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として建設されましたが、平成 （２
００５）年に１号館に中学校がリニ
ューアル移転し、平成 （２００６）
年度からは大学・短期大学の校舎と
して使用されております。学生時代
この校舎で学び、様々な思い出を持
った卒業生・保護者の皆様も多いの
ではないでしょうか。築 年
を経た同館を４年後には素晴
らしい学び舎として生まれ変
わらせたいと考えています。
皆様にはその日まで経過を見
守っていただきたいと思いま
す。
若年人口の減少等、学校を
取りまく環境には厳しいもの
があります。本学園において
も、共立女子第二中学校高等
学校の全面リニューアル、大
学院各研究科の設置、平成
年４月の大学看護学部の開設
準備等、教育研究体制・施設
設備の両面にわたってその整
備充実に努めておりますが、

創立１３０周年という節目の年を機
に全教職員一丸となって教育研究水
準の向上、学園の一層の発展に努め
てまいる所存であります。
皆様の更なる温かいご支援をお願
いする次第であります。

中学高校
（1号館）

共立講堂

神田一ツ橋キャンパス全景
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紅綸子地梅樹御簾模様振袖
江戸時代・ 世紀

女性の着物の中でも最も華
やかで、しかも人生にとって
の重要な区切りである成人式
や卒業式で服装の主役となる
のが振袖です。
「振袖」とい
う言葉は、江戸時代になって
一般に流布するようになった
もので、
享保 年（１７１８）
には、近松門左衛門が﹃日本
振袖始﹄という本を出版して
います。
ところで振袖の起源です
が、袖付けの一部を解いて脇
をあけることで、大人に較べ
て体温が高く、動き回ること
によって熱気を発し易い ・
歳以下の子供の体温を、一
定に保つためのベンチレーシ
ョンの機能を意図して生まれ
たと考えられます。それは、
古くはこれを「脇明け」と呼

び、まだ「振袖」とは呼ばなかった
こと、また袖丈を長くすることもな
かったことからわかります。
従って、振袖はもともと男女の子
供が共に用い、女性は結婚すると、
また男性は元服すると振袖の袖丈を
短くし、脇に縫い留めましたが、こ
れを「留袖」または「脇ふさぎ」と
呼びました。振袖本来の意味からす
れば、こうした行為は着用者が成人
に達したことを象徴するもので、肉
体的成長の現実と、成人であること
を社会的に認知させ
る目的が一致した結
果、生じたと考えら
れます。
女性の振袖の丈は、
江戸時代前期には
センチほどであった
ものが、江戸時代末
期には地面に触れる
ほどにもなりますが、
意匠に関してもこう
した変化に伴って装

教養教育により実施します。他の看
護系単科大学に比して充実した教養
共立女子大学看護学部設置認可申請の状況について
教育が、本学の看護学部の特色のひ
の建学の精神及び共立女子大学の人 とつであると言えます。
材養成目的に基づき、
「幅広い教養
を基盤とした豊かな人間性を養い、
看護専門職として必要とされる知
識・技術・態度に基づいた看護実践
能力を修得するとともに、将来にわ
たり看護の向上に資するための研鑽
能力を養い、人々の健康の保持増進
に寄与することにより、自ら自己の
将来を切り開き、自律的に社会に参
画・貢献しうる女性を育成する」こ
とです。
教養教育は、人の支援に関わる専
門職である看護師を養成するうえで
も、また、本学の教育理念である、
社会に広く貢献する自立した女性を
育成するためにも重要であり、看護
学部においては、現行の全学共通の

平成 年度に開設された共立女子
短期大学看護学科の教育実績を踏ま
えて、平成 年度から共立女子大学
看護学部を開設することについて、
平成 年 月の評議員会・理事会に
おいて承認され、同年 月には看護
学部の基本的な設置計画が了承さ
れ、さらに、平成 年 月には看護
学部設置に係る学則変更及び寄附行
為変更について承認されました。
このことを受けて、平成 年 月
に文部科学大臣に対して看護学部設
置認可申請及び寄附行為変更認可申
請を、 月に看護師学校指定申請を
行い、国による審査を経て、 月末
の認可を目指して諸準備を進めてい
るところです。
看護学部の人材養成目的は、本学
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学校法人 共立女子学園
学園長・理事長 石橋 義夫

共立女子学園は平成 （２０１６）
年に創立１３０周年を迎えます。
学園の長い歴史と伝統、先人たち
の努力を振り返りながら学園の一層
の発展を期すべく決意を新たにして
いる今日この頃ですが、この度この
節目の年を記念して神田一ツ橋キャ
ンパス２号館の新築計画について学
園将来基本構想委員会のもと、事務
局等において慎重な検討を重ねてき
ましたが、さる９月 日に開催され
た臨時評議員会・理事会において正
式に決定されました。
ご承知の通り、２号館は昭和 （１
９５６）年に共立女子中学校の校舎
31

共立女子大学・共立女子短期大学
学長 入江和生

本学の教養教育

6号館

するでしょう。明快な答えが正解で
あるとは限りません。
食物も教養も、
とりあえずできるだけ多様なもの
を、楽しい気分で摂取することが肝
要です。本学の共通教養科目は、そ
ういう仕組みになっています。
望ましい食事によって健康な体を
維持している人にとって、どういう
人生を送るかはまた別の問題である
ように、豊かな教養を身につけた人
がどういう社会生活を送るべきかと
いう問題が別に存在します。
教養はそれを身につけた人の内部
だけで完結するものであってはなりま
せん。絶海の孤島でのひとり暮らし
を想定して大学教育が行われている
のではないのです。社会を支えるた
めに一個人としての責任を果たすの
だという強い意志を持つとき、教養
の意味は自ずから明らかとなるでし
ょう。

（家政学部教授 長崎 巌）

飾性をどんどん増していくことにな
りました。
ここに紹介する共立女子大学コレ
クションの一点も、紅の綸子地に総
鹿の子で模様を表した贅沢な作品
で、婚礼の色直しの際に着用された
ものと考えられます。
江戸時代には、
松・竹・梅や鶴・亀などとともに、
几帳などの王朝時代を連想させるモ
チーフも吉祥模様と考えられたので
す。

神田一ツ橋キャンパス3号館
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専門も共に社会という有機体の構成
要素であるからには、両者を区別す
ることに大した意味があるとも思わ
れません。
教養とは何かが論じられることが
最近多いようですが、それは教養が
疑問視されているということでしょ
うか。教養の意義など自明のことだ
と割り切ってしまえば、論じる必要
もなくなります。少なくとも、その
認識で歴史は推移してきたはずです。
それ以上を問う必要があるとすれば、
それは社会が疲弊しているからです。
われわれが食物を口にするとき、
特に健康に不安を抱えている人を別
にすれば、必ずしもその栄養素につ
いて考えはしません。教養もそうし
たもので、なにかしら役に立ってい
るのだろうという期待はあるもの
の、さて、それでは何の役に立つか
と問われれば、多くの人は返答に窮
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共立女子大学コレクション
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本学も以前は大学各学部および短
期大学でそれぞれが各学部・科の特
質に合ったプログラムを組んで教養
教育を行っていましたが、６年前に
それらを統合して教養教育を一本化
しました。その結果、本学の規模の
大学・短期大学では考えられないほ
ど多彩な教養科目群を持つことにな
りました。
本学は教養教育を専門教育の準備
段階と位置付けていません。教養も



（1）

共立女子大学
被服学科は、全国に 大学しかない
１級衣料管理士養成校の認定校であ
り、毎年約 名の１級衣料管理士を輩
出し、卒業生は繊維・アパレル産業の
分野で活躍をしています。 週間の学
外実習で実体験するのが特徴です。
食物栄養学科食物学専攻は、平成
年度より食品衛生管理者・食品衛生監
視員の養成施設校の認定を受けました。
食品衛生は近年社会的な関心の高い領
域です。管理栄養士専攻とともに学科
全体として食品衛生に対応できる人材
東日本大震災は文学や芸術の意
義を問い直す機会となりました。
文学や芸術が余裕がある時に楽し
むものなどという軽いものでない
ことは、多くの事例が証明してい
ます。文学も芸術も人間存在の本
質に関わり、金銭では得られない
根源的な幸福に深く結びついてい
るのです。文学と芸術を学ぶこと
は、人生の指針を見出し、人生に
必須の教養を身につけ、ひいては
生きる力を身につける機会となる
でしょう。

を養成できる体制が整いました。
建築・デザイン学科の「デザイ
ン」では、専任教員作品と、非常
勤のデザイナーの作品の展示を行
い、また「建築」では、各ゼミで
テーマに合わせて沖縄や韓国など
のフィールドに出て理論と実践の
検証を行い、実社会で活躍できる
人材を育てる努力をしています。
児童学科では、諸外国の保育・
幼児教育の施設を訪問し、交流を
通して視野を広げる海外研修を毎
年実施しています。幼児教育の先
進国である欧州の自然を取り入れ
た活動等に参加することで、子ど
も達の生き生きとした様子に触れ
る事が出来る研修となっています。

●生活科学科長

共立の「教養教育」のバックボーンとなる
各学部・科における研究活動の現在と未来

岡田 悟



岡部 隆志




●看護学科教授 加藤 令子

文科は平成 年度より
「日本語・
日本文学コース」を「日本文学・
表現コース」に、
「英語・英米文
学コース」を「英語コース」へと
名称変更いたします。
「心理学コ
ース」はそのままです。この名称

●文科長

ひと昔前までは教養は知識とほ
ぼイコールで、知識のある人が教
養のある人でした。また、知識は
専ら文字、特に外国語によって伝
えられていましたから、文字、外
国語の理解力が教養を支えていま



川久保 清

刑︾を取り上げ、この主題が中世初期
の超越的な表現から、十三世紀に入っ
て十字架上で痛みと苦しみをあらわに
する人間的な表現に変化していったこ
と、その背景に、生きる指針を求める
人々にとってキリストの生涯が生き方
のモデルとなっていったことを指摘し
ました。一見、われわれに縁遠い宗教
画であってもそこには人々の生の裏打
ちがあり、それによって作品が普遍的
な価値をもつことを理解してもらうの
が私の意図であり、学生たちにもそれ
は十分伝わったように思われました。

