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ていただきたいと思っております。
│新 号館は共立講堂と並んで共立
女子学園のシンボル的な建物になり
そうですね。
理事長：在学生が諸施設を十分に利
活用することはもちろんのことです
が、卒業生の皆様にも新 号館建設
を機に是非学園にお越しいただき、
図書館や博物館、カフェテリア等を
ご利用いただきたいと思います。共
立講堂と並んで新 号館が卒業生の
皆様の心の中にしっかりと刻み込ま
れ、共立女子学園を卒業したことに
大きな誇りと喜びを感じていただけ
れば大変嬉しいことです。今後は相
互のコミュニケーションをより一層
良好に保ち、学園が卒業生の皆様の
ご期待にお応えできるよう、学園と
しても最大限の努力をし、行動に移
していくつもりです。卒業生の皆様
のご協力をお願い致します。
│新 号館建設を機に、学園が新し
い一歩を踏み出す予感が持てるお話
でした。ありがとうございました。

2

2

れます。
しかし、江戸時代になり太平の世
が長く続くと、武家は実戦の機会を
失い、陣羽織も実用性を失って、桃
山時代におけるユニークな性
格を次第に弱めていきます。
戦のない江戸時代において
は、陣羽織もっぱら美しさの
みを配慮して設計されるよう
になります。そして江戸時代
後期には、あたかもセミオー
ダーの服のように、越後屋な
どの呉服屋で、好みの色（緋
色が圧倒的に多い）
と生地
（毛
織物が圧倒的に多い）
を選び、
既成の形状に仕立て、自家の
紋を標準的な大きさで付けた
ものがほとんどとなります。
江戸時代中期から後期にかけ
て陣羽織には、本学所蔵品に
見られるように、出島を通じ
てオランダから輸入された羅

神田一ツ橋キャンパス
新 号館新築工事スタート

新 号館は、平成 年度の竣工を
目指し 月下旬より新築工事に入り
ます。既存建物の解体工事中は、建
設業界を取り巻く急激な変化や解体
に伴う課題にみまわれましたが、こ
れまで順調に工事を進めてまいりま
した。現在更地となっている雉子橋
通りからの景色は、新しい校舎の建
設が進むにつれて、共立女子学園の
新しい顔として生まれ変わっていく
ことでしょう。
新築工事については、
（株）山下
設計の設計・施工監理のもと、建物
工事を鹿島建設（株）
、電気設備を
（株）関電工、空調・衛生設備を三
建設備工業（株）に依頼しました。
これからは、各
社協力のもと学園
全体が一丸となっ
て新築工事を進め
てまいります。
（管財課）

2
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紗（起毛した平織の毛織物）や、呉
絽服連（起毛しない平織の毛織物）
が多く用いられました。
（家政学部教授 長崎巌）



共立女子大学コレクション
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猩々緋羅紗地的紋付陣羽織
紺呉絽服連地笹紋付陣羽織
江戸時代・ 世紀

2

2

学園創立130周年に向けて

新 号館は︑
新しい教育と
卒業生の集いの場に
学園長・理事長 石橋義夫

│現在新 号館建設に向けて着々と
工事が進行中ですが、新 号館への
抱負をお聞かせください。
理事長： 号館の地は、明治 年に
宮内省より下賜されたものです。そ
の地に建設予定の新 号館には、今
までの本学の校舎にはない意欲的で
斬新な教育施設を導入する計画です
が、中でも地下 階に計画しており
ます博物館は今までにないもので
す。これまで本館 階ロビーで公開
していた共立女子大学コレクション
を本格的に陳列・公開する予定です。
学芸員の資格取得を目指す学生の実
習施設としておおいに利活用すると
ともに、近隣の方々にもご覧になっ
2

