った人事交流を行う。 

教科ごとの状況を踏まえて、検討

を進める。 

共立女子中学高等学校および共

立女子第二中学校高等学校教員

の在籍状況を踏まえ、特に共立女

子中学高等学校で不足する公民

科の教員を補う人事交流を行っ

た。 

共立女子第二中学校高等学校よ

り共立女子中学高等学校に、公民

の教員1名の異動が決定した。 

 

 

 

 

 

  



- 45 - 
 

2018年度時点 20％ 

 

Ⅲ．共立女子第二中学校高等学校 

Ⅲ－１．生徒確保 
   目標 

     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。 

主となる委員会・会議 主となる事務局 

入試広報部 

入試制度検討委員会 

二中高将来構想委員会 

八王子事務室 

【評価指標①】共立女子第二中学校高等学校について、入学者数の増加に努める。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 共立女子第二中学校の募集にお

いて、2017年度入試の入学者数の

水準を上回る60人を目標とする。 

共立女子第二中学校については、

進学塾の訪問活動の継続、受験生

個人や進学塾への情報発信・資料

送付活動の強化、外部会場で実施

する相談会、校内で行う説明会の

機会・内容の適正化、海外帰国生

入試や英語入試など、多様な受験

生を確保するための入試検討を

行う。 

共立女子第二中学校の入学生数

は66人であり、昨年度より13人

増加した。 

約1,500の塾にアクセスし、うち

300程度の進学塾へは年2回の直

接訪問を行った。説明会は校内で

14回（574組・前年比108%）校外

は33回（来場組数前年比107%）

実施した。 

イ 共立女子第二高等学校の募集に

おいて、2017年度入試の入学者数

の水準を上回る105人を目標とす

る。 

共立女子第二高等学校について

は、公立中学校の訪問活動の継

続、進学塾の訪問活動の継続、受

験生個人や公立中学校、進学塾へ

の情報発信・資料送付活動の強

化、外部会場で実施する相談会、

校内で行う説明会の機会・内容の

適正化、海外帰国生入試など、多

様な受験生を確保するための入

試検討を行う。 

共立女子第二高等学校の入学生

数は124人であり、目標を上回る

結果となった。特に第一志望型の

推薦入試の志願者が 80 人で昨年

度より3人増加した。 

東京市部を中心に300校程度の公

立中学校へ学校訪問を行った。説

明会は校内で11回（428組・前年

比105%）、校外は33回（来場組数

前年比107%）実施した。 

ウ 学校の認知→相談ブースでの接

触→学校説明会への来訪→出願

→受験→入学へのプロセスで、一

貫した本校の魅力を継続的に発

信し、志望順位の上昇・手続き率

の上昇を図る。 

 共立女子第二中学校においては、

本校に来て魅力を実感してもら

うことを重視した結果、受験者数

12％増とともに、手続き率も10％

増となり、一定の成果が得られ

た。 

 

エ 志望順位を上昇させるため、私立

女子校に相応しい品位・ブランド

を維持した生徒確保活動に留意

する。 

 説明会において実際に生徒・保護

者に学校生活を語ってもらうな

どの工夫をし、受験生により身近

な形で、本校の様子を知ってもら

った。 

 

オ 競合校分析から本校の強み・弱

み・機会・脅威を客観的に把握し、

広報活動に活用する。 

 隣接の東京純心・大妻多摩・日本

女子大付属・八王子学園・工学院

などの私学の情報を把握し、共立

女子第二高等学校ならではの強

み（環境・設備・きめ細かなど）

を意識した広報を実践した。 
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2018年度時点 20％ 

2018年度時点 20％ 

【評価指標②】共立女子第二中学校については、実受験者数200人、受験者総数で400人以上を目標とする。共立女子

第二高等学校については、実受験者数350人、受験者総数で380人以上を目標にする。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 共立女子第二中学校の入試にお

いて、2017年度入試の受験者総数

の水準を上回る380人を目標とす

る。 

共立女子第二中学校については、

本校の認知度・魅力の発信強化、

コアな志願者の増加・新しい受験

層の開拓、多摩地区の地域事情を

考慮したミクロ的視点を重視し

た弾力性ある広報活動の展開、ホ

スピタリティの学校全体での共

有を行う。 

共立女子第二中学校では、実受験

者総数は 190 人（前年比 112%）

で、受験者総数は367人（前年比

117%）であった。 

共立女子第二中学校では、第一志

望型併願（4回以上の日程出願）

が58人で前年より12人増えた。

一定程度、コアな志願者を確保で

きた。 

イ 受験生個人や進学塾へのアプロ

ーチを強化し、合わせて外部会場

および校内で行う説明会の機会・

内容の適正化を図る。 

共立女子第二高等学校について

は、本校の認知度・魅力の発信強

化、コアな志願者の増加・新しい

受験層の開拓、多摩地区の地域事

情を考慮したミクロ的視点を重

視した弾力性ある広報活動の展

開、高校募集活動の強化、ホスピ

タリティの学校全体での共有を

行う。 

各説明会場にブースを設け気軽

に質問できる体制をとった。校長

による受験相談では年間 17 件あ

り、その半数が入学した。 

東京市部を中心に300校程度の公

立中学校へ教員が分担して学校

訪問を行い、本校の魅力発信、認

知度の強化に努めた。 

ウ 共立女子第二高等学校の入試に

おいて、2017年度入試の受験者総

数の水準を上回る200人を目標と

する。 

 共立女子第二高等学校では、実受

験者数は 175 人（前年比 107%）

で、受験者総数は192人（前年比

107%）であった。 

 

エ 公立中学校や進学塾へのアプロ

ーチを強化し、合わせて外部会場

および校内で行う説明会の機会・

内容の適正化を図る。 

 在校生による相談ブースを設け

たり、学校案内をすることで受験

生がより身近に質問ができる体

制をとった。 

 

【評価指標③】定員に満たない年次は、海外からの帰国子女を含め、積極的に転編入を受け入れる。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 海外の教育施設や海外帰国生向

けの広報媒体へのアクセス機会

を増やし、海外帰国生入試の認知

度を上げ、海外帰国生入試の志願

者、入学者数を増やす。 

海外子女教育振興財団、JOBA、在

外教育施設などを経由した広告

や広報活動を強化し、認知度を上

げる方策を検討する。 

海外帰国生対象の入試では、共立

女子第二中学校で1人、共立女子

第二高等学校では5人（海外日本

人学校からの推薦入試の受験者

を含む）があり、中学生1人・高

校生0人の入学者であった。海外

からの転編入試験は、志願に応じ

随時実施している。 

海外帰国生対象のページを新設

した。また、海外子女教育振興財

団、JOBAのオンラインを中心とし

た情報発信と、また海外在留日本

人の多いアジア地域への情報発

信をとくに強化した。 

イ 転編入に関するしくみや制度を

整備して広報する。 

海外帰国生入試について、本校公

式ホームページに特設ページを

設けるなど、広報活動を強化す

る。 

基本的に各学期末に転編入試験

を実施するほか、申し出があった

場合は不定期でも実施する対応

をした。 

海外子女教育振興財団や JOBA な

どを通じて、説明会への参加や広

報誌への掲載などを行った。 

ウ 受験しやすい海外帰国生入試へ

と制度や入試内容の改善を図る。 

入試における海外帰国生の優遇

条件などをより整備して発信す

る。 

これまで1月に実施していた帰国

生入試を 11 月に行い、受験者数

が昨年の2人から中高合わせて5

人に増えた。 

語学力はもとより、海外での生活

経験を重視した受け入れを行う

ことを、新設した説明会などを通

じて広報した。 

エ 本校の教育理念や教育方針、教育

活動に共感する生徒については、

積極的に転編入生の受け入れを

図る。 

プレスリリースなどを活用して、

転編入試験について発信する。 

基本的に各学期末に転編入試験

を実施するほか、申し出があった

場合は不定期でも実施する体制

をとった。今年度は3回実施し中

学生2人が転入した。 

共立女子第二中学校高等学校ホ

ームページを通じて転編入試験

について広報・発信した。 
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2018年度時点 20％ 

2018年度時点 20％ 

【評価指標④】スポーツ・芸術活動等に優れている、また卒業生子女であることに配慮した入試制度を積極的に活用す

る。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 今後、指導を強化するクラブにお

いて、より高度な人材を発掘する

ことを通して、共立女子第二中学

校高等学校の認知度向上に寄与

する。 

今後、指導を強化するクラブにお

いて、全国レベルの選手の獲得を

めざす。 

高校入試において、ゴルフの給付

奨学生が1名、2019年度に入学す

る。 

共立女子第二高等学校3年生のゴ

ルフ部員のアメリカでのプロ転

向のニュースなどもあり、共立女

子第二中学校高等学校の認知度

向上には一定程度寄与した。 

イ 同窓会とも連携し、卒業生子女に

対する優遇制度の認知度と理解

を広げる。 

同窓会と連携し、同窓会会報、同

窓会総会、文化祭における卒業生

企画等を通して、卒業生子女に対

する優遇制度の認知度向上を図

る。 

同窓会通信「桜の友」を通じて、

卒業生子女の優遇制度を広報し

た。 

同窓会通信「桜の友」を通じて、

卒業生子女の優遇制度を広報し

た。 

【評価指標⑤】教育理念に共感し、目的意識の高い受験者層を拡充するため、戦略的な広報計画を実施する。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 教育理念に共感し、目的意識の高

い受験者層を確保するため、学校

の認知→相談ブースでの接触→

学校説明会への来訪→出願→受

験→入学へのプロセスで、一貫し

た本校の魅力を継続的に発信し

つつ、給付奨学金制度の活用など

を通して、志望順位のランクアッ

プ・手続き率の向上を図る。 

公式ホームページやSNS、広告媒

体（記事広告・web広告）を効果

的に活用し、本校の魅力を発信す

る。 

共立女子第二中学校では、S奨学

生が3人手続きし、2人が入学す

る。また、入学手続き率（手続き

数/合格者実数）が昨年比で10%上

がり56%となった。共立女子第二

高等学校でも、一般入試の手続き

率が昨年比で 20%上がり 48%とな

った。奨学生の手続きは2人であ

った。 

ホームページや Facebook は毎週

1回以上更新し、常に 新の情報

を閲覧できるようにした。また、

広報媒体を通じて、恵まれた学習

環境や130年を超える女子教育の

特徴や優位性、卒業生の活躍、英

語の4技能統合型授業、理科教育

などのテーマを集中的に広報し

た。 

イ 志望順位をランクアップさせる

ため、私立女子校に相応しい品

位・ブランドを維持する。 

広告のイメージの一貫性を維持

する。 

在校生による相談ブースを設け

たり、学校案内をすることで、生

徒の様子を受験生が身近に感じ

られるようにした。 

ホームページやパンフレット作

製業者との打ち合わせを綿密に

行い、広告イメージの一貫性を維

持した。 

ウ 上記の目標を達するため、全教職

員間で本校の教育理念の共有を

図る。 

受験者数の多いエリア、塾・学校

などに重点を置いた効果的かつ

戦略的な広報を実施する。 

4月の拡大職員会議で全教職員に

学校運営方針の説明を行い、理念

共有の重要性について理解を求

めた。 

過去の受験データをもとに、例年

受験生がある塾・学校などを重点

的に訪問した 
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2018年度時点 20％ 

 

Ⅲ－２．教育の質 
   目標 

     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。 

   

主となる委員会・会議 主となる事務局 

英語科 

二中高国際交流委員会 

教務部 

進路指導部 

八王子事務室 

【評価指標①】グローバル化の進展の中で、国際共通語である英語力の向上は極めて重要であることから、英語教育改

革を実行する。具体的には、徹底した英語教育を展開するシラバスに抜本的に変更する。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 本学オリジナルの英語教育グラ

ンドデザインの完成を目指す。そ

の基盤を構築するための外部有

識者（アドバイザー）の指導の下、

校内研修を継続して実施する。  

外部有識者（アドバイザー）と複

数年度継続契約し、客観的なエビ

デンスに基づくメソッドを構築

するための校内研修を継続して

実施する。 

外部有識者を迎え年間6回校内研

修を実施した。中学、高校におけ

る本校独自の英語教育として、4

技能統合型授業を基盤とした塗

り直し型のシラバスに完成まで

には至っていないが、完成に近づ

きつつある。 

外部有識者を迎え、年間6回校内

研修を実施した。 

イ グランドデザインの軸である「レ

イヤードメソッド」の活動の一環

としての全員参加型プログラム

を実施する。 

教員の技量向上のため、外部の研

修会にも積極的に参加し、ここで

得たスキルを教科内で共有する。 

7 月の MLS ドラマメソッド11（中

1・3全員）、10月のブリティッシ

ュヒルズ研修（中2全員）を実施

した。 

11 月の全英連の研修会に参加し

て教科内での共有を行った。 

ウ 姉妹校であるワイヒ・カレッジ

（ニュージーランド）等との中長

期留学（60日または120日）を実

施する。 

MLSドラマメソッド（中1・中3全

員参加型プログラム）の新規導入

と参加費の補助をする。 

ワイヒ・カレッジでの短期ホーム

ステイでは 15 人の参加が、また

新規に行ったウェリントンでの

ターム留学（3か月）では5人の

参加があった。 

2018 年度アクションプランの一

つとして認定され、各学年3日間

のプログラムを実践。 終日には

保護者も参加し、ドラマの発表会

を行った。 

エ 1 号館地下に「Global Language 

Square」を設置する。 

2018 年度高 1 希望者を対象とし

たニュージーランド姉妹校等へ

の中長期留学（60 日または 120

日）を実施する。 

1 号館地下に「Global Language 

Square」を設置し、留学報告や各

種ワークショップの場として活

用した。 

ウェリントンでのターム留学（3

か月）では 5 人の参加があり、3

校の女子高で有意義なホームス

テイが行われた。 

オ 国際理解・英語強化を目的とした

新コースの導入に向けた準備を

する。 

旧call教室のリプレイスに伴う、

グローバル、アクティブ・ラーニ

ングの拠点としての「Global 

Language Square」を設置する。 

他校情報を集めている状況だが、

次年度ターム留学については募

集を倍の 10 人とし、留学の枠を

広げて導入の準備をした。 

1 号館地下に「Global Language 

Square」を設置し、留学報告や各

種ワークショップの場として活

用した。 

カ  国際理解・英語強化を目的とした

新コースの導入に向けた情報収

集をする。 

 まだ、他校情報を集めている状況

だが、さらに同様なコースを設定

している学校の訪問を実践した

い。 

 

  

                                                  
11 MLSドラマメソッド：語学の授業に俳優の訓練方法を取り入れ、言語活動の活性化へと繋ぐ教授法 
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2018年度時点 20％ 

2018年度時点 20％ 

【評価指標②】全生徒の英語力を確実に飛躍させるため、4技能統合型の英語授業を展開し、実用英語技能検定（英検）

における数値目標（下記）を達成することを目指す。 

 中学APクラス…卒業までに全員準2級以上取得 

 中学Sクラス…卒業までに全員3級以上取得 

 高校特別進学コース…卒業までに全員2級以上取得 

 高校総合進学コース…卒業までに全員が準2級以上を、うち25％が2級以上取得 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 中学 AP クラスは中学卒業までに

全員準2級以上を取得する。 

本学の英語教育グランドデザイ

ンを確立させるため外部有識者

アドバイザーを導入して校内研

修を継続する。 

中学APクラスの英検準2級以上

の取得率は、準2級が約50%、2級

が16%であった。 

外部有識者を迎え、年間6回校内

研修を実施した。 

イ 中学Sクラスは中学卒業までに全

員3級以上を取得する。 

朝学習を利用しての毎日音読タ

イムなどの教科書反復活動を実

施する。 

中学Sクラスの英検3級以上の取

得率は、70%であった。 

朝学習を利用しての毎日音読タ

イムなどの教科書反復活動を実

施し、英語力の定着を促した。 

ウ 高校特別進学コースは卒業まで

に全員2級以上を取得する。 

 高校特別進学コースの卒業まで

の2級以上の取得率は40%であっ

た。 

 

