3 階 「ストリート」に面して配
置される「L 型書架」（専門書架）

「コミュニケーションギャラリー」
1 階・2 階をつなぐ交流空間
「コミュニケーションギャラリー」

南西側から見た新 2 号館（仮称）

巻頭インタビュー

（管財課）

B1F：博物館・体育室

雉子橋通りから見た「コミュニケーションギャラリー」

28

1F･2F：コミュニケーションギャラリー
オープンラーニングスペース
エントランスホール

57

花々にあふれた学園づくりを

4F：図書館
一般書架（クワイエットエリア）

PC コーナー
グループ学習室 他

学園では、教育・研究
環境の整備と安全確保の
観 点 から 学 園 全 体の 施
設・設備の点検・評価を
進めています。このたび
創立１３０周年（平成
年）をむかえるにあたり、
共立女子大学・短期大学
の教育環境の再活性化と
学園の飛躍発展を目的と
して、神田一ツ橋キャン
パス２号館（築 年）を
建て替え、新２号館（仮
称）を建設することとい
たしました。
新 ２ 号 館 は、 学 生・
教職員間の日常的かつ
横断的な連携を促す交
流空間や、学生のニー
ズに応じた多彩な教育・研究環境
を整備します。
「共立女子学園の
新たな知の創造拠点」に相応しい
施設として、平成 年春の竣工を
目指し計画しています。

他
5F−8F：講義室

所
行
発

学 校 法 人

共 立 女 子 学 園
東京都千代田区一ツ橋 2−2−1
T E L 03（3237）2838・2817
kohop@kyoritsu-wu.ac.jp

共立女子大学大学院
共 立 女 子 大 学
共立女子短期大学
共立女子高等学校
共立女子第二高等学校
共 立 女 子 中 学 校
共立女子第二中学校
共立大日坂幼稚園

学校法人 共立女子学園
学園長・理事長 石橋 義夫

理事長：この枝垂桜は、本館が竣 たちはとても喜んでいるようです。
やはり共立は女子学園ですから、
工した平成 年に記念樹とするため
に、私が栃木県の那須まで行って手 花が似合うと思います。
当してきたものです。もともと植木
―本日は心温まるお話をありがと
が好きですから、埼玉県の安行とい
うところの植木市にはよく行ってい うございました。
ました。この場合も最初はやはり安
行に行きました。いろいろと見て
回ったわけですが、どうも今ひとつ
ピンと来るものがない。そこで古く
から顔見知りの植木屋さんにこちら
の希望を伝えたところ、栃木県の那
須にこちらの希望をかなえてくれそ
うな植木屋さんがいると教えていた
だきました。さっそく那須まで行き
まして、
「 これと、これと、これ 」
といった具合に決めてきました。そ
れが今本館の白山通りに面したとこ
ろにある枝垂桜です。
―わざわざ那須まで行って見つけ
てこられたわけですね。深い思い入
れがおありだと思います。
理事長：例年、この枝垂桜が咲き
始める頃になりますと、道行く人た
ちが花を見上げ、また、花を背景に
写真を撮っていらっしゃいます。こ
ういう光景を目の当たりにします
と、とてもうれしく思います。
また、八王子キャンパスの第二中
学校高等学校には、たくさんの桜の
木やバラ園がありますが、女子生徒

【各階フロア機能】

いまだ夏の日差しが強い９月初
旬、学園長室において石橋義夫学園
長・理事長にインタビューをおこな
いました。

―理事長先生はお花が大好きでい
らっしゃると伺っていますが、本日
は学園のお花にまつわるお話をお聞
かせいただければと思います。
先ず神田一ツ橋キャンパス本館の
正面に植えられている４本の枝垂桜
の由来についてお聞かせいただけた
らと思います。

体育室

地下 1 階

15

本館前の枝垂桜

28

講義室フロア全体図

3F：図書館
総合カウンター／相談コーナー
企画コーナー／Ｌ型書架
（専門書架）

グループ学習室 他

5階

平成 25 年 10 月 7 日（月曜日）
第 48 号

（1）

八王子のバラ園

学校法人共立女子学園は平成 28（2016）年に創立 130 周年を迎えます

共立女子学園に新しい教育の拠点が生まれます！

業時の卒業論文や卒業研究に至る筋道
が、本学での教育の根幹となります。
また基礎ゼミナールでは本学の歴史や
本学が位置する神田地域について理解
を深めることも企画されています。
英語Ⅰ
毎年ほとんどすべての新入学生が履
修する英語 は、ネイティブの教員が
担当することになっています。これは
英語だけで行われる授業です。英語の
得意・不得意は関係ありません。とに
かく、しゃにむに英語だけで行われま
す。
まずは耳に慣れることが大切です。
プレイスメントテスト
入学式の前日に、新入学生の共通教
育科目の英語の授業のクラス分けのた
めのテストが行われます。能力別のク
ラス分けは、効果的な授業を行うため
に必要です。どのクラスに入るかより
も、１年間努力することの方がはるか
に重要なことです。
英語統一テスト
これはプレイスメントテストと対を
なすもので、学年末に実施されます。
これによって、１年間の努力の成果を
量ります。
共立シラバス
共立シラバスの特徴は、大学での学
習は本来与えられるものではなく自ら
が行うものであるとの認識から、授業
計画に毎回の授業ごとの内容や課題の
ほか、事前学習・事後学習の指示を載
せ、学生が授業全体の見通しを持って
準備ができるようにしていることで
す。また、このほかにその科目を修了
するとなにが身に付くのかを学生の視
点から記載し、授業の到達目標を明確
にするとともに履修科目を選ぶ際の参
考となるようにしています。
ＦＤ研修会（略）
臨時講師（略）
助手制度（略）
ゼミナール研究旅行（略）
I
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社会との連携

Ⅲ 正課外教育

 国際交流

Ⅳ 学生生活支援

Ⅴ 学生関連施設

Ⅺ 環境問題

員・職員・学生の代表者約 名が見て
回り評価します。正課外活動の励みに
してもらうことが目的で、展示部門と
パフォーマンス部門からそれぞれ優秀
団体を選出し表彰します。
共立コレクション展示
本学には日本や外国の各時代の衣
装・美術工芸品などの膨大なコレク
ションがあります。これらを本館１階
ロビーで次々に展示しています。共立
を訪れた人は、まず、しばし「美」の
世界に心を遊ばせることになります。
卒業制作展示
本学の学部・科によっては、卒業論
文に代えて卒業制作を卒業要件として
いるところがあります。それらの学部・

Ⅻ 防災

総合文化研究所（略）
女性学（略）
Ⅱ ＩＴによる教育支援

Ⅱ
IT による
教育支援

Ⅰ
教育システム


卒業生との
連携

た人のほか、英会話を就職に役立てた
い人などが多く参加しています。先生
がとても優しいので、リピーターも多
いようです。
共立祭運営委員会宿泊研修
毎年 月に開催される共立祭に向け
て、各公認団体からの選出委員および
有志委員から成る共立祭運営委員会が
立ち上げられます。それらの委員たち
が学生課の呼びかけで、夏季休暇中に
八王子キャンパスの宿泊棟を利用し
て、合宿研修を行います。委員同士の
意思の疎通を図り、チームワークスキ
ルの向上を目指します。
共立祭企画評価
共立祭参加団体による各種企画を教

Ⅵ
障がいのある
学生への支援

Ⅹ 就職支援

Ⅸ
Ⅶ
図書館 Ⅷ
学生の活動
保護者との連携

60

共立女子大学・短期大学独自の取り組み─概念図

10

14

13 12

kyonet
学内の教育支援のためのネットワー
クシステムを、本学では kyonet
（共
立ネットワークの略）
と呼んでいます。
これを通じて、教務課や学生課などが
個々の学生に連絡を取ったり、教員が
学生の出席やその他の情報を把握した
り、
授業の課題を出したり、
学生がワー
ドやエクセルで書いたレポートを先生
に送ったりします。大学が組織として
一人ひとりの学生を支援していける体
制を kyonet
により構築しています。
緊急事態が発生したときの連絡や所在
確認にいかに威力を発揮するかは先の
東日本大震災の際に証明されました。
学校にとっても学生にとっても強い味
方です。
グーグル・アップス
を補完するものとして
kyonet
を利用
Google Apps for Education
しています。これによって授業資料の
展開や課題提出などを行っています。
スマートフォンを含むマルチデバイス
対応により、いつでもどこでも学習す
ることが可能であり、且つ、自宅での
学習を促進することで事前学習・事後
学習時間の確保を実質化しています。
また、新たな教育環境による新しい授
業の創造も効果として期待できます。

学習支援プロジェクト
情報化の進展によって、大学教育を
取り巻くＩＴ環境が大きく変化してい
ます。学習支援プロジェクトは、ＩＴ
環境の変化に対応するために、大学で
行われる対面授業を補完するための教
材作成支援や kyonet
の利用促進、授
業やその他の動画コンテンツの作成・
配信などを行っており、主としてその
方面から教員や学生を支援するプロ
ジェクトです。どの授業も時代の流れ
に即応でき、新しい授業方法など教育
改革の試みが常に行えるように、本学
の教育ならびに学生の学習を支援して
います。専門の職員数人がプロジェク
ト室に常駐していて、多様な仕事をこ
なしています。
出席管理システム（略）
インフォメーションＰＣ（略）
ＣＯＨＡＲＵ（略）
ｅメール英語塾（略）
Ⅲ 正課外教育
正課外活動評価制度
大学での学びは授業内だけに尽きる
ものではありません。サークルへの参
加やボランティア活動、各種の学内講
演会や委員会への参加など、正課外の
活動を通じて学ぶことは大学生活を
いっそう有意義にするために重要なも
のです。本学では個々の学生のそれら
の正課外活動を記録する制度を平成
年度入学生より実施しています。学生
の指導のために活用するとともに、就
職活動の際に学生自身が自己ＰＲに役
立つようにしています。
自己開発単位認定
春・夏の海外研修を含めて、学生が
授業外で行った勉強や活動などが、審
査のうえ自己開発単位として認められ
ます。
英会話ルーム
毎週木曜日の 時からの 分、ネイ
ティブの教員のもとに学生が集い英会
話を楽しみます。自由参加で、費用も
申し込みも不要です。これから留学を
考えている人、あるいは留学から帰っ
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本館ロビーでのサークル発表
昼休みのひととき
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共立女子大学・共立女子短期大学 独自の取り組み