2
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2

陣羽織は、戦国時代に当世具足と
呼ばれる軽便な鎧が出現したのに
伴って生まれた衣服で、江戸時代末
期に至るまで、大名家においては刀
や鎧とともに常備すべきものとされ
ていました。
具足の上に羽織って防雨・防風・
防寒のために着用した衣服であり、
武将が甲冑を着用しているとき、主
に陣中や馬上で着用しました。戦国
時代から桃山時代にかけての陣羽織
は、実用性に加えて、戦場において
部下や主君に対して自己存在を誇示
する標識としての機能も求められま
した。そのため、視認性が高く、個
人が特定できるような、派手な色や
奇抜な模様を用いたものが多く見ら

猩々緋羅紗地的紋付陣羽織

紺呉絽服連地笹紋付陣羽織

1
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Kyoritsu Kaleidoscope 2014
学生・生徒・園児たちの笑顔がつなぐ
輝く未来へのメッセージ

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。

特設Webサイトにてスローガン＆ロゴマーク募集中！

http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/130special/

験結果を学会発表してもらうことが通例になっています。

品について実験をおこなっています。この研究室では、学生に実

す。臨床栄養学研究室では、ラットを用いて高血圧を抑制する食

ある教育・研究を展開し、学生と教員のつながりを深

家政学部では、カリキュラムポリシーに則り、特徴
めています。その一端をご紹介します。

大学合同ゼミの試み

私の 年ゼミでは本年度、新たな
試みとして、年 回、昭和女子大学

心に行っていますが、学生同士ということもあり、関心のある共

通の話題をテーマにした会話練習は、お互いに新しい発見があり

人間文化学部の小野寺拓也先生と立

異なり、チューターとして教える立場にありながらも、多くのこ

養成課程の授業で学ぶことと実際に学習者から得られるものは

貴重な学びの場となっています。

正大学文学部の森田直子先生のゼミ

習」や、学年を縦につな

生と発表を準備したり、議論をしたり、異なる先生からアドヴァ

少人数の同じ顔触れでやっている普段のゼミと違い、他大学の学

年から、日米教育委員会から派遣される米大学

国際学部では、国際文化学部時代の1994

建築・デザイン学科で

とを学んでいます。学習者はどんなところが難しいと感じている

ぐ全学年の「合同講評会」

イスをもらうという経験を通じ、より能動的な学習と深い思考を

は、建築コースとデザイ

のか、どのように説明すれば理解してもらえるのかを考えること

い視点で和文
を実社会で活躍されてい

促すことを目的としています。 月 日には、その初回として顔

被服学科で

と合同でゼミを開催することになり

化を学んでいます。染色
る建築家やデザイナーを

は、 染 織 文 化

ました。 大学合わせて参加学生の数は約 人になり

文化研究室では、日本国
お呼びして行い、学生と教員の交流を図ると共に、学外の企業や

西山暁義）

﹄

フルブライト招聘講師による英語授業



（教授

の発表と討論を内容とする 泊 日の合宿があります。

（教授 佐藤雄一）

イト交流プログラムは日米両政府の拠出金を中

心に運営される伝統ある学術交流プログラムで、フルブライト招

聘 講 師 は 日 本 の 大 学 で も 毎 年 数 校 に し か 派 遣 さ れ ま せ ん。

2013～14年は、この 年間に本学部で受け入れた 人目の

招聘講師となった
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先生が 年間熱心に講義をし
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e
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てくださり、学生にもたいへん好評でした。 月からは

y
a
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共立女子短期大学看護学科 年生は、病院や施設での臨地実習