とにあります。
これらが目指すことも、人類が
抱える課題が複雑化、地球規模化
するなか、国際社会を見る広い視
野と多様な文化を受け止める総合
的な力を育むリベラルアーツ教育
に他なりません。リベラルアーツ
は本来、古代ギリシャやローマの
「自由七科」のような文理融合と
いう広範なものですので、本学部
での教育は限られた範囲ではあり
ますが、
「国際人文・社会科学を
融合したリベラルアーツ」の学部
として、社会のニーズと期待に応
えたいと思います。
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●家政学部長

池上 公平

家政学における人間生活の追及に
は、広く社会について学ぶ教養が求め
られます。各学科の専門教育において
も、その点を配慮した教育がなされて
います。

●文芸学部教授



共立女子短期大学

大規模な自然災害が世界中で頻
発しています。看護学領域では、
災害看護学の教育が博士後期課程
まで整っており、人々の命を守る
ため、国際規模での災害看護の知
の集積が求められています。



吉竹 広次

ツ教育の拡充を通じて、専門科目に捉
われず、幅広い視野や基礎的思考力を
身につけさせること（経団連）
﹄とい
う提言が示すように教養教育の再評価
です。日経新聞の調査でも、企業が大
学に求めることの第一に「教養教育の
強化」があげられています。
こうしたなか国際学部は２０１３年
度から、専攻プログラム制に移行しま
す。その目的は、専門科目における文
化・社会の隔てを外し、国際人文・社
会科学の融合による幅広い学びのうえ
で、
国際学を の専攻プログラムで
「見
える化」し、明確な専攻意識を持った
主体的・体系的な学修を可能にするこ
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私が担当する西洋美術史各論という
授業では、自分の専門であるイタリア
美術史の講義をしています。今年度前
期には、ルネサンスの本質がとりわけ
人間への関心にあることを主に述べま
した。その事例として︽キリストの磔

●国際学部教授

大学の教養教育に大きな影響を与え
た「大学設置基準の大綱化」後、 年
を経た現在、実社会からの要請は﹃学
士課程の使命は、専門性を養うことで
はなく、専門を通じて、教養を育む教
育・・リベラルアーツ型の教育が強く
期待される（経済同友会）
﹄
、
﹃グロー
バル人材の育成には・・リベラルアー

20
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私は２００８年度より、共同研究者
と特別支援学校における自然災害の備
えの研究に取り組み、２００９年度に
は﹃特別支援学校用災害シミュレーシ
ョンパッケージ﹄を開発しました。パ
ッケージは、各校で発生の可能性の高
い災害を毎日想定し、教職員が災害発
生時の自身の行動をイメージする「イ
メージトレーニング編」
、および、
「備
蓄編」
「設備編」
「解説編」で構成され
ています。東日本大震災時のパッケー
ジの活用効果は、イメージトレーニン
グと備蓄の重要性として示されまし

変更により、文科が目指す教育目的が
よりわかりやすくなると考えておりま
す。
また、生活科学科と共通した試みと
して「共通講座」を設けました。生活
科学科と文科の授業科目をいくつかの
テーマ系に分け、学生はそのテーマに
属す両学科の科目を自由に受講できる
というものです。両学科の学生が学科
の垣根を越えてそれぞれの専門科目以
外に関心のあるテーマに沿って自らの
教養を高めるための講座です。全学の
共通教育とは別に、短期大学としての

した。
今は教育水準が上がり、ネット社会
と言われるように情報システムが整
い、知識を得ることは大変容易になり
ました。同時に、グローバル化が進み
身近な現象が広い世界と密接につなが
ることになりました。
では、これからの時代、教養は何に
よって支えられるでしょうか？ それ
は想像力ではないかと思います。ひと
つのことに関係する知識を基に、それ
が及ぼす影響がどこまで拡がるかを豊
かに想像する力が必要です。
「想定外

た。また昨年度より、研究代表者とし
て、
「肢体不自由児が災害の備えへの
セルフケア能力を高めるためのパッケ
ージ開発」
（科学研究費助成事業）に
３年計画で取り組んでいます。
本年、７月（日本）と８月（英国）
に開催された国際学会で、私達は両研
究内容を発表しました。東日本大震災
時のパッケージ活用効果等の発表は、
両学会で高い関心を得ました。私達は
研究成果を学生の教育に活かすと共
に、国際規模で障がいがある子ども達
の命を守るために役立つことを願い、
今後も研究を続け発信してまいりま
す。

きめ細かな教養教育への試みです。
文科では
「千字エッセイコンテスト」
や「英語スピーチコンテスト」を開催
し、学生への正課外活動も積極的に行
っています。これらの活動は、学生の
表現力を向上させる取り組みとして重
要ですが、審査する教員の教育、研究
活動にも刺激を与えています。カリキ
ュラムでも「アニメの物語学」といっ
た新しい講座を開設し学生の人気を集
めていますが、こういった新講座の開
設もまた教員の研究領域を広げること
につながっております。

だった」という言い訳は、想像力の不
足、あるいは、想像することの放棄を
意味し、教養に欠ける行為です。
想像には疑うことが必要です。疑い
が生じればいろいろな方法で調べてみ
ようと思い、また、
「ひょっとしたら」
と様々な想像が浮かびます。
生活科学科で教育、研究に当たる教
員は、このような意味で疑り深い人々
で、
自らの研究分野や教育現場で、
日々
疑い、調べ、想像しています。こうし
た教員の教養が共立の教養教育の基盤
となっていると思います。

平成 24 年 010 月 13 日（土曜日）

このＧＰＡを使って、学生の学習意
欲の向上や適切な履修計画の策定、教
職員の履修指導の充実を行うこととし
ています。つまり、学生にもっと勉強
してもらうための制度といえます。
この制度に関する今後の検討課題と
しては「成績評価の公平化・厳正化」
や
「アカデミックアドバイザーの役割」
などがあります。また、ＧＰＡの具体
的利用方法として「履修登録単位数の
上限緩和」や「奨学金、授業料免除対
象者の選定基準」
、
「表彰制度の導入」
なども考えられています。

3

3

教務課

一つとして学生一人の履修科目の成績
の平均を数値で表したものです。成績
表記については、他大学との制度的互
換性を考慮して成績評価を４段階（Ａ
ＢＣＤ）から５段階（ＳＡＢＣＤ）に
変更しました。そのうえで、Ｓは４、
Ａは３、Ｂは２、Ｃは１、Ｄは０のグ
レード・ポイント（成績評点）を付与
し、この単位当たり平均を出し成績の
評価としています。学期ごとに確定し
た成績をもとに計算され、成績表にＧ
ＰＡが表記されることとなります。な
お、この制度は 年度の新入生からの
実施ですのでそれ以前の入学生には適
用されていません。

づき」を与え、さらなる行動を促して
います。
「個別相談」ではキャリアカウ
ンセラーによる相談コーナーを設置し
ています。
「個別相談」は学年を問わ
ず利用でき、友人やご家族と一緒に来
室する学生も多くみられます。
「ガイダンス」を通じて学生の動機
付けをし、学生個々のニーズに合わせ
た「プログラム」を受講させ、さらに
プログラム受講者が「個別相談」をす
る流れによって学生一人ひとりの就職
基礎能力の向上を図っています。今後
とも学生が自ら考え主体的に行動でき
る環境を整えていきます。

1 9

ＧＰＡ制度の導入について
ＧＰＡ制度については、
平成 年度よりＦＤ委員
会が中心となって具体的
な検討が開始され、 年
度から大学・短期大学で
実施されることとなりま
した。
ＧＰＡとは、教育の質
の保証に関する教育改革
の一環として実施される
もので、学生評価方法の

相談」です。
「ガイダンス」
「プログラム」は主に
大学 年生、短大 年生を対象として、
年間を「Ⅰ期（ 月～ 月）
」
「Ⅱ期
（ 月～ 月）
」
「Ⅲ期（ 月～ 月）
」
の期間で実施しており、サークル活動
等に励む学生がスケジュールを組みや
すい環境を整えています。「ガイダンス」
については卒業後の進路を考える動機
付けとしてⅠ・Ⅱ期に進路ガイダンス
を実施しています。
「プログラム」では
（ ）筆記試験（ ）応募書類（ ）
面接対策に重点を置いています。学生
の進捗状況、到達度に合わせて受講さ
せており、
現状を把握させることで「気

営しています。
生涯学習の場としても、
卒業生をはじめ、保護者の方や一般の
方にも参加していただいており、学生
にとっても社会の先輩方と共に学ぶこ
とで大変良い刺激を受け、貴重な体験
の機会となっており、年々、学ぶこと
の面白さや学問への好奇心が湧いてき
ています。
さらに地域社会の方々にも講座を通
じて、広く学びの場を開放し、高等教
育機関としての大学の知的財産を共有
していくよう努めています。
※講座の詳細は本学のポータルサイ
トから、または、配付しておりますパ
ンフレット等を参照の上、申し込んで
ください。

3

国際交流室

学には国際交流奨学金制度がありま
す。ただし交換留学、派遣留学、国際
交流奨学金には学内選抜があります。
また本学は西アフリカのベナン共和
国大統領夫妻をお迎えした縁で、２０
０７年以降、毎年ベナンから留学生を
迎えてきました。ベナンとの交流開始
後５年余が経過した本年３月、ジャニ
ック・マーニュ文芸学部教授が助手と
学生を伴い、本学初のベナン訪問を果
たしました。駐日ベナン大使ゾマホン
氏の尽力で新たな出会いと発見があり
ました。２０１３年度には、総合文化
研究所主催の展示・講演会でその成果
の一端を発表します。本学とベナンの
交流は新たな局面を迎えました。

の目標を達成するための講座を用意し
ています。
①課外講座
課外講座は、正課教育の体系にはな
いものへの取組、正課教育の補完、キ
ャリア教育を主な目的として実施して
います。
内容も、就職対策、資格検定、語学、
鑑賞会、教養文化、健康、実技に関す
るもの等と多岐にわたります。
②公開講座
大学の社会的使命である地域貢献の
一環として、神田一ツ橋キャンパス、
研修センター杉並寮、八王子キャンパ
スにて公開講座を実施しています。
①②とも、共立アカデミーで実施運