エ 高校総合進学コースは高校卒業

までに全員準2級以上を、内25%

が2級以上を取得する。 

 高校総合進学コースの卒業まで

の英検準2級以上の取得率は準2

級が約30%、2級が10%であった。 

 

【評価指標③】新学習指導要領を踏まえた「針路プログラム」の点検・評価を実施し、より一層充実させることで、各

学年の外部模試における数値目標（進研模試判定でB1以上、学年の30％）を達成することを目指す。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 新学習指導要領を踏まえた「針路

プログラム」の点検・評価を実施

し、より一層充実させることで、

各学年の外部模試における数値

目標（進研模試判定B１以上、学

年の30%）を達成することを目指

す。 

進路の評価指標①の活動概要の

通り、サマーゼミ、スプリングゼ

ミ、特別ゼミ、0限7限ゼミ、下

校延長自習室利用などの機能を

充実させ、外部模試における数値

目標を達成するよう努める。 

先行き不透明な時代を迎え、将来

を見通す材料として、進路適性検

査を高校1年段階で2回実施した

（文理選択・職業選択）。外部模試

の結果はB1以上が高1で13％、

高2で24％,高3が18％と目標数

値にはまだ至っていない。 

中高あわせて、サマーゼミでは約

100講座を、スプリングゼミでは

約 25 講座を設けて実施をした。

外部講師による特別ゼミは、高校

3年生を対象に実施をし、約20人

の生徒が参加した。また、11月下

旬より拡張した自習室は、現在ま

でに約400人が利用している。今

後も、学内全体で学習に向かう環

境づくりを進めていく。 

イ  教科会の定例化を図り、情報の共

有や模試結果の検討はもちろん

のこと、学力向上のための具体的

な施策を検討する。 

 月1回の割合で教科会の日を設定

し、情報共有や公開授業の検討会

などを実施した。 

ウ  各学年の現状把握に努めると同

時に新学習指導要領を踏まえて、

「針路プログラム」の点検作業を

行う。 

 学力推移調査（4月）やスタディ

サポート（4月）に加え、中学で

は総合学力調査（11月）を実施し、

そのデータから現状の把握を行

い、「針路プログラム」の見直しを

継続して行った。 
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2018年度時点 20％ 

2018年度時点 10％ 

 

Ⅲ－３．教育力 
   目標 

     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。 

   

主となる委員会・会議 主となる事務局 

情報システム委員会 

二中高将来構想委員会 

八王子事務室 

 

【評価指標①】教員の相互評価や研究授業・教員研修を充実させ、確固とした教員の育成システムを構築する。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 教員の相互評価システムの構築

の検討をする。 

相互評価システムの研究部門を

設置する。 

11 月に行われた公開授業を利用

し、教科間で授業の相互見学を実

施した。それをふまえて、各教科

内で授業の質を向上させるため

の意見交換を行った。研究授業な

どのシステム化に関しては検討

段階である。 

研究部門の設置に関しては、検討

段階であるが、2018年度も、駿台

主催の教育セミナーには、約25人

の教員が 40 ほどの講座に参加を

した。そこで得た新たな情報を各

教科および各部門で共有し、新テ

ストに向けての対策を検討した。 

イ 研修成果の共有化のシステムを

検討する。 

研修成果の共有化の検討と紀要

の電子化をする。 

教科会を中心に進めたが、まだ十

分なシステム化には至っていな

い。 

紀要の電子化を行い、研修成果の

より広い共有化を行った。 

ウ 研修参加をシステム化する。 研修参加のシステム化（遠隔地の

研修など）をする。 

予備校主催の教科セミナーにつ

いて、積極的な参加を促し、延べ

25人の参加があった。 

まだ十分なシステム化には至っ

ていない。 

エ 教員の充実した研修時間を確保

する。 

教員の労働時間短縮のための検

討と研究をする。 

時間割作成において週1日は授業

のない日を設定するよう努めて

いるが、十分な研修時間の確保に

は至っていない。 

専任教員数の減少により、時間短

縮が難しい状況であるが、部活指

導の日数制限や時間短縮を通じ

て実現できるようにしたい。 

【評価指標②】学校評価に関わる生徒アンケートによる「学力を伸ばすよう熱心に指導している」の設問について、「そ

う思う」以上を90％以上にすることを目指す。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 現状の分析と課題の設定を行う。 学校評価に関わる生徒アンケー

トの選択肢を共立女子中学高等

学校と揃え、比較できるようにす

る。 

アンケートを2017年度より4段

階評価に変更した。「そう思う」以

上の評価は2017年度79.0％に対

し2018年度は70.1%と8.9％下が

った。 

学校評価に関わる生徒アンケー

トの選択肢を共立女子中学高等

学校と揃えた。 

 

イ ICT教育の研究と教具、施設の準

備の計画を策定する。 

学年別にデータを比較すること

により課題を浮かび上がらせる。 

Wi-FiルーターとiPad2台（いず

れも卒業記念品）を導入して、

2019 年度の授業への活用に向け

準備を整えた。 

1～4の4段階評価で、中学の平均

値3.1、高校の平均値2.7である。

高校の評価を上げるため全校規

模のWi-Fi環境の整備と授業研究

が必要である。 

ウ  他校のICT教育の研究と調査、教

具、設備の検討、導入計画の策定

を行う。 

 共立女子中学高等学校の校内無

線LAN、iPad導入を参考とし、2019

年度から研究のためにWi-Fiルー

ターとiPad2台（いずれも卒業記

念品）を校内に導入した。導入計

画は今後これらの活用事例を踏

まえて策定する。 
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2018年度時点 20％ 

2018年度時点 90％ 

【評価指標③】学校評価に関わる保護者アンケートによる「学力を伸ばすよう熱心に指導している」の設問について、

「そう思う」以上を90％以上にすることを目指す。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 現状の分析と課題の設定を行う。 学校評価に関わる生徒アンケー

トの選択肢を共立女子中学高等

学校と揃え、比較できるようにす

る。 

アンケートを2017年度より4段

階評価に変更した。「そう思う」以

上の評価は2017年度87.3％に対

し2018年度87.2％と0.1%下がっ

た。 

学校評価に関わる生徒アンケー

トの選択肢を共立女子中学高等

学校と揃えた。 

イ 生徒の満足度を向上させるとと

もに保護者に学校内の教科教育

について十分な理解いただける

ような工夫を行う。 

学年別にデータを比較すること

により課題を浮かび上がらせる。 

学年から年3回の保護者会や学年

通信を通じて保護者への情報伝

達を推進した。 

1～4の4段階評価で、中学の平均

値3.4、高校の平均値3.2である。

他学年と比較し高校1年の数値が

やや低かった点に注視し、次年度

の学年経営に活かすことが課題

である。 

ウ ICT教育の研究と教具、施設の準

備の計画策定を行う。 

学年通信、保護者会、進路通信な

どを利用して、保護者に教科教育

の状況を十分に理解していただ

く。 

Wi-FiルーターとiPad2台（いず

れも卒業記念品）を導入して、

2019 年度の授業への活用に向け

準備を整えた。 

「そう思う」以上の評価は0.1％

下がり、87.1%になった。 

エ  他校のICT教育の研究と調査、教

具、設備の検討、導入計画の策定

を行う。 

 2019 年度から利用できるように

Wi-FiルーターとiPad2台（いず

れも卒業記念品）を校内に導入し

た。 

【評価指標④】学校評価に関わる保護者アンケートによる「わが子をこの学校に入学させてよかった」の設問につい

て、「そう思う」以上を90％以上にすることを目指す。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 現状の分析と課題の設定を行う。 学校評価に関わる生徒アンケー

トの選択肢を共立女子中学高等

学校と揃え、比較できるようにす

る。 

アンケートを2017年度より4段

階評価に変更した。「そう思う」以

上の評価は2017年度91.6％に対

し2018年度92.8％と1.2%上がっ

た。 

学校評価に関わる生徒アンケー

トの選択肢を共立女子中学高等

学校と揃えた。 

 

イ 保護者に学校内の教育活動につ

いて十分な理解いただけるよう

な工夫を行う。 

学年別にデータを比較すること

により課題を浮かび上がらせる。 

学年から年3回の保護者会や学年

通信を通じて保護者への情報伝

達を推進した。 

1～4の4段階評価で、中学の平均

値3.6、高校の平均値3.6である。

すべての学年で評価の平均値は

3.5または3.6であった。安定し

た評価をいただいている。 

ウ  学年通信、保護者会、進路通信な

どを利用して、保護者に教科教育

の状況を十分に理解していただ

く。 

 「そう思う」以上の評価は1.2％

上がり、92.8%になった。 
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2018年度時点 10％ 

Ⅲ－４．進路 
   目標 

     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。 

  

主となる委員会・会議 主となる事務局 

進路指導部 

教務部 

八王子事務室 

【評価指標①】特別進学コースにおける国公立大学および難関私立大学（早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、東京

理科大学、国際基督教大学）の現役進学率を30％以上に、GMARCHおよび理工系・医療系への現役進学率を60％以上に

することを目標にする。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 特別進学コースにおける国公立

大学および難関私立大学（早稲田

大学・慶應義塾大学・上智大学・

東京理科大学・国際基督教大学）

の現役進学率を 30%以上に、

GMARCHおよび理工系・医療系への

現役進学率を60%以上にする。 

長期休暇中に実施されているサ

マーゼミ・スプリングゼミを充実

させる。 

評価指標である国公立、難関私立

30%、GMARCHおよび理工系・医療

系60%について、2017年度はそれ

ぞれ6.3%、32.8%、2018年度はそ

れぞれ2.4％、40.5％であった。 

サマーゼミでは約100講座を、ス

プリングゼミでは約 25 講座を実

施した。しかし、学校アンケート

におけるゼミの充実度を見てみ

ると、新テスト導入となる高校1

年の数値が他学年に比べると低

い。この結果を受けて、新テスト

対策も含め、より学習効果が高め

られるような新たなガイドライ

ンを教務部を中心に作成中であ

る。 

イ  現在、高2の12月と高3通年（週

1回）で実施している外部講師に

よる特別ゼミを有効利用し、必要

に応じて拡大していく。 

 高校2年生（12月）では延べ83

人の参加が、高校3年生の通年の

ゼミでは15人の参加があった。 

ウ  下校延長による自習室利用を充

実させる。 

 高校3年生の自習室活用について

は、延べ1,350人の活用があった。

新たに1号館地下に自習室を2室

設け、放課後の自習場所として活

用した。 

エ  0 時限目・7 時限目のゼミを充実

させる。 

 0時限目については英語・国語を

中心に補習や追試を実施した。7

時限目の実施はなかった。 

オ  模試結果をもとにした受験指導

研究会を実施し、教員間で指導内

容の共有を図る。 

 模試結果などをもとに、主として

教務部・進路部が連携して高校3

年の受験指導にあたった。 
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2018年度時点 10％ 

2018年度時点 20％ 

【評価指標②】総合進学コースにおける共立女子大学・短期大学への現役進学率を60％に、外部大学への現役進学率を

40％にすることを目標にする。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 共立女子大学への進学率を一定

程度維持しながら、より外部評価

の高い他大学への進学率を高め

ていく。 

外部大学志望者に対しては、進路

の評価指標①の活動概要の通り、

サマーゼミ・スプリングゼミ、特

別ゼミ、0限7限ゼミ、下校延長

自習室利用などの機能を充実さ

せ、志望に近づけられるよう努め

る。 

共立女子大学・短期大学への現役

進学率、外部大学への現役進学率

について、2017 年度はそれぞれ

64.3%、33.0%、2018年度はそれぞ

れ46.5％、53.4％であった。 

サマーゼミでは約100講座を、ス

プリングゼミでは約 25 講座を設

けて実施をした。外部講師による

特別ゼミは、高校3年生を対象に

実施をし、約 20 人の生徒が参加

した。また、2018年11月下旬よ

り拡張した自習室は、現在までに

約400人が利用している。今後も、

生徒達それぞれの志望に合わせ

たゼミの効果的な設定を検討し

ていく。 

イ  共立女子大学志望者に対しては、

評価指標②の活動概要の通り、学

部別説明会（講演会）や学部・学

科別個別相談会などを通して、共

立女子大学への理解を深め、明確

な意志を持って進学してもらえ

るよう努める。 

 6月に共立女子大学・短期大学の

各学部・科個別相談会（高校3年

生対象）を、7月に共立学部別説

明会（高校2年生対象）を実施し

た。 

【評価指標③】共立女子大学・短期大学の教学面での魅力を伝え、志望者をサポートする。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 共立女子大学・短期大学の教学面

での魅力が生徒と保護者に充分

に伝わるよう、様々な機会を通じ

てサポートしていく 

高校2年次において、学部別説明

会（講演会）を開催し、保護者と

ともにその魅力を理解してもら

えるよう努める。 

共立女子大学個別説明会（6月）、

共立女子大学講演会（7月）を通

して系列大学の概要や魅力は伝

えた。 

共立女子大学個別説明会（2018年

6月）、共立女子大学講演会（2018

ン年7月）を通して概要や魅力を

伝えた。2020年度開設予定のビジ

ネス学部(仮称)に関する話を聞

いたり、アンケートに答えること

によって関心が増している。ま

た、多くの生徒が個々にオープン

キャンパスに参加している。 

イ  高校3年次において、学部・科別

個別相談会を開催し、大学・短大

への志望の意志をより明確なも

のへしていくよう努める。 

 高校3年を対象に、学部・科別個

別相談会を2018年6月に開催し、

共立女子大学・短期大学への志望

の意志をより明確なものとなる

よう促した。 

ウ  進路指導室の環境整備や進路指

導通信の発行などを通して、共立

女子大学・短期大学についての情

報発信の場を拡げていく。 

 1・4号館各階に進路指導部の掲示

板を設け、本校の進学状況やビジ

ネス学部（仮称）設置に関する情

報を発信した。 
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2018年度時点 20％ 

2018年度時点 10％ 

【評価指標④】2021年度入試からの新基準に沿った新入試制度対策を実施する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 2020 年度からの新基準に沿った

新入試制度に向けた準備を的確

かつ迅速に進める。 

2017 度より新たに導入した中学

総合学力調査（ベネッセ）を継続

して採択し、生徒の意識を高めて

いくとともに、教員間でも意識の

共有を図る。 

英語の授業改革および、高校1年

よりスタートした「探究の時間」

を軸に新制度に向けた準備を始

めた。 

2018 年 9 月の中学総合学力調査

に加え、高校1年生に対し共通テ

スト対策模試を3月に実施した。

今後も共通テスト初年度の学年

に対しては、できるだけ多くの情

報を提供し不安を解消していき

たい。 

イ より多くの機会を利用し、 新情

報の把握と提供・共有に努める。 

英語の外部検定試験の数値が必

要になってくることからも、英語

改革の活動概要に従い、英語4技

能のスキルを高め、新入試制度に

対応できるように努める。 

大学入学共通テストの研修には

河合塾、駿台予備校等主催のもの

に積極的に出席し、情報を収集し

た。 

英語の民間試験の導入に関して

不確定な状況のもと、新しい情報

をいち早く共有・発信できるよう

努めた。 

ウ 英語については外部検定試験に

対応できる力をつけるべく、4技

能統合型の授業展開を軸に、英語

力を高めていく。 

内外の研修・セミナーに積極的に

参加し、 新の情報をいち早く把

握するとともに、教員・生徒・保

護者へ情報の提供・共有に努め

る。 

英語の民間試験の導入に関して

不確定な部分が多く、しっかりと

した道筋を示すことができてい

ないのが現状である。 

高大接続改革に関する研修には

私中高協、河合塾、駿台予備校な

どの主催のものに積極的に参加

し、そこで得た情報を進路ガイダ

ンスや進路通信を通じて発信し

た。 

エ  これまで同様基礎学力を定着す

べく指導にあたる。 

 「共立手帳」を通じて、家庭学習

の時間の確保と定着を定期的に

チェックした。 

【評価指標⑤】学校評価に関わる生徒アンケートによる「大学進学に向けての相談・指導体制が整っている」の設問に

ついて、「そう思う」以上を90％以上にすることを目指す。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 学校評価に関わる生徒アンケー