今まで本学が推進してきた教育支援
の取り組みについて、全体像を把握す
るため分野ごとに整理しました。その
結果、個々の取り組みが大きな体系の
中に位置づけられることになり、改め
てそれぞれの役割を確認できました。
今後はさらに時代の要請に応じたス
キルやマインドを学生が習得できるよ
うプログラムを厳選し、提供すること
が大切になると思っています。
（なお、ここでは各学部・学科ごと
の取り組みは取り上げていません。
）
Ⅰ 教育システム
小さな総合大学
本学には専門課程として自然科学系、
社会科学系、人文科学系が揃っており、
そこには医療系、芸術系、メディア系、
教育系、建築デザイン系なども含まれ
ています。小さいながらも総合大学と
いうことができます。総合大学は大規
模になりがちですが、大規模になると
大学全体を見渡すことが困難になり、
かえって部門ごとのまとまりが強くな
る傾向があるようです。しかし本学程
度の規模であれば全体が緊密な関係に
保たれるので、見通しもよく、各専門
課程の特質がいろいろなかたちで全体
に浸み通って、総合大学としてのメリッ
トが生かされることになります。
全学共通教育科目
本学ではいわゆる教養科目を一本化
し、大学・短大の別なく、すべての学
部・科の学生が机を並べて授業を受け
るようにしています。これによって学
生の交友関係と視野が広がり、本学の
小さな総合大学としての特質がいっそ
う強化されています。
基礎ゼミナール
すべての新入学生は半期の基礎ゼミ
が必修です。これは 人程度のクラス
を専任教員が担当し、大学で勉強する
方法や意義について共に考えようとい
うものです。ここを出発点として、卒
20

特集
1

2

3

（2）
第 48 号
平成 25 年 10 月 7 日（月曜日）

パスなどの学内行事に際して、本学学
生がキャンパス案内や学生生活に関す
る質問への対応などの業務を担当しま
す。これによって、学生の本学への帰
属意識も高まるようです。
学生相談室教員相談員（略）

24

17

科では、年度末に、合格と判定された
卒業制作の作品を本館１階ロビーで展
示しています。絵画・彫刻をはじめ、ク
ラフトデザイン・都市計画・建築などの
模型・パネルが並び、壮観を呈します。
共立アカデミー（略）
入学前教育（略）
キャ
 ンパスハラスメントへの対応（略）
Ⅴ 学生関連施設
学生寮
東京都杉並区に本学の学生寮「ナ
チュール杉並」があります。平成 年
に完成した全243室の近代的なマン
ション仕様の建物で、留学生を含む学
生たちが生活しています。住み込みの
管理人による 時間管理態勢の元で、
全室個室でプライバシーのある空間が
保てます。寮生同士の交流も盛んで、
毎年、懇親会が行われています。
研修センター
軽井沢と河口湖畔に研修センターが
あり、学生がゼミナールやクラブ活動の
合宿をしたり、教職員が休暇を過ごし
たりする時に利用しています。いずれも
抜群の自然環境の中にあり、しかも交
通至便の地にあります。１年を通して
利用することができます。これらとは別
に東京都杉並区にも研修センターがあ
り、こちらは１日単位のクラブ活動や公
開講座などに使用しています。
八王子キャンパス（略）
戸田艇庫（略）
Ⅵ 障がいのある学生への支援
ノートテイカー講習会
聴覚障がいのある学生のために授業
中の音声情報をノートに取る技術を学
ぶ講習会を毎年実施しています。学内
にその援助を必要としている学生がい
ないときでもこれを行っていますの
で、それを必要とする学生がいつ入学
してきても対応できます。
点字サービス
自動点訳ソフト、点字文書作成ソフ
ト、点字プリンター、立体コピー機、
点字ディスプレイなどを一室に揃え、
視覚障がいのある学生が授業その他の
学生生活を円滑に送れるように配慮し

ています。機械の運用にあたっては一
般の学生も協力しています。
点字ブロック
本館は玄関から建物の隅々にいたる
まで基準をはるかに超えて点字ブロック
が貼られているので、目の不自由な人で
も自由に動き回ることができます。
また、
教室のドアの脇の壁に教室番号の点字
プレートが貼ってあります。エレベー
ター内部にも点字の表示があります。
バリアフリー（略）
支援チーム（略）
Ⅶ 学生の活動
共立祭
毎年 月なかばの土曜・日曜に行わ
れる本学の学園祭です。本館１階ロ
ビーに設置される特設ステージでは途
切れることなく公演が行われます。そ
の他、共立講堂、グラウンド、多数の
教室を使って、音楽サークルの演奏の
ほかに、狂言やミュージカルの上演、
ファッションショー、チアリーダーや
競技ダンスのデモンストレーションな
ど多彩な発表が行われます。
そのなかでも、 年近く続いている
本学独自の企画として、ブライダル
ショーがあります。本学の卒業生で世
界のブライダルファッションデザイ
ナー桂由美さんの指導を頂きながら行
うブライダルショーです。桂さんのデ
ザインによるウェディングドレスを本
学学生が着て、多くの友人たちのうっ
とりした視線の中を歩きます。
展示は、文化系サークルの発表のほ
かに、デザイン系の演習クラスの発表
があり、見応えがあります。
新入生歓迎会
新入生オリエンテーション期間中に、
共立講堂において、学内公認団体の代表
であるサークル連合会主催で新入生歓迎
会を実施しています。著名人の講演や
サークルの発表等の企画で、これからの
学生生活への期待を盛り上げています。
学内レガッタ
新入生歓迎を兼ねて、毎年５月の連
休中に、荒川の戸田オリンピックコース

で、学内ボート大会が行われます。学
生だけでなく教職員も参加でき、４人
１組でレースに参加します。競技用ボー
トを漕ぐのは初めてという人がほとんど
ですが、レース前の練習ですぐに慣れ、
ボート選手になった気分で楽しんでいま
す。ボート部員がコックスを務めるなど
して大会運営にあたります。
共立音楽祭
月半ばの１週間、昼休みと夕方に
校舎１階ロビーを会場として、共立音
楽祭が催されます。この時はロビーが
華やかな音楽サロンとなります。音楽
サークルに所属している学生はもちろ
ん、それ以外の日頃楽器に親しんでい
る学生、卒業生、教職員などが、演奏
します。司会は放送研究部の学生が担
当します。よく知っている人の意外な
一面を発見する楽しみがあります。
まんがイラスト展（略）
伝統文化企画（略）
読書会（略）
国立
 美術館キャンパスメンバーズ（略）

Ⅷ 保護者との連携
新入生保護者説明会
現代の大学教育は学生のご家族の理
解・協力なしには十分な効果をあげるこ
とができません。そのため、入学式の後
に、引き続き講堂で保護者説明会を実
施しています。学長をはじめ教務課・学
生課・就職進路課の担当者が、単位履
修や学生生活などについて、説明します。
在学生家族懇談会
本学神田一ツ橋キャンパスをはじ
め、東京以外の地域にも会場を設け、
学生のご家族にお集まりいただいて、
学生生活や就職支援のあり方について
説明し、疑問や不安を解消していただ
いています。ご希望によっては個々の
学生の就学状況をお知らせすることも
しています。学生もさまざまなかたち
でこれに参加しており、在学生の声が
聞けると好評を得ています。
授業見学会
６月の１週間を定めて、授業見学会
が行われます。これは教員がお互いの

授業を見合って、ＦＤ活動の一助とす
る、ということと同時に、学生のご父
母や公的機関・企業の関係者に授業を
公開することによって本学への理解を
深めていただく、というものです。学
生のご父母に見ていただくといって
も、高校までのいわゆる授業参観とは
意味合いが違いますから、お子さんの
授業を見る必要はなく、それぞれ興味
のある授業を見学し、学生時代に戻っ
て楽しんでいただいています。
保護者アカウント（略）
kyonet
後援会（略）
Ⅸ 図書館
学生図書館委員会
有志の学生たちが集まり、どんな本が
図書館にあればよいかを学生目線で考
えたり、図書館をもっと積極的にそして
快適に利用するにはどうすればよいか
を考えたりしています。結論は図書館長
に伝えられ、全学的な方針とされます。
自学習支援
図書館には学生が自由に使えるグ
ループ学習室、自習室があります。そ
こには多くのＰＣが備えられ、学習の
便宜を図っています。これからの図書
館に特に期待されている機能です。
ディスカバリーサービス（略）
図書館企画展示（略）
Ⅹ 就職支援
スチューデントプロファイル
（学内ｗｅｂシステム）の
kyonet

中の一つの機能で、個々の学生のさま
ざまな情報を学内の教職員で共有し、
的確な指導・支援を行います。成績や
授業の出欠情報などの授業関係の情報
だけでなく、所属サークル情報や就職
活動情報も記載されており、多面的に
一人一人の学生を見ることができま
す。特に就職活動情報は、個別面談の
際、情報を確認しながら行うことで、
初めて面接する担当者でもすぐ本題の
支援を行うことができ、大きな効果を
上げています。
進路ガイダンス
現在、就職のために学生が企業と直
接会ったり、
説明会に出席できるのは、
月１日からです。そのため多くの大
学では３年生の秋からいろいろなガイ
ダンス等を行っています。本学ではガ
イダンス等を５月から開始し、きめ細
かな支援をしています。同じプログラ
ムを数度実施することで、１回受講し
ただけでは理解できなかった学生のた
めにも、都合で１回目のプログラムに
出られなかった学生のためにも効果を
上げています。
キャリアカウンセラー
本学就職進路課には資格を持った
キャリアカウンセラーが４名在籍して
います。また、日々自己資質を磨いて
いる専任職員も８名います。他に個別
相談を中心に行っている、就職支援に
長年携わってきた学生支援プロジェク
トの職員も２名常駐しています。
また、
求人票の入力・掲示・ kyonet
での発
信などの事務を行っている派遣職員も
名います。総計 名のスタッフが就
職・進路支援を一丸となって行ってい
ます。これは他大学と比較し、学生数
に対して非常に多くのスタッフでの対
応となっています。個別相談をするの
に 日以上先の予約となる大学が多い
のに比べ、本学では 分と待たずに相
談を受けることができます。
卒業生との就職懇談会（略）
Ⅺ 環境問題
環境学習
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キャ
 ンパスリメイクプロジェクト（略）
リーダーシップ研修会（略）
チームワーク研修（略）
講演会（略）
Ⅳ 学生生活支援
奨学金
日本学生支援機構奨学金やその他の
公共事業団体奨学金などの貸与奨学金
の他に、本学独自のものとして、本学
卒業生や旧教職員からの寄付金に基づ
く６つの給付奨学金があります。教員
から成る学生委員会他の委員会が奨学
生の選考にあたっています。
実務体験奨学金
勉学意欲があるにも関わらず就学が
困難な学生に対して給付する実務体験
を伴う奨学金です。本学事務局で１年
間にわたり、授業に支障のない時間帯
で計１８０時間の補助的な業務をしま
す。年４回の研修会や学内行事への参
加などもあり、学生の社会人基礎力を
育成する
「学内インターンシップ制度」
とでもいうべきものです。
学内アルバイト
在学生家族懇談会やオープンキャン