12
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2

就職進路課

学生課

学生の主体的な就職活動
に向けた取り組み
就職進路課では学生一
人ひとりの能力や成長に
合わせた進路支援を行う
ため、 名の職員と 名
のキャリアカウンセラー
が勤務しています。進路
支援において特に注力し
ている点は「ガイダンス
（説明会）
」
「プログラム
（講座）
」の実施と「個別

学生生活支援のための
取り組みについて

正課外教育について
学生生活においては、
「自ら学び探究すること」
を通して一人の成熟した
人間として成長すること
が大切であり、そのため
に正課はもちろん正課外
の教育や活動から様々な
ことを身につけることが
必要です。
本学では、正課外教育
の一つとして、幅広い知
識と教養を修得し、自ら

10 1
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変化します。
いま学生が最も注目する国際交流活
動は留学です。
「半年（または１年）
の留学期間を含めて共立を４年間で卒
業したい」と希望する方は、できれば
２年次、遅くとも３年次に留学し、４
年次４月以降は本学で卒業論文を準備
されることをお勧めします。英語圏へ
の留学なら、協定校留学やアメリカ、
イギリス、カナダの提携校への派遣留
学があります。フランス語圏か中国へ
の留学なら、経済的な負担が比較的軽
い交換留学を目指しましょう。中国人
民大学外国語学院との交換留学が始ま
ります。
なお交換留学、派遣留学など留学規
程に則った留学を奨励するために、本
昨年度はフロアスイッチを、今年度
はコアスイッチを全面更新しました。
各機器の技術革新もあり、冗長化や認
証ＶＬＡＮなどで、共用場所での利便
性が向上しています。
３．無線ＬＡＮ設備の設置
本館 階と 階に無線ＬＡＮ設備を
導入し、学生用ノートＰＣの貸し出し
を実施しました。
４．共立生涯メールの開始
大学・短期大学の卒業生に対し、永
年利用可能となるメールアドレス発行
サービスを開始しました。

1

国際交流の
新たな取り組み
国際交流委員会委員
文芸学部教授
塩川 浩子
今も昔も本学国際交流
活動の中心は教育（海外
研修、留学）と研究（講
演会、シンポジウム、共
同研究）です。とはいえ
グローバル化する世界に
取り巻かれている私たち
の状況は刻々変わり、国
際交流活動の内容は常に
化が進んでおり、それらのデジタル・
トラフィックの増大に伴い、近年、ネ
ットワーク容量の絶対的な不足が顕在
化する状況になっていました。このよ
うな状況下で、以下の取組みを行いま
した。
１．広域ＬＡＮの回線速度増速
神田一ツ橋キャンパスと八王子キャ
ンパスを接続する回線（広域ＬＡＮ）
と共に、インターネットに接続する回
線を増速しました。ネットワーク通信
が快適になるだけでなく、システム全
体のトラブルが回避されています。
２．ネットワーク系機器の全面更新

13

めています。また利用者の効率的図書
館利用促進のため、 年次にガイダン
ス、卒論ゼミ支援、他に自学習支援と
して電子資料の活用法や論文レポート
作成法セミナーを分野別に行う計画で
す。
③効率的・効果的な施設設備の提供
自学習、グループ学習に柔軟に対応
可能な「図書館ラウンジ」
「グループ学
習室」の整備を教員、学生の協力のも
と計画中です。また、利用者の効率的
利用を目指し、館内で飲食可能なスペ
ースを設置しました。
（活動については
図書館ホームページをご覧ください）

12

す。また、就職関連資料も昨年度より
充実を図り、 階ラウンジにコーナー
を設け、
整備を継続的に行っています。
②教育研究・自学習支援
「ディスカバリーサービス」が本年
月よりスタート。これはグーグルの
様な一つの窓にキーワードの入力だけ
で簡単に教育研究に不可欠な学術情報
の検索が可能なサービスです。他にも
電子化した本学紀要を「機関リポジト
リサービス」を利用して公益性の高い
学校法人の活動実績（成果）を学外へ
開示する準備を進めています。これら
の外部アクセス可能なものを有効活用
し、多様な図書館利用機会の充実を進
10

情報センター事務室
共立女子学園情報セン
ター事務室は平成 年度
に設置され、共立女子学
園の情報化に関してさま
ざまな環境整備を行って
きました。本学のネット
ワーク環境の基礎は、本
館竣工の際に学園全体を
統合したことから始まっ
ていますが、
本学の教育・
研究においてはデジタル

図書館

18

「図書館における教育研
究支援への取り組み」
①図書館資料の充実等
図書館資料は本学の選
書方針に基づき教員や図
書館職員が選定し、教育
研究や自学習支援のため
に利用されています。こ
の他、各学部・学科の学
生で構成される学生図書
委員会でも選書方針に則
った選書を実施していま

10
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教育環境を支える取り組みについて

渡辺 真人

である中高生に、食事を楽しんでもら
いながら「食のことを考える」という
意識を持って、メニュー作りに取り組
んでいただいています。
学校は、子どもの食生活の改善を進
める上で大きな役割を担っていると考
え、家庭への相乗効果も期待されるた
め、多岐にわたって食育推進活動を行
い、子どもの健全な食生活の実現と豊
かな人間形成を図っていくこと
も大切なことと考えます。
私たち人間は動植物の命をい
ただいて生きています。自然の
恩恵の上に、貴重な食料生産が
成り立ち、その中で自然との共
生が求められています。食生活
は生産者などの苦労や努力によ
って支えられている点や、世界
における食料不足の現状につい
ても理解を深めていきたいと思
います。
現在、本校には１００平方メ
ートルの畑を敷地内に開墾し、
季節折々の農作物を栽培してお
ります。春はジャガイモや、秋
には約７００本の大根を収穫し
ます。収穫された大根は、学校
説明会で受験生にも配って、大
変好評をいただいています。ま
た、家庭科の調理実習や、食育
の授業の中で調理され、季節に
応じたテーマの中で、その栄養
素、食文化などについての講義
も行われています。今後、畑は
面積も大きくして、農作物の種
類を増やしていく計画がありま
す。

上野 純子

とが大切だと考えています。
幼稚園では主にクラスの中で、教員
が子ども達の興味や季節や様子などを
考え併せながら意図をもって絵本を選
びます。そして生の声で読んでいると、
子ども達はグッとお話に引き込まれ、
時にはドキドキしたりハラハラしたり
ワクワクしたり安心したり、自分がそ
の場にいるごとくその世界を楽しむこ
とができます。他に言葉の面白
い繰り返しなどに出合うと一緒
になって言葉自体を楽しんだり
します。
園生活では帰る前のひと時を
落ち着いてこの読み聞かせをす
る時に利用していますが、この
積み重ねは聞く力も育てている
ことに気付かされます。十分な
読み聞かせをしていると５歳児
では幼年童話をクラス全員が楽
しみ、
「今日も続きを読んで！」
と待ち望む様子が見られます。
今日一日で読み終わらなくても
同じ集団で続きが聞けることも
児童館や図書館とは違う、幼稚
園という集団ならではのことだ
と思います。
良質な絵本をこうして身近な
大人に読んでもらう経験をした
子ども達が小学生になってから
も引き続き読んでもらうことに
よって、更に読む力、話す力が
ついてくるのだと信じます。
今後も幼児期の教育機関とし
てその環境を整え、使命感をも
って教育の充実を図って参りた
いと考えています。

共立大日坂幼稚園

共立大日坂幼稚園

園長



子ども達の元気な声が響き渡
る幼稚園では、時季や年齢によ
り色々な場所を使い、毎日様々な
遊びを楽しむ様子が見られます。
教員はこの遊 びを大切に考
え、子ども達が好きな遊びを見
つけ思う存分伸びやかに繰り広
げることができるように日常的
に子ども一人ひとりの姿を見つ
め理解し、遊びを通して友達と
の関係性に気付き、時には見守
ったり考える道標を示したり時
を捉えて手を貸したり必要な時
には声を掛けたりしています。
また、子ども達が集団として
クラスに集まって話を聞いたり、
絵本や物語に親しんだり、個々
が発表したりということも大切
に考えている活動です。この
「絵
本などに親しむ」ことについて
は、乳児の頃には盛んに絵本を
読んであげていたのに「自分で読める
ようになったから」と言って、あまり
読み聞かせをしなくなったということ
を耳にします。字の読み書きと絵本を
見ることには関係性がありますが、幼
児期には、それ以上に絵本の世界に入
り言葉を楽しみイメージを膨らませた
り創造したり考えたりする力を育てて
いく為にも十分な読み聞かせをするこ

読む力・聞く力・話す力─日々の読みきかせの現場から

共立女子中学高等学校
校長

福に貢献していくことを最大の主眼と
して、品格と能力の育成に努めてきま
した。
共立女子中高のリベラルアーツ
世紀は知識基盤社会を迎えていま
す。知識注入型の教育から、生徒一人
ひとりの才能を引き出す人間教育への
転換が必要です。今、世界ではリベラ
ルアーツ（人文・社会・自然科学を包
共立女子第二中学校高等学校
括する基礎分野）を核とした教
校長 田口 純一
育が世界標準として実践されて
います。
共立女子中学高等学校では、
主要教科以外の教科にも時間を
十分配分しています。表現を大
切にすることは、モノの見方を
身につけることです。ステレオ
タイプの知識の組合せだけでは
二中高の新しい教育環境の下
個性は表現できないのです。
で、新しい教育推進計画が進行
知識の積み上げと、それらを
しているところであります。
つなげるだけの学力ではなく、
現在、本校の独自性を構築す
激動の社会や世界の中で、解な
る観点の一つとして、昨年４月
き出来事を自ら解決する発想
より学園の援助を得て、７号館
と、その自分で見つけた解を実
にランチコーナーと厨房を新設
現していける論理的思考力を養
し、株式会社日本レストランエ
うところに、共立女子中学高等
ンタープライズと提携して食育
学校の学力観があります。６年
を推進しているところでありま
間の教育の中では骨太の学力を
す。
形成していきます。読書に、ア
近年、社会状況の変化や生活
ートに、フィールドワークに、 様式の多様化、食品の安全性の
実験に、文化祭に、なんでも一
問題などにより命の源である
生懸命に仲間と共に取り組みま 「食」を巡る環境は大きく変化
す。そのコミュニケーション能
しています。
「食」は健全で豊か
力にこそ、学力伸張の秘密があ
な暮らしの基本であることから
ります。完全中高一貫教育は受
「
食育」の重要性が見直され、平
験指導でなく、リベラルアーツ
成 年には国が食育基本法を定
なのです。
めるなど各地で「食育」の取組
みが見られるようになりました。
中高時代は、学習や部活動等により
日常生活が忙しく、各々が自分の食生
活等についての意識が希薄になる傾向
があり、生徒自身の食生活や健康につ
いて学び考え、実践していく力を身に
つけさせていきたいと考えています。
また、本校の管理栄養士の笹川さん
には、食習慣の基礎を身につける時期