トによる「大学進学に向けての相

談・指導体制が整っている」の設

問について、「そう思う」以上を

90％以上にする。 

学年集会などにおける進路説明

会を充実させ、各学年の段階に応

じた情報を的確に発信し、早い時

期から大学進学に対する意識を

持ち、進級に従って高めていくよ

う努める。 

2017 年度は 77.4%、2018 年度は

72.4％で5.0％下がった。 

高校1年段階での進路適性検査を

見直し、年2回の実施とした。ま

た、高校2年の夏休み前に予備校

講師による講演会を開催し、受験

から逆算して今すべきことを各

自が考える時間を設けた。長期休

暇中にはオープンキャンパスへ

の参加を促した。 

イ  進路指導通信により、コンスタン

トな情報発信を心掛け、その時々

で必要とされる意識を学校・学年

と共有できるよう努める。 

 各学期毎に進路指導通信を中学

版・高校版に分けて発行し進路意

識の高揚と進路情報の公開を行

った。 

ウ  進路状況冊子により、卒業生の詳

細な進路状況を情報提供する。現

状用いている項目以外にも内外

の要望などをできる限り取り入

れ、より利用しやすいものにして

いく。 

 進路状況冊子を通じて、 新のデ

ータ提供を行うとともに、受験体

験報告を卒業生に依頼し、掲載し

た。 
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2018年度時点 20％ 

【評価指標⑥】学校評価に関わる保護者アンケートによる「大学進学に向けての相談・指導体制が整っている」の設問

について、「そう思う」以上を90％以上にすることを目指す。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 学校評価に関わる保護者アンケ

ートによる「大学進学に向けての

相談・指導体制が整っている」の

設問について、「そう思う」以上を

90％以上にする。 

保護者会における進路説明会を

充実させ、各学年の段階に応じた

情報を的確に発信し、どの学年に

おいても進路指導に対して安心

感を持ってもらえるよう努める。 

2017 年度は 86.6%、2018 年度は

87.2％で0.6％上がった。 

系列大学の魅力を伝えると同時

に、一般入試に臨むことによる一

人一人の精神的成長を訴えた。 

イ  進路指導通信により、コンスタン

トな情報発信を心掛け、その時々

で必要とされる意識を学校・学年

と共有できるよう努める。 

 大手予備校による研修会や予備

校講師による進路ガイダンスの

講演録等を通信やLHRを通じて発

信し、情報共有した。 

ウ  進路状況冊子により、卒業生の詳

細な進路状況を情報提供する。現

状用いている項目以外にも保護

者からの要望などをできる限り

取り入れ、より利用しやすいもの

にしていく。 

 昨年と同じ内容に加え、一般入試

合格者の模試のデータ（中学段階

から）を掲載し、どの時期に頭角

を現してきたかを保護者にも分

かるよう可視化した。 
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2018年度時点 20％ 

2018年度時点 20％ 

2018年度時点 20％ 

Ⅲ－５．管理運営 
   目標 

     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。 

   

主となる委員会・会議 主となる事務局 

中高・二中高・幼稚園将来構想専門委員会 八王子事務室 

【評価指標①】学園の経営課題や共立女子第二中学校高等学校の課題について教職員一人ひとりが迅速かつ正確に共有

し、魅力ある学校づくりに教職員一体となって取組む。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 現在の教科会をさらに拡大させ

る機会を設け、共立女子第二中学

校高等学校における諸課題を念

頭に置きつつ、教科間の連携を有

機的に深めていくために、学年ご

との教科連絡会や非常勤講師を

含めた拡大職員会議の実施を推

進していく。 

これまで年度初めに実施してき

た拡大職員会議（非常勤講師を含

めた全体会）を 年度の中間（二学

期）にも行い、現状の問題点につ

いて共有するとともに、より良い

改善を図るための意見交換を行

う機会を設ける。 

年間 3 回実施の成績会議に合わ

せ、学年・教科間の連携を学年会

を通じて実践した。 

拡大職員会議の実施は、4 月の 1

回のみであったが、公開授業を年

2回実施し、相互の授業を見学し

評価し合う機会を設けた。次年度

は8月末に2回目の拡大職員会議

を行い、さらに情報共有・研鑽に

努めたい。 

イ  中学各学年においては、各学期ご

とを目標に、教科担当者の連絡会

議を開催し、よりきめ細かな指導

が可能となるよう情報共有を行

う。 

 個人面談・保護者面談・成績会議

などの機会に合わせ、学年会にお

いて担当者間の情報共有を行っ

た。 

【評価指標②】入学者数に則したカリキュラム改革を実施し、人件費の抑制に努める。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 2018年度より、高校新入生を皮切

りに年次進行で、新カリキュラム

を実施する。 

内進生の先取り教育に関しては、

中学の英・数・国の3教科に絞る。 

高校1年生（在籍150人）より、

クラス数を5クラスとし、新カリ

キュラムを実施した。 

先取り教育を英・数・国の3教科

に絞りつつ、特にS（標準クラス）

においては、中学過程の復習に力

点を置き、基礎学力定着を促し

た。 

イ 今後のクラス編成については、高

校1年次は内進生・高入生を別ク

ラス（内進生1クラス25人～30

人、高入生1クラス上限40人未

満）とするが、2年次より合流す

る形でクラス編成を行い、2020年

度の完成年度を目指す。 

理科・社会については、実験・演

習等を通じて、中学での学習内容

を深化させて高校での学習に臨

ませる。 

現高校1年生において、進路希望

調査に基き、2年次より内進生・

高入生を合流する形でクラス編

成（5クラス）を行った。 

理科・社会については、実験・演

習などを通じて高校課程の内容

まで深化させ、理解を深めた。 

ウ  高入生に関しては、授業内容およ

び長期休暇中の補講などによっ

て、内進生と合流する高校2年次

までに進度の調整を図る。 

 授業内容の調整に加え、サマーゼ

ミ・スプリングゼミを通じて内容

の補充を行った。 

【評価指標③】併設校間の教員の人事交流を促進する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 状況に応じた全学的な視野に立

った人事交流を行う。 

共立女子中学高等学校および共

立女子第二中学校高等学校の在

籍状況を踏まえ、共立女子中学高

等学校との間で人事交流を行っ

た。 

入学者の状況を見極めつつ、両校

校長が学園と連携を取りながら、

教科ごとの状況を踏まえて、検討

を進める。 

共立女子第二中学校高等学校よ

り共立女子中学高等学校への公

民の教員1人の異動を決定した。 
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2018年度時点 100％ 

2018年度時点 100％ 

2018年度時点 80％ 

Ⅳ．共立大日坂幼稚園 

 

Ⅳ－１．園児確保 
   目標 

     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。 

   

主となる委員会・会議 主となる事務局 

入園考査関連委員会 ― 

【評価指標①】共立大日坂幼稚園について、入学定員を確保する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 園児数の定員を確保する。 園児募集のための効果的な広報

（幼稚園案内パンフレットリニ

ューアル、定期的なホームページ

トピックス更新）を行う。 

園児数の定員を確保した。 幼稚園案内パンフレットをリニ

ューアルし、ホームページトピッ

クスの更新を56回行った。 

イ  地域の未就園児を取り込んだ活

動（園庭開放年 11 回、絵本の読

み聞かせ年6回、体験入園2回）

を実施する。 

 園庭開放は 8 回実施し(雨天中止

3回)、延べ参加組数は160組、絵

本の読み聞かせは6回実施し、延

べ参加組数は 99 組、体験入園は

2回実施し、参加組数は117組で

あった。 

ウ  卒園生やその保護者も取り込ん

だ募集活動（説明会や保育見学

会）を実施する。 

 卒園生保護者9人が案内係を務め

た説明見学会を5回、保育見学会

を3回実施し延べ参加組数は137

組であった。 

【評価指標②】定員に満たない年次は、積極的に転編入を受け入れることを目標にする。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 園児数が定員に満たない場合は

定員に限りなく近い人数まで受

け入れていく。 

情報をホームページで明らかに

する他、文京区の園児募集状況

（文京区私立幼稚園連合会のペ

ージ）を活用し、募集しているこ

とを明らかにしていく。 

転園者が2人いたため、新たに2

人の転入者を受け入れた。 

募集を行った結果、編入希望者8

組に資料を送付した。 

【評価指標③】教育理念に共感する志願者を獲得するために効果的な広報計画を実施する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア ホームページ、案内パンフレット

を用いた効果的な広報、特に夏か

ら秋にかけての広報を充実させ

る。 

リニューアルした幼稚園案内パ

ンフレットで広報する。 

2018 年 9 月に案内パンフレット

をリニューアルした。 

リニューアルした幼稚園案内パ

ンフレットを説明会で配布した。 

イ 未就園児用の活動の認知度を高

め、志願者に結び付ける。 

ホームページのトピックスを年

50回あげる。 

入園志願者の92%が未就園児活動

に参加していた。 

ホームページのトピックスを 56

回あげた。 

ウ ホームページのページビュー数、

ページ別訪問数、平均ページ滞在

時間を2017年度より増加させる。 

未就園児活動のチラシ配布等で

情報発信する。 

ホームページビュー数は、ページ

別訪問数、平均ページ滞在時間は

2017年度と横ばいであった。 

園庭開放、絵本の読み聞かせ、体

験入園についてチラシを適宜配

布した。 

エ  地域の未就園児のための園庭開

放や絵本の読み聞かせを通し園

児の姿や園の様子について、可視

化で効果的に伝える。 

 園児の活動 38 項目について、写

真と共に活動紹介文を園内ボー

ドに掲示した。 

 

オ  ホームページの閲覧数を元に検

証を行い、わかりやすい内容にな

るよう情報を整理し、改善点を探

る。 

 ホームページの閲覧数について

2017年度と比較・分析し、ホーム

ページリニューアルのための改

善点を示した。 
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2018年度時点 90％ 

2018年度時点 80％ 

2018年度時点 80％ 

Ⅳ－２．教育の質 
   目標 

     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。 

  

主となる委員会・会議 主となる事務局 

幼稚園教員会 ― 

【評価指標①】新幼稚園教育要領を踏まえ、「遊び」を通しての指導や就学前教育を取り入れた教育を徹底する。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 教育力を上げ、保護者からの支持

を獲得する。 

2017 年度から実施している新教

育要領についての学びを継続す

る。 

保護者懇談会の中で教育内容・方

法の特徴について取り上げ、高い

支持を得た。 

新教育要領に示す「幼児期に育て

たい 10 の姿」についての園内研

修を実施した。 

イ 学校評価アンケートを実施し、

「教育方針や目標がしっかりし

ている」については、「そう思う」

以上を90%以上、「教育方針にそっ

て保育実践がなされている」につ

いては、「そう思う」以上を90%以

上に維持していく。 

カリキュラムに沿った日々の保

育についての意見交換、日常的な

保育内容研究を継続する。 

学校評価アンケート、「教育方針

や目標がしっかりしている」につ

いて、「そう思う」以上が100%、

「教育方針にそって保育実践が

なされている」については、「そう

思う」以上が98%であった。 

保育について学年意見交換会を

42回実施した。 

【評価指標②】園児の活動・行事・生活それぞれについて幼稚園教育要領の中の「幼稚園教育の基本」が推進されてい

るのかを検証する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 学校評価のアンケート、「教師は、

遊びを大切にし、発展させ、豊か

な学びを促している」について

は、「そう思う」以上を93%以上に

する。 

計画的に教員会を実施し、行事や

活動について検証を重ねる。 

学校評価のアンケート、「教師は、

遊びを大切にし、発展させ、豊か

な学びを促している」について、

「そう思う」以上が96%であった。 

教員会を 33 回実施し、学期ごと

の反省会においても行事と活動

について取り上げ検証した。 

イ  各学年の保育参観を実施し、感想

を集約する。 

 保育参観アンケートの提出率は

100%であり、感想を集約した。 

ウ  アンケートの検証結果をホーム

ページ上で公表する。 

 学校評価保護者アンケート結果

を保護者会で示した。2019年5月

にはホームページ上で公表する

予定である。 

エ  園内公開保育を実施し、教員間で

意見交換し保育内容検証に努め

る。 

 園内公開保育は、教員配置が難し

く、実施できなかったため、教員

間での事例発表会を実施した。 

【評価指標③】教育活動との関係性を配慮しつつ、社会の動向、文京区の要請等を把握し、地域・社会との連携策を実

施する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 園庭開放、絵本の読み聞かせの

内容充実を図り、各活動の参加

者数を増加させる。 

「文京区子育てフェスティバ

ル」に参加する。 

園庭開放は、延べ参加組数は160

組、絵本の読み聞かせは、延べ

参加組数は99組、体験入園は、

参加組数は117組であった。 

2018年9月2日の「子どもフェ

スティバル」に参加し、園情報

を展示し説明した。 

イ  園庭開放を年11回、絵本の読み

聞かせを年6回実施し、内容に

ついて検証する。 

 2017年度の活動を基に2018年4

月に立案し直し、2019年3月に

は内容研究に繋げた。 

ウ  地域の施設と活動予定を共有し

情報提供する。 

 地域の文京福祉センター内子育

て広場と活動予定を8回共有

し、情報提供した。 
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2018年度時点 80％ 

2018年度時点 90％ 

2018年度時点 80％ 

Ⅳ－３．教育力 
   目標 

     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。 

  

主となる委員会・会議 主となる事務局 

園内研修検討委員会 ― 

【評価指標①】様々な領域を踏まえた計画的な園内研修システムや教員相互が評価し合う研究保育や学外での教員研修

の充実を図る。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 計画的に園内研修を年5回実施す

る。 

年間テーマに沿った園内研修を

年5回実施する。 

園内研修を4回計画し実施した。

5回の実施は未達であった。 

園内研修をテーマは定めず、都度

課題を洗い出し、その課題に応じ

たに4回実施した。 

イ 研究保育を実施し教員間の教育

力を共有する。 

研究保育を年１回実施する。 事例発表研究会を1回実施した。 事例発表研究会を12月に実施し、

共立女子大学児童学科教員も参

加し、教育力向上に繋げた。 

ウ  様々な分野の外部研修会に参加

する。 

 外部の研修会には述べ 14 回の研

修会に参加した。 

 

Ⅳ－４．保護者との連携・協力 
   目標 

     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。 

  

主となる委員会・会議 主となる事務局 

幼稚園教員会 ― 

【評価指標①】保護者懇談会や保護者アンケートを実施し、改善点や検討課題を保護者会で共有することを通じて、保

護者からの高い支持の獲得を目指す。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 学校評価の中で保護者アンケー