様々な取り組みで学生一人ひとりの学びを支えます
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在学生家族懇談会─今年度は 9 都市で開催

近年、環境問題が大きくクローズ
アップされ、学校の社会的責任として
も取り組むべきテーマになっていま
す。本学には環境に関わる授業が多く
あり、また、正課外でもエコツアーや
環境関連の講座を実施しています。そ
のような取り組みをパンフレット「環
境学習への取組」にまとめ、環境問題
への学生の意識を高めています。
グリーンカーテンプロジェクト
省エネルギーへの取り組みの一つと
して、学生の主体的な活動として実施
しています。
夏季に校舎内の温度を下げるための
工夫として、遮光性の高いツル性の植
物（ゴーヤ、ヘチマ、アサガオ等）を
校舎の外壁に植えています。植物を栽
培・鑑賞する楽しみを通じて、学生の
エコ意識を高めています。
エコ照明

「大学・短期大学の独自の取り組み」について

入江 和生

共立女子大学・短期大学学長

共立が独自に取り組んでいることを
まとめてみました。
もともとは自己点検の資料とするこ
とを意図して作り始めたものです。何
をやっているかを整理することが、何を
やっていないかを突き止めることに通じ
ると考えたからです。したがって、厳正
な事実だけを挙げるように努めました。
しかし、作っているうちに、これを
できるだけ多くの人に見てもらいたい
と思うようになりました。
「ずいぶん
いろいろやってるね」と感心していた
だければ嬉しいのですが、
「この部分
が足りないんじゃないの？」といった
ご意見がいただければこれに過ぎる喜

本館西口通用門付近に小さな太陽光
発電のパネルがあり、その傍の照明は
それによって電力を供給されています。
とても小さな規模ですが、ここを出発
点として、エコへの取り組みを大きく
発展させてゆきたいと願っています。
ビオトープ（略）
雨水利用（略）
省エネルギー（略）
Ⅻ 防災
防災訓練
火災や地震等の災害に備えて毎年訓
練を行っています。
月初旬に希望者を対象として、千
代田区役所や神田消防署の指導のも
と、起震車や煙ハウスの体験、消火器、
消火ホースの使い方、通報訓練、伝言
ダイヤルの利用方法等を通じて、防災
への経験と心構えを身につけます。ま
た、学内の防災設備や備蓄倉庫等の見
びはありません。
独自といっても、なかには類似のこ
とを他の大学でもやっているものもあ
ります。しかし、それはその大学が独
自に取り組んでいるのであって、本学
ではどの点が独自なのか、それがわか
るように説明を書いたつもりです。
これを作るにあたって、多くの教職
員が、項目を考えたり、説明を書いた
りしました。この作業を通じて、教職
員自身が、本学の「現在」への認識を
新たにすることができました。その過
程で
「こんなこともやっていたんだ！」
という声が多く聞かれて、そのたびに
幸福な思いにかられました。しかし、
自己満足のための資料でないことは言
うまでもありません。
進歩は常に「現在進行形」です。い
くら伝統が長いからといって、過去形
で大学を語っていては、それこそ大学
そのものが過去のものになってしまい
ます。そして事実の裏付けのある確信
のこもった未来形で今後について語っ
てゆきたいと考えています。これはそ
のための資料です。

学も行っています。
緊急避難訓練
授業時間中に災害が起きたことを想
定し、学内に緊急放送をかけ、学生を
指定の避難場所へ誘導する訓練を実施
しています。実際に授業時間の一部を
使って訓練を行うため、防災訓練とは別
に毎年実施しています。当日は神田消
防署からのご指導をいただいています。
防災設備（略）
災害用備蓄品（略）
 国際交流
国際交流委員会
専任教員によって構成される委員会
で、海外との研究交流や提携校との連
絡・交渉、学生の長期留学や海外研修
の企画・選考などについて協議します。
国際交流室
国際交流活動全般を支援するために
設けられています。常駐の３人の職員
が学生の相談相手となるなど、留学に
関するサポートを行っています。海外
留学を考えている学生はここに足繁く
通うことになります。また、海外から
の留学生にとっては、母国とつながっ
ているように感じられる部屋です。
留学制度
本学学生が海外の大学に留学する制
度には、交換留学、派遣留学、一般留
学があります。
交換留学は協定校とのあいだで留学
生を交換するものです。派遣留学は、
提携校へ学生を派遣することに限定し
たプログラムです。一般留学は学生が
自ら留学先を選び、本学の許可を得て
留学するものです。いずれも留学先の
大学において修得した単位のうち、申
請して認められたものは卒業要件に必
要な単位として認定されます。
交換留学
フランスのイナルコ大学（東洋言語
文化学院）
、スイスのジュネーブ大学、
および中国人民大学と協定を結び、毎
年数名ずつを交換しています。双方の
授業料が免除となり、宿舎については
受け入れ側が用意することになってい

ます。本学への留学生は学生寮「ナ
チュール杉並」で一般の寮生と一緒に
学生生活をエンジョイしています。
派遣留学
本学が留学生を送るために提携して
いる海外の大学は、アメリカのセント
ラルワシントン大学、カナダのウィニ
ペグ大学、
イギリスのリーズ大学、
オッ
クスフォード・ブルックス大学、バー
ミンガムＣＩＣ（国際市民コレッジ）
です。これらの大学に半年ないし１年
留学することができます。
国際交流奨学金
本学には海外への留学制度推進のた
め、交換留学、派遣留学、一般留学およ
び海外研修のための国際交流奨学金制
度があります。この奨学金は返還の必要
はありません。交換留学および規程留
学奨学金は、１年間留学の場合、年間
授業料の半額分、半年留学の場合は、
年間授業料の４分の１を選考の上、給付
します。海外研修奨学金は１名あたり５
万円を本学学業成績により給付します。
私費外国人留学生授業料減免制度
本学に在籍し、経済的理由で修学が
困難な私費外国人留学生に対して、選
考のうえ、授業料減免措置をとってい
ます。例年、約 名に対し、 ％を減
額しています。
夏期海外研修
学生の希望者を募って、夏季休暇中
の３～４週間を使って、海外で語学を中
心とした研修を行っています。現在は、
アメリカ、
イギリス、
フランス、
中国で行っ
ています。本学の専任教員が引率し、
学生の安全を確保すると同時に先方の
大学との交流を深めています。
春期海外研修
学生の希望者を募って、春季休暇中
にオーストラリアで語学を中心とした
研修を行っています。本学の専任教員
が引率します。学生は一般家庭にホー
ムステイし、英語で生活しながら現地
の人々との友好を深めています。
日本語教育プログラム
日本語力のまだ不十分な交換留学生

や特別留学生などの短期留学生に対
し、日本語教育の支援プログラムを提
供しています。
日本語講師による文法、
文章表現、新聞記事の読解などの授業
を行い、最終的には日本語でプレゼン
テーションができるようになるよう、
きめ細かな支援を行っています。
国際交流チューター制度（略）
留学生懇談会（略）
共立日本学（略）
フルブライト訪問団（略）
共立インターコム（略）
中国（略）
ベナン（略）
 社会との連携
共立講堂
後に東京タワーを設計した内藤多仲
氏の設計により、昭和 年に落成しま
した。戦前はもとより、戦後も日比谷
公会堂と並んで音楽公演のメッカでし
た。共立講堂で公演した国内外の有名
演奏家は数知れません。年配の方々に
とっては若いころの幸福な思い出に繋が
る場所です。昭和 年に全焼しました
が、翌 年に再建されました。平成
年の改修工事にあたっては、昭和 年
当時にできるだけ近い状態となるよう
に配慮されました。現在は一般への貸し
出しは行っていませんが、本学主催の講
演会その他の催し物には学外から大勢
来られて、
「文化財」と言ってもいい共
立講堂での時間を楽しんでおられます。
公開講座
本学では昭和 年以来、毎年実施し
ています。
現在、
神田一ツ橋キャンパス、
八王子キャンパス、研修センター杉並
寮の３会場で実施しています。高等教
育機関としての大学の知的財産を活用
した講座を通して、地域へ、また広く
社会へ貢献したいと考えています。
活字文化特別セミナー
毎年秋に行われる
「神田古本まつり」
に合わせて、読書や活字文化に関わる
テーマを設定して、読売新聞社と共催
で、講演会やシンポジウムを共立講堂
で行っています。本学学生がシンポジ

60

講演会の開催ほか国際交流の充実を図っています

ウムに参加することもあります。
ボランティアセンター（略）
映画テレビ撮影協力（略）
パープルリボンプロジェクト（略）
地域性（略）
 卒業生との連携
櫻友会
本学の同窓会組織です。全国各都道
府県に支部を持っています。学生は入
学と同時に学生会員として櫻友会に入
会し、卒業後は正会員となり、櫻友会
を通じて本学とのつながりを保つことに
なります。全国各地で講演会を主催し、
卒業生のみならず、学生のご家族や一般
の方々にもお聴きいただいています。
明治 年創刊の機関誌『桜の友』は
戦中・戦後の休止期間の後に復刊され、
復刊後すでに 号を超えました。卒業
生・在学生に配布しています。
共立生涯メール
教職員が相互の連絡や資料の受け渡
しに利用しているメールを共立Ｇメー
ルといいますが、希望した卒業生も参
加することができ、それを特に「共立
生涯メール」と呼んでいます。学校か
ら卒業生への「お知らせ」に利用する
など、
今後の活用が見込まれています。
学園報（略）

39

※全文
 は本学ホームページをご覧くだ
さい。

http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/about/original/index.html
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平成 年度事業報告
Ⅰ．事業の概要