基礎力を土台とした「主体的な学び」が拓く生徒の未来


完全中高一貫の成果
完全中高一貫に移行して６年
がたち、今年の春にその第１期
生が大学に進学していきまし
た。一貫体制とそれに伴う教育
改革は学校に一体感をもたら
し、大いなる進歩が実感となっ
て捉えられています。
その効果が明確になってくる
のはこれからですが、成果の一
端はすでに大学への合格状況に
表れつつあります。
それは志望において難関大学
への傾斜が進んだことであり、
さらには合格力が上昇したこと
です。
女性に拓かれていく社会
「男女共同参画社会」という
言葉のように、日本の社会にも
女性が能力を発揮しやすい環境
が整いつつあるように思います。改善
されるべき課題は残されていますが、
以前とは比較にならないほど仕事への
理解が進んできたことは事実です。
共立女子中学高等学校は常にその教
育の視点を、社会での活躍に置いてき
ました。すなわち、女性が女性として
の特性を発揮しながら、社会の様々な
舞台で活躍し、社会の発展と人々の幸
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堅実に日々の練習を重ねているバド
ミントン部は、春季リーグ戦での優勝
を果たして上位のリーグへと昇格をし
ました。学年の壁を越えて楽しく活動
をしながら、更なるリーグ昇格を目標
として技術の向上に励んでいます。

バドミントン部

高校演劇部

バレーボール部

中学陸上部

新入生歓迎会、地区大会、共立祭な
どの年５回の公演を全て自作自演で行
なっています。夏季合宿では、演劇の
基礎をきっちり身につけるトレーニン
グをします。地区大会では、昨年度は
奨励賞をいただきました。演劇初心者
でも大丈夫。本校卒業生で女優業をし
ていたことのあるコーチが熱心に指導
をしてくれます。

中学バドミントン部
バドミントン部では、活動に
関わるすべての人が感動できる
よう、日々の練習に取り組み、
また、選手であってもなくても、
それぞれの役割を果たすことに
重きをおいて活動しています。
ここ数年は東京都大会にも数多
く進出し、今年は個人ダブルス
でベスト に入ることができま
した。さらなる飛躍を目指し、
努力し続けています。

高校音楽部
音楽部は今年すでに７回の本番を迎
え、半数は学外のステージです。７月
の東京都合唱祭では、最長となる 回
連続出場の記念にキーボードを頂きま
した。早速、夏季合宿に持参し、代々
の部員への感謝と共に９月のコンクー
ルに向けた練習に役立て、銀賞を受賞
しました。生徒達は、一体となって曲
を作り上げる中で、練習に真摯に取り
組む姿勢も受け継いでいきます。共立
祭の後は、神保町交差点でクリスマス
キャロルを歌い、３月に定期演奏会で
締めくくります。

「走ることが好き」
「速く走
りたい」
「グランドが広かった」
という理由で始めた生徒たち
は、３年後に「タイムがあがり、
賞状をもらえてうれしかった」
「 素敵な仲間にめぐり会えた 」
「精神的に強くなった」といっ
た感想を述べて卒業していきま
す。２０１２年度は、東京私学
選手権会でリレーが４位に入賞
するなど、めざましい活躍をし
ています。

バレーボール部は、高校生 名中学
生 名の合計 名で活動しています。
夏と春には合宿を行い、技術面だけで
なく精神的にも自己を鍛えて、チーム
の団結力を高めています。
主な活動としては、高体連の主催す
る大会が年５回と私学大会が年２回ま
た八王子大会など公式戦が多いです
が、一つでも多く勝てるよう週４～５
日の練習に励んでいます。

箏曲部

生田流大師範のもと、日々の
練習を行っています。長期休暇
に行う年に２回の合宿では演奏
会のための強化練習を行い、部
員同士の親睦を深めます。他大学の演
奏会へも積極的に参加しています。
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バトントワリング部は高校生のみの
クラブですが、踊るのが好きな部員が
多く、今年度もたくさんの新入部員を
迎え、総勢 名でさらに活気のある活
動を行えることを大変嬉しく思ってい
ます。
主な活動としては、体育大会や白亜
祭、予餞会等の学校行事における発表
と、東京都バトン連盟の主催する大会
（年２回）への参加が中心となってい
ます。

バトントワリング部

部活動紹介
第二中学校高等学校 2012.4.1〜
2012.8.31

ダンスサークル

部員数が 人という大所帯で活動を
しているダンスサークルは、入部者の
ほとんどが初心者からのスター
トです。
人数が多いからこそ、「つ
ながり」を大事にしています。
共立祭やイベントでは合宿や通
常の練習で固めた団結力を発揮
し、観客を魅了しています。

フラダンスサークル
踊りに込められたメッセージ
を伝えるために、練習の時にも
歌の意味を考え笑顔で踊ってい
ます。フラダンスに馴染みのな
い人々に魅力を広めることも目
標の一つとし、ボランティアとして各種
イベントや老人ホーム等でも積極的に
発表しています。

サークル活動紹介
2012.4.1〜
大学・短期大学
2012.8.31
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部活動紹介
中学高等学校
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平成 年度事業報告

（ ）学生支援活動
①奨学金の実施
 成
平

年度事業計画

（ ）学園将来構想の策定
①学園将来構想の策定
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平成 年 月 日の学園将来基本構想委員会において、学園
全体ならびに各設置校において今後検討すべき課題について共
有化を図り、学園将来構想の策定に向けて作業を行っていくこ
ととされた。平成 年度は、各設置校、全学的な委員会（学園
国際交流委員会・学園広報委員会など）及び各プロジェクト（財
政施策検討プロジェクトなど）における検討結果をふまえて、
個々の諸施策が中長期的な視点から相互に関連性・整合性をも
って進捗するよう、これから数年先を見通した学園将来構想を
策定する。
7

（ ）大学院・大学・短期大学の活動
①大学院・大学・短期大学の共通事項

学生、教職員、卒業生をはじめとした学園の関係者、さらに
広く社会一般に対して、学園の教育･研究活動や学園の将来像
などについて情報を提供し、理解を得るという観点から、学園
の情報公開・広報活動のあり方について検討する。また、学園
にかかわる内外の多様な情報の収集・分析をおこない、本学園
の活動に活かしていくための方策を策定する。

③学園広報活動計画の策定

グローバル化が進展するなか、学園の教育研究活動における
「国際化」を推進するため、今後、学園全体の国際交流活動の
現状の把握と課題を確認し、それをふまえて、学園の国際交流
活動の基本的な方針や具体的な活動内容を策定する。

②学園国際交流計画の策定
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Ⅰ．事業の概要
（ ）将来構想の検討・各種計画の策定
①学園将来構想の策定作業の開始
②学園国際交流計画の策定
③学園広報活動計画の策定

平成 年 月 日の学園将来基本構想委員会において、最近
の入試の実績などをふまえ、中学高等学校、第二中学高等学校
について、入学者の確保、教育・指導体制の充実、学習活動の
充実等を含む全体的な改善方策を検討する必要があるとした。
これを受けて、学園将来基本構想委員会のもとに設置されてい
る中学・高等学校将来構想専門委員会では、中学高等学校及び
第二中学高等学校の将来構想の策定に向けた検討を開始した。
また、幼稚園について、最近の入園者の動向などをふまえ、
文京区の中核幼稚園としての活動及び指導体制の充実を目指
し、将来構想の策定に向けた具体的な検討を開始した。
（ ）学校評価の実施
学校教育法の規定に基づき、平成 年度も中学高等学校・第
二中学高等学校・幼稚園において、継続的に学校評価を実施し、
学校評価に基づく学校運営の改善、教育水準の向上に努めた。

②中学高等学校について
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●大学院・大学・短期大学の教育の質保証･向上の取組みの推進
教育情報の公開やFD活動の義務化、次期認証評価への対応
など、各種法令への対応や社会的要請などをふまえつつ、大学院・
大学・短期大学の質保証･向上の取組みを確実に推進していく。
●自己点検・評価の実質化
平成 年度は、これまでの認証評価の結果を改善活動に確実
にフィードバックしていく必要がある。自己点検・評価を不断
の活動として行うことで、教育の質の保証、教育力の向上へと
繋げていく。これらは、自己評価委員会、FD委員会、大学・
短期大学将来構想専門委員会が連携して実施していく。
●研究活動の推進
平成 年度より、事務局において、特に公的補助金･教員研
究費の取得の支援に係る研究支援プロジェクトを立ち上げて活
動する。
●教育改善への組織的な取り組み（FDの推進）
教育方法の改善を目指して、現在、FDの企画・実施・評価
を担うFD委員会を中心に、教育改善に繋がる具体的な方策を
検討している。これまで、単位制度の実質化、授業回数の確保、
父母授業見学会の充実やGPA制度など成案を得たものから順
次実施してきているが、平成 年度は、さらに具体的な検討を
進めていく。
●「共立力」を備えた人材養成
「共立力」養成に向けた正課外教育・正課外活動の趣旨･目

的の一層の明確化を図るとともに、これらの活動の点検・評価
のプロセス・システムを検討していく。平成 年度は、特に次
のような事項を重点とする。
・正課外教育･正課外活動について、学生の自主活動として、
個別プログラムを策定しシステム化すること
・学長による活動保証書の交付による成果の保証のあり方
・正課外教育･正課外活動が、社会で必要とされる力としての
「社会人基礎力」および社会人基礎力を基盤とした「プレゼン
テーション能力」の育成にどのように寄与しているのかの検証
と体系化