トの提出率を88%以上にする。 

園長懇談会を年1回実施し、意見

集約に努め改善点を検討する。 

学校評価保護者アンケートの提

出率は87%であった。 

園長懇談会を6月28日に実施し、

改善点について確認した。 

イ 満足度調査を実施し、「おおむね

満足している」以上を85％以上に

することを目指す。 

各学年保護者会を実施し、意見集

約に努め改善点を検討する。 

園で行う教育全般について満足

度調査を実施し、「おおむね満足

している」以上は98%であった。 

保護者会を各学年で実施し、出さ

れた意見について職員会で、改善

点について話し合った。 

ウ  学校評価の中で保護者アンケー

トを実施し、保護者からの意見を

集約し改善点を検討する。 

 学校評価保護者アンケートを実

施し、自由記述欄で挙げられた意

見について改善点を話し合った。 

エ  園で行う教育全般について満足

度調査を実施する。 

 学校評価保護者アンケートを実

施し、「幼稚園の生活に満足して

いる」について「そう思う」以上

が98%であった。 

【評価指標②】個人面談やグループ面談などの場を設け、子育て支援に努める。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 個人面談を年 3 回、新入園児に

ついては年4回実施する。 

グループ面談を必要に応じ実施

し、子育てに関する情報を共有す

る。 

計画的に個人面談を実施した他、

期間中以外の要望についてその

都度受け入れた。 

グループ面談の要望はなかった

が、学年親睦懇談会を年間延べ12

回実施した。 

イ  個人面談を実施し、各保護者の考

え方を享受しながら子育て支援に

繋げる。 

 

 個人面談は、年に各学年4回ずつ

実施した。 

ウ  各学年で個人面談の時期をずらし

て実施し、託児の負担も改善する。 

 各学年の人数や実情に合わせて、

開始時期をずらして実施した。 
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2018年度時点 80％ 

Ⅳ－５．管理運営 
   目標 

     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。 

  

主となる委員会・会議 主となる事務局 

中高・二中高・幼稚園将来構想専門委員会 ― 

【評価指標①】学園の経営課題や共立大日坂幼稚園の課題について教職員一人ひとりが迅速かつ正確に共有し、魅力あ

る幼稚園づくりに教職員一体となって取組む。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 全専任教員が情報共有できる環

境を整える。 

各委員会に出席し課題を共有し

ながら検討し、学園と連携しなが

ら改善を図る。 

専任教員が情報共有できる環境

が整えられた。 

併設校の委員会、情報交換会に出

席し、改善点について学園と連携

した。 

イ  必要があれば年1回～2回の意見

交換会を実施する。 

 併設校の情報交換会（2018 年 10

月 12 日）に出席し、課題につい

て検討した。 

ウ  国の政策で挙げられている幼児

教育無償化の方向性が定まれば、

幼稚園の保育料についても検討

する。 

 東京都私立幼稚園連合会の無償

化についての説明会に出席した。 
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2018年度時点 50％ 

Ⅴ．共立女子学園 

 

Ⅴ－１．財政 
   目標 

     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。 

    

主となる委員会・会議 主となる事務局 

財政運営会議 財務課 

【評価指標①】マスタープラン達成に必要な資源を確保し、財政的な支援を行う。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア サポーターズ募金12の個人からの

寄付金額を増やす。具体的には

1,000万円を目標とする。 

2018 年度のサポーターズ募金受

入状況は、197件、35,533,000円、

そのうち個人からの寄付は、189

件、7,183,000円であった。 

2018年度は、197件の寄付があり、

35,533,000円の寄付金があった。

そのうち個人からの寄付は、189

件であり、寄付金は7,183,000円

であった。 

大学・短期大学および高等学校の

同窓会誌に募金趣意書を同封、ま

た学園報において解り易い寄付

説明を広報するなど、告知強化に

つとめた結果、2017年度より個人

寄付者、特に卒業生からの寄付が

増加した。 

イ 次期募金制度の立案に向けた制

度案を検討する。 

他大学の募金制度の情報収集を

行う。また、大学に限らず手本と

なる募金活動を学び、今後の募金

活動に活かす。 

寄付金増収の募金広報について

検討したが、次期募金制度の立案

には至らなかった。 

他大学の募金制度、返礼制度につ

いての情報収集を行った。 

  

                                                  
12 サポーターズ募金：共立女子学園の教育研究活動の推進のためにご寄付をいただいた方に、「サポーター」として応援いただく募金制度 
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2018年度時点 50％ 

2018年度時点 20％ 

2018年度時点 20％ 

【評価指標②】適切に収入を確保し、必要な支出について検証し、収支均衡を目指した予算を策定する。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 今後の学納金収入予測を把握す

る。 

入学定員厳格化を反映した学納

金収入予測を把握したうえで、

2019 年度収支均衡予算を策定し

た。 

学納金収入予測を作成し、財政運

営会議で共有する。 

2019年度予算編成方針において、

2023 年度までの学納金収入予測

を示し、学園財政状況について共

有した。 

イ 補助金は、私立大学等改革総合支

援事業の採択を目指す。また、入

学定員の管理を厳格に行い安定

的な収入を確保する。あわせて、

外部資金獲得のための他大学の

取組も情報収集する。 

私立大学等改革総合支援事業は、

大学はタイプ①とタイプ⑤、短期

大学はタイプ⑤が採択された。入

学定員厳格化を反映した学納金

収入は、予算のとおり確保でき

た。外部専門者と寄付事業動向に

ついて意見交換を行った。 

補助金では、特に改革総合支援事

業タイプ⑤の採択を目指す。 

補助金のうち改革総合支援事業

では、大学は、タイプ①とタイプ

⑤、短期大学はタイプ⑤が採択さ

れた。 

ウ 寄付金は、評価指標①の到達目標

を達成する。 

個人からの寄付の件数は、前年度

の20件から189件と増加したが、

寄付金額は目標額 1,000 万円の

71.8%にとどまった。 

寄付金は、評価指標①の通り活動

することと、これに加えて、クラ

ウドファンディングの私立学校

への応用可能性を調査する。 

計画通りの広報活動で、特に卒業

生からの寄付が増加するなど成

果があった。クラウドファンディ

ングの応用可能性について、外部

専門者の意見や事例を聴収した。 

エ 資産運用収入の具体的な年度方

針を定め、安全かつ安定的な運用

収入を目指す。 

他大学の情報を収集し、資金運用

規程の見直しを行った。 

資産運用規程を見直す。新しい規

程に基づき、方針を設定し活動す

る。 

監事確認のもと、資金運用規程の

見直しを行った。資金運用に至る

プロセスを明確にするため、資金

運用委員会を設置する。 

オ 支出抑制では、人件費を 1 億

4,000万円削減する。施設関連経

費は、今後5年間の施設更新計画

を立案、実行する。 

2018年度の人件費抑制は、退職者

が予定より大幅に増えたことか

ら、前年度より削減額は約7,000

万円となり、削減目標額の50%の

達成率にとどまった。2019 年度

は、目標を達成できる予算を策定

した。施設設備では5年更新計画

を立案した。 

人件費抑制目標額の達成に向け

手段を検討し実行に移す。教職員

にも協力を求めるため十分な説

明をする。施設関連経費は、今後

5年間の工事計画の平準化を検討

する。 

人件費抑制のため、事務職員給与

制度導入に向けて、人事評価制度

に着手した。施設関連経費は、今

後5年間の投入資金を平準化した

予算計画を策定し、2019年度予算

は計画通りとした。 

カ 遊休資産の有効活用の可能性を

検討する。 

コンサルタント会社に調査・デー

タ作成を依頼し、情報を収集し

た。 

具体的には、研修センター杉並

寮、杉並苑の有効活用による収入

拡大の可能性を模索する。 

教育活動での活用推進を含め、多

様な可能性を模索した。 

【評価指標③】学園の永続維持を果たすために、基本金組入前当年度収支差額を収入超過にする。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 毎年度の決算において、基本金組

入前当年度収支差額を収入超過

にする。 

評価指標②を確実に履行し、到達

目標を達成する。 

当初予算より全体として改善傾

向であったが、2018年度は資産売

却による処分差額があったため、

支出超過となった。 

収支均衡予算を確実に履行する

とともに、支出の抑制管理を行っ

たが、特別支出としての資産処分

が臨時的に発生したため、達成に

は至らなかった。 

【評価指標④】共立女子第二中学校高等学校の財政状況を踏まえて、収支改善方策を検討する。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 第二中学校高等学校の財政状況

と学園財政全体への影響を共有

化する。 

財政運営会議などで、第二中学校

高等学校の財政状況を共有化す

る。 

理事長のもと学内理事をメンバ

ーとして共立女子第二中学校高

等学校の将来についての会議を

月1回開催。共立女子第二中学校

高等学校においても定期的に将

来検討委員会を開催し、具体的な

取組みなどの提案があった。 

2017 年度決算結果による部門別

原価計算および 2019 年度予算編

成方針において、共立女子第二中

学校高等学校の財政状況を共有

した。 

イ 第二中学校高等学校の今後のあ

り方について、学園としての方針

を検討する。 

上記を踏まえた今後の取るべき

選択肢を作成し、学園将来基本構

想委員会等での議論を経て方針

を決定する。 

月1回、理事長のもと学内理事メ

ンバーにおいて、共立女子第二中

学校高等学校の将来について検

討した。 

月1回、理事長のもと学内理事メ

ンバーにおいて、共立女子第二中

学校高等学校の将来について検

討した。 
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2018年度時点 20％ 

2018年度時点 50％ 

Ⅴ－２．人事 
   目標 

     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。 

  

主となる委員会・会議 主となる事務局 

学園将来基本構想委員会 人事課 

【評価指標①】教職員が意欲と能力を十分発揮できるよう、財政状況を踏まえた新しい人事・給与制度を導入する。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 業務分析（見える化・可視化）、評

価体系の骨子作成、等級体系の骨

子作成について検討を行い、職

位・職務に応じた新たな人事・給

与処遇制度の策定を目指す。 

業務分析は ACPA 実務能力基準表

をもとに各課の業務分析を行な

う。 

全職員を対象に組織診断を実施

し、人事制度に関する課題を明ら

かにするとともに、改善方策に関

する対話（共に立つ会議）を行い、

職員の意見を踏まえた評価制度

の検討を行った。 

学校法人共立女子学園事務局事

務規程および ACPA 実務能力基準

表をもとに、業務遂行力を評価す

る「補助表」を作成した。 

イ 目標とする成果物は、各課・室の

業務一覧、業績評価基準、目標管

理制度、人事評価制度、評価マニ

ュアル、職能等級基準、職能等級

制度、職位基準、職位等給制度、

職能給制度、昇格管理制度、昇給

管理制度、昇進制度などである。 

評価体系の検討は他大学等の先

行事例を参考に評価体系を検討

する。 

求める職員像と評価制度の骨子

（行動評価と職務評価）を定め、

2019 年度の試行実施に向けて一

次評価者を対象に試行評価を実

施した。 

評価制度を導入している他学へ

のヒアリング調査や、産業界の

新評価トレンドの把握のため各

種セミナーへ参加し情報収集を

行った。 

 

ウ  等級体系の検討は他大学などの

先行事例を参考に等級体系を検

討する。 

 現状の資格・職位・等級をもとに、

新しい等級と評価フレーム案の

検討を行った。 

エ  活動遂行のため適宜、弁護士、社

労士、人事コンサルティングなど

の外部人材の助言、支援を活用す

る。 

 評価制度構築のため、コンサルテ

ィング会社と契約し検討を進め

ている。 

オ  検討は事務局から検討を進め、そ

の取組ノウハウを 大限活用し、

教員組織の業務・人事改革へと波

及させる。 

 事務局の検討が進行中であり、教

員組織の業務・人事改革は未着

手。 

【評価指標②】多様な雇用・就労形態による人材活用、高い専門性を持つ専任職員の採用、働き方改革等、新たな職員

の採用を含んだ職員採用計画を策定し、実施する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 求める職員像を明確化する。 他大学等の先行事例調査を踏ま

え以下の活動を推進する。 

求める職員像を明示して職員採

用活動を行った。 

他大学等の先行事例調査を実施

した。 

イ 新職員採用計画を策定する。 求める職員像の明確化について

は、職員に対して何を期待し、求

める知識・能力を明確にし、目指

すべき到達目標を具体的に示し

ていく。 

2019 年度入職職員の採用計画を

策定し活動を行った。新卒者（含：

第二新卒）4 人、嘱託事務職員 5

人の採用に至った。 

募集活動を行うにあたり、「本学

を目指す皆さんへ」のメッセージ

に求める力を明示した。 

ウ 採用チャネルの多様化を検討す

る。 

新職員採用計画の策定について

は、求める職員像を踏まえ採用計

画・人員などの中長期的な観点か

ら計画を検討する。 

新たにダイレクトリクルーティ

ングの導入、既卒求人サイトの活

用を行い、応募者母集団の形成に

（前年比209人増）に結び付いた。 

職員の年齢構成および退職状況

などから 2019 年度入職職員の採

用計画を策定した。 

エ 目標とする成果物は、職員像、職

位別に求められる知識・能力、各

職場における業務上求められる

知識・能力、コンピテンシーモデ

ルである。 

採用チャネルの多様化について

は、新卒一括採用主体の採用方法

のほか経験者採用や任期付採用

を検討する。 

評価制度検討において、職員像

（人材ビジョン）と職位別の能力

評価・意欲態度評価を検討した。

さらに「本学を目指す皆さんへ」

に求める人物像を明記し採用活

動を行った。各職場における業務

上求められる知識・能力は評価制

度「補助表」にまとめた。 

春に新卒採用を、秋に新卒と既卒

採用を行った。その他に嘱託職員

採用を実施した。 
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2018年度時点 90％ 

2018年度時点 20％ 

【評価指標③】資質向上と組織力強化のため、全専任教職員を対象としたFD・SD研修会等を実施し、全専任教職員の参

加を目指す。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 求める職員像を踏まえ、職員とし

て求められる知識・技能を設定す

る。 

学園の構成員として必須となる

基礎的知識と、教育・学生支援・

研究支援および経営支援の三分

野においてそれぞれ求められる

知識・技能を項目別に設定する。 

評価制度において検討済である。 評価制度において、各職位に求め

られる知識・技能・能力を検討し、

体系付けた。 

イ 階層別・業務別の体系的な研修制

度を検討する。 

現状の取組を踏まえ、階層別・業

務別に必要とされる研修制度の

検討を行なう。 

共立女子学園職員研修に関する

規程に基づき、研修を検討し、学

内外において約 15 種類の研修の

機会を創出し、延べ220人以上の

参加があった。 

私立大学連盟等外部研修に職員

を派遣するとともに、管理職を中

心としたコミュニケーション研

修を実施した。また、評価制度導

入のため、2019年度に評価者研修

の実施に向けた準備を行った。 

ウ 全教職員を対象とした FD・SD 研

修会を実施する。 

FD 委員会との連携による FD・SD

研修会実施と広報を適切に行う。 

全教職員を対象に、ハラスメント

研修（オンライン）を実施した。 

専任教職員を対象に実施したオ

ンライン研修や FD 研修会への職

員参加などの連携を行った。 

エ 目標とする成果物は、研修体系

表、研修ガイドブック、研修報告

書である。 

 研修体系表、研修報告書は作成済

みである。今後評価制度における

各階職位別に求められる能力な

どと関連付け研修ガイドとする

予定である。 

 

【評価指標④】事務局の業務を業務委託の活用も含めて見直し・整理し、事務局組織の 適化を図る。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 学外連携型の授業やICTを活用し

た授業などの新たな教育ニーズ

に対応するとともに、FD活動の支

援を行う部署の設置に向けて専

従の担当を配置する。 

2018 年 4 月より図書課のもとに

ある学修支援プロジェクトのも

とに専任職員を配置し、各課・室

に分散している教育学修支援機

能を統合して一元化を検討する。 

2020 年度に事務組織を改編する

ことを目標とし検討を開始した。 

全学教育推進センターの設置を

見据え、図書課を中心に検討に着

手する体制整備のため、必要な人

員を配置した。 

イ アドミッション・ポリシーに則し

た入試制度を実行するため、業務

内容の整理や組織・人員配置など

を検討する。 

既存の事務組織（特に法人系部

門）について業務の洗い出しを行

い、電子化や業務委託を活用した

効率化について検討する。 

2020 年度の事務組織改編と合わ

せて検討することとした。 

各部署の業務の見直しを学校法

人共立女子学園事務局事務規程、

ACPA 実務能力基準表などをもと

に行った。また、各課・室におい

て業務負荷や重要度を踏まえて、

専任・非専任、業務委託などの役

割分担を整理したうえで職務の

合理化を順次進めている。 

ウ 業務の効率化を図るとともに組

織のスリム化の検討を行う。 

 2020 年度の事務組織改編と合わ

せて検討することとした。 

 