②中学高等学校、第二中学高等学校の活動

平成 年度事業計画
（ ）学園中長期計画の策定
大学・短期大学、中学高等学校・第二中学高等学校・幼稚園
を含んだ学園中長期計画を策定することが平成 年 月 日の
評議員会・理事会において決定された。この計画は、本学園が
学校法人としての社会的責任を果たし、永続維持を達成するた
めに必要な意思決定と適切な活動を行うための羅針盤の役割を
果たすものとして、 年先を展望しつつ、 年間の具体的な施
策を示すものであり、平成 年中に策定する。
9

（ ）学園国際交流計画に基づく国際交流の推進

○大学・短期大学
海外の大学との学術交流の推進／学生の海外留学・海外研修
の実施／留学生の受け入れ活動の推進／各種教育機関との交流
の実施／国際交流活動に関する広報活動の推進
○中学高等学校
夏期海外研修の実施／国内における国際交流活動の実施
○第二中学高等学校
夏期海外研修の実施／途上国の子供支援の実施

（ ）学園広報活動計画に基づく広報活動の推進

事務局の研究支援プロジェクトにおいて、これまで（ ）教
員研究費取扱規程など研究費に関連する諸規程・マニュアルな
どの整備（ ）科学研究費関連の学内書式の見直し（ ）ホー
ム ペ ー ジ 中 に 研 究 支 援（ 学 内 向 け ）ペ ー ジ の 開 設（ ）
「kyonet」
（学内教育ネットワーク）を使用した迅速な情
報発信などを行って研究支援に努めてきた。平成 年度は、申
請調書と採択結果をチェックし、科学研究費獲得に向け、採択
率の向上を目指して取り組んでいく。

③「共立力」を備えた人材養成

平成 年度は、
次の事項について具体的な検討を進めていく。
・正課
 外教育・正課外活動など諸活動全般を活性化するべく
「kyonet」のスチューデントプロファイル（学生記録）
に活動を記録し、事務局一体となった支援の充実と学生への
フィードバックのあり方
・学長
 による活動証明書の交付による成果保証のあり方
・正課
「社会人基礎力」の育成にどの
 外教育･正課外活動が、
ように寄与しているのかについての検証と体系化
「正課教育のキャリア教育」
、
「課外教育のキャリア支援やイ
・
ンターンシップ」
、
「就職進路課の進路支援・就職支援」など
正課・正課外が連携して進める就業力の育成

④教育改善への組織的な取り組み（FDの推進）

⑥自己点検・評価の実質化

・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踏まえつつ、学生の学修時間
を確保する。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
 の学修成果の達成状況について整理・点検する。

大学院・大学は平成 年度に、短期大学は平成 年度に認証
評価を申請し、適格と判定された。平成 年度においても、大
学自己評価委員会、短期大学自己評価委員会などの関連委員会
の活動を通して、自己点検・評価を不断の活動として行い、教
育の質の保証、教育力の向上に努める。

平成 年 月から看護学部が発足したことにあわせて、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。
平成 年度から 年度にかけては、
「大学看護学部」と「短
期大学看護学科」とが並行しつつ学年進行していくこととなる
が、
「短期大学看護学科」の在学生が卒業するまで、また、休
学や留年で、標準修業年限を超えて在学する場合は在学年限ま
で、
「短期大学看護学科」のカリキュラム・教員組織・施設設備・
実習病院との提携関係は保証・維持され、
「短期大学看護学科」
の教育を実施していくこととしている。

⑦看護学部の設置・円滑な学年進行の実施
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「中高・二中高・幼稚園将来構想専門委員会」において、中
学高等学校・第二中学高等学校・幼稚園の将来構想の策定に向
けて検討を開始した。
（ ）学校評価の実施
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
指導の充実に努めた。
（ ）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の実施〔中学高等学校〕
）学校評価の実施〔中学高等学校・第二中学高等学校〕
）英語ライティング指導の開始〔中学高等学校〕
）卒業生チューター制度の導入〔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〕
）CALL教室での英語教育の実施〔第二中学高等学校〕
）共立女子第二中学高等学校給付奨学金の実施〔第二中学
高等学校〕

（
（
（
（
（
（
（
（

（ ）学生支援活動
①奨学金の実施
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学生生徒等、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
「平
成 年度共立女子学園広報計画」に基づいて、広報活動を推進
する。

（ ）大学院・大学・短期大学の活動
①教育活動の推進等

・全教
 員が大学・短期大学全体の理念や教育上の目的について
共通認識を持つとともに、FDに取り組む必要性や重要性に
関する意識の涵養を図ることを目的とした、専任教員及び兼
任教員に対する研修を実施する。
・新人
 教員や実務家教員など、大学・短期大学での勤務が未経
験の教員に対して、大学・短期大学における教育制度の基本
的な枠組みを理解させるための研修を実施する。
・シラ
 バスの内容を充実するため、シラバスの記載項目、記載
内容、記載方法などに関する一定の規則を整備するとともに、
専任教員及び兼任教員に対する説明会と併せて教員に対して
個別に記載方法などについて指導や助言を行う。
・学生
 の学修時間の実態を把握する。また、授業評価アンケー
トを充実させ、評価結果について、授業内容や方法の改善に
活用する取り組みを組織的に行う。
・他の
 教員の授業を参観して、自らの授業内容・方法の改善に
役立てるための教員相互の授業参観制度を充実させ、授業技
術や教材開発などに関する研修を実施する。
・授業
 科目に適切な番号を付し分類することで、学修の段階や
順序などを表し、教育課程の体系性を明示するナンバリング
について検討する。対象とする学年や学問の分類を示し、学
生が適切な授業科目を選択できるようにするだけではなく、
科目同士の整理・統合を推進し、個々の科目の充実を図る。

⑤GPA制度の導入
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2

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・向上に努める。
・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。

（ ）中学
 高等学校・第二中学高等学校・幼稚
園の活動

4

5

国際学部において、平成 年度入学者より、新たに 区分
領域からなる「専攻プログラム」を導入する。また、短期大学
においては、
「コミュニケーション」
「人間と心理」
「国際理解」
などの テーマからなる共通講座の開設、コース名称の変更、
カリキュラムの改正を実施する。
平成 度から実施する施策の実績を点検・評価しつつ、中長
期的には、本学を取り巻く環境変化にも対応しつつ、次のよう
な観点を踏まえて教育活動を推進する。
・既存
 の教育資源を基にしつつ学部・学科を再構成し、学部・
学科間の差別化を図り、特色を打ち出すとともに、社会的人
材需要に対応した教育を行う。
・再編
 にあたっては、社会的課題や要請を踏まえ、人材養成目
的及び目指す学習成果を明確に掲げ、その達成のために、学
生が自ら主体的に考えて判断する力や、卒業後の社会的・職
業的な自立に必要な力を身に付けられるよう、教育課程を組
織的・体系的に編成する。
・定員
 規模については、現行の大学・短期大学の収容定員をベ
ースに、財政的な視点を踏まえて適切な規模を設定する。
・学部
 ・学科構成、定員規模等について、他大学との競合関係
も視野に入れて検討する。
・全学
 的見地から、専任教員の定年退職後の補充計画（専門分
野・人数等）を戦略的に検討する。
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②研究活動の推進
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②中学高等学校について

（ ）学力と課題解決能力の向上
完全中高一貫体制となり第 期生が卒業したが、昨年度に続
いて難関校への進学状況は続伸しており、一貫教育の成果を出
すことができた。平成 年度は「平成 年度学校運営計画表」
に基づいて、高等教育に対応できる学力を身につけ、自ら学ぶ
力を育て、将来を展望した学習を深めさせることを目標に教育
活動を展開した。
（ ）人格の陶冶
女性としての特性を生かした教育を行い、人間形成と学力形
成の両立を目指して教育指導を進めた。特にホームルーム活動
や道徳の授業、学校行事、部活動、礼法などで、
「挨拶」
「美化」
「時間」を軸に担任と教科担当の生活指導における綿密な連携
を図り、規範意識と自己指導力の育成、自己健康管理能力と安
全管理能力の育成に留意した。
（ ）
「学校評価」の実質化
平成 年度「学校評価」に基づき、各部門・分野ごとに成果
と課題を洗い出し、年度末に作成した「平成 年度学校運営計
画表」の重点目標を設定した。平成 年度における達成状況の
分析の結果は「平成 年度学校運営計画表」に反映させた。

③第二中学高等学校について

（ ）大学・短期大学 給付奨学金の実施
●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 名に学費の全額、家計支持者の家屋が半壊の被害を
受けた学生および警戒区域に家計支持者が居住する学生
名に学費の半額を支給した。また、罹災（被災）証明書を
提出した新入生（含：編入生） 名に入学金相当額を支給
した。
（ ）大学・短期大学 冠奨学金の実施
●廣川
 シゲ給付奨学金（奨学生数： 名 奨学団体数： サー
クル）
●栗山ヒロ給付奨学金（奨学生数： 名）
●齋藤規子給付奨学金（奨学生数： 名）
●高橋節子給付奨学金（奨学生数： 名）
（ ）大学・短期大学 実務体験奨学金の実施
前期 名、後期 名の延 名に支給した。
（ ）大学・短期大学応急貸与奨学金の実施
名に学費の半額を貸与した。
（ ）私費外国人留学生授業料減免制度の実施
名に授業料の ％を減免した。

②学生生活実態調査の実施

●教育研究振興資金
●奨学資金

26

（ ）学園の活動
①
「学園中長期計画」の策定作業の開始
②
「学園国際交流計画」に基づく国際交流活動
の実施
③
「学園広報活動計画」に基づく広報活動の実施
④神田一ツ橋キャンパスの整備
⑤省エネルギー対策の実施
（ ）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、短期大学の将来構想の策定
平成 年 月 日の評議員会・理事会において、
「大学・短
期大学将来構想（中間報告）について」が了承された。
（ ）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、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事
務局に立ち上げた。平成 年度の科学研究費助成事業研究種目
別採択件数は、大学 件、短大 件であり、採択時の交付決定
額は、大学で直接経費２１，７００，０００円、間接経費６，
５１０，０００円、合計２８，２１０，０００円、短大で直接
経費７，５００，０００円、間接経費２，２５０，０００円、
合計９，７５０，０００円であった。
（ ）教育改善への組織的な取り組み（FD活動の推進）
全教員が大学・短期大学全体の理念や教育上の目的について
共通認識を持つとともに、FD活動に取り組む必要性や重要性
に関する意識の涵養を図り、教育方法を改善するため、大学院
FD委員会および大学・短期大学FD委員会を中心に活動した。
（ ）GPA制度の導入
平成 年度よりGPA制度を導入し、教職員間の共通理解の
もと、組織的に教育の質保証・向上にむけた活動に取り組んだ。