災害時を想定したプレゼンテーション

（准教授 寺地功次）

と労働・家庭」に関する つの講義を担当してくださっています。

先生が「アメリカにおける文化的多様性」と「ジェンダー

r
e
t
s
u
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て実習を行っています。

り、学内の交換留学生のチューターをしたりし

ティア団体が行っている日本語教室に参加した

に日本語教育実習を行います。学外のボラン

国際学部の日本語教師養成課程では、 年次

日本語を教え、学ぶ



に立ち、各活動の教育的

学内の実習では、漢字の学習と会話練習を中
看護学部特別講演会

起業の理念と実践

代表取締役の川添高志氏をお迎えし、平成 年 月 日（火）
、

人材を育成したいという願いを込めて、講師にケアプロ株式会社

います。本年度の特別講演会は、新しい看護の可能性を切り開く

各界で活躍されている方を講師にお迎えして特別講演会を行って

短大看護学科・大学看護学部では、課外教育活動の一環として、

数は 人、人工呼吸器装着中の患者 人、輸液ポンプを使用し、

「面会時間でもある 時 分に震度 弱の地震が発生。入院患者

ついての学習を行います。病院で起こった災害は次の通りです。

科目の中で、災害が起こったときの病棟の看護師の役割と管理に

の前期が終了したあと行われる「臨床総合看護論Ⅱ」という授業

﹃セルフ健康チェック事業と訪問看護事業の活動

は、
「教師」として主体的に学ぶための第一歩になります。

内外の展覧会を手がけら

ます。担当教員はみなドイツ史を専門としていますが、

れている長崎教授の指導のもと、貴重な染織品の実物資料を学生

教師（フルブライト招聘講師）による英語授業

児童学科では、次世代の育成ニーズに対応できる総合実践力

をほぼ毎学期 コマ開講しています。フルブラ

が培われることを目標として、様々な課題ゼミナールを展開し

合わせの会が開かれ、自分の大学とゼミの紹介がパワーポイント

ています。学生は着物のTPOや構造を学び制作に取り組んでい

は学生主体のキャンプ活動でまき割り、ジャム作り、蕎麦打ち

ます。最近は着物で大学に来る学生もおり、着物を着る場面を更

などの生活体験を行い、表現運動では日本教育大学協会主催の

ています。足立ゼミでは、体育科教育、表現運動、自然体験など、

食物栄養学科は、食物と健康に関する幅広い知識と実践的能力

体育に関する事象を中心に理論と実践で学びます。自然体験で

の育成を目的とし、専門科目では実験・実習が多い特徴がありま

ダンス研究発表会に参加し、他大学との交流を深めながら舞台

に増やすために授業以外でも着付けを行っています。被服学科で

す。 年次の卒業論文では、研究室に所属して最新の研究の一端
に触れる実験等をおこな

課後支援活動、リーダー

意義を考えます。実践か

研修や親子ダンス教室な

います。栄養学研究室で
を評価するシステムによ

どの社会活動で地域に還

ら得た学びを、子ども放

り、食品の影響を検討す

は、一過性酸素ストレス

る実験をおこなっていま

村上昌弘）

（学部長

元します。

9

11



神田一ツ橋キャンパス 号館にて開催しました。川添氏は、看護

点滴している患者は 人います。
」

手社会事業家として、近年脚光を浴びている方です。川添氏から

い医療ニーズに応え、革新的なヘルスケアサービスを創出する若

模造紙 枚のポスターに表し、プレゼンテーションをします。グ

て確認が必要な内容について グループ 名で話し合い、それを

棟にいる看護師の各対応と、災害に備えるために行う看護師とし

いう、看護師に求められる基本

創意工夫と努力を惜しまないと

るため、既成概念にとらわれず、

よいケアを提供する環境を整え

ては、患者や住民のためにより

心に、240名を超える学生と教員が参加しました。学生にとっ

当日は短期大学看護学科 年生と大学看護学部 、 年生を中

る訪問看護事業を開始されたお話を伺うことができました。

られたお話や、現在ではまだ数少ない新卒看護師を採用・育成す

は、身近な場所で安価に気軽に健診が受けられる事業を立ち上げ

さてそこで、学生たちは地震発生時の病棟の状況を想定し、病

2 6

す。楽しく実験するのが

2

6

2

師としての経験と視点を基盤に、既存のシステムでは満たされな

10

この教室のモットーで

フランス語劇
共立祭での上演をめざし、文芸学部フランス語フランス文学

15

5

平安文学の世界︱十二単の着装見学

コースの 年生が中心となって、
「チーム・ドンジュアン」を結

1

田口理恵）

ループは あり、それぞれ管理者やスタッフの看護師は何をする、

6

日本文学（平安文学）の授業の中で、十二単の着装見学を行っ

はモリエールの『ドン・ジュアン』を演じます。人形浄瑠璃に想

寮での強化合宿の後に、 月 日に

3

1

ています。ハクビ京都きもの学院の先生を講師としてお招きし、

を得て、台詞をいう人と演技をする人がペアになって役を作りあ