②大学院について

●大学院研究科の設置と履行状況報告への対応
平成 年度に開設された家政学研究科建築・デザイン専攻、
家政学研究科児童学専攻および国際学研究科国際学専攻につい
ては、平成 年度においても、設置計画を着実に履行し、履行
状況調査報告に遺憾なきを期する必要がある。
●大学院の整備充実方策の検討
大学院の整備充実方策として、文芸学研究科および国際学研
究科に博士課程の開設の検討に着手するとともに、
既設研究科・
専攻の教育研究の一層の充実策を検討していく。
●大学院研究科・専攻の人材養成目的の策定
研究科・専攻ごとに策定した人材養成目的のもとに各研究科・
専攻の体系的な教育課程の編成、シラバスの充実、学習成果を
保証する多様な仕組み、FDの推進など、教育の質保証に向け
た取組みを推進していく。

③大学・短期大学について

●将来構想の策定
平成 年度は、設置理念、社会からの人材需要、入学状況、
卒業状況などを踏まえ、学部・学科の改組、定員規模の見直し
等について検討し、新たな将来構想の策定に向けて、作業を行
う。平成 年度からの短期大学看護学科の学部化と関連して、
短期大学の生活科学科及び文科のあり方、また、平成 年度に
改組を行って平成 年度に完成年度を迎え、平成 年度には修
士課程までの大学院整備を一通りおこなった後の大学の学部の
あり方について検討することが急務となる。
●看護学部の設置計画
平成 年度に開設した短期大学看護学科のこれまでの教育実
績をふまえ、本学における看護師養成教育の充実を図り、今後
ますます高度化・複雑化する看護ニーズに対応できる質の高い
人材養成を実現していくために、平成 年度、大学に看護学部
の開設を計画する。
【設置学部・学科】 共立女子大学 看護学部 看護学科
【開設予定年月日】 平成 年 月 日
【入学定員】100名 【収容定員】400名
【設置場所】共立女子学園神田一ツ橋キャンパス
共立女子大学に看護学部を設置することにあわせて、共立女
子短期大学看護学科は平成 年 月より学生募集を停止し、在
学生がいなくなるのをまって廃止する。
●GPA制度の導入
平成 年度より、学生の学習意欲の向上と適切な履修計画の
策定、教職員の履修指導の充実などを目指し、GPA制度を導
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（ ）教育の活性化と質保証・向上
平成 年度末に計画した「学校運営計画表」の重点目標及び
課題に沿った教育を展開し、その結果に関して点検・評価をお
こない、教育の質保証・向上に向けて、継続的な改革・改善に
努めた。
（ ）教育方法の改善と教育内容の充実
生徒アンケートや保護者アンケートの結果などをふまえつ
つ、授業改善を目的とした教科研修を実施した。

（ ）大学・短期大学 給付奨学金の実施
大学院・大学・短期大学に在籍する学生で、学業成績・人物
ともに優れ、勉学意欲があるにもかかわらず、家計が急変する
などで修学が困難になった者を支援する給付奨学金について、
次の通り実施した。
●家計支持者の死亡により修学が困難になった学生 名、家計
支持者の失業により修学が困難になった学生 名に、
学費
（授
業料・施設設備維持費・実験実習料）の半額を給付した。
●東日
 本大震災により家計支持者の家屋が全壊の被害を受けた
学生 名に学費（授業料・施設設備維持費・実験実習料）の
全額、家計支持者の家屋が半壊の被害を受けた学生及び警戒
区域に家計支持者が居住する学生 名に学費（授業料・施設
設備維持費・実験実習料）の半額を給付した。
（ ）大学・短期大学冠奨学金の実施
大学院・大学・短期大学に在籍する学生の教育・学生生活な
どを支援することを目的とした、寄付金を原資とする冠奨学金
を運用し、次の通り給付奨学金を支給した。
○廣川シゲ給付奨学金
○高橋節子給付奨学金
（ ）大学・短期大学 実務体験奨学金の実施
昨年度同様、本学事務局の補助業務を担当した学生 名に奨
学金を給付した。
（ ）学園貸与奨学金の実施
家計支持者の収入減により修学が困難になった学生 名に、
授業料の半額を貸与した。
（ ）私費外国人留学生授業料減免制度の実施
大学院・大学・短期大学に修学する私費外国人留学生に対し
て、国際交流の推進と経済的負担の軽減による学業の継続を目
的として、授業料減免（ 名に授業料の ％を減免）を実施した。

②キャンパスリメイクプロジェクト

学生生活に密着した「食堂の混雑緩和」
「建物移動のための
傘利用」「省エネ活動への協力」
などについて取り組むとともに、
プロジェクトの今後の活動方針について検討した。

③大学・短期大学生に対するキャリア形成支援・
就職活動支援の充実

（ ）文部科学省「学生教育・学生支援推進事業」の実施
文部科学省に選定されて 年目となる平成 年度は、きめ細
やかな支援体制の基盤ができたことを受けて、卒業生アンケー
トを実施した。卒業生が在学中に学びたかったことや就職活動
の準備に必要なことなどを取りまとめて、在学生に提示し、学
生生活支援の一助とした。
（ ）就職基礎能力向上
就職基礎能力向上のために、「筆記試験対策」
「応募書類対策」
「面接対策」の つの目的により、講座を実施した。
（ ）COHARUを通じたコミュニケーションの活性化
学生間・教職員とのコミュニケーションを活性化させ、学士
力や社会人基礎力を養うことを目的として、
学内SNS（以下、
COHARU）のサービスを開始した。
（ ）卒業期の学生（大学院 年生・大学 年生・短期大学
・ 年生）に対する就職支援
（ ）卒業後の学生に対する就職支援

（ ）教育研究環境整備
（ ）財政施策
①財政施策検討プロジェクト
②募金活動の実施

●教育研究振興資金
●奨学資金
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③運用可能資金の安定的運用の実施
（ ）その他の事業
①長期優先債務格付の維持
②内部監査の実施
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③第二中学高等学校について

（ ）可能性を拡げ、進路を実現するためのコース編成
○中高 カ年完全一貫教育（中学入学生）の実施
生徒一人ひとりの進路希望のより高いより確かな実現の
ために、平成 年度より、本校独自の カ年のカリキュラ
ムに基づいた完全一貫教育を実践することを決定した。
○ 年間の教育プログラム
高 校 年 時 の ク ラ ス を Ａ Ｐ（ A d v a n c e d
PlacementClass ）クラスとS
（StandardClass）クラスに編成し、生徒一
人ひとりの特性をふまえ、きめ細やかな授業を展開し、学
力の一層の向上を図った。
（ ）
「新校舎」での教育
リニューアルした新校舎は「光と風との親和」をコンセプトと
しており、
生徒が落ち着いて学習に取り組めるように設計された。
新しい教育環境を生かした特色ある教育活動の展開に努めた。
（ ）生徒の進路志望の多様化への対応
生徒の志望が多様化し、外部大学への進学希望者が増加して
いる現状をふまえ、
「併設校特別推薦制度」の趣旨に基づき生
徒の進路志望の多様化にも配慮した進路指導に取り組んだ。
（ ）意欲あふれる生徒の入学促進
入学試験の成績により入学金及び 年間の授業料を免除する
「共立女子第二中学校・高等学校給付奨学金制度」を設け、意
欲あふれる優秀な生徒の入学促進に努めた。
（ ）通学条件の改善
平成 年 月から、JR八王子駅南口へのスクールバスの乗
り入れが始まり、第二中学高等学校～八王子駅間を運行してい
る。従来の高尾駅からのスクールバスも運行しており、交通利
便性の向上を生かして、入学者の確保に努めた。

（ ）教育活動の充実に関する取組み
①大学・短期大学の活動
（ ）授業見学会の実施〔大学・短期大学〕
（ ）設計演習合同コンペ、卒業制作大賞・卒業論文の内容充
実（家政学部/建築・デザイン学科）
（ ）戴帽式と戴帽式後の交流会の開催〔短期大学/看護学科〕
（ ）ｅラーニングコンテンツの配信〔短期大学/看護学科〕
（ ）エンロールマネジメントの実施〔短期大学/文科〕

②中学高等学校、第二中学高等学校の活動

（ ）シラバスの有効な活用〔中学高等学校〕
（ ）夏季講座の開講〔中学高等学校〕
（ ）表現力育成プログラムの実施〔中学高等学校〕
（ ）多様なプログラムでバランスのとれた英語力を育成〔中
学高等学校〕
（ ）下校情報メール配信サービスの運用〔第二中学高等学校〕
（ ）ゼミ合宿の実施〔第二中学高等学校〕

23

24

1

20

1

（ ）大学院・大学・短期大学の活動
①大学院・大学・短期大学の共通事項
（ ）大学院・大学・短期大学将来構想の策定
学園将来基本構想委員会のもとに大学・短期大学将来構想専
門委員会を設置した。学園の他の関連諸施策との整合性を図り
つつ、課題整理をおこない、適宜ワーキングチームを設置し、
検討を具体化していくこととした。
（ ）自己点検・評価の実質化と教育の質保証・向上の取組み
の推進
人材養成目的を確実に達成することを目指し、自己点検・評
価の実質化と更なる教育の質保証・向上を図るため、大学院Ｆ
Ｄ委員会及び大学・短期大学ＦＤ委員会などを通じて、ＦＤ活
動を展開した。
（ ）教育改善への組織的な取り組み（ＦＤ活動の推進）
大学院ＦＤ委員会及び大学・短期大学ＦＤ委員会を中心に、
教育方法の改善に向け、単位制度の実質化／授業回数の確保／
父母授業見学会の充実などを中心に取り組んだ。
（ ）ＧＰＡ制度の導入
大学・短期大学ＦＤ委員会を中心に、学生の学習意欲の向上
と適切な履修計画の策定、教職員の履修指導の充実などを目指
して取組みを進めるとともに、平成 年度よりGPA制度を導
入することを決定した。
（ ）研究活動の推進
教員の研究活動の支援方策を充実させるため、平成 年度よ
り、事務局において、特に公的補助金・教員研究費の取得の支
援に係る研究支援プロジェクトを立ち上げて、活動することと
した。