エ 目標とする成果物は、教育学修支

援担当とスキル基準表である。 

 スキル基準表は評価制度におい

て検討を行い、業務「補助表」を

作成した。 
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2018年度時点 20％ 

2018年度時点 20％ 

2018年度時点 20％ 

【評価指標⑤】共立女子大学・短期大学の教育課程等を踏まえ、新しい基本教員数を定める。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 大学・短期大学の教育課程等を踏

まえ、新しい基本教員数を検討す

る。 

学部・科別の教員組織の状況（研

究分野、年齢構成、退職予定年度

等）の確認を行なうとともに、他

大学の同系統の学部・学科等の教

育組織について分析を行なう。 

新しい基本教員数検討のための

データを作成し、検討を開始し

た。 

他女子大学の状況と本学の現状

を比較検討を行った。 

イ  教育課程の再編成等大学・短期大

学の将来構想に関する検討状況

を踏まえ、新しい基本教員数のあ

り方について検討を進める。 

 教育課程の再編成等の状況、退職

状況、年齢構成等の資料を作成し

た。 

【評価指標⑥】共立女子大学・短期大学の学部・科の特性や助手の業務実態を踏まえて、助手の適正人数を定める。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 学部・科の特性、業務実態を踏ま

えて助手の適正人数を検討し、見

直しを行う。 

助手業務の実態把握と適性人数

の検証を行う。 

 

学部の特性、業務実態を踏まえ、

2019 年度の助手数の検討を行っ

た。 

他女子大学の状況と本学の現状

を比較・検証した。 

【評価指標⑦】共立女子第二中学校高等学校の生徒数の減少を踏まえ、カリキュラム編成の見直しに則した教員数にし、

共立女子中学高等学校との人事交流を促進する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 共立女子第二中学校高等学校の

生徒数の減少を踏まえ、カリキュ

ラム編成の見直しに則した教員

数の検討・見直しを校長と共に毎

年度行う。 

共立女子第二中学校高等学校の

生徒数の減少を踏まえ、校長と共

にカリキュラム編成の見直しに

則した教員数の検討をする。 

共立女子第二中学校高等学校の

生徒数の減少を踏まえ、カリキュ

ラム編成の見直しに則した教員

数の検討・見直しを校長と共に行

った。 

共立女子第二中学校高等学校の

生徒数の減少を踏まえ、校長と共

にカリキュラム編成の見直しに

則した教員数の現状把握を行っ

た。 

イ 共立女子中学高等学校の退職補

充は、原則共立女子第二中学校高

等学校からの人事交流で行う。 

 2019年度、共立女子第二中学校高

等学校より専任教員1人（社会科）

を共立女子中学高等学校への配

置転換を行う 
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2018年度時点 20％ 

2018年度時点 50％ 

Ⅴ－３．施設設備 
   目標 

     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。 

  

主となる委員会・会議 主となる事務局 

学園キャンパス整備検討委員会 管財課、情報センター事務室 

【評価指標①】神田一ツ橋キャンパスの施設設備について、長期的視点に立ったグランドデザインを策定する。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 長期的視点に立ったグランドデ

ザインを策定するために、学内、

学外からの意見を聴収する。 

学内の各委員会、ワーキングチー

ムより中長期的な視点での教育

計画とそれに伴う施設の要望の

聴収を行う。 

理事長を委員長とした委員会を

設置し、当該委員会において支援

会社候補3社のプレゼンテーショ

ンを行い、委員が採点した評価表

にて判断をし、2019年度から行う

グランドデザイン策定の支援会

社を決定した。 

支援会社決定後にワーキングを

立ち上げるため、現時点では施設

の要望の聴収に至っていない。 

イ  他大学の事例を検証する。  東京家政大学狭山キャンパスに

おける整備工事完了後に現地見

学を行い、本学で進めるキャンパ

スグランドデザインの参考とし

た。 

ウ  耐用年数を迎える各建物の建て

替え時期や手法などについて検

討する。 

 支援会社決定後に各建物の建て

替え時期や手法などについて検

討するため、現時点ではその段階

に至っていない。 

【評価指標②】神田一ツ橋キャンパスの各号館について、中期的視点に立って毎年の設備更新計画（情報インフラ含む）

を策定し、適切に実施する。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 全キャンパスの施設設備および

情報機器更新を年間6億円を基準

に実施する。 

長期修繕計画においても一定の

判断基準のもと項目の振り分け

を行い、その結果に基づいて計画

を実施する。 

年間6億円（5年間の平均）をベ

ースとした修繕計画のうち、2018

年度分について計画通りに実施

した。 

予算策定段階で一定の振るい分

けを行っており、その予算計画に

基づいた工事を実施した。 

イ 新たな教育体制に対応しうる環

境の整備を推進する。 

各所のICT機器の更新、アクティ

ブ・ラーニングに対応した机、椅

子の更新を進める。 

中高のICTの充実を図り、また、

大短ではAV機器の更新、PCロッ

カーの増設、アクティブラーニン

グ対応の什器へと更新するなど、

教育環境の整備を推進した。 

中高ICT化に伴い無線LAN構築、

タブレット端末を整備した。本

館、3号館の7講義室のプロジェ

クターなどを更新した。本館、3号

館の7講義室の机イス什器を更新

した。 

ウ 安全性、教育環境の維持向上のた

めの整備計画を策定する。    

本館照明のLED化を実施する。 LED化の効果などもあり、昨年度

比1%削減を達成できた。 

本館の講義室について、稼働率の

高い部屋から優先的にLED化を実

施した。 

エ 本館各所の照明をLED化し、二酸

化炭素削減に努め、毎年1%削減す

る。 

文芸学部の個人研究室化Ⅲ期工

事を進める。 

長期修繕計画を策定した。 文芸学部個人研究室化Ⅲ期工事

を実施した。 

オ ビジネス学部（仮称）開設に伴い、

4号館の整備に着手する。    

ビジネス学部（仮称）開設に伴い、

4号館の耐震設計を行い、研究室

などのレイアウトを確定させ、工

事に着手する。 

ビジネス学部（仮称)の開設に伴

う4号館の整備に着手し、工程の

スケジュール通りに進めた。 

ビジネス学部（仮称)の開設に伴

う4号館の耐震補強設計を完了、

および研究室などのレイアウト

を決定し、工程のスケジュール通

りに進めた。 
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2018年度時点 20％ 

2018年度時点 20％ 

2018年度時点 20％ 

【評価指標③】八王子キャンパスについて、必要不可欠な施設設備を確認し、今後の施設設備利用計画を策定する。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 八王子キャンパスの施設設備の

活用状況を把握する。 

八王子キャンパス2号館の天井耐

震工事を実施する。 

施設利用書を基にヒアリングし

施設設備の活用実態の洗い出し

を行った。 

2018年10月に八王子2号館天井

耐震工事を竣工した。 

イ 長期的な修繕計画を策定し、必要

費用の算出を行う。 

八王子キャンパスの施設設備に

ついて、共立女子第二中学校高等

学校にとって必要不可欠な施設

設備、活用実態、余剰施設設備の

洗い出しを行う。 

八王子施設の使用状況から予防

修繕とする建物、事後修繕とする

建物にそれぞれを振り分け、長期

修繕計画のスリム化を図った。  

施設利用書を基に施設設備の活

用実態の洗い出しを行った。 

ウ  共立女子第二中学校高等学校へ

のヒアリング、施設の現地確認を

実施する。 

 八王子事務室にヒアリングし施

設設備の活用実態の洗い出しを

行った。 

エ  建物を残した場合の長期的な必

要経費を算出する。 

 八王子施設の使用状況から予防

修繕とする建物、事後修繕とする

建物にそれぞれを振り分け、長期

修繕計画を策定した。      

【評価指標④】八王子キャンパスの土地の売却処分を推進する。 

 事業計画 事業報告 

 到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア コンサルタント会社に自治体や

仲介業者への対応などを委託し、

売却を進める。 

活用状況などを把握し、売却対象

となる土地の洗い出しを行いそ

の可否を検証の上、売却を進め

る。 

6月に旧二中高側土地売却に伴う

コンサルタント会社と契約をし

た。八王子市東浅川町の職員用駐

車場の土地を売却した。  

コンサルタント会社から地価お

よび区域の相場資料を調査し、不

動産会社や信託会社から情報収

集したが、売却には至らなかっ

た。   

【評価指標⑤】各研修センターについて、今後の利用計画を策定する。特に、軽井沢・河口湖の研修センターについて

は、利用実態を把握し利用率の向上を図る。 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 軽井沢寮と河口湖寮の利用実態

を把握し、利用率を向上させる。

また、閑散期の閉寮について検討

する。 

利用者および在学生・生徒、教職

員に対し、軽井沢寮、河口湖寮、

杉並寮の利用および認識、要望に

ついて、アンケート調査を実施す

る。 

軽井沢寮と河口湖寮の申込デー

タ、経費を集計し利用実態を把握

した。閑散期の閉寮について他大

学の状況を確認し再検討するこ

ととなった。 

アンケート調査はせず、申込デー

より利用実態を分析し、利用料金

の値上げや開寮時期の変更を検

討した。新たな利用方法も踏まえ

て再度検討する方針となった。 

イ 杉並寮の利用実態を把握し、教育

活動での活用を推進する。 

アンケート結果の内容をもとに、

研修センターの存続や運用につ

いて検証し、利用計画を検討す

る。 

教育活動での活用を推進するた

めに、室内の環境を整備した。 

杉並寮の室内の不要什器などを

廃棄し、倉庫スペースを確保し

た。 

ウ 杉並苑の管理方針について決定

する。 

閑散期に閉寮する場合の管理方

法、経費などについて情報収集を

行う。 

2019 年度に解体する方向で進め

ることとなった。 

杉並苑の室内の不要什器などを

廃棄した。 

 

  



- 68 - 
 

2018年度時点 50％ 

2018年度時点 50％ 

Ⅴ－４．櫻友会・後援会・地域等との連携 
   目標 

     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。 

  

主となる委員会・会議 主となる事務局 

― 総務課 

【評価指標①】学園と櫻友会・後援会・地域等との連携方策の点検・評価を行い、組織・運営の充実を図る。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 後援会・櫻友会との連絡会を実施

する。 

事務連絡会を実施し、後援会・櫻

友会事務局との情報交換を密接

に行い在校生に対し迅速な支援

をする。 

月1回櫻友会と事務連絡会実施し

た。後援会は事務局不在のため未

実施であった。 

櫻友会とは月1回の事務連絡会に

より情報交換や学園に対する業

務取扱・改善を行った。後援会の

在校生への補助に対し申請ルー

トの見直しを図った。 

イ  櫻友会と連携、支部アンケートや

分析を行い活動の充実を図る。  

 支部アンケートは実施できなか

った。 

【評価指標②】櫻友会との連携により卒業生ニーズを把握し、卒業生の満足度を高める施策を実施する。 

 

 事業計画 事業報告 

到達目標 活動概要 到達目標の結果報告 活動概要の結果報告 

ア 卒業生のニーズを把握するため

の調査方法や項目を策定する。 

卒業生ニーズの効果的な調査を

するに当たり櫻友会や学内関係

部署と検討する。そのうえでまず

現在進行中の活動にアレンジ可

能かを検討していく。 

櫻友会のホームページへの意見

提供を提案した。ホームカンミン

グデイアンケートにて学園への

要望設問を設けた。 

共立女子大学・短期大学実施の授

業見学会への参加許可。卒業生の

来校許可制度を調整や学内施設

の利用促進、調整を行った。 

イ 2017 年度より始まったホームカ

ミングデイを継続して実施し、参

加者を 2017 年度より 10%以上増

加させる。 

ホームカミングデイの日程を早

めに決定し、広報すると同時に、

退職された元教員の方に連絡し、

参加をお願いする。参加が決まっ

た先生を広報することで、参加者

を増加させる。また、参加者集客

のための、イベント（講演会また

は音楽会）を実施する。他の企画

は2017年度を基準に充実させる。 

2018 年 7 月 1 日(日)にホームカ

ミングデイを実施した。参加者は

421人(昨年418人)1.0%増であっ

た。 

元教員への参加依頼を行い卒業

生に周知した。2018 年 7 月 1 日

(日) にホームカミングデイを実

施した。 
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（４）2018年度の財務の概要 

 2018 年度は、事業計画に基づく経常的な活動に加え、神田4号館新学部設置に伴う改修工事、神田一ツ

橋キャンパス再整備に伴う改修工事、八王子2号館天井耐震工事、共立女子中学高等学校ICT機器導入等、

教育研究環境の整備を実施した。 

 

１．収支決算状況 

（1）資金収支計算書 

資金収支計算書とは、会計年度の諸活動（教育研究活動等）に対応するすべての収入および支出の内容、並

びに支払資金の収入および支出のてん末を明らかにしたものである。 

 

 

   表1 資金収支計算書 

 

 

 