本館 階ラウンジのオープンスペー

20

2

1

姿勢を理解する一助となったこ

（教授

とと思われます。

感じました。

（准教授

藤井智惠美）

度に、学生たちのエネルギーと成長を

取り組みへの姿勢や伝えようとする態

な意見交換もできました。学生たちの

ど工夫した発表で、フロアーとの活発

…など具体的な現象、立体的な動きな

んへの声かけは、面会の人もいるよね

緑は何に使うのだった？動ける患者さ

停電したら、
非常用のコンセントの赤は、

どこの病室に行って何を確認する？人工呼吸器付けている人は、

16

成しました。フランス語劇上演は1970年に仏文学コース（旧

が、実際に十二単を見ることで、いかに衣服に行動が規制されて

げるという奇抜な演出が目玉です。

スで舞台に立ちます。字幕作成、ポ

38

1

称） 期生が岩波ホールで行って以来、コースの伝統です。今回

いたかがわかります。十二単での座り姿や、衣ずれの音など、資

学生、助手、教員が一丸となった週

着 装 見 学 は 主 に、

ことができるようです。

スター、衣装選びも学生が行いまし

22

2

講義をうかがいながら、着装の仕方を見学します。当時の貴族の

料集を見るだけではなかなか伝わらない部分が見えてきます。見

十二単ですが、直衣や

た。観客席には卒業生や高校生、フ

－

4

－

26

大学
教育・研究トピックス

は着物文化の普及に力を入れています。

を使って行われました。後期開始直前には、共通テーマについて

ンコースを横につなぐ

40

団体と共に活動を行うことで社会との繋がりを持ちながら、生き

「建築＆デザイン総合演

4

た学びを日々行っています。

財から現代の

3

は手に取り間近で見ることができます。被服平面造形学研究室で

和服まで幅広

3

3

3

7

1

女性はほとんど外出することなく室内で過ごしていたわけです

学後、学生たちも、『源氏物語』や『枕草子』に描かれる女性たちの

回の猛練習と研修センター軽井沢

狩衣など男性装束も着

ランス語関係者の姿も見られ、白熱

衣装・動きをより一層想像する

付けをしていただいて

（准教授 田口亜紀）

います。どちらもモデ

18

3

3

の舞台に目を奪われることでしょう。
（教授 岡田ひろみ）

5

ゼミナールレター

は、現代の和服の魅力を伝えることと、染織文化財の修復に携わっ

国際学部
看護学部

5

ルは学生です。

10

2

17

家政学部
4

文芸学部
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デジタルデザインを学ぶ

メディア社会コー

要なテーマのひとつとなっています。デザ

教務課では、正課に関するさまざまな取組みにおいて、

入学式後のオリエンテーション期間中には、学生生活を

学生がスタッフとして活躍しています。

送 る う え で 必 要 と な る 教 育 情 報 シ ス テ ム（ 通 称：

kyonet）を使って、新入生が授業の履修登録を行い

ますが、自らも経験者である学生スタッフが、きめ細やか

なサポートをすることによって、新入生がスムーズに登録
を進められるようにしています。

毎年 月に行われている授業見学会は、教員がお互いの授業を見合っ

就職進路課では学生の卒業後の進路を確保するため 名

の職員、 名のキャリアカウンセラー、 名の事務スタッ

10

（ ）筆記試験（ ）応募書類（ ）面接対策（ ）情報収

路ガイダンスを各期に実施しています。
「プログラム」では

「ガイダンス」は卒業後の進路を考える動機付けとして進

会）
」
「プログラム（講座）
」の実施と「個別相談」です。

職支援において特に注力している点は「ガイダンス（説明

フが大学・短期大学それぞれの学生を支援しています。就

3

ファッション研究会
私のメディア

スのメディアデザ

ア ー ト 研 究 室 は、

イン系の授業を担

渡辺明日香）

在学中に企業や地方

インターンシップ研修

当し、デジタルツー

（准教授

公共団体で実務体験を

インの基礎を学び、作品制作を行いながら

員が活動しています。共

この間に計 名の学生
感性豊かなデザインを目指しています。具

旨のものですが、ここでは学生スタッフが、受付で見学の方を笑顔で

係者に授業を公開することで本学への理解を深めていただくという趣

て授業改善に役立てるとともに、学生のご父母や公的機関・企業の関

らにプログラム受講者が「個別面談」をするという流れによって学生の

付けをし、学生が個々のニーズに合わせた「プログラム」を受講し、さ

る相談コーナーを設置しています。
「ガイダンス」を通じて学生の動機

なお、現在の大学 年・短大 年の

就職基礎能力向上を図っていきます。
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についてのイメージを膨らませるのに、大いに役立てていただけたよ