②大学院について

在学生の生活状況を調査し、
学生の生活実態を把握するため、
学生生活実態調査を平成 年 月～平成 年１月の期間で実施
し た。 集 計 後、 報 告 書 を 教 育 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム
「kyonet」を通じて全学生にメール配信し、フィードバ
ックした。今後、調査結果をもとに共立女子大学・短期大学学
生委員会において、学生支援の向上策について検討する。

③就職活動の支援

（ ）準備期の学生に対する就職支援
プログラム開講時期を 期に分け、早期からの就職活動の開
始を促進するとともに、学生の必要に合わせたプログラムを実
施した。
（ ）卒業期の学生に対する就職支援
卒業期の学生（大学院 年生・大学 年生・短期大学 ・
年生）への就職支援対策の一つとして、公的機関（新卒応援ハ
ローワーク、東京仕事センター）などの外部講師による、面接
練習・書類添削を実施するとともに、個別相談、就職活動の振
り返り、
企業研究の方法などを演習形式で学ぶ講座を実施した。
（ ）卒業後の学生に対する就職支援
卒業後も就職先が決まっていない学生で就職活動を継続して
いる者に対しては、 月以降も電話やメールによる求人紹介、
個別相談などを実施した。

（ ）教育研究環境整備
（ ）財政施策
①人事施策の導入
②募金活動の実施

4

3

1

4

1

9 8 7 6 5 4 3 2

③運用可能資金の安定的運用の実施
（ ）その他の事業
①長期発行体格付の維持
②内部監査の実施
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各学校において、それぞれ次のような取り組みを重点課題と
して、教育活動を推進する。

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、表現力な
どを育むとともに、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り、
生活指導を中心にした特別活動を重視し、指導していく。ホー
ムルーム活動や道徳の授業、学校行事、部活動、礼法などを通
して、他者との関わりの中で自己を知り自己を形成する取組み
をさらに充実させていく。
●「学校評価」の実質化
自己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ニューアルし
移転した、その新しい教育環境を活かし、以下のような取り組
みのもと特色ある教育活動を展開していく。
●教育をデザインできる「新校舎」での教育
●可能性を拡げ、進路を実現するためのコース編成
●弾力的な大学受験制度を活かした進学実績の向上
●意欲あふれる生徒の入学促進
●スクールバスを八王子駅からも運行

③幼稚園

「遊び」を通じた人間関係の理解に係る教育に加えて、日々
の「読み聞かせ」を通じて「読む力」
「聞く力」
「話す力」を育
てていく教育に特に留意するとともに、預かり保育の充実、保
護者との連携の強化、地域住民との交流事業の拡充を図る。

④中学高等学校・第二中学高等学校における特
色ある取り組みの支援

平成 年度は、特に次のような特色ある取組みを選定し、予
算を配分して、教育活動・生徒に対する支援を行い、一層の充
実を図る。
・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）
・電子黒板の活用による学習効果の向上（中学高等学校）
・CALL 教室での英語教育（第二中学高等学校）
・共立女子第二中学高等学校給付奨学金制度（第二中学高等学校）

（ ）学生支援活動
①就職支援推進プログラム
②正課外講座事業の実施
③学生への経済的支援
（ ）教育研究環境の整備
（ ）財政施策
①財政施策検討プロジェクトの編成
②募金活動の実施
③運用可能資金の安定的運用の実施
（ ）人事施策

平成 年度には、
早期退職制度（選択定年制度）を導入する。
また、今後、定年退職後の計画的補充により職員数が減少して
いく中で、業務執行の状況について自己点検・評価を実施し、
事務組織の見直し、再編に向けての検討を行うこととする。

※全文は本学ホームページをご覧ください。 http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/release/plan/index.html

③大学・短期大学について

（ ）可能性を拡げ、進路を実現するための教育課程の編成
中高 ヵ年完全一貫教育の趣旨をより実現するため、中学校
～高等学校第 学年に関する教育課程の全面改訂を行った。
（ ）教育をデザインできる「新校舎」での教育の推進
生徒一人ひとりの校舎面積にゆとりが持てる教育環境の良さ
を生かし、教育活動の充実に努めた。
（ ）安心の大学受験制度を生かした進学実績の向上
生徒の進学希望多様化への対応として、共立女子大学・短期
大学の合格を推薦で得た後も、
さらに外部大学を受験できる
「併
設校特別推薦制度」や、生徒一人ひとりの特性を踏まえたクラ
ス編成等で希望進路の支援を推進した。
（ ）意欲あふれる生徒の入学促進
学業などの模範となり、他へ良き影響を与えうる優秀な入学
生確保のために導入した「給付奨学金制度」は、募集活動にお
いて一定の効果を得た。

④幼稚園について

（ ）計画的な園内研修の実施
外部研修への参加に加え、園内研修を年間計画の中で定期的
に実施した。教育要領の中で「発達の基礎を培う重要な学習」
と位置づけられている「遊び」を主たるテーマとして、
「その
展開に教員はどう関わるか」に着目し、遊具の工夫や異年齢と
の関わりなどについて事例研究を行った。
（ ）家政学部児童学科との相互連携
家政学部児童学科からは保護者支援としての親子活動プログ
ラムの実施や園内研修への参加など、幼稚園からは教育実習生
の指導や大学教員の研究場所としての幼稚園提供など、適切な
役割分担のもと、組織的な連携の強化を図った。

（ ）教育活動の充実に関する取り組み
①大学の活動

（ ）設計演習合同コンペおよび卒業制作・卒業論文の表彰〔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」の制作〔文芸学部〕
創立以来の文芸学部の歴史を伝える映像資料を作成し、学生
の学習態度の向上やキャリアパス形成の支援に活用するため、
平成 年度は、卒業第 期生のインタビュー映像の編集作業を
行った。
（ ）学習支援資料「文芸ぶっく」の発行〔文芸学部〕
文芸学部の教育活動および研究活動に資する発行物として
「文芸ぶっく」を刊行した。当該資料は平成 年度第 回の基
礎ゼミナールにおいて全新入生に配布し、授業で使用した他、
学生の自主学習の資料として活用された。

負債
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●消費収支予算の概要
・教育研究経費は、対前年度比 1％減、3700 万円減の 38 億 4200 万円
○帰属収入
を計上。
・学生生徒等納付金は、対前年度比 2.8％減、2 億 3900 万円減の 82 億
・管理経費は、対前年度比 30％減、2 億 3900 万円減の 5 億 5700 万円
7000 万円を計上。
を計上。
・補助金は、
対前年度予算比0.2％増、
300万円増の14億3300万円を計上。
・資産処分差額は、11億 5600 万円減の 1200 万円を計上。
○基本金組入額
○消費収支差額
・既存施設の改修等で、3 億 4900 万円の組入金額を予定。
・当年度の消費収支差額は、13 億 8400 万円の支出超過、累積で 31 億
○消費支出
以上
6900 万円。
・人件費は、対前年度比 5.5％増、3 億 7900 万円増の 72 億 4400 万円
を計上。

（ ）大学院委員会での検討
・博士
 課程および修士課程の整備を中心に議論を行った。今後
検討の進捗状況や内容に応じて、大学・短期大学将来構想専
門委員会に上程することとした。
（ ）大学院研究科の設置とアフターケアへの対応
（ ）看護学部の設置・円滑な学年進行の実施
（ ）国際学部における専攻プログラムの導入
平成 年 月 日の学園将来基本構想委員会で、国際学部に
ついて、学生が科目をより体系的に履修することができるよう
に、これまでの「国際文化コース」および「国際社会コース」
の２コース制にかえて、平成 年度入学生より、新たに 区分
領域からなる「専攻プログラム」を導入することを決定した。
（ ）短期大学の改革
大学・短期大学将来構想専門員会を中心に、短期大学の将来
構想について活発な議論を展開した。短期的な改革としては、
平成 年度より「既設コースの改編」と「短期大学共通講座」
を導入することを決定したが、中長期的な改革としては、平成
年前後で 歳人口の更なる減少期を迎え、短大を取り巻く環
境はますます厳しくなることが予想される中、大学の改革と合
わせて、発展的かつ抜本的な改革を進めていく必要があること
を確認した。
（ ）授業見学会の実施
学生の父母や本学教職員を対象に、教養教育科目および専門
教育科目について授業見学会を行った。
（ ）在学生家族懇談会の実施
在学生・家族・卒業生など、広くステークホルダーに対して、
大学・短期大学の教育研究活動や学園の将来像などの情報を提
供し理解・協力を得る観点から、在学生家族懇談会を実施した。

（ ）
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

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。
※平成 25 年 3 月時点のものであり、その後の補正によって変更が生
じる場合がある。

1

2

3

25

平成 25 年度 平成 24 年度
増減
人件費
7,244,508
6,864,535
379,972
教育研究経費
3,842,127
3,879,358
△ 37,231
管理経費
557,564
796,593 △ 239,029
借入金等利息
16,660
18,332
△ 1,672
資産処分差額
12,920
1,169,023 △ 1,156,103
（予備費）
110,000
110,000
0
消費支出の部合計
11,783,779 12,837,844 △ 1,054,064
当年度消費支出超過額
1,384,658
2,076,439
－
前年度繰越消費支出超過額
1,784,695
3,458,346
－
基本金取崩額
0
3,750,090
－
翌年度繰越消費支出超過額
3,169,353
1,784,695
－

5

6

87

9

科目

6

25

25

（単位：千円）
消費収入の部

増減
△ 239,734
△ 12,795
△ 10,520
3,215
△ 7,410
△ 736
254,832
△ 13,147
△ 349,136
△ 362,283

平成 25 年度 平成 24 年度
8,270,444
8,510,179
206,471
219,266
74,680
85,200
1,433,851
1,430,636
91,606
99,016
21,450
22,186
649,754
394,921
10,748,257 10,761,404
△ 349,136
0
10,399,121 10,761,404

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

25

4

●資金収支予算の概要
・当年度収入（前年度繰越支払資金を含まない収入）は、対前年度 4.1％減、※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。
4 億 7000 万円減の 108 億 8500 万円を計上。
※平成 25 年 3 月時点のものであり、その後の補正によって変更が生
・当年度支出（次年度繰越支払資金を含まない支出）は、
対前年度比 6.9％減、
じる場合がある。
8 億 9300 万円減の 121億 4100 万円を計上。
・当年度収入と当年度支出の収支差額は、12 億 5500 万円の支出超過。