当年度の活動を通して、支払資金は2億12百万円減少し、翌年度への繰越支払資金は、35億98百万円

となった。主な科目における説明は、次の通りである、なお、説明文の順番は表中の説明番号と対応して

いる。 

（単位：千円）

2017年度

決算① 予算② 決算③
増減額
③－②

増減率(%)
③/②

増減額
③-①

増減率（%）
③/①

学生生徒等納付金収入 1 8,660,248 8,456,920 8,434,620 △ 22,299 99.7% △ 225,628 97.4%

手数料収入 2 275,116 271,862 295,390 23,528 108.7% 20,274 107.4%

寄付金収入 3 110,381 90,910 87,203 △ 3,707 95.9% △ 23,178 79.0%

補助金収入 4 1,779,189 1,762,570 1,826,367 63,798 103.6% 47,178 102.7%

資産売却収入 5 201,374 54,000 54,000 0 100.0% △ 147,374

付随事業・収益事業収入 24,224 22,310 29,533 7,223 132.4% 5,309 121.9%

受取利息・配当金収入 6 128,640 140,247 142,465 2,218 101.6% 13,825 110.7%

雑収入 7 576,474 480,738 486,154 5,416 101.1% △ 90,320 84.3%

借入金等収入 0 0 0 0 0

前受金収入 1,295,305 1,303,920 1,286,476 △ 17,444 98.7% △ 8,829 99.3%

その他の収入 8 1,626,481 1,512,476 1,510,026 △ 2,450 99.8% △ 116,455 92.8%

資金収入調整勘定 △ 2,057,477 △ 1,754,851 △ 1,763,212 △ 8,361 100.5% 294,265 85.7%

前年度繰越支払資金 4,229,457 3,809,942 3,809,942 0 100.0% △ 419,515 90.1%

収入の部合計 16,849,410 16,151,042 16,198,963 47,921 100.3% △ 650,447 96.1%

人件費支出 9 6,702,731 6,632,308 6,469,243 △ 163,066 97.5% △ 233,488 96.5%

教育研究経費支出 10 2,499,263 2,487,787 2,420,052 △ 67,734 97.3% △ 79,211 96.8%

管理経費支出 11 490,231 736,939 666,211 △ 70,728 90.4% 175,980 135.9%

借入金等利息支出 10,000 8,333 8,333 0 100.0% △ 1,667 83.3%

借入金等返済支出 83,330 83,330 83,330 0 100.0% 0 100.0%

施設関係支出 12 182,270 243,000 241,629 △ 1,371 99.4% 59,359 132.6%

設備関係支出 13 265,484 191,888 158,449 △ 33,439 82.6% △ 107,035 59.7%

資産運用支出 14 2,820,889 2,500,000 2,534,955 34,955 101.4% △ 285,934 89.9%

その他の支出 90,445 114,118 120,001 5,883 105.2% 29,556 132.7%

100,000 △ 100,000

資金支出調整勘定 △ 105,173 △ 106,330 △ 101,662 4,669 95.6% 3,511 96.7%

翌年度繰越支払資金 3,809,942 3,159,670 3,598,422 438,751 113.9% △ 211,520 94.4%

支出の部合計 16,849,410 16,151,042 16,198,963 47,921 100.3% △ 650,447 96.1%

12,619,953 12,389,022

13,039,469 12,600,541

△ 419,516 △ 211,519

注） 千円単位で表示するに当たり、千円未満を四捨五入しているため、合計等において差異が生じる場合がある。

Ａ

科目名

説

明

番

号

2018年度 対2017年度

収
入
の
部

支
出
の
部

Ｂ

〔 予備費 〕

当期の資金収入：Ａの合計

当期の資金支出：Ｂの合計

支払資金の増減額　　　　　Ａ-Ｂ
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【収入の部】 

1．学生生徒等納付金収入 

   予算比 99.7 ％の84億35百万円 

   （前年度決算比 △2億26百万円） 

5 月 1 日現在の学生生徒園児数は、 8,079 名(前年
度比 191名減)であった。 

 
2 ．手数料収入 

   予算比 108.7％の2億95百万円 

   （前年度決算比 +20百万円） 

2019年度の志願者数は10,871名(前年度比785 

名増)であった。 
 
3．寄付金収入 

   予算比 95.9 ％の87百万円 

   （前年度決算比 △23百万円） 

一般寄付金は29百万円、特別寄付金は58百万円で

あった。その内訳は、サポーターズ募金36百万円、

共立女子大学・短期大学後援会 22 百万円、櫻友会

1百万円、古本募金12万円となった。 
 
4．補助金収入 

   予算比 103.6 ％の18億26百万円 

   （前年度決算比 +47百万円） 

国庫補助金は、予算 5億95百万円に対して、決算 
6億60百万円であった。共立女子大学では、私立大

学等改革総合支援事業タイプ1に、共立女子大学・

短期大学では、タイプ5に選定された。 

地方公共団体補助金は、予算 11 億 68 百万円に対

して、決算 11億67百万円であった。このうち併設

校の経常費補助金は、9億93百万円である。 
 
5．資産売却収入 

   予算比 100 ％の54百万円 

   （前年度決算比 △1億47百万円） 

資産売却収入は、八王子東浅川町の職員用駐車場土

地売却による54百万円である。 
 
6．受取利息・配当金収入 

 予算比 101.6 ％の1億42百万円 

   （前年度決算比 +14百万円） 

第 3 号基本金引当特定資産運用収入は 39 百万円で

あった。 
 

7．雑収入 

   予算比 101.1 ％の4億86百万円 

   （前年度決算比 △90百万円） 

私立大学退職金財団交付金 3 億 61 百万円、私学財

団退職交付金1億4百万円を含む。 
 

 

 

 

 

8．その他収入 

   予算比 99.8 ％の15億10百万円 

（前年度決算比 △1億16百万円） 
特定資産 9 億 40 百万円を取崩し当年度の収入とし
た。その内訳は減価償却引当特定資産取崩収入3億
49 百万円、施設拡充引当特定資産取崩収入 5億 32
百万円、教育活動充実引当特定資産取崩収入 59 百
万円である。 

特定資産により、神田4号館新学部設置に伴う改修
工事、八王子2号館天井落下防止対策補強工事、神
田一ツ橋キャンパス再整備に伴う改修工事、共立女
子中学高等学校 ICT 機器導入、本館 4 階食堂厨房
機器導入等を行った。 

 
【支出の部】 

9．人件費支出 

 予算比 97.5 ％の64億69百万円 

   （前年度決算比 △2億33百万円） 

教員人件費 45 億 38 百万円、職員人件費 12 億 15
百万円、退職金 6 億 86 百万円となり、前年度比較

で教員人件費は30百万円減、職員人件費は1億18
百万円減となった。 
 

10．教育研究経費支出 

   予算比 97.3 ％の24億20百万円 

   （前年度決算比 △79百万円） 

主な支出は、消耗品費、光熱水費、印刷費等各設置

校および事務局の経常的な教育研究経費である。 
 
11．管理経費支出 

 予算比 90.4 ％の6億66百万円 

   （前年度決算比 +1億76百万円） 

教育研究経費同様の経常的な管理経費である。 
神田4号館改修工事を含む。 

 
12．施設関係支出 

   予算比 99.4 ％の2億42百万円 

  （前年度決算比 +59百万円） 

主な支出は、神田4号館改修工事、神田一ツ橋キャ

ンパス再整備に伴う工事他である。 
 
13．設備関係支出 

   予算比 82.6 ％の1億58百万円 

   （前年度決算比 △1億7百万円） 

教育研究用機器備品支出は、神田1 号館・3 号館の教

育環境充実のための機器備品他である。管理用機器

備品支出は、神田本館食堂厨房機器他である。 
 
14．資産運用支出 

   予算比 101.4 ％の25億35百万円 

   （前年度決算比 △2億86百万円） 

特定資産へ 25 億 35 百万円を組み入れた。その内訳

は、減価償却引当特定資産へ 12 億円、施設拡充引当

特定資産へ11億円、教育活動充実引当特定資産へ2

億円、奨学基金引当特定資産へ 4 百万円等である。 
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主な施設設備等事項 

 

① 神田4号館新学部設置に伴う改修工事 

② 神田4号館耐震診断及び耐震設計 

③ 神田一ツ橋キャンパス再整備に伴う各所工事 

④ 神田本館水令式パッケージエアコン更新工事 

⑤ 神田本館食堂厨房機器導入 

⑥ 共立女子中学高等学校ＩＣＴ機器導入 

⑦ 八王子2号館天井落下防止対策補強工事 

 

 

 

 

(2)活動区分資金収支計算書 

表 2 の活動区分資金収支計算書とは、資金収

支計算書に記載される資金収入および資金支

出の決算額を、教育活動（Ａ）、施設整備等活

動（Ｂ）、その他の活動（Ｃ）（主に財務活動）

に区分して記載している。 

この区分経理は、企業会計のキャッシュ・フロ

ー計算書に相当するもので、区分ごとの資金

の増加や減少を明確に表示する。教育活動資

金収支差額（Ａ）は、学校の本来活動における

収支差額でプラスになることが望ましいと言

われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

金　額

学生生徒等納付金収入 8,434,620

手数料収入 295,390

特別寄付金収入 58,448

一般寄付金収入 28,755

経常費等補助金収入 1,738,527

付随事業収入 29,533

雑収入 486,154

教育活動資金収入計 11,071,427

人件費支出 6,469,243

教育研究経費支出 2,420,052

管理経費支出 665,437

教育活動資金支出計 9,554,732

1,516,695

65,974

1,582,669

施設設備補助金収入 87,840

施設設備売却収入 54,000

施設拡充引当特定資産取崩収入 532,000

減価償却引当特定資産取崩収入 349,000

教育活動充実引当特定資産取崩収入 59,000

施設整備等活動資金収入計 1,081,840

施設関係支出 241,629

設備関係支出 158,449

施設拡充引当特定資産繰入支出 1,100,000

減価償却引当特定資産繰入支出 1,200,000

教育活動充実引当特定資産繰入支出 200,000

施設整備等活動資金支出計 2,900,078

△ 1,818,238

23,478

△ 1,794,760

△ 212,091

貸付金回収収入 510

小計 510

受取利息・配当金収入 142,465

その他の活動資金収入計 142,975

借入金等返済支出 83,330

有価証券購入支出 31,173

奨学基金引当特定資産繰入支出 3,782

貸付金支払支出 250

預り金支払支出 14,762

小計 133,297

借入金等利息支出 8,333

過年度修正支出 773

その他の活動資金支出計 142,404

571

571

支払資金の増減額(A)+(B)+(C) △ 211,520

前年度繰越支払資金 3,809,942

翌年度繰越支払資金 3,598,422

注） 千円単位で表示するに当たり、千円未満を四捨五入している

ため、合計等において差異が生じる場合がある。

小計（A＋B）

収
入

支
出

差引

その他の活動資金収支差額

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
資
金
収
支
（C)

施
設
整
備
等
活
動
に
よ
る
資
金
収
支
(B)

収
入

支
出

差引

調整勘定等

施設整備等活動資金収支差額

科　　　目

教
育
活
動
に
よ
る
資
金
収
支
(A)

収
入

支
出

差引

調整勘定等

教育活動資金収支差額

表2 活動区分資金収支計算書 
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（3）事業活動収支計算書 

事業活動収支計算書とは、会計年度の事業活動ごと（教育活動、教育活動以外の経常的活動、前 2 区分以

外の臨時的活動）の収入および支出の内容、および基本金組入後の収支の均衡の状態を明らかにし、貸借対

照表とあわせて財産の健全性を表すものである。 
 

表3 事業活動収支計算書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○基本金組み入れ額の内訳 

第1 号基本金 3億33百万円の取崩 (当年度除却に伴う取崩) 

第2 号基本金 当年度組入額なし (将来取得する固定資産の取得に充てる預金等の資産の組入額) 

第3 号基本金 当年度組入額なし (学校法人共立女子学園国際交流基金) 

第4 号基本金 当年度組入額なし (恒常的に保持すべき資金として定められた額の組入額) 

 

（単位：千円）

2017年度

増減額 増減率(%) 増減額 増減率(%)

③－② ③/② ③－① ③/①

学生生徒等納付金 8,660,248 8,456,920 8,434,620 △ 22,299 99.7% △ 225,628 97.4%

手数料 275,116 271,862 295,495 23,633 108.7% 20,379 107.4%

寄付金 1 112,281 90,910 92,391 1,481 101.6% △ 19,890 82.3%

経常費等補助金 1,745,185 1,674,723 1,738,527 63,805 103.8% △ 6,658 99.6%

付随事業収入 24,224 22,310 29,533 7,223 132.4% 5,309 121.9%

雑収入 576,474 480,738 486,154 5,416 101.1% △ 90,320 84.3%

教育活動収入計 11,393,527 10,997,462 11,076,720 79,258 100.7% △ 316,807 97.2%

人件費 2 6,598,223 6,562,906 6,400,660 △ 162,246 97.5% △ 197,563 97.0%

（うち 退職給与引当金繰入額） 667,183 612,798 616,708 3,910 100.6% △ 50,475 92.4%

（うち 退職金） 1,300 0 1,200 1,200 △ 100 92.3%

教育研究経費 3 4,049,925 3,950,287 3,888,438 △ 61,849 98.4% △ 161,487 96.0%

（うち 減価償却額） 1,548,761 1,462,500 1,463,997 1,497 100.1% △ 84,764 94.5%

管理経費 4 518,077 765,859 691,201 △ 74,658 90.3% 173,124 133.4%

（うち 減価償却額） 27,848 28,920 24,967 △ 3,953 86.3% △ 2,881 89.7%

徴収不能額等 200 0 192 192 △ 8

教育活動支出計 11,166,424 11,279,051 10,980,490 △ 298,561 97.4% △ 185,934 98.3%

教育活動収支差額 227,104 △ 281,589 96,230 377,819 134.2% △ 130,874 240.0%

受取利息・配当金 129,413 140,247 143,485 3,238 102.3% 14,072 110.9%

その他の教育活動外収入 0 0 263 263 263

教育活動外収入計 129,413 140,247 143,748 3,501 102.5% 14,335 111.1%

借入金等利息 10,000 8,333 8,333 0 100.0% △ 1,667 83.3%

その他の教育活動外支出 619 0 0 0 △ 619

教育活動外支出計 10,618 8,333 8,333 0 100.0% △ 2,285 78.5%

教育活動外収支差額 118,795 131,914 135,415 3,501 102.7% 16,620 114.0%

345,899 △ 149,675 231,645 381,320 254.8% △ 114,254 533.0%

資産売却差額 1,049 0 0 0 △ 1,049

その他の特別収入 5 51,252 94,047 94,572 525 100.6% 43,320 184.5%

特別収入計 52,301 94,047 94,572 525 100.6% 42,271 180.8%

資産処分差額 6 404,417 593,524 593,343 △ 181 100.0% 188,926 146.7%

その他の特別支出 0 0 0 0 0

特別支出計 404,417 593,524 593,343 △ 181 100.0% 188,926 146.7%

特別収支差額 △ 352,117 △ 499,477 △ 498,771 706 99.9% △ 146,654 141.6%

(0)

100,000 △ 100,000

基本金組入前当年度収支差額 △ 6,218 △ 749,152 △ 267,126 482,026 35.7% △ 260,908 4296.0%

基本金組入額合計 0 0 0 0 0

当年度収支差額 △ 6,218 △ 749,152 △ 267,126 482,026 35.7% △ 260,908 4296.0%

前年度繰越収支差額 △ 5,088,123 △ 4,766,781 △ 4,766,781 0 100.0% 321,342 93.7%

基本金取崩額 327,560 298,808 333,258 34,450 111.5% 5,698 101.7%

翌年度繰越収支差額 △ 4,766,781 △ 5,217,125 △ 4,700,649 516,476 90.1% 66,132 98.6%

（参考）

11,575,241 11,231,756 11,315,040 83,284 100.7% △ 260,201 97.8%

11,581,460 11,980,908 11,582,166 △ 398,742 96.7% 706 100.0%

注） 千円単位で表示するに当たり、千円未満を四捨五入しているため、合計等において差異が生じる場合がある。

事業活動収入計

事業活動支出計

〔 予備費 〕

教
育
活
動
外
収
支

収
入

支
出

経常収支差額
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別
収
支
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出
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育
活
動
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支
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出

予算② 決算③
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明
番
号

科　目　名
決算①
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※事業活動収支計算書特有の科目について説明は以下のとおりである。 

 

【教育活動収支】 

＜収入＞ 

1．寄付金 

   予算比 101.6％の 92百万円 

   （前年度決算比 △20百万円） 

寄付金には、現物寄付用品514万円、消耗品5万円を

含む。 

＜支出＞ 

2．人件費 

   予算比 97.5％の 64億円 

   （前年度決算比 △1億98百万円） 

人件費には、退職給与引当金繰入額 6億17百万円を

含む。 

 

3．教育研究経費 

予算比 98.4％の 38億88百万円 

   （前年度決算比 △1億61百万円） 

教育研究経費には、減価償却額 14億64百万円を含

む。 

 

4．管理経費 

   予算比 90.3％の 6億91百万円 

   （前年度決算比 +1億73百万円） 

管理経費には、減価償却額25百万円を含む。 

 

【特別収支】 

＜収入＞ 

5．その他の特別収入 

   予算比 100.6％の 95百万円 

  （前年度決算比 +43百万円） 

現物寄付教育研究用備品670万円、図書3万円を、施

設設備補助金88百万円を含む。 

＜支出＞ 

6．資産処分差額 

   予算比 100％の 5億93百万円 

   （前年度決算比 +1億89百万円） 

資産処分差額は、八王子土地一部売却に伴う土地処分

差額3億90百万円、神田一ツ橋キャンパス各所改修等

に伴う建物処分差額16百万円、機器備品、機械装置等

の更新による教育研究用機器備品処分差額4百万円で

ある。その他、図書処分差額は、1億81百万円であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業活動収支は、事業活動収入計113億15百万円、事業活動支出計115億82百万円となった。基本金組