生が自らの体験をふまえ、いきいきと語る様子は、本学での学生生活

の保護者の皆様にたいし、学生生活についてご説明いたしました。学

キャンパスにおいて、実務体験奨学生が学生スタッフとして、受験生

になります。企業・各大学ともどのよ

考活動は 月から ～ か月後ろ倒し

より勉学重視で広報活動は 月から選

就職スケジュールは安倍内閣の指導に

をアピールしていきたいと考えています。

これからも、学生が持つ無限大の力を活かして、学内外に「共立力」

うな影響が出てくるか情勢を見守って

さらに今年は、新しい取組みとして、受験生を対象としたオープン

お迎えし、ご希望があれば、授業教室へのご案内もしています。

集に重点を置いています。
「個別相談」ではキャリアカウンセラーによ

4

好評を頂いています。ぜひ一度共立祭で
のファッションショーをご覧ください。

するインターンシップ
ル、 デ ジ タ ル コ ン

が参加しました。学生

3

公認サークルのファッ
科を超えてファッション

研修を生活科学科で始
テンツの活用が重

にとってはたったひとりで初めての環境で

1

ション研究会は、学部学
に関心のある約 名の部

めてから 年が経ち、

決定、デザイン画、衣装、モデル

立祭をはじめ、他大学
や 団 体・ 企 業 の イ ベ
ント等への参加を通じ、共立で
の学びをショーに結実させてい
ます。 学生が主体となり、テーマ

や

就職進路課

うです。

1

（イラスレータ）

DTPデザインやWebデザイン、CGア

2

す。学生は、一枚一枚の絵を「源氏物語」

授業を行っていま

す。授業では、ゲストと学生とのグループ

より実践的な知識が身に付くことになりま

を聞くことによって、
異文化理解が深まり、

らっています。学生は、実際にゲストの話

ある授業です。たんなる講義形式ではなく、

てもわかりやすく学べるので学生に人気の

う授業です。難しそうな心理学が楽しくと

し、絵と心理との関係を理解していくとい

できあがった作品を上淵先生や学生が分析

らい、
またコラージュを製作してもらいます。

になっています。

POP作成などを行い、展示発表する予定

ま す。 学 外 で の 選 書 ツ ア ー の 成 果 は、

SNSを通じて委員会メンバーで共有し、

実施しました。学内での選書ツアー報告は、学内

本学図書館）と学外（ 月中旬に都内 書店）で

月下旬以降に学内でポスター発表を行い

情報収集に努めるようにしてください。

いるところですので、学生の皆さんも

3

（フォトショップ）による

します。一方、送り出す教員の方も、学内

ニメーションなどさまざまなデジタルデ

在に活用できる能力は、社会人としてのコ

としていますが、同時に正課外活動を
通した社会人基礎力の養成も活動の成

本文と照らし合わせたり、他の「源氏物語

ワークも行われますが、学生にとっては、

このような教員と学生との双方向的なやり

4

体的には、

で自力で行いますが、衣装制作や
に、ちゃんと勤まるか、不安でたまりませ

での日頃の頼りない様子を知っているだけ

ザインを学んでいきます。デザインを専
門的に学ぶうえでは、「なぜこのデザイ

こうして仕上

ミュニケーションや自らのアイデンティ
図書課では、平成 年より学生図書
委員会を発足させ、今年で 年目を迎

論」などの科目をお

や「カウンセリング

果として視野に入れています。

絵巻」と比べたりしながら、自

ゲストとのコミュニケーションの機会をよ

後期には、図書館に関するイベントの企

案をまとめる活動を予定しています。