5

3

25

25

3

19

10

平成 25 年度 平成 24 年度
増減
7,362,784
6,961,313
401,471
2,368,627
2,398,195
△ 29,567
518,764
727,723 △ 208,959
16,660
18,332
△ 1,672
83,330
83,330
0
24,700
250,200 △ 225,500
254,488
291,196
△ 36,708
1,400,000
2,200,000 △ 800,000
102,050
95,379
6,670
110,000
110,000
0
△ 100,174 △ 100,759
585
12,141,230 13,034,911 △ 893,681
1,577,825
2,833,743 △ 1,255,918
13,719,055 15,868,654 △ 2,149,599

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 25 年度 平成 24 年度
増減
学生生徒等納付金収入
8,270,444
8,510,179 △ 239,734
手数料収入
206,471
219,266
△ 12,795
寄付金収入
68,480
79,000
△ 10,520
補助金収入
1,433,851
1,430,636
3,215
資産運用収入
91,606
99,016
△ 7,410
事業収入
21,450
22,186
△ 736
雑収入
649,754
394,921
254,832
前受金収入
1,354,120
1,405,930
△ 51,810
その他の収入
833,801
980,919 △ 147,117
資金収入調整勘定
△ 2,044,666 △ 1,786,112 △ 258,554
（当年度収入計）
10,885,312 11,355,942 △ 470,630
前年度繰越支払資金
2,833,743
4,512,712 △ 1,678,969
収入の部合計
13,719,055 15,868,654 △ 2,149,599

3

2

14

収入の部

12

25

31

2

1 2 1

4

（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
5,422,541
5,627,664 △ 205,122
流動負債
1,773,382
1,750,241
23,141
7,195,924
7,377,905 △ 181,981
負債の部合計
基本金の部合計
50,080,879 53,831,996 △ 3,751,117
消費収支差額の部合計
△ 1,051,777 △ 3,458,346
2,406,568
負債・基本金・消費収支差額の部合計 56,225,025 57,751,555 △ 1,526,529
※ 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。

25

（単位：千円）
（単位：千円） 支出の部

39

24

3

2

24

5

1

2

3

45 5 1 4

1

4

平成 25 年度予算の概要

（1）資金収支予算

25

20

30

4

（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

本年度末
52,146,236
35,602,857
16,543,378
4,078,789
56,225,025

（単位：千円）
前年度末
増減
52,849,763 △ 703,527
37,935,185 △ 2,332,327
14,914,578
1,628,800
4,901,791 △ 823,002
57,751,555 △ 1,526,529

（3）貸借対照表総括表

1

2

24

24

3

76

24

24

（単位：千円）
決算
差異
6,829,355
35,180
3,664,264
236,838
744,775
59,892
18,332
0
1,166,175
8,977
595
△ 595

8

74,051
414,345
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
基本金取崩額
翌年度繰越消費支出超過額

2

（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
徴収不能額

予算
6,864,535
3,901,102
804,668
18,332
1,175,153
0
（35,948）
74,051
12,837,844 12,423,498
2,076,439
1,344,548
3,458,346
3,458,346
3,750,090
3,751,117
1,784,695
1,051,777
（予備費）

24

25

（単位：千円）
予算
決算
差異
8,510,179
8,520,689
△ 10,510
219,266
216,166
3,099
85,200
104,060
△ 18,860
1,430,636
1,648,174 △ 217,538
99,016
119,328
△ 20,312
0
1,457
△ 1,457
22,186
23,573
△ 1,387
394,921
445,499
△ 50,577
10,761,404 11,078,949 △ 317,545
10,761,404 11,078,949 △ 317,545
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（ ）中学高等学校・第二中学高等学校・幼稚園将来構想の策定

（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

1

（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
資産売却差額
事業収入
雑収入
帰属収入合計
消費収入の部合計

3

2

1

2

3

1

2

3

4

1

2

4

1

2

5

25

23

6

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

8

予算
8,510,179
219,266
79,000
1,430,636
99,016
0
22,186
394,921
1,405,930
980,919
△ 1,786,112
4,512,712
15,868,654

24

2

3

4

1

１．平成 24 年度収支決算状況
（1）資金収支総括表

3

24

12

1

1

2

25

3

1

Ⅱ．財務の概要

1

（2）消費収支総括表

4

（単位：千円）
予算
決算
差異
6,961,313
6,951,147
10,165
2,419,939
2,185,292
234,647
734,825
674,933
59,892
18,332
18,332
0
83,330
83,330
0
250,200
160,848
89,351
291,196
212,156
79,039
2,200,000
2,200,000
0
96,524
96,722
△ 197
（29,991）
80,008
80,008
△ 100,759 △ 106,716
5,956
2,833,743
3,673,557 △ 839,813
15,868,654 16,149,603 △ 280,948
（予備費）

25

24

24

2

2 1

3 17

30

4

5

5
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（単位：千円）
決算
差異
8,520,689
△ 10,510
216,166
3,099
93,880
△ 14,880
1,648,174 △ 217,538
119,328
△ 20,312
1,979
△ 1,979
23,573
△ 1,387
445,499
△ 50,577
1,434,390
△ 28,460
972,284
8,634
△ 1,839,075
52,963
4,512,712
16,149,603 △ 280,948
（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
資産売却収入
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

平成 25 年 10 月 7 日（月曜日）
第 48 号

（5）
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カナダパレード

1

特集

中学高等学校

いつでも「４つの力」が確認できるよ
う配付した、教職員用クレドカード

共立女子学園 各校独自の取り組み

学期始業式にプランジャパンの方
《夏季海外研修》
の講演を聞き、生徒達は、それぞれに
共立女子第二中学高等学校
感じて、考え、思いを込めたメッセージ
本校では、毎年夏季に、高校１年生
ボードを書き上げました。白亜祭のオー
と高校２年生の希望者を対象に、カナ
「４つの力」は相互に影響を与えて
〈生徒会・福祉活動〉
プニングパーティーで生徒一人ひとりが
ダとニュージーランドでホームステイ
鍛えられ磨かれていきます。行事や勉
書いたメッセージボードをかかげ、手を
を行っています。カナダグループは、
強の様々な場面で、教員も生徒も、今
《つながるボランティアの輪》
上げた全校写真を撮り投稿します。
７月 日～８月 日までの 日間、ギ
は何に重点をおいて行動するかを吟味
〈育てたい生徒像〉
ブソンズという町に滞在しました。
する指針として活用していきたいと
本校では、生徒会が中心となり、多く
《ベルマーク回収運動》
のボランティア活動に参加しています。
平成 年度から高校入試を停止し、 思っています。
その主なものを紹介します。
中高一貫体制を確立して８年目を迎え
（校長 渡辺眞人）
ベルマーク運動は、
「すべての子ども
ました。新体制に伴い、一本化したス
に等しく豊かな環境のなかで教育を受
《あしなが学生募金》
〈旅行行事への取り組み〉
クール・アイデンティティが必要に
けさせたい」という願いのもと、一九六
なってきました。建学の精神と校訓は
〇年に始まったものです。PTAなどの
神田中高では、さまざまな旅行行事
病気・災害・自死で親を亡くした子
ありますが、もう少し具体的な「育て
ボランティアによって生み出された資金
を通じて「４つの力」を育んでいます。
供、重度の後遺障害で働けない家庭の
たい生徒像」は何かということを、３
教室では決して出会うことのない経験
子供、東日本大震災遺児への奨学金な （ベルマーク預金）で学校の設備や教材
年かけて議論を進め、構築作業を行い
をそろえ、また、国の内外でハンディを
は生徒の貴重な財産となり、卒業生が
どに寄付をする募金活動を実際に街頭
完成させました。
負いながら学んでいる子どもたちに援
集まると思い出話に花が咲きます。
に立ち、募金を呼びかける活動に参加
これが『
「誠実・勤勉・友愛」の校訓
助の手をさしのべるものです。
をしています。
《関西修学旅行》
のもと、時代を超えて“輝き、翔ばた
協賛企業が自社製品にベルマークを
今年度は４月 日（土）
、 日（日）
ギブソンズは、バンクーバーからバ
く女性”
』
を育てたい生徒像とするスクー
つけ点数分の資金援助をしています。
に八王子駅街頭で行われ、本校からは
スとフェリーを乗り継いで約 時間半
６月１日～６月５日までの期間、中
ル・アイデンティティです。
「時代を超
約2000種類の商品にマークがつい
生徒会役員会をはじめとして約 名
（昨
の所にあります。毎年ギブソンズのパ
学３年生が関西修学旅行を行いました。
えて」とは将来どのような場所・場面
ているので、気をつけていれば知らず
年より 名増加）の生徒が参加をしま
レードに浴衣を着て参加し、今年も昨
出発前には不安な空模様でしたが、
においてもということであり、
「輝く」 前期・後期とも最初のサイクリングを
知らずに集まってゆきます。
した。気温が 度前後と寒い中の活動
年に引続き、２年連続で
を
1st
Prize
とは周囲と協調しながら個性を発揮す
本校でも、個人や家庭で埋もれてい
もありましたが、生徒が元気に声を張
無事に実施できて、順調な滑り出しで
獲得しました。当日は日差しがとても
ることであ
たベルマークを各教室に回収箱を設
り上げて呼びかけた募金箱には昨年に
した。時間指定で動く団体行動は、出
強く非常に暑かったのですが、多くの
《九州修学旅行》
り、
「 翔 ばた
け、
中央委員が中心となり「切る」
「仕
引き続き 万円を超える４６６，５７
発時間にはほとんど遅れることなく動
現地の人に日本の伝統衣装を紹介する
く」とは自立
「計算する」作業を一手に引
１円もの募金が集まりました。また、 分ける」
くことができ、見学地では許される限
ことができました。パレード行進中に
６月１日より、高校２年生の九州修
を志向し、社
き受け、
ベルマーク預金を貯めました。
りの時間を使ってじっくり見学するな
学旅行を行いました。４クラスずつ一 “
（とてもきれい！）
” 秋の実施時期に参加者を募集します。
It's
beautiful!
会に貢献する
この預金は生徒会室のパソコンや、昨
ど、とても有意義な修学旅行になった
日ずらして同じコースを３泊４日で巡
とたくさん声が聞こえてきました。パ
《プランジャパン》
ことです。そ
年は宮城県の女川第一中学へビデオカ
と思います。
ります。熊本・佐賀・長崎・福岡の各
レードの後は、折り紙の紹介をして、
のためには
メラを寄贈しました。そして、
今年は、
奈良・京都ではその土地の食べ物や
県の自然・歴史・文化などを多方面に
多くの人に実際に折ってもらい、異文
公益財団法人「プランジャパン」の
「 ４つの 力 」
緑のバトン運動に参加しています。朝
人々の優しさに触れるとともに、その
わたって体験します。特に事前学習を
化体験をしてもらいました。
支援事業に参加をしています。生徒会
が必要です。
日新聞社・公益財団法人森林文化協会・
土地ならではの食事に舌鼓を打ってい
徹底し、昨年は東京大空襲の学習をし
（国際交流委員・引率教諭 浅田正人） 費の中から月々５，０００円を寄付し
「関わる力」は人間関係力のことで、 たのが印象的でした。学校生活では知
公益社団法人国土緑化推進機構が主催
て今回、長崎での平和学習に臨みまし
ています。この寄付は今年で 年にな
まわりの人のことを深く知り、親しく
している活動です。ベルマーク預金で
らなかった友達の長所など、再発見が
た。市内見学の前日に原爆を体験され
ります。チャイルド（現在はエジプト
接することのできる力です。
「動く力」 多々あったようです。また友達同士で
苗木を購入し、育て、被災地に送り植
た方の話をホテルで伺うことになり、
の小学生の男の子）を通じて途上国の
は計画行動力のことで、みんなの中で
樹する活動です。現在、 本のコガネ
の自由行動は、思う存分楽しんでいた
ハウステンボスでの自由行動の後でし
発展を見守っています。
自分が何をすればよいのかを考え、自
イザクラを育てています。福島の沿岸
様子がうかがえました。清水焼の絵付
たが、生徒は誰一人として姿勢を崩さ
今年、
白亜祭では、
ガールズプロジェ
ら行動を起こせる力です。
「考える力」 けは生徒それぞれの図柄を描き、世界
部・国道 号線沿いの街路樹として植
ず、真剣に聞き入り立派な態度
クトに参加します。支援金の形ではな
は情報活用力のことで、まわりからい
樹される予定のようです。
に一つだけの自分の作品に満足の表情
でした。他にも阿蘇山、柳川の
く、
「 Raise Your Hand
」というアク
ろいろなことを学び、学んだことを自
を投げかけていました。
船下り、九十九島遊覧、有田焼
ションに参加しようというものです。
《エコキャップ回収運動》
分なりにまとめて他の人に教えてあげ
この旅行での様々な経験を今後に活
の体験、太宰府天満宮、長崎市
女の子が 年間の初等・中等教育を修
られる力です。
かし、高校生への足がかりにして欲し
内の班別自由見学など、自主性
了すること、女の子の早すぎる結婚の
内閣承認のNPO法人「エコキャッ
「解く力」は問題解決力のことで、目
いと願っています。
と行動力を発揮して楽しく有意
根絶するために、私たちの手を上げる
プ推進協会」を通じて、ペットボトル
指すべきことをはっきりさせ、そこに
姿を通して国際社会に働きかける参加
（中学３年学年主任 松ヶ枝孝之） 義な体験学習をしました。
のキャップを回収し、ワクチン購入資
向かう道筋を進むことのできる力です。
型アクションです。
（高校２年学年主任 大川英明）
金の寄付活動に参加しています。
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清水焼絵付け