②大学院について

（ ）大学院博士課程設置の検討
大学院の整備充実方策として、文芸学研究科及び国際学研究
科に博士課程を開設することについて検討に着手するととも
に、既設研究科・専攻の教育研究の一層の充実策を検討してい
くこととした。
（ ）大学院研究科・専攻の人材養成目的の策定
研究科・専攻ごとに人材養成目的を策定した。これをもとに、
平成 年度からは、各研究科・専攻の体系的な教育課程の編成、
シラバスの充実、学習成果を保証する多様な仕組み、ＦＤ活動
の推進など、教育の質保証に向けた取組みを推進していくこと
とした。
（ ）大学院研究科の設置とアフターケアへの対応
平成 年度に開設された家政学研究科建築・デザイン専攻及
び児童学専攻並びに国際学研究科国際学専攻について、文部科
学大臣に対して履行状況調査報告を行った。

③大学・短期大学について

（ ）看護学部の設置計画
本学における看護師養成教育の充実を図り、今後ますます高
度化・複雑化する看護ニーズに対応できる質の高い人材の養成
を目指して、平成 年 月 日の定例評議員会・理事会におい
て、平成 年度に大学に看護学部を開設することを決定した。
（ ）短期大学の改革
平成 年 月 日の定例評議員会・理事会において、短期大
学看護学科は平成 年度より学生募集を停止し、平成 年度に
大学に看護学部を設置することを決定した。生活科学科及び文
科については、改革方策を検討し、平成 年度より、既設コー
スの改編と「短期大学共通講座」の導入を決定した。

（ ） 中学高等学校・第二中学高等学校・幼稚園の活動
① 中学高等学校・第二中学高等学校・幼稚園の共通事項
（ ）中学高等学校・第二中学高等学校・幼稚園将来構想の策定

負債

入することとした。下記の点に留意しつつ、教職員間の共通理
解のもと、GPA制度を活用して、組織的に教育の質保証・向
上を達成していく。
・到達
 目標・成績評価方法をシラバスに示し、評価基準を明確
にする。
・成績
 評価の公平化・厳正化を徹底する。
・同一
 科目で複数クラスがある場合、到達目標・成績評価方法
を統一し、過度のバラつきを是正する。
・スキ
 ル科目など、習熟度別・レベル別に展開する授業科目の
目標設定を適切にする。
・単位
 制度の実質化との関わりをふまえつつ、学生の学習時間
を充分確保する。またそのために事前学習・事後学習の内容
を具体的に提示する。
・教職
 員間でGPA制度による成績評価結果の分布などに関す
る情報を共有し、これに基づくFDを実施し、その後の改善
に活かす。
・学生
 の学習成果の達成状況について整理・点検する。

（ ）中学高等学校・第二中学高等学校・幼稚園の活動

学園将来基本構想委員会のもとで、入学者の確保、教育・指
導体制の充実、学習活動の充実等の方策について検討するとと
もに、
「女性の自立と自活」という建学の精神と「誠実・勤勉・
友愛」の校訓に基づいて、特に以下の点を重点課題として教育
活動の改善充実に取り組んでいく。

①中学高等学校

●学力と課題解決能力の向上
基幹教科（国語・数学・英語）について、少人数授業、習熟
度別授業、補習・補講などの学力向上への取組みを引き続き実
施するとともに、進路指導の一層の充実に取り組む。
また、
創意工夫を活かした特色ある教育活動を展開する中で、
基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ、これらを活
用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力そ
の他の能力を育むとともに、主体的に学習に取り組む態度を養
い、個性を活かす教育の充実に努める。
●人格の陶冶
中高 年間は精神面においても大きく成長する時期である。
今までどおり生活指導を中心にした特別活動を重視し、指導展
開していく。
●「学校評価」の実質化
自己評価および外部評価の実施とその結果の説明・公表によ
り、保護者、地域住民から教育活動その他の学校運営に対する
理解と参画を得て、信頼される学校づくりを進めていく。

②第二中学高等学校

八王子キャンパスの中央部に位置する校舎をリデザイン・リ
ニューアルし、第二中学高等学校の校舎を移転した。この新し
い教育環境を生かした特色ある教育活動を展開し、以下の取り
組みの中で生徒一人ひとりの全人格成長を育む。
●可能性を拡げ、進路を実現するためのコース編成
●教育をデザインできる「新校舎」での教育
●安心の大学受験制度を生かした進学実績の向上
●意欲あふれる生徒の入学促進
●通学条件の改善

③共立大日坂幼稚園

文京区小日向の閑静な場所を活かし、
「伸びる力・育つ力・
求める力を大切にし、明るく健やかで楽しい保育」
「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喜びを培う」
の教育目標の達成を目指した教育を推進する。園児達が毎日明
るい笑顔を交し合い、やりたい事を考え、楽しい遊びに夢中に
なれるよう、自由な遊びを中心とした教育に配慮する。家政学
部児童学科との相互協力関係を強め、教育理念実現のために教
育力向上にも努める。

（ ）教育充実活動

教育・学生生徒等支援のより一層の充実を図る。特色ある取
組みを選定し、予算を配分して、平成 年度は、特に次のよう
な取組みを支援する。
・設計演習合同コンペ、卒業制作大賞・卒業論文大賞の実施（大
学・家政学部・建築デザイン学科）
・映像
 資料「文芸オーラルヒストリー」の製作（大学・文芸学部）
・文芸学部学習支援資料「文芸ぶっく」の発行（大学・文芸学部）

・美術
 科における生徒作品集「ぱれっと」の作成（中学高等学校）
・表現力育成プログラム「総合学習」
（中学高等学校）
・学校評価（中学高等学校）
・英語ライティング指導（中学高等学校）
・卒業生チューター制度（中学高等学校）
・登下校情報メール配信サービスの運用（第二中学高等学校）
・学校評価（第二中学高等学校）
・ゼミ合宿（第二中学高等学校）
・CALL教室での英語教育（第二中学高等学校）
・共立
（第二中学高等学校）
 女子第二中学高等学校給付奨学金制度

（ ）学生支援活動
①就職支援推進プログラム
②公開講座
③学生への経済的支援
（ ）教育研究環境整備
①将来構想の策定
②平成 年度における環境整備計画
（ ）財政施策
①財政施策検討プロジェクト
②募金活動の実施
③運用可能資金の安定的運用の実施
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1

6

24

4

24

24

事業報告、事業計画掲載について

23

「平成 23 年度事業報告」および「平成 24 年度事業計画」を掲載しますが、紙面の関係上一
部を割愛しております。全文は本学ホームページ（学園トップ＞事業概要＞事業計画及び事
業報告書（http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/plan/index.html）
）をご覧ください。

25

4

※千円未満切捨てで記載してあるため合計額と一致しない場合がある。

25

2

23

4

25

16

24

増減
72,459
△ 31,949
112,320
△ 1,666
1,148,365
0
1,299,528
－
－
－
－

平成 24 年度 平成 23 年度
人件費
6,760,100
6,687,640
教育研究経費
3,852,899
3,884,849
管理経費
773,472
661,152
借入金等利息
18,332
19,999
資産処分差額
1,168,785
20,420
（予備費）
110,000
110,000
消費支出の部合計
12,683,590 11,384,061
当年度消費支出超過額
1,941,185
643,506
前年度繰越消費支出超過額
3,458,346
3,273,031
基本金取崩額
3,389,780
0
翌年度繰越消費支出超過額
2,009,751
3,916,537
科目

1

3

4

5

6

7

（単位：千円）
消費収入の部

増減
△ 239,576
△ 16,759
4,000
△ 101,014
△ 15,367
5,786
23,901
△ 339,030
340,880
1,849

平成 24 年度 平成 23 年度
8,510,179
8,749,755
219,266
236,025
85,200
81,200
1,430,636
1,531,650
99,016
114,383
22,186
16,400
375,922
352,020
10,742,405 11,081,435
0 △ 340,880
10,742,405 10,740,555

科目
学生生徒等納付金
手数料
寄付金
補助金
資産運用収入
事業収入
雑収入
帰属収入合計
基本金組入額
消費収入の部合計

（単位：千円） 消費支出の部

（2）消費収支予算

57

資産

※千円未満切捨てで記載してあるため合計額と一致しない場合がある。

24

26

30

6

6

6

平成 24 年度 平成 23 年度
増減
6,925,210
6,912,437
12,773
2,412,485
2,416,419
△ 3,934
720,745
558,364
162,380
18,332
19,999
△ 1,666
83,330
83,330
0
242,200
182,900
59,300
341,196
249,567
91,629
1,400,000
3,700,000 △ 2,300,000
95,379
108,971
△ 13,591
110,000
110,000
0
△ 100,759 △ 100,000
△ 759
12,248,120 14,241,989 △ 1,993,869
3,773,059
4,089,661 △ 316,601
16,021,179 18,331,650 △ 2,310,470
科目
人件費支出
教育研究経費支出
管理経費支出
借入金等利息支出
借入金等返済支出
施設関係支出
設備関係支出
資産運用支出
その他の支出
（予備費）
資金支出調整勘定
（当年度支出計）
次年度繰越支払資金
支出の部合計
科目
平成 24 年度 平成 23 年度
増減
学生生徒等納付金収入
8,510,179
8,749,755 △ 239,576
手数料収入
219,266
236,025
△ 16,759
寄付金収入
79,000
74,000
5,000
補助金収入
1,430,636
1,531,650 △ 101,014
資産運用収入
99,016
114,383
△ 15,367
事業収入
22,186
16,400
5,786
雑収入
375,922
352,020
23,901
前受金収入
1,405,930
1,481,035
△ 75,105
その他の収入
1,165,919
1,086,716
79,203
資金収入調整勘定
△ 1,799,587 △ 1,808,711
9,123
（当年度収入計）
11,508,467 11,833,275 △ 324,808
前年度繰越支払資金
4,512,712
6,498,375 △ 1,985,662
収入の部合計
16,021,179 18,331,650 △ 2,310,470

3

24

24

収入の部

3

2

（負債の部・基本金の部・消費収支差額の部） （単位：千円）
科目
本年度末
前年度末
増減
固定負債
5,627,664
5,935,976 △ 308,312
流動負債
1,750,241
1,780,269
△ 30,027
7,377,905
7,716,245 △ 338,340
負債の部合計
基本金の部合計
53,831,996 53,460,053
371,942
消費収支差額の部合計
△ 3,458,346 △ 3,273,031 △ 185,314
負債・基本金・消費収支差額の部合計 57,751,555 57,903,267 △ 151,712
※ 上記表は全て千円未満を切捨てしているため合計金額等が一致しない場合がある。