入前当年度収支差額は、2 億 67 百万円の支出超過となった。また、基本金は 3 億 33 百万円取崩となり、

翌年度への繰越収支差額は、47億円の支出超過となったが、前年度比較で66百万円改善している。 

なお、収支差額の経年推移については、『4.グラフによる説明』図2、3の通りである。
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（4）貸借対照表 

貸借対照表とは、会計年度末における財政状態を明らかにしたもので、資産がどれくらいあるか、また

負債がいくらあるか、学校法人が維持している純資産がどれくらいあるかを示したものである。 

 
表4 貸借対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．資産の部 

固定資産は、前年度末よ

り 1 億 66 百万円減の 484

億 98 百万円となった。有

形固定資産は土地の一部

売却による 54 百万円減を

含み前年度末より17億29

百万円減となった。特定資

産は前年度末より15億64

百万円増147 億 49 百万円

となった。 

流動資産は、現金預金、

未収入金等で、前年度末よ

り2億82百万円減の41億

19百万円となった。 

 

2．負債の部 

固定負債は、長期借入

金、退職給与引当金の減少

により前年度末より 1 億

52 百万円減の 42 億 96 百

万円となった。 

流動負債は、入学生の前

受金、未払金、預り金等で

前年度末より 28 百万円減

の 15 億 80 百万円となっ

た。負債の部合計は、前年

度末より1億 80 百万円減

の 58 億 77 百万円となっ

た。 

 

3．純資産の部 

基本金は、第1号基本金

が土地の一部売却等によ

り前年度末より3億 33 百

万円減の495 億 85 百万円

となり、合計514 億 41 百

万円となった。 

繰越収支差額は、前年度

までの累積の繰越収支差

額△47 億 67 百万円に対

し、当年度の事業活動の結

果、翌年度繰越収支差額

は、前年度末より 66 百万

円増の△47 億 1 百万円と

なった。 
 

（単位：千円）

増減額 増減率(%)

① ② ②－① ②/①

資産の部

固定資産 48,663,585 48,498,011 △ 165,575 99.7%

有形固定資産 35,411,277 33,681,780 △ 1,729,497 95.1%

土地 11,713,700 11,269,562 △ 444,138 96.2%

建物 18,981,731 17,967,210 △ 1,014,521 94.7%

構築物 411,886 359,747 △ 52,138 87.3%

教育研究用機器備品 2,045,683 1,901,379 △ 144,304 92.9%

管理用機器備品 99,013 114,926 15,913 116.1%

図書 2,151,148 1,977,660 △ 173,488 91.9%

車輌 3,684 3,684 0 100.0%

舟艇 1,515 1,274 △ 240 84.1%

建設仮勘定 2,916 86,336 83,420

特定資産 13,185,199 14,748,981 1,563,782 111.9%

第３号基本金引当特定資産 1,101,770 1,101,770 0 100.0%

退職給与引当特定資産 2,600,000 2,600,000 0 100.0%

減価償却引当特定資産 4,702,700 5,553,700 851,000 118.1%

施設拡充引当特定資産 3,099,900 3,667,900 568,000 118.3%

教育活動充実引当特定資産 1,415,400 1,556,400 141,000 110.0%

奨学基金引当特定資産 265,429 269,211 3,782 101.4%

その他の固定資産 67,110 67,250 140 100.2%

保証金 499 499 0 100.0%

電話加入権 6,126 6,126 0 100.0%

有価証券 60,000 60,000 0 100.0%

長期貸付金 485 625 140 128.9%

流動資産 4,401,284 4,119,347 △ 281,937 93.6%

現金預金 3,809,942 3,598,422 △ 211,520 94.4%

未収入金 569,661 467,861 △ 101,800 82.1%

短期貸付金 510 110 △ 400 21.6%

有価証券 14,841 48,070 33,230

前払金 6,330 4,883 △ 1,447 77.1%

資産の部合計 53,064,869 52,617,357 △ 447,512 99.2%

負債の部／純資産の部

固定負債 4,448,390 4,296,477 △ 151,913 96.6%

長期借入金 333,320 249,990 △ 83,330 75.0%

退職給与引当金 4,034,770 3,966,187 △ 68,583 98.3%

預り保証金 300 300 0 100.0%

土地長期預り保証金 80,000 80,000 0 100.0%

流動負債 1,608,703 1,580,229 △ 28,474 98.2%

短期借入金 83,330 83,330 0 100.0%

未払金 99,668 94,785 △ 4,883 95.1%

前受金 1,295,305 1,286,476 △ 8,829 99.3%

預り金 130,400 115,637 △ 14,762 88.7%

負債の部合計 6,057,092 5,876,706 △ 180,386 97.0%

基本金 51,774,558 51,441,300 △ 333,258 99.4%

第１号基本金 49,917,788 49,584,530 △ 333,258 99.3%

第３号基本金 1,101,770 1,101,770 0 100.0%

第４号基本金 755,000 755,000 0 100.0%

繰越収支差額 △ 4,766,781 △ 4,700,649 66,132 98.6%

翌年度繰越収支差額 △ 4,766,781 △ 4,700,649 66,132 98.6%

純資産の部合計 47,007,777 46,740,651 △ 267,126 99.4%

負債及び純資産の部合計 53,064,869 52,617,357 △ 447,512 99.2%

注） 千円単位で表示するに当たり、千円未満を四捨五入しているため、合計等において差異が

生じる場合がある。

科 目 名
前年度末 本年度末
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２．経年比較 

（1）資金収支経年比較表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）事業活動収支経年比較表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（収入の部） (単位 千円）

（支出の部）

※ 千円単位で表示するに当たり、千円未満を四捨五入しているため、合計等において差異が生じる場合がある。

※ 2014年度の数値は、旧基準の資金収支計算書を新基準の資金収支計算書に組替えた参考値である。

支出の部合計 16,977,445 17,150,178 20,508,206 16,849,410 16,198,963

翌年度繰越支払資金 3,620,028 4,258,362 4,229,457 3,809,942 3,598,422

資金支出調整勘定 △ 143,654 △ 82,811 △ 92,143 △ 105,173 △ 101,662

その他の支出 119,771 155,348 91,024 90,445 120,001

資産運用支出 1,210,000 800,000 2,000,000 2,820,889 2,534,955

設備関係支出 171,947 138,992 1,015,072 265,484 158,449

施設関係支出 1,906,009 1,864,624 3,134,315 182,270 241,629

借入金等返済支出 83,330 83,330 83,330 83,330 83,330

借入金等利息支出 14,999 13,333 11,666 10,000 8,333

管理経費支出 552,680 509,200 565,237 490,231 666,211

教育研究経費支出 2,436,413 2,453,708 2,705,398 2,499,263 2,420,052

人件費支出 7,005,921 6,956,092 6,764,849 6,702,731 6,469,243

科目 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

収入の部合計 16,977,445 17,150,178 20,508,206 16,849,410 16,198,963

前年度繰越支払資金 3,633,236 3,620,028 4,258,362 4,229,457 3,809,942

資金収入調整勘定 △ 1,919,865 △ 2,342,432 △ 1,937,012 △ 2,057,477 △ 1,763,212

その他の収入 2,965,741 2,991,701 5,378,626 1,626,481 1,510,026

前受金収入 1,444,605 1,489,680 1,487,962 1,295,305 1,286,476

借入金等収入 0 0 0 0 0

雑収入 572,522 521,872 497,229 576,474 486,154

受取利息・配当金収入 191,343 143,648 94,036 128,640 142,465

付随事業・収益事業収入 20,464 20,918 19,374 24,224 29,533

資産売却収入 0 30,000 0 201,374 54,000

補助金収入 1,552,117 1,991,949 1,670,526 1,779,189 1,826,367

寄付金収入 101,349 116,504 141,833 110,381 87,203

科目 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

手数料収入 215,357 231,688 256,359 275,116 295,390

学生生徒等納付金収入 8,200,576 8,334,621 8,640,911 8,660,248 8,434,620

(単位 千円）

科目

  学生生徒等納付金

  手数料

  寄付金

  経常費等補助金

  付随事業収入

  雑収入

    教育活動収入計

  人件費

  教育研究経費

  管理経費

  徴収不能額等

    教育活動支出計

教育活動収支差額

  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

  借入金等利息

  その他の教育活動外支出

  教育活動外支出計

教育活動外収支差額

経常収支差額

  資産売却差額

  その他の特別収入

  特別収入計

  資産処分差額

  その他の特別支出

  特別支出計

特別収支差額

基本金組入前当年度収支差額

基本金組入額合計

当年度収支差額

前年度繰越収支差額

基本金取崩額

翌年度繰越収支差額

(参考)

※ 千円単位で表示するに当たり、千円未満を四捨五入しているため、合計等において差異が生じる場合がある。

※ 2014年度の数値は、旧基準の消費収支計算書を新基準の事業活動収支計算書に組替えた参考値である。

事業活動支出計 11,310,635 12,198,638 11,600,557 11,581,460 11,582,166

事業活動収入計 10,863,808 11,368,245 11,337,473 11,575,241 11,315,040

△ 4,140,864 △ 1,042,264 △ 5,088,123 △ 4,766,781 △ 4,700,649

0 3,928,993 74,000 327,560 333,258

△ 1,675,199 △ 4,140,864 △ 1,042,264 △ 5,088,123 △ 4,766,781

△ 2,465,664 △ 830,393 △ 4,119,859 △ 6,218 △ 267,126

△ 446,828 △ 830,393 △ 263,084 △ 6,218 △ 267,126

△ 2,018,836 0 △ 3,856,775 0 0

△ 22,902 △ 548,089 △ 183,191 △ 352,117 △ 498,771

32,981 946,221 193,414 404,417 593,343

0

6,618 6,991 0 0

94,572

398,132 10,222 51,252 94,572

593,343

特
別
収
支

事
業
活
動

収
入
の
部

0 0 0 1,049

10,079 398,132 10,222 52,301
事
業
活
動

支
出
の
部

32,981 939,603 186,423 404,417

0

10,079

8,333

176,343 130,315 82,370 118,795 135,415

△ 423,926 △ 282,304 △ 79,892 345,899 231,645

0 0 0 619 0

143,748

0 0 0 0 263

8,333

143,485教
育
活
動
外
収
支

事
業
活
動

収
入
の
部

191,343 143,648 94,036 129,413

191,343 143,648 94,036 129,413
事
業
活
動

支
出
の
部

14,999 13,333 11,666 10,000

14,999 13,333 11,666 10,618

△ 600,269 △ 412,619 △ 162,263 227,104 96,230

11,262,655 11,239,084 11,395,477 11,166,424 10,980,490

4,049,925 3,888,438

583,794 529,718 585,013 518,077 691,201

事
業
活
動

支
出
の
部

6,818,476 6,890,513 6,690,072 6,598,223 6,400,660

3,860,385 3,818,853 4,120,392

10,662,385 10,826,465 11,233,215 11,393,527 11,076,720

0 0 0 200 192

572,522 521,872 497,229 576,474 486,154

20,465 20,918 19,374 24,224 29,533

215,357 231,688 256,359 275,116 295,495

148,816 112,281

1,552,117 1,599,151 1,670,526 1,745,185 1,738,527

事
業
活
動

収
入
の
部

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

92,391

教
育
活
動
収
支

8,200,576 8,334,621 8,640,911 8,660,248 8,434,620

101,349 118,214
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（3）貸借対照表経年比較表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３．財務比率経年比較（2014年度～2018年度） 
 

（1）貸借対照表関係比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産の部

    有形固定資産

　　特定資産

負債の部

純資産の部

純資産の部合計

※ 千円単位で表示するに当たり、千円未満を四捨五入しているため、合計等において差異が生じる場合がある。
※ 2014年度の数値は、旧基準の消費収支計算書を新基準の事業活動収支計算書に組替えた参考値である。

固定資産 50,697,615 48,695,480 48,377,969 48,663,585 48,498,011

(単位 千円）

科目 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

    その他の固定資産 69,394 69,484 67,574 67,110 67,250

34,933,451 34,582,227 37,127,626 35,411,277 33,681,780

15,694,770 14,043,770 11,182,770 13,185,199 14,748,981

資産の部合計 54,865,613 53,859,307 53,437,095 53,064,869 52,617,357

流動資産 4,167,998 5,163,826 5,059,125 4,401,284 4,119,347

固定負債 4,943,244 4,794,335 4,636,228 4,448,390 4,296,477

科目 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

負債の部合計 6,758,141 6,582,228 6,423,099 6,057,092 5,876,706

流動負債 1,814,897 1,787,893 1,786,872 1,608,703 1,580,229

基本金 52,248,336 48,319,343 52,102,118 51,774,558 51,441,300

科目 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

負債及び純資産の部合計 54,865,613 53,859,307 53,437,095 53,064,869

繰越収支差額 △ 4,140,864 △ 1,042,264 △ 5,088,123 △ 4,766,781

52,617,357
48,107,472 47,277,079 47,013,995 47,007,777 46,740,651

△ 4,700,649

2018年度

※全国平均は「医歯系法人を除く」(『今日の私学財政』2018年度版)

全国
平均

純資産
※１

総負債＋純資産

繰越収支差額
※２

総負債＋純資産

基本金
基本金要組入額

固定資産
総資産

流動資産
総資産

固定負債
※３

総負債＋純資産

流動負債
※４

総負債＋純資産

固定資産
※５

純資産

固定資産
※６

純資産＋固定負債

流動資産
流動負債

現金預金
前受金

運用資産
※７

要積立額

※1　旧基準では、自己資金÷総資金。自己資金＝基本金＋消費収支差額

※2　旧基準では、消費収支差額÷総資金。総資金＝負債＋基本金＋消費収支差額

※3　旧基準では、固定負債÷総資金。

※4　旧基準では、流動負債÷総資金。

※5　旧基準では、固定資産÷自己資金。

※6　旧基準では、固定資産÷（自己資金＋固定負債）。

※7　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＋第2号基本金＋第3号基本金。

91.7%

8.3%

8.4%

3.0%

58.8% 78.6%

（注）算出式は新基準（2015～）の財務比率算出式になっている。（）は旧基準（2014）の財務比率の名称になっている。

△は、高い値が望ましい。▼は、低い値が望ましい。

288.8% 283.1% 260.7% 248.3%

103.6%

5.4%

7.8% 13.4%

90.4% 90.5%

(日本私立学校振興・共済事業団発行『今日の私学財政』2018年度版から引用)

354.2%

運用資産の保有状況は
どうなっているか

積立率 69.4% 66.4% 53.7%

250.6% 285.9% 284.2% 279.7%294.1%

56.8%

前受金保有率 △

273.6%

3.3% 3.3% 3.0%

負債に備える資産が
蓄積されているか

流動比率 △ 229.7%

93.5% 93.7% 95.0% 91.6%94.5%固定長期適合率 ▼ 95.6%

流動負債構成比率 ▼

長期資金で固定資産は
賄われているか

固定比率 ▼ 105.4%

3.3%

103.0% 102.9% 103.8% 98.7%

流動資産構成比率 △ 7.6%

8.9% 8.7% 8.2% 6.8%

負債の割合はどうか

固定負債構成比率 ▼ 9.0%

92.2% 86.6%

97.3%

資産構成は
どうなっているか

固定資産構成比率 ▼ 92.4%

98.7% 98.8% 99.0% 99.4%

9.6% 9.5%

自己資金は
充実させているか

純資産構成比率
（自己資金構成比率）

△

-1.9% -9.5% -8.9% -14.5%

基本金比率 △

-9.0%

99.2%

2014 2015 2016 20182017

87.8%

繰越収支差額構成比率
（消費収支差額構成比率）

△ -7.5%

87.7% 87.8% 88.0% 88.8%88.6%
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（2）事業活動収支計算書関係比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全国平均は「医歯系法人を除く」(『今日の私学財政』2018年度版)