明日香サイクリング

26

長崎平和公園

13

ハウステンボス

2

（生徒部副主任

か

青葉濃き丘陵、二中高の旧校地には
もう白亜の校舎はありません。 年以
上の歴史を刻んだ思い出深いこの丘陵
は今、ゆっくりと本来の自然の姿を取
り戻しつつあります。今年５月、この
地に３００㎡の農園を設置していただ
きました。丹沢・高尾の美しい山並み
を背景に、豊かな自然に抱かれながら
生徒たちによる野菜の栽培が行われて
います。この半年間で、夏野菜を中心
に多くの収穫を得ることができました。
また栽培にあたっては保護者、卒業生、
地元の方々など多くの支援をいただき
ました。それなくしてここに至ること
はできなかったと思います。

お

〈二中高旧校地に設置された新農園

「ラディーファーム」について〉

浅田勝美）

ペットボトルのキャップは、ゴミとし
て 焼 却 す る と 大 量 の C O 2を 発 生
（430個で1350ｇ）させます。こ
の430個のキャップをリサイクル業
者に引き取ってもらうと 円の収益を
生み出すことができ、 円で一人分の
ポリオワクチンを購入することができ
ます。
昨年は、回収個数
万6760個・
総重量 132キログラム・ 人分の
ポリオワクチンの購 入。また、この
キャップが焼却処分されずリサイクル
された事によって、４１６ｋｇのＣＯ ２
を削減する事ができました。
今年も、８万個の回収を目指し活動
を継続しています。
66

本校では、理科の授業や部活動を中
心にこれまでも「野菜づくり」を実施
してきました。
旧校舎の北側の雑木林の下には１００
㎡ほどの畑があり、ここで生徒たちが栽
培したサツマイモを使い、「焼きイモ大会」
を行ったものです。年末恒例の人気行事
でした。落ち葉や枯れ枝を持ちきれない
ほどかき集め、たき火を起こし、全身煙

《二中高ならではの活動の模索》

30

30

（ファーム実行委員会委員長 晴山誠也）

共立大日坂幼稚園

にいぶされながらワイワイ食べる焼きイ
ご愛嬌ということで…。
が印象的な建物です。
モの味は今も忘れられない思い出です。
広大な敷地の中にあっては農園が小
送迎用の自転車の駐輪場として、お
２００８年、この恵まれた環境をさら
さく見えますが、間近に高尾の山並み、
迎えを待つ場として早速賑わうように
にいかした「本校ならでは」の活動を模
北には奥多摩の山々を望む３６０度パ
なりました。その後も母の会役員会、
文京区の閑静な住宅街にある幼稚園
索していた折り、農業を営まれている本
ノラマの風景で、バーベキューやキャン
総会、学年親睦会など様々な活動の場
は、園児数１００人ほどの小さな幼稚
校の保護者の方から、ＪＡが主催してい
プ、天文観測にはもってこいの場所で
として利用され、以前から継続してい
園です。玄関を入って進むと園庭が広
る「学童農園支援事業」のご紹介をい
す。様々な野草や野鳥も増えてきたよ
る保護者対象のフラワーデザインのお
がり子ども達が思い思いの遊びを展開
ただきました。ＪＡから農具や肥料・種
うです。林の中ではオオタカの鳴き声
している様子が分かります。そして、 教室の他に、今年度はビーズアクセサ
苗を補助していただくとともに、保護
が聞こえたりもします。かつて、ここ
そして、子ども達だけで木立の中を
リーの講習会も多くの方の要望から始
この人数だからこそ子ども達と教員と
者の方からはきめ細かな技術的なご指
が「夕陽が丘」と愛称がついていたの
歩き、駆け回り、発見もします。
「夏な
まりました。卒園生のお母様の参加も
の信頼関係、学年を超えた異年齢の関
導もいただき、
そのときの中学１年生
（現
がよく分かります。
のにどうしていっぱいたんぽぽが咲い
あり、どちらも大盛況です。この新し
わり、保護者の方との繋がりが生まれ
高３）を対象に春はジャガイモ、秋はダ
ているの？」
「軽井沢の虫って何でこん
い大日坂２号館の場を拠点に保護者の
ます。小さな幼稚園の子ども達は心も
《農園のこれから》
イコンの栽培を行いました。
なに大きいのかな」
「この真っ白な幼虫
方の繋がりが広がり始めています。
体も大きく育っていきます。
収穫した野菜は、技術家庭科と共同
はいったい何になるの？」と興味津々！
本校の卒業生総数は今春１万人を超
《野菜作りを通して》
《地域の未就園児の方へ》
して調理実習の食材として用いたり、学
夜のお楽しみ会では、子ども達、お
えました。今は更地となりましたが、こ
年行事でおでんにして食べたり、各自持
母さま方、教員それぞれのグループで
の農園のある地には 年以上の歴史が
春に学年毎に種まきや苗植えして育
５年前から実施している園庭開放に
ち帰って家族にふるまい、それをレポー
考えた出し物を見て一緒に楽しみます。
ぎっしりと詰まっています。いつの日か
て始めた、いんげん、ミニ青梗菜、ミ
は、ほぼ月一回のこの日を心待ちにし
トにまとめたり…。野菜を通じて様々な
今年も自然の中の二泊三日の生活
母校を訪れたとき、卒業生の皆さんが
ニトマト、オクラ、枝豆、茄子、きゅ
て通って来る方々がいます。最近は園
「話の輪」と「笑顔」が生まれ、
「食」の
は、変わらずにキラキラと輝いたもの
思い出話を語り合える地にできればと
うりは、年長組のお当番の子どもやそ
庭に立って遊具の使い方を伝える教員
重要性をあらためて実感しました。
になりました。
考えています。
れぞれの学年が水やりをしながら生育
とも会話が弾むようになりました。
２０１１年１月の校舎移転を機に、
１学期、生徒会により農園の愛称が
を見守ります。
更に今年度は、
「絵本の読み聞かせ」
《草むしりプログラム》
八王子キャンパスの活性化と、授業や課 「ラディーファーム」に決定されました。
ミニ青梗菜の収穫後、年少組がスー
を開始しました。小さいお子さんを持
外活動での積極的な利用を目的とした
皆に親しまれる農園になることを期待
プにして味わったところ、
「家庭では
つ地域の方、在園生や卒園生の弟さん
研修センター杉並寮に畑を作り、年
「ファーム委員会」が発足し、
「新農園」 しています。
嫌いと言っていましたが、幼稚園で育
妹さんが新しい２号館に集まります。 長組がさつま芋の苗の植え付けをして
の構想が練られました。
中学生を中心とした１年間の栽培で、 てた物は美味しかったそうです」
「お
この場所からも絵本が大好きな子ども
から収穫するまでの間、以前は教員だ
どのくらいの作物が収穫できるかにも注
店で青梗菜を見掛けると、皆で育てた
達が育って欲しいと願っています。
けでお世話をしていましたが、
「苗の
《新農園の完成》
目です。野菜高騰とは裏腹に、
１学期は、 お野菜だと言っています」と家庭から
生育状況を見ながら、バッタが飛び交
ナス、トマト、キュウリなどの夏野菜が
は食育に繋がる嬉しい報告が寄せられ
いトカゲが横切る畑で草むしりをしま
豊作でした。この経験が、次の栽培にい
ました。
せんか？」と夏休み中に年長組に声を
かされていきます。品種も少しずつ増え
掛け、親子活動として取り入れて３年
ていくでしょう。除草対策、獣対策など
目を迎えました。
今年も蝉の声を聞き、
やるべきことは山ほどありますが、ひと
バッタやコオロギを追いかけながら盛
つひとつ、生徒たちとともに育てていく
んに手を動かしました。
農園にしたいと考えています。いつか安
心野菜・果実、そして肥料を「共立ブ
子ども達の育ちのために、幼稚園の
ランド」として学校内外に広め、それを
様々な活動について今後も検討を重
《研修センター軽井沢寮》
通じて学校と地域とのコミュニティがで
ね、更に充実していくよう引き続き努
きればいいですね。
力していきたいと考えています。
その後、
卒業生や地域の皆さんの様々
な多大なるご協力を得ながら構想を具
体化し、２０１３年３月下旬、農園の
工事が始まりました。旧校舎の正面玄
関にあたる位置に３００㎡の広さで設
置。水道の敷設、土も新しいものに入
れ替えました。さらに、高校第 回生
の卒業記念品として、倉庫やパラソル
付きベンチ、農具などファーム用品を
送っていただきました。今後の活動へ
の大きな支援に深く感謝しています。
こうして新しい農園での活動が５月
からスタートしました。最初の
「鍬入れ」
は飼育栽培委員会の中学生たちによっ
て行われました。記念すべき最初の作
業は、
「畝づくり」です。慣れない手つ
きながら、
４本の畝をつくり、
マルチ（栽
培用のビニール）を張りました。少し
曲がっていたり、間隔が広すぎたりは