（単位：千円）
（単位：千円） 支出の部

3

本年度末
52,849,763
37,935,185
14,914,578
4,901,791
57,751,555

（単位：千円）
前年度末
増減
51,074,385
1,775,378
39,108,318 △ 1,173,133
11,966,067
2,948,511
6,828,882 △ 1,927,090
57,903,267 △ 151,712
（資産の部）
科目
固定資産
有形固定資産
その他の固定資産
流動資産
資産の部合計

23

22

3

3

4

5

1

2

3

2

平成 24 年度予算の概要

（1）資金収支予算

2

（3）貸借対照表総括表

6

（単位：千円）
決算
差異
6,627,577
60,063
3,789,759
135,660
605,250
62,069
19,999
0
20,560
320

76 5 2 4

23

3

（消費支出の部）
科目
人件費
教育研究経費
管理経費
借入金等利息
資産処分差額

8

62,799
320,913
消費支出の部合計
当年度消費支出超過額
前年度繰越消費支出超過額
翌年度繰越消費支出超過額

2

1

2

1

2

3

4

5

（支出の部）
科目
人件費支出
教育研究経費支出
管理経費支出
借入金等利息支出
借入金等返済支出
施設関係支出
設備関係支出
資産運用支出
その他の支出

予算
6,687,640
3,925,419
667,320
19,999
20,881
（47,200）
62,799
11,384,061 11,063,148
643,506
185,314
3,273,031
3,273,031
3,916,537
3,458,346
（予備費）

7

（単位：千円）
予算
決算
差異
8,749,755
8,697,064
52,690
236,025
229,538
6,486
81,200
144,585
△ 63,385
1,531,650
1,676,561 △ 144,911
114,383
123,758
△ 9,374
16,400
21,700
△ 5,300
352,020
356,566
△ 4,546
11,081,435 11,249,776 △ 168,341
△ 340,880 △ 371,942
31,062
10,740,555 10,877,833 △ 137,278

25

24

（消費収入の部）
科目
学生生徒等納付金
手数料
寄付金
補助金
資産運用収入
事業収入
雑収入
帰属収入合計
基本金組入額
消費収入の部合計

8

9

（2）消費収支総括表

3

4

2 1

5 4 3

4 3 2 1

23

23

8

25

25

3

（単位：千円）
予算
決算
差異
8,749,755
8,697,064
52,690
236,025
229,538
6,486
74,000
137,534
△ 63,534
1,531,650
1,676,561 △ 144,911
114,383
123,758
△ 9,374
16,400
21,700
△ 5,300
352,020
356,566
△ 4,546
1,481,035
1,434,835
46,199
1,086,716
1,088,687
△ 1,971
△ 1,808,711 △ 1,858,393
49,681
6,498,375
6,498,375
18,331,650 18,406,230
△ 74,580
（収入の部）
科目
学生生徒等納付金収入
手数料収入
寄付金収入
補助金収入
資産運用収入
事業収入
雑収入
前受金収入
その他の収入
資金収入調整勘定
前年度繰越支払資金
資金収入の部合計

23

資金支出調整勘定
次年度繰越支払資金
資金支出の部合計

1

2

3

4

5

1

2

3

１．平成 23 年度収支決算状況
（1）資金収支総括表

6 5

24

25

（単位：千円）
予算
決算
差異
6,912,437
6,852,559
59,877
2,456,505
2,320,845
135,660
564,532
502,373
62,159
19,999
19,999
0
83,330
83,330
0
182,900
179,148
3,751
250,310
232,930
17,380
3,700,000
3,700,000
0
109,973
97,111
12,862
（47,999）
62,000
62,000
△ 100,000
△ 94,779
△ 5,220
4,089,661
4,512,712 △ 423,051
18,331,650 18,406,230
△ 74,580
（予備費）

1

2

24

23

23

1

2

3

1

Ⅱ．財務の概要

（6）
第 46 号
平成 24 年 010 月 13 日（土曜日）

平成 24 年 010 月 13 日（土曜日）
第 46 号

ウィーン少年合唱団公演

24

20

総合文化研究所主催
展示・講演会について

24

24

20

40

4

5

29

9

18

省エネルギーへの取り組みについて

7

中国シニアファッションショー開催
26

2

1

22

①空調の温度設定
②廊下やロビーなど共用部の照明
の間引き（交互）点灯
③施設の外部機関への貸出しの制
限

①神田本館に断熱フィルムの貼付
②神田本館のラウンジ・トイレの
ダウンライトのＬＥＤ化
③神田 号館（事務棟）の照明の
ＬＥＤ化
④階段教室など高天井の施設にサ
ーキュレーターを設置
⑤空調の集中管理システムの導入
これらの対策により昨年度の温
室効果ガス排出量は大幅な削減が
達成されました。この結果、昨年
度と同レベルに排出量を抑制する
ことにより、都条例で定める基準
を遵守する見通しが立ちました。
これまでの学生・生徒の皆さまの
ご理解とご協力に感謝申し上げま
す。しかしながら、対策を推進す
るにあたっては、学生・生徒のほ
か、保護者の方々からも多数のご
意見をいただきました。このこと
を踏まえ、教育環境を可能な限り
高めつつ、エネルギー消費量を削
減するための施策を、今後はより
一層重点をおいて取り組んでまい
ります。
また、一方通行の省エネルギー
対策だけではなく、環境意識の高
い人材の育成を目標に啓蒙活動も
継続していきたいと考えておりま
す。このことを通じて、省エネル
ギーの習慣を身に付けた学生・生
徒の皆さんが就職或いは進学され
てから、温室効果ガス排出量の削
減のために指導的な役割を果たさ
れることを期待しています。
（省エネルギー推進委員会）

本学園は、エネルギーの使用の （２）設備的対策について
合理化に関する法律（以下、省エ
ネ法という。
）
により特定事業者に、
東京都環境確保条例（以下、都条
例という。
）により特定地球温暖化
対策事業所（神田一ツ橋キャンパ
ス）に指定されており、エネルギ
ー消費量の削減に対して全学的な
対応が求められています。省エネ
法が努力義務であるのに対し、都
条例では目標を達成できなかった
事業所に対しての罰則規定を設け
るなど、基準の遵守を厳格化して
います。ここでは、第一計画期間
と呼ばれる 年間（平成 年度～
平成 年度）における温室効果ガ
ス排出量を基準年度比 ％の抑制
と大幅な削減を義務付けており、
もし割り当てられた排出上限枠を
超えて温室効果ガスを排出した場
合、他の事業者から排出枠を購入
することにより自らの削減目標を
達成することが規定されています。
これらの規制等に対応すべく、
学園では省エネルギー推進委員会
を発足させ、学園全体で取り組む
べき省エネルギー対策を検討／推
進しております。これまで進めて
きた省エネルギー対策は次の通り
です。

26

（１）運用的対策について

5

平成 年度 看護学科戴帽式

19

6

15

10

21

6

19

7





平成 年度看護学科戴帽式が、５月
５月 日に学園主催、櫻友会・中高
６月 日（水）共立講堂において、
今年度前期は、二つの展示・講演会
日（土）の午後、共立講堂において
同窓会後援で日中国交正常化 周年を
５００年以上の伝統を持つウィーン少
を開催し、ともに無事に終えました。
挙行されました。第８期生１４４名が、 記念して「中国シニアファッションショ
年合唱団の演奏を鑑賞しました。溌剌
最初が「デザインの世界―デザイン
近代看護の祖であるフローレンス・ナ
ー」を共立講堂で開催しました。中高
とした美しい歌声で様々なレパートリ
コース教員による作品展」
（ 月 日～
イチンゲール（像）から看護の灯を受
太極拳部の演技、大学二胡サークルの
ーを響かせ、後半では本校中高音楽部
日）で、次が「母なる地球―モンゴ
け継ぐことを通して、看護の道への決
演奏に続き中高卒
と滝廉太郎作曲
「花」
の混声合唱もあり、 ル遊牧民族の文化と人々のくらし」
（
意表明を行いました。
業生による和服の
会場は熱気に包まれました。
月 日～ 日）でした。
この看護の灯を、病む人の心に灯す
ショーも行われ 、
（中学高等学校）
詳しくは、共立のホームページの当
ことができるよう、戴帽生各自が「誓
中国のショーに華
研究所欄をご覧ください。
ウィーン少年合唱団特別公演を終えて
いの言葉」を胸に刻み、これからの精
を添え、約千人の
（所長・文芸学部教授 半沢 幹一）
進を心に定めました。
来場された方々か
『ウィーン少年合唱団公演』を第二
ら大変高い評価を
中学校高等学校では６月 日に地域の
得ました。
方及び受験を希望される一般の方も対
象として開催されました。当日は会場
（中学高等学校）
である八王子講堂がほぼ満席となる状
態で開催され、美しい歌声に聴衆は時
高校２年・九州修学旅行
の経つのを暫し忘れる時間を過ごしま
した。
（第二中学校高等学校）
高校 年生は 月初旬に 泊 日の
北九州を巡る修学旅行を経験しました。
中でも長崎という原爆投下の地を訪
『卒業生のための生涯学習企画』開催
大学・短期大学新入生父母懇談会
れての『平和学習』を大きな柱として
おり、 年次に東京大空襲について講
５月 日（日）大学・短期大学合同
共立女子大学・短期大学と櫻友会の
で新入生保護者を対象として開催し、 話等から学んだことが、今回に繋がり
共催による「地方講演会」が、７月１日
ます。被爆者の方の貴重な体験談や原
約４００名の参加がありました。共立
（日）鹿児島県鹿児島市かごしま県民交
爆資料館、今
講堂で学長やキャリアコンサルタント
流センターにおいて開催されました。
尚残る当時の
の講演、学生によるシンポジウムを熱
第６回目となる今年は、精矛神社宮
傷 跡に触 れ 、
心に傾聴いただき、懇親会や個別相談
司で薩摩琵琶奏者の島津義秀氏に『郷
会では教職員や学生と直接話をするこ 『平和の尊さ』
中教育～薩摩の人材教育～なぜ薩摩は
平
成
年
度
大
学
・
短
期
大
学
オープンキャンパスについて
をしっかりと
とで、不安や疑問が解消できたと高く
明治維新の主軸を担えたか』と題した
評価をいただきました。
（学生課） 胸に刻んだこ
平成 年度のオープンキャンパスは、 講演と薩摩琵琶の演奏を披露いただき、
とと思われま
６月から８月にかけて６回開催しました。 大盛況のうちに終了しました。
大学・短期大学 授業見学会
す。
第７回目は、長野県で開催する予定
受験生・付添い者をあわせた全体の
来場者数は９１５９人で、すでに昨年 （詳細未定）です。
６月４日～９日までの一週間、授業 （中学高等学
（入試事務室）
校）
１年間の来場者数９０３３人を上まわ
見学会を行いました。本学の教育の現
りました。今後は 月 日（土）・
場を直接見学して保護者等に一層の理
解を深めていただくことを目的として
日（日）に共立祭と同時開催の個別相
います。保護者の方のみならず、教員
談会と、 月 日
相互の授業見学も行い、授業改善にも
（ 土 ）にオープン
取り組んでおります。
キャンパスを開催
今年は新しい試みとして、企業関係
します。
者・高校教員・文部科学省の方にも参
（入試事務室）
加してもらい、本学の教育に理解を深
めていただきました。
（教務課）