画を通して、社会人としての基礎的なスキ

岡部隆志）

ルを身につけ、本学図書館への具体的な提

（科長

4

3

3

週間程を過ごすわけですから、大変緊張

リハーサル、広報物の作成など、

ンは『いい』のか？」を理論的に考えるこ

帰ってきたことが良く分かります。信頼し

ティを確立していく中で必ず役に立つで

りました。何よりも本人が自信をつけて

しょう。

えています。学生図書委員会は、
「委員

西村先生は、異文

持ちですが、ここで

今年度の主な活動内容は、

三井直樹）

化理解をより深め

紹介したいのは

・選書ツアーなどでの図書資料等の選定

（教授

力し、それが自信に繋がるのだと思います。
岡田悟）

て送り出してやれば、信頼に応えようと努
（科長

るために、授業の中

・広報イベントの企画・提案

前期の活動は、選書ツアーを学内（ 月 日に

分なりに分析しそれを発表して

り身近に持つことになります。とても楽し

3

科展示コーナーに展示しております。

学生トピックス

9

8

選定、ヘアメイク、演出、PRま

さまざまな場面で、多くの教員や
げ、受入先からの評価も高く、終了後の報

ん。しかし、結構しっかりと研修成果を挙

とがとても大切です。デジタルツールを自

助手との共同作業が欠かせません。

良い意味で意外な結果となることも多くあ

告会（写真）でも堂々と発表したりして、

がったショー
は、 受 験 生、
ご父兄や卒業
生、 学 生 の 友
人など大勢の
方がお越し下
さ り、 毎 年 ご

会活動を通して図書館運営に参画・協

で、学生と同世代で

いう授業です。この

「アートと心理」と

・学生からの要望・意見聴取及び本学図書館への提案

働し、利用者の意見を迅速に反映、利

世界を舞台に活躍

授 業 で は、 絵 や コ

まえ「臨床心理学」

する海外出身のゲ

ラージュによって心理分析を行うという心

西村厚子准教授

ストを招き、国際語

を予定しています。

﹁英語学概論﹂

としての英語が世

うために、実際に学生自身に絵を描いても

理学の手法を学生に実践的に理解してもら

用者満足度の向上を図ること」を目的

界の中でどのような役割を担っているのか

いくのですが、ユニークな見方

学生の作った作品はオープンキャンパスの文

とりのある授業は学生にも好評です。なお、

菅野扶美教授

﹁文学とことばの卒業セミナー﹂
菅野先生は、理事
長室に所蔵されて
い る「 源 氏 物 語 絵
巻」に注目し、理事
長にお願いをして
その絵巻を授業の

について、その実体験を英語で話をしても

や、意外な見方があったりとな

い雰囲気で、学生はこの貴重な体験を通し
上淵真理江准教授
上淵先生は臨床心理士としての経験を踏

﹁アートと心理﹂

て、国際理解をより深めていきます。
ついてもいろいろと意見をだす

かなか楽しい授業です。学生も

5

題材としてとりあ

教務課

熱心に取り組み、互いの発表に

8

げ、その中の絵を学

4

14

67

6

40

など、なかなか活発な授業です。

9

毎日新聞の学生記者
BSフジの学生キャスター
武内茉夕さん
（家政学部
森田美礼さん
（文芸学部
3年）
は、
一昨年に共立祭の 1 年 ）は、毎日新 聞の夕刊
に掲載されて
桜姫企画でミスキャンパス （毎週金曜日）
「キャンパる」紙面の学
に選ばれた経 験を生かし いる
こ
て、
昨年は桜姫企画を運営 生記者を務めています。
「GPA」、
「学食レトル
する側で運営委員を務め、 れまで
などの紙面作りに