《２号館の保護者活動》

梅収穫

幼稚園前の向かいに建っていた大日
坂２号館は、取り壊し新築工事が終了
し、今年度からは再び様々な活動に使
用できるようになりました。
新しい建物は木造２階建てで園舎と
同じ明るい色調、丸窓と大きな学園章

大日坂 2 号館

長く続いている行事の一つに学園の
研修センター軽井沢寮を利用した、「軽
井沢 夏の幼稚園」があります。
年長組の希望者が親子で参加します
が、活動内容は親子一緒のものと別々
のものに分かれています。
子ども達は自分の身の回りの荷物整
理や蒲団敷きなどをグループ活動とし
て自立した生活を経験します。

（園長 上野純子）

軽井沢お弁当

お芋畑

10

20

5

軽井沢枕カバー

5 月誕生日
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枝豆収穫

絵本読み聞かせ

11

9

12 7

10 28

17

3

31

白亜祭2013を開催しました

共立祭2013のお知らせ

25

10

思いを新たに
～看護学科戴帽式～

「花鳥風月」をテーマにした第 回
白亜祭。台風 号の影響でプログラム
に変更等がありましたが、生徒たちは
気持ちをひとつにして、２日間にわた
り精一杯発表を行いました。
ご来場くださった皆様、ありがとう
ございました。

20

30

17

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

公式 Twitter アカウント ＜大学・短期大学＞ @kyoritsu_wu

公式 facebook ページ ＜大学・短期大学＞ http://www.facebook.com/kyoritsu.wu ＜第二中学校高等学校＞ http://www.facebook.com/kyoritsu.js2

平成 年 月 日（土）
・ 日（日）
、
神田一ツ橋キャンパスで開催します。
皆様のお越しをお待ちしております。
大学・短大 日・ 日＝ 時～ 時
中学・高校 日＝ 時～ 時
日＝９時～ 時
幼稚園 日＝９時 分～ 時 分
（共立講堂）

４．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。

10 16 16 10

２．2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。

12 20

50

共立点描

北川公子）

116,123 ,300円

毎年、
「看護の日」の前後に行われる
短大看護学科の戴帽式が、５月 日に
共立講堂にて挙行されました。式に臨ん
だ戴帽生（第９期：２年生 名）は、
キャ
ンドルの灯のもと、ナイチンゲール誓詞
を宣誓しました。看護の志を自身に誓う
姿は凛々しく、また頼もしく見えました。
第９期生が看護学科としての最後の
学年となりますが、学科開設以来継承
されてきた看護の灯は、今回宣誓した
志とともに彼女たちに受け継がれてい
ることと思います。
（看護学部教授

募金応募状況（平成25年1月1日～7月31日受付分及び累計）

管理栄養士国家試験
合格率について
平成 年３月 日に行われた第 回
管理栄養士国家試験の合格発表が、平
成 年５月７日にありました。本学の
合格率は、 ・１％、管理栄養士養成
課程（新卒）の全国平均は ・７％で、
全国平均を大幅に上回ることができま
した。食物栄養学科では、国家試験対
策として４年次に通年で総合演習（週
２回、３時間）を行うとともに模擬試
験を繰り返し
行 って い ま す。
今後も教員・学
生一丸となって
全員合格を目指
していきます。

募金報告とお願い（大学・短期大学）

19

（その年の総所得金額等の40％を限度とする）

（家政学部教授

12,276,000円

625件

20 19 19

寄付金
控除額

＝

2千円

−

その年に支払った特定寄付金の合計額

村上昌弘）

242件

34,307,000円

20

１．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。

平成 年度看護師国家
試験合格状況

2,740,000円

27件

合計（目標額1.5億円）

中学・高等学校吹奏楽部が
揃ってコンクール金賞受賞！

13件

奨学資金（目標額5千万円）

97

平成 年８月に開催された東京都中
学校、高等学校吹奏楽コンクールにお
いて、本校吹奏楽部がそれぞれ金賞を
受賞しました。中学はコンクール参加
４年目にして初の受賞、高校は 年ぶ
り 回目の受賞となります。

383件

14件

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。

募金事務室よりご寄付をいただきました皆さまへ

103,847,300円

31,567,000円

教育研究振興資金（目標額1億円）

27

（看護学部准教授 菱刈美和子）

『さらなる教育力の向上をめざして』

43

全校生徒による Raise Your
Hand!

累計
平成22年9月1日～平成25年7月31日

平成25年1月1日～7月31日受付分

18

ここに、平成 25 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。

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。

82

第１０２回看護師国家試験結果は、
全国平均合格率 ・ ％、本看護学科
は ・ ％（新卒）でした。お陰様で
皆様方の国家試験対策へのご協力とご
支援のもと、今年も全国平均を上回る
ことができました。出題の特徴は、①
計算問題の導入、②五肢択一の問題数
の増加（昨年の１・６倍）
、③全体的
には、変化する社会や実践で必要とな
る基礎的な知識や技能を用いた応用力
及び判断力を問うものでした。次年度
は、新出題基準に準じた対策や状況設
定の２連問の出題形式の導入で症例数
も増加し、より読解のスピードと正確
性、多角的な判断が求められるでしょ
う。看護学部になり新体制で、学生全
員の合格を目指し努力をして参りたい
と思います。
8

18

12

93

（江戸時代・ 世紀）

幹一）

25

17

88

うした大名婚礼調度の一部と考えられ
ます。その内容は、櫛台・湯桶（ゆと
う）
・盥（たらい）
・楾（はぞう）
・お
歯黒道具・手拭掛・文箱で、大揃いの
ごく一部ではありますが、質的には非
常に優れたものであり、大名婚礼調度
の実態を十分に伝えてくれるもので
す。なお、違鷹羽紋は、安芸浅野氏や
備後阿部氏、下総関宿久世氏ほかの大
名・旗本約一二〇家が用いており、残
念ながらいずれの大名に伝来したもの
であるかは特定できません。

半沢

10

25

24

7

18

（家政学部教授 長崎 巌）

（所長

6

1


26 12
9

25

91

共立女子大学コレクション違鷹羽紋付婚礼調度・櫛台

25

総合文化研究所
平成 年度前期の展示・講演会

28

「婚礼調度」とは、江戸時代、婚礼に
あたって女性の家から嫁ぎ先に持参さ
れた嫁入り道具のことをいいます。花
嫁が結婚後に日常生活の中で使用する
化粧道具や文房具、遊戯具、飲食具な
どで、武家の場合その量・種類は膨大
なものでした。こうした大揃いの婚礼
調度が調えられるようになったのは江
戸時代初期といわれ、将軍家や大名同
士の婚礼から始まりました。以後、江
戸時代を通じて、徐々にその形式が定
まり、その量や質は身分によって差異
があるものの、将軍家・大名・公家間
の婚礼には必ず製作されました。
大名婚礼調度の特徴は、調度類
のほぼすべてが統一された意匠で
装飾されていることで、多くは蒔
絵で模様を表し、家紋を散らして
います。家紋は実家の紋か、嫁ぎ
先の紋、あるいはその両方を表わ
します。
共立女子大学コレクションに
は、違鷹羽紋を配した婚礼調度の
一群が含まれており、これらもそ

25

25

今年度前期も、共立ならではのユ
ニークな二つの企画が実施され、とも
に学内外の関心を広く集めました。
一つは、千代田学とも関わる、宝塚
ポスターの企画。宝塚歌劇百周年を記
念した、貴重なポスターの展示（ 月
日～ 日）と、そのコレクターであ
る草場達也氏の講演（ 月 日）
。
もう一つは、共立と友好関係にある
西アフリカのベナン共和国の企画。同
国の写真および衣裳の展示（ 月 日
～ 日）と、大使夫人ゾマホン・ボヌ・
ジョジアヌ氏の講演およびアデック氏
による民族太鼓の演奏（ 月 日）
。
17

10

共立女子大学コレクション
学内展示予定
学生による企画展示
「Une vie élégante
―美にかこまれたくらし―」
期間：平成 年 月 日（土）～
月 日（木）
学生による企画展示
「ヨーロピアン・ダンディズム（仮）
」
期間：平成 年 月 日（木）～
月 日（火）
学生による企画展示
「タイトル未定」
期間：平成 年 月 日（月）～
平成 年１月 日（金）
※詳細
 が決まり次第、ホームページ等
にて告知予定。
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（8）
第 48 号
平成 25 年 10 月 7 日（月曜日）