24

24

12

8

13







（7）





大学・短期大学 在学生家族懇談会開催について

45件

23,193,000円

561件

79,873,300円

18

募金についてのお申し込み・お問い合せ先 TEL：（03）3237-2816（募金事務室） ホームページ：http://www.kyoritsu-wu.ac.jp



合計（目標額1.5億円）

平成 年度 白亜祭

8,143,000円

２０１２年度 公開講座

208件

管理栄養士国家試験合格率について

290,000円

八王子キャンパス
ディスクドッヂ大会

15件

◎第二中学校高等学校
今年度は 月 日（土）・ 日（日）
の日程でリニューアルした八王子キャ
ンパスにて開催し、たくさんの皆様に
ご来場いただきました。

た学生生活を送られるよう、ご家族と
大学が一体となって支援できる場にし
たいと考えております。
また、この懇談会は本年度初めて実
施する催しですが、次年度以降も地域
を拡大して開催する予定です。学生の
成長をともに見守る実りある会に育て
ていきたいと考えております。
○開催予定都市および日程
静岡
 市… 月３日、水戸市… 月
日、さいたま市… 月８日
（総務課）

奨学資金（目標額5千万円）

このたび本学では、在学生のご家族
に大学のことをより身近に知っていた
だくために、大学関係者がご家族の地
元に出向き、
「在学生家族懇談会」を開
催することを決定しました。
この懇談会では、学園・大学の近況
報告をはじめ、就職支援体制と学生生
活全般などについて総括的に説明をい
たします。その後、ご家族が教職員と
個別に面談していただける時間を設け、
学生の学修状況、出席状況をはじめ学
生生活全般にわたって説明し、またご
相談をお受けし、学生が豊かで充実し

71,730,300円

平成 年度 共立祭

353件

月 日（日）に第二中学高等学校
において、初めて小学生を対象とした
ディスクドッヂ大会が開催されました。
八王子市、福生市、武蔵野市、調布市、
台湾からの８チームが体育館に集結し、
熱戦が繰り広げられました。柔らかく
安全なドッヂビー
ディスクは小さい
子供でも楽しめ、
付帯イベントでグ
ラウンドも活用し
活気ある 日にな
りました。

22,903,000円

（第二中学校高等学校）

第二中学校高等学校
オープンキャンパス２０１２

30件

11

名簿整理には慎重を期しておりますが、万一、まちがいのあ
りました場合はご連絡ください。





4

2回以上にわたってご寄付くださった方は、合計金額を掲載
いたしました。



2

教育研究振興資金（目標額1億円）

12

寄付金
控除額

＝

2千円

−

（ その年の総所得金額の
）
40%を限度とする

その年に支払った
特定寄付金の合計額

寄付者ご芳名の発表は『個人情報の保護に関する法律』に基
づき、ご寄付のお申し込みの際にあらかじめ同意された方の
みを掲載しています。匿名を希望された方でご芳名発表の変
更をご希望の場合は、募金事務室までご連絡ください。なお、
申込書（払込取扱票）の匿名希望欄にレ
□印の記入のない場合
にはすべてご芳名発表とさせていただきました。

累計
平成22年9月1日～平成27年8月31日

平成24年1月1日～7月31日受付分

16

21

神田一ツ橋キャンパス
◎大学・短期大学・中学高等学校
平成 年 月 日（土）・ 日（日）
◎共立大日坂幼稚園
月 日（土） 時～（共立講堂）
◎櫻友会
両日・全国物産展等（ 号館体育館）

詳細は学園ホームページでご覧ください。

11

募金事務室よりご寄付をいただきました皆さまへ

3

平成22年度税制改正に伴い、所得税に係る寄付金控除につい
て、適用下限額が5千円から2千円に引き下げられました。

1

（平成24年1月1日～7月31日受付分及び累計）

募金応募状況

平成 年 月 日に行われました第
●神田一ツ橋キャンパス講座
回管理栄養士国家試験の合格発表が
日本人の心をテーマにしています。
平成 年 月 日にありました。本学
「唱歌・童謡の歴史をたどる」では
の合格率は ・ ％でした。管理栄養
実際に歌を聴きながら、歌いながら、
士の資格の取得を希望する学生の努力
歌の歴史や文化的な重要性を検証しま
に報いるべく、教員一丸となって国家
す。
「故郷の風景」では、日本人なら誰
試験の対策に取り組んでいきたいと思
もが懐かしく心地よく感じる原風景、
います。
その中にあるものをテーマに講演を実
（家政学部教授 村上昌弘） 施しました。
●研修センター杉並寮講座
看護師国家試験合格率について
杉並の閑静な住宅街に位置する旧学
生寮の地で、健康にまつわる講話とエ
第１０１回看護師国家試験が平成
クササイズを組み合わせた講座を実施
年２月 日に実施されました。当看護
しました。受講者の積極的な参加によ
学科の結果は、新卒者の合格率が ・
り、講座は盛況に終了しました。
４％、既卒者を含めても全国平均 ・
●八王子キャンパス講座
１％を上回る ・６％の合格率を達成
危機の時代に文学を問い直すという
いたしました。初年次から学習段階に
合わせた国家試験対策の実施により、 テーマで、近代以降、その都度の危機
の時代に際し、文学は何ができたのか
学科創設以来、合格率は常に全国平均
（できなかったのか）という視点から講
を上回っています。
（看護学科専任講師 佐野望） 演とパネルディスカッションを予定し
ています。
（学生課）

上記３名による

しても活用されました。
ここに、平成 24 年 1 月 1 日から 7 月 31 日までの寄
付の応募状況及び、寄付者ご芳名を掲載させて頂きま
す。多方面のたくさんの方々からご寄付頂きましたこ
とを、心より厚くお礼申し上げます。今後ともより多
くの皆々様のご協力ご支援を賜り、教育研究支援資金
の充実を図りたく、よろしくお願い申し上げます。

（募金事務室）

学生の学習成果向上のための教育環境整備や、支援
サービスの質的向上を継続的に図るために、
「さらなる
教育力の向上をめざして」募金活動を平成 22 年 9 月 1
日より行っています。通常の学費ではなかなか対応する
ことのできない教育環境整備や、教育研究活動支援、国
際交流事業、奨学事業など、学生のための教育支援資金
として主に活用されます。平成 23 年度においては、東
日本大震災学生に対する授業料減免事業への支援資金と

5

漱石と『坂の上の雲』の時代
～日露戦争と戦後の危機と文学～
日清・日露戦間期の文学
～『不如帰』の悲劇～
パネルディスカッション
「危機の時代に文学を問い直す」
八王子
キャンパス
（250名）

軽井沢夏の幼稚園

募金報告とお願い（大学・短期大学）

9

10

18

24

24

24

20

3

7

1

24

5

91

93

26



昭和 年以来続いている学園の研修
センター軽井沢寮での二泊三日の宿泊
保育を今年も実施いたしました。年長
組希望者の親子が参加し、釣り堀に行
ったり、自転車に乗ったり、子ども達
だけで キロ歩いたり、夜には全員で
お楽しみ会をするなど、木々に囲まれ
朝晩爽やかな軽井沢ならではの生活を
楽しむことができました。 （幼稚園）

『さらなる教育力の向上をめざして』

15

20

10

1995年の地震と村上春樹

文芸学部 准教授
深津謙一郎
国際学部 教授
10／27（土）
橋川俊樹
13:00-15:30
文科 教授
高橋修

手軽にできる健康体操
簡単なストレッチと無理のない
トレーニング
伝統的日本食文化と長寿
～味噌の効用～
健康と長寿のためのレシピを教えま
す
手軽にできる健康体操
簡単なストレッチと無理のない
トレーニング
家政学部 教授
6／2（土） 上原誉志夫
13:00-15:30
（43名）
文科 専任講師
中島早苗

老後を元気に楽しく過ごそう

看護学科 専任講師
5／26（土） 佐野望
13:00-15:30
（43名） 文科 専任講師
中島早苗

研修センター
杉並寮
（各50名）

タイトル
師
講
日時
（参加人数）
場所
（定員）

10

9／29（土） 家政学部 准教授
村上康子
13:00-15:00
唱歌・童謡の歴史をたどる
神田一ツ橋
家政学部 非常勤講師
（141名）
キャンパス
加賀ひとみ
（各250名）
10／6（土） 文芸学部 元教授
故郷の風景
13:00-15:00 佐藤正英
～文明と土俗～
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90 94

1
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７月７日（土）に、私立中高一貫校
の良さ、女子教育の良さを実感してい
ただくため、小学生を対象として、国
語と算数の模擬授業をはじめ、体験授
業が コマ、クラブ体験と見学は運動
部、文化部合わせて 団体が参加して
行われました。
当日は、本校の生徒も自主的に手伝
いとして参加し、多くの来場者に大変
満足していただきました。
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