共立祭というイベント運営に トカレー」
貢献してきました。
この春か 参加してきました。
毎日新聞の記者である編
らB Sフジニュースの学 生
キャスターに 抜 擢され 、 集長や「キャンパる」のリー
“キャップ”
の協
ニュース・天気予報をフレッ ダーに当たる
企画立案、
編
シュに伝えています。
森田さ 力を得ながら、
取材活動などを経
んの担当は、
毎週木曜日の 集会議、
紙面の都
9時24分～9時26分と10時 て記事となります。
記事とならないことも
55分～11時00分の時間で 合上、
読者
す。発信する側として責任 度々あるそうですが、
を持ちつつ、
気持ちの良い の手元に届けられるまでの
学
朝のニュースをお届けした 苦労を実体験しながらも、
生記者達は記事が掲載さ
いと話してくれました。
れる喜びと責任を感じてい
ると話してくれました。

遺骨収集団の学生代表
齊藤愛美さん
（文芸学部
4年）
は、
映画「硫黄島から
の手 紙 」を観て感 銘を受
け、硫黄島に興味を持ち、
調べていくうちに、
まだ現地
に残されたままになっている
遺骨を収容している団体の
存在を知り、
この活動に参
加し始めたと話してくれまし
た。
「初めて御遺骨を抱い
て帰還した時は、
輸送機の
中で涙が止まりませんでし
た。」
と話す齊藤さんも、
す
でに6回、硫黄島へ派遣さ
れ、
遺族会の方々や厚生労
働省職員、
自衛隊員などの
皆さんと一緒に収容活動を
行ってきました。
平成26年度
は団体の学生代表を務め
ています。

23

生活科学科

生たちと分析する

教育・研究トピックス 学生生活充実のための取組み

図書課

2

教育の現場から
短期大学
教育・研究トピックス

科
文

平成 26 年 10 月 1 日（水曜日）

共立女子学園報
第 50 号
（ 3 ）

に地域との密着性が高く、最近では講
演のあとに本学の体育教員の指導によ
る健康体操を実施してご好評をいただ
いています。
講演の内容については原則的には講
師の裁量に任されるわけですが、それ
でも企画段階でゆるやかなテーマを設
定して、その方向で講師を選ぶことに
なります。例えば、東日本大震災の翌
年から二年にわたって「危機の時代の
日本」というテーマで、文学・歴史・
倫理の各方面から本学の計五人の専任
教員が講演しました。文字通り、真剣
勝負の内容になりました。
これからも時代の流れに即した内容
で、意義のある公開講座を目指してゆ
く所存です。

21

コンテンツからコンピテンシーへ

20

公開講座

には本学の専任教員が務めますが、学
外から講師をお招きすることもありま
す。私も講師を務めさせていただいた
ことがありますが、専門外の方々に、
しかも豊富な社会経験、人生経験をお
持ちの方々にお話しするのは独特の緊
張感があって、普段の授業の何倍もの
準備をして臨んだことが思い出されま
す。お話ししている最中には、聴衆の
方々の真剣さに圧倒される思いで、ど
んなに準備しても十分ということはな
いのだと感じたものです。
本学の公開講座は、神田一ツ橋キャ
ンパス、八王子キャンパスに加えて本
学の研修センター杉並寮の 会場で毎
年、主として秋に実施されています。
研修センター杉並寮での公開講座は特
20

21

共立女子大学・共立女子短期大学
学長 入江和生

共立が公開講座を始めて今年で 年
になります。
公開講座は大学が社会に対して開い
ている扉です。この扉から社会人の
方々が入ってこられて、大学での研
究・教育の一端に触れていただくこと
になります。一端と言っても、端っこ
ではなく、中心の部分です。先端的と
言えばよいでしょうか。講師は原則的