全国
平均

基本金組入前当年度収支差額
※１

事業活動収入

学生生徒等納付金
※２

経常収入

補助金
※３

事業活動収入

寄付金
※４

事業活動収入

人件費
※５

経常収入

教育研究経費
※６

経常収入

管理経費
※７

経常収入

借入金等利息
※８

経常収入

人件費
学生生徒等納付金

事業活動支出
※９

事業活動収入-基本金組入額

※1　旧基準では、（帰属収入ー消費支出）÷帰属収入。 ※6　旧基準では、教育研究経費÷帰属収入。

※2　旧基準では、学生生徒等納付金÷帰属収入。 ※7　旧基準では、管理経費÷帰属収入。

※3　旧基準では、補助金÷帰属収入。 ※8　旧基準では、借入金等利息÷帰属収入。

※4　旧基準では、寄付金÷帰属収入。 ※9　旧基準では、消費支出÷消費収入。

※5　旧基準では、人件費÷帰属収入。

▼ 5.4%

（注）算出式は新基準（2015～）の財務比率算出式になっている。（）は旧基準（2014）の財務比率の名称になっている。

△は、高い値が望ましい。▼は、低い値が望ましい。〜は、どちらともいえない。(事業団『今日の私学財政』2018年度版から引用)

102.4% 106.5%

71.9%

0.2%

75.2%

15.4%

1.0%

57.3%

35.1%

107.3% 153.6%

1.3%

17.5%

0.1% 0.1%

4.5%

0.1%

76.2%

100.1%

34.7%

0.1% 0.1%

4.8% 5.2% 6.2%

　基本金組入後収支比率
　（消費収支比率）

▼ 127.9%

82.7% 77.4% 75.9%収入と支出の
バランスは

とれているか

⑥人件費依存率 ▼ 83.1%

35.5% 34.8% 36.3%④教育研究経費比率 △
支出構成は

適切であるか

③人件費比率 ▼ 62.8%

8.8%

　借入金等利息比率 ▼

33.3%

⑤管理経費比率

76.0% 76.3% 75.2% 74.7%

14.7% 16.1% 12.5%

62.8% 59.0% 57.0% 53.8%

　寄付金比率 △ 1.0% 1.1% 0.8% 2.3%

4.9%

収入構成は
どうか

①学生生徒等納付金比率 ～ 75.5%

-4.1% -7.3% -2.3%

②補助金比率 △ 14.3%

2014 2015 2016 2018

経営状況は
どうか

　事業活動収支差額比率
　（帰属収支差額比率）

△ -2.4%

2017

-0.1%
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４．グラフによる説明 

 図1 支払資金の増減額と活動区分ごとの収支差額経年比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明】 

 その会計年度の事業活動によって生じたすべての収入と支出とその年度末時点における支払資金の増減

事由を説明する計算書が「資金収支計算書」である。資金収支計算書を組み替えて、資金の収入と支出を①

教育活動、②施設設備等活動、③その他の活動の3つに区分した「活動区分資金収支計算書」では学校法人

経営においては、①教育活動でどのくらいの余剰資金を生み出しているかが重要であるとされている。 

 このグラフでは、各年度の支払資金の増減額を左の棒グラフ（黒色）で表示し、その内訳として3つの区

分それぞれの収支差額をその右側①②③の棒グラフ（グレー）で表示している。 

1,000 908

（百万円）

2,000 2014年度 2015年度 2018年度

1,583
1,500

1,423

1,275

2016年度 2017年度

③① ② ① ② ① ②

715
638

500

80 ③

△184 △212

0
② 36

△305
△420-500

③ ① ② ③
0.6△13 △10△29

-2,000
（注）2014年度は、資⾦収⽀計算書を組み替えて疑似的に作成した活動区分資⾦収⽀計算書からの数字で作成している。

△808

-1,000

△1,276

-1,500

△1,659
△1,795

支
払
資
金

の
増
減
額

施
設
設
備
費
等

活
動
資
金
収
支
差
額

支
払
資
金

の
増
減
額

支
払
資
金

の
増
減
額

支
払
資
金

の
増
減
額

支
払
資
金

の
増
減
額

③
そ
の
他
の
活
動
資
金
収
支
差
額

①
教
育
活
動
資
金
収
支
差
額



- 79 - 
 

 図2 事業活動収支と事業活動収支差額比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明】 

 事業活動収支計算書の役割は、1年間の3つの活動区分（教育活動、教育活動以外の経常的な活動、その

他の活動）に集計される事業活動収入と事業活動支出の内容を明らかにすることにある。それに加え、基本

金組入後の収支均衡の状態を明らかにする。この事業活動収支計算書は、一般企業の会計でいえば損益計

算書に相当する。ただし、学校法人は収支均衡を目指す非営利法人であり、本来は儲けを追及していないた

め、利益や損失という言葉は使わず「収支差額」と表示する。 

 棒グラフは、事業活動収支計算書の収入と支出を経年で表示している。黒色部分の基本金組入額（取崩

額）を除いた収支差額が、毎年度の事業活動における収支状況を表す（＝基本金組入前当年度収支差額）。

この収支差額から基本金を組み入れた（黒色部分を含む）収支差額が、 終的な当年度の収支状況となり、

学校法人の永続維持の観点からは収支均衡が求められる。折れ線グラフは、事業活動収入における（基本金

組入前の）収支差額の比率を示している。学校法人経営では、基本金組入額を確保するためにこの比率をプ

ラスにする必要がある。 

（百万円） （％）

（収入） 学生生徒等納付金 補助金 その他の事業活動収入

（支出） 人件費 教育研究経費 管理経費 その他の事業活動支出

基本金組入額（取崩額） ※組入額は支出に、取崩額は収入に配置

（2016年度は組入額と取崩額を合算して支出に配置している）

2018年度

2,000

0

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

6,401

4,050
3,860 3,888

8,000

6,000

8,201 8,335 8,641 8,660 8,435
4,000

6,818 6,891 6,690 6,598

333
（収入）

10,000

1,779
1,671 1,826

1,992
1,552

3,819 4,120

12,000 -12
328 （支出） （支出）

（収入） （収入）

（収入）

3,783
（支出） 3,929

（支出）
2,019

△7.3
14,000 -8

20,000 4

18,000 0

△0.1

△2.3 △2.4

16,000 -4

△4.1
（収入） （支出）

事業活動収支差額比率（右目盛り）
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図3 貸借対照表の構成比率の経年推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明】 

貸借対照表の左側（借方）には、学校が有する固定資産、預金などの資産が表示される。学校法人

が持っているプラスの財産の一覧である。右側（貸方）には、財産の支払方法、言い換えれば資金調

達方法が表示される。負債は借入金等の「他人資本」、純資産は「自己資本」を表している。この貸借

対照表は、会計年度末時点での残高を示している。資金収支計算書、事業活動収支計算書が単年度の

活動の集計であるのに対し、貸借対照表は学校法人設立以来累計された資産、負債、純資産の残高を

表している。 

グラフでは、各年度末時点の資産の合計を左の棒に、負債と純資産の合計を右の棒にて表示してい

る。この 2 本の積上げ棒グラフの高さの差が、毎年度累積された「繰越収支差額」となる。「資産の

部」＜「負債、純資産の部」となると翌年度への繰越収支差額がマイナスであるということになる。

貸借対照表の翌年度繰越収支差額は、事業活動収支計算書における翌年度繰越収支差額と一致する。 

 

５．その他 

 （1）借入金の状況 

     借入金総額  333,320千円   借入先 日本私立学校振興・共済事業団 

 （2）寄付金の状況 

     寄付金総額  99,122千円 

 

６．決算期後に生じた学校法人の状況に関する重要な事案 

  なし  

（百万円）

（資産の部） 流動資産 その他の固定資産 特定資産 有形固定資産

基本金 流動負債 固定負債 繰越収支差額（負債、純資産の部）

△4,701

-10,000

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

10,000

0

△1,042

△4,141
△5,088 △4,767

51,441
30,000

20,000

15,695 14,044
11,183 13,185 14,749

34,933
34,582 37,128 35,411 33,682

52,248 48,319 52,102 51,775

70,000

60,000
（負債、純資産の部）

（資産の部）

50,000

40,000
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（５）共立女子学園の概要 
１．役員・評議員･教職員の概要 

①役 員                          （2019年3月31日現在） 

      理 事     学園長・理事長    御手洗  康 

              常務理事      鳥 海 昭 美 

              理 事       川久保  清 

              理 事        児 島 博 之 

              理 事        澄 川 喜 一 

              理 事        市 村 佑 一 

              理 事        高 橋 節 子 

              理 事        入 江 和 生 

理 事       棚 橋 祐 治 

              理 事        浦 野 光 人 

              理 事       萬 年  徹 

理 事       齊 藤 昌 子 

理 事       小 目 昭 一 

 

      監 事     監 事       奥 山 章 雄 

              監 事        杉 江 和 男 

 

 

 

②評議員                          （2019年3月31日現在） 

     評議員    27名 

 

 

 

③教職員（常勤）                       （2018年5月1日現在） 

      大学・短期大学教員        235 名 

      高校・中学・幼稚園教員      158 名 

      職 員              120 名   

                       513 名 

  



- 82 - 
 

 

２．入学定員・収容定員・現員数 

 

 

 

  

学　校　名 学部･学科等名 開設年度 入学定員 収容定員 現　員

(所在地) （ａ） （ｃ） （ｄ）

年度 人 人 人

共立女子大学 大学院

 (東京都千代田区一ツ橋） 　家政学研究科(博士後期課程) H6 3 9 11

 (東京都八王子市元八王子町) 　家政学研究科(博士前期課程) S55 32 64 22

　文芸学研究科(修士課程) S41 20 40 16

　国際学研究科（修士課程） H23 15 30 3

　看護学研究科（修士課程） H29 5 10 8

共立女子大学大学院合計 75 153 60

　家政学部 S24 445 1,720 1,795

　　被服学科 S24 90 360 386

　　食物栄養学科 S24 105 390 404

　　　食物学専攻 S41 55 190 202

　　　管理栄養士専攻 S41 50 200 202

　　建築・デザイン学科 H19 100 370 401

　　児童学科 H19 150 600 604

　文芸学部　文芸学科 S28 350 1,400 1,521

　国際学部　国際学科 H19 250 1,000 1,133

　看護学部　看護学科 H25 100 400 393

共立女子大学合計 1,145 4,520 4,842

共立女子短期大学 　生活科学科 S25 100 200 239

 (東京都千代田区一ツ橋） 　文　科 S28 100 200 233

共立女子短期大学合計 200 400 472

共立女子高等学校 　全日制課程普通科 S23 360 1,080 957

 (東京都千代田区一ツ橋)

共立女子第二高等学校 　全日制課程普通科 S45 240 720 470

 (東京都八王子市元八王子町)

共立女子中学校 S22 320 960 1,005

 (東京都千代田区一ツ橋)

共立女子第二中学校 S59 160 480 166

 (東京都八王子市元八王子町)

共立大日坂幼稚園 S30 45 105 107

 (東京都文京区小日向)

共立女子学園　合計 2,545 8,418 8,079

（注）・開設又は収容定員を増加してから、学年進行中の学部等の場合は、入学定員を表示し、収容定員は当該年度の在学年次分

　　　　を計上している。

　　　・共立女子高等学校は、平成24年度より中高一貫教育の実施のため入学者320名の受け入れとしている。

（2018年5月1日現在）
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３．共立女子学園の沿革 
   

明治１９年 ３月    共立女子職業学校創立 

  昭和 ３年１０月    共立女子専門学校設置 

    １１年 ４月    共立高等女学校開設 

    ２２年 ４月    共立女子中学校開設 

    ２３年 ４月    共立女子高等学校開設 

    ２４年 ４月    共立女子大学家政学部 生活学科・被服学科 および別科家庭生活科 開設 

    ２５年 ４月    共立女子大学短期大学部家政科開設 

    ２６年 ３月    財団法人共立女子学園を学校法人に改組 

    ２６年 ４月    共立女子大学短期大学部に被服別科を設ける 

    ２８年 ４月    共立女子大学文芸学部（文学専攻・芸術学専攻）設置 

     〃   〃    共立女子大学短期大学部に文科第一部、文科第二部を増設 

    ３０年 ４月    大日坂幼稚園開設 

    ３７年 ４月    家政学部被服学科を服飾学科と改称 

    ４１年 ４月    共立女子大学大学院文芸学研究科（英文学専攻・演劇学専攻）修士課程設置 

     〃   〃    家政学部生活学科に食物学専攻、管理栄養士専攻設置 

    ４３年 ４月    家政学部に生活美術学科を増設し、生活学科を食物学科、服飾学科を被服学科と改称 

    ４５年 ４月    共立女子第二高等学校開設 

    ４８年 ４月    共立女子大学短期大学部を共立女子短期大学と改称 

    ５１年 ４月    大学院文芸学研究科に日本文学専攻設置 

    ５５年 ４月    共立女子大学大学院家政学研究科（被服学専攻・食物学専攻）修士課程設置 

    ５９年 ４月    共立女子第二中学校開設 

  平成 元年 ４月    共立女子短期大学家政科を共立女子短期大学生活科学科と改称 

     ２年 ４月    共立女子大学国際文化学部開設 

     ６年 ４月    共立女子大学大学院家政学研究科（人間生活学専攻）博士後期課程設置 

     〃   〃    共立女子大学大学院比較文化研究科（比較文化専攻）修士課程設置 

    １２年 ４月    共立女子大学家政学部食物学科を食物栄養学科と改称 

    １６年 ４月    共立女子短期大学に看護学科を増設 

    １８年 ３月    共立女子短期大学別科を廃止 

     〃   ４月    共立女子中学高等学校 中高一貫教育体制により高等学校は生徒募集を停止 

    １９年 ４月    家政学部に建築・デザイン学科および児童学科を設置し、生活美術学科は学生募集を停止 

     〃   〃    文芸学部文芸学科を設置し、文芸学部文学専攻・芸術学専攻は学生募集を停止 

     〃   〃    国際学部国際学科を設置し、国際文化学部国際文化学科は学生募集を停止 

     〃   〃    文科第一部を文科に改称、専攻分離を廃止 

     〃   〃    共立女子短期大学文科第二部の学生募集を停止 

    ２０年 ３月    共立女子短期大学文科第二部廃止 

    ２２年 ４月    大日坂幼稚園を共立大日坂幼稚園と改称 

    ２３年 ４月    共立女子大学大学院家政学研究科(建築・デザイン専攻および児童学専攻)博士前期課程設置 

     〃   〃    共立女子大学大学院国際学研究科（国際学専攻）修士課程を設置し、 

             共立女子大学大学院比較文科研究科（比較文化専攻）は学生募集を停止 

    ２５年 ４月    共立女子大学看護学部設置 

     〃   〃    共立女子短期大学看護学科の学生募集を停止 

    ２６年 ３月    共立女子大学家政学部生活美術学科・文芸学部文学専攻・国際文化学部廃止 

    ２７年 ３月    共立女子大学大学院比較文化研究科廃止 

     〃   〃    共立女子大学文芸学部芸術学専攻廃止 

    ２７年 ４月    共立女子大学大学院文芸学研究科（文芸学専攻）修士課程を設置し、 

共立女子大学大学院文芸学研究科（日本文学専攻・英文学専攻・演劇学専攻） 

は学生募集を停止 

    ２８年 ３月    共立女子短期大学看護学科廃止 

    ２９年 ３月    共立女子大学大学院文芸学研究科（日本文学専攻・英文学専攻・演劇学専攻）廃止 

    ２９年 ４月    共立女子大学大学院看護学研究科（看護学専攻）修士課程を設置 
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