教育・研究トピックス

中学高等学校

への転換が要請されてきます。

PILとPBL

その転換のためには今までとは違っ
た教育法が必要となります。それが
PIL（ピア・インストラクション・
レクチャー）型講義であり、
PBL（プ
ロジェクト・ベースド・ラーニング）
型学習です。
PILは 年代から、
ハー
バード大学で物理学を教えているエ
リック・マズール教授が始めたもので
すが、双方向型・対話型の授業です。
PBLは課題解決型の学習で、現在で
は日本でも全国の大学に取り入れら
れ、実施されています。本校では、両
方とも 年以上前から行われている授
業形態です。その内容は知識や技能だ
けでは対応できない、啓発に富んだ深
い授業となり、リベラルアーツに裏打
ちされた力が養成されていきます。

特別教養講座

いますが、
「オレンジ電車覚えてる？」
では絵本の作成をし、それを出版し市
販することもできました。
最新の企画としては８月に埼玉県長
瀞をフィールドとして実施しました。
岩石と俳句という、教科の枠でいえば
全く異なる二つの融合を試みるため、
地元の自然博物館学芸員からレク
チャーを受けた後は、
「五感をフル活
用して空気を感じること！」とだけ指
示して荒川の河原を自由に散策させま
した。
その後、散策での発見を写真で報告
し合ったり、川と地形の関係を学んだ
り、俳句の基礎を学びつつ、その日の
観察結果を俳句にする句会を催したり
しました。その中からいくつか作品を
ご紹介しましょう。

︽作品︾

（生徒）

秋こぼれ笑顔もこぼれる夏の川

涼風や静かな長瀞青緑

岩に寝て水流の音夏河原

（教員）

野菊かな手をふり返せ岩畳

今 後、 本 校 で 実 施 さ れ て い る
PIL・PBL・リベラルアーツの学
びを、さらに発展させた取り組みを紹
介できればと思っています。
（校長 渡辺眞人）

長瀞で有名な緑色片岩を発見

20

PILやPBLは単一の教科で実施
されているだけではありません。本校
では、教科の枠を超えた有志の教員に
よる「特別教養講座・校外学習編」が、
2007年から参加希望の生徒に対し
て実施されてきました。毎年 月に発
行される
『研究報告』
にその記録が残っ
ています。
「明暦の大火」
「高尾山」
「隅
田川」
「江戸の食文化」
「海からの生命」
「とうふのヒミツ」などが掲載されて

3

在学生家族懇談会

世紀型教育というものは、知識や
技能などのコンテンツを基本とした教
育であったと思います。なぜならば、
仕事や社会の課題には、ある程度決
まった正解があり、課題に対してどの
ように処理したらよいかを、学校の段
階から身に着けさせることも教育目標
の一つにありました。
しかし、 世紀の半ばくらいから社
会構造が変化し、それだけではだんだ
んと立ち行かなくなり、解決できない
問題が急増し始めました。
グローバル、
人口、エネルギー、食糧、環境、教育、
年金、医療、格差、途上国などの 世
紀の諸問題は、知識や技能だけでは解
決できなくなってきました。
そのため、ある程度決まった正解で
処理するのではなく、学校で教えてき
た学力と、社会で必要とされている能
力との差に対して、どのようにしてそ
れを埋めていくのかが課題となってき
ました。これまでのコンテンツを組み
合わせたり、組み合わせることによっ
て新たな知識を創造したり、文脈や背
景の異なる人たちと協働する必要が生
じてきました。
コンピテンシーは資質や能力という
概念ですが、今後は何を知っているの
かではなく、また、知識の習得やそれ
らを線としてつなげるだけの学力では
ない力が必要です。解なき社会で、課
題を自ら解決する発想と、その自分で
見つけた解を実現していける論理的思
考力を養う事が大事です。
世紀型スキルとしては、いつの時
代にもどんな場面にも通用する高度な
能力を養成する必要があります。一つ
の正解がない問題に対して、様々な解
法を考え、その段階での解を導き出す
ことが求められますが、それには知識
注入型の教育から、
課題について考え、
生徒一人ひとりの才能を引き出す教育

生徒の撮影による長瀞の急流

90

生徒と教員全員の句を鑑賞して、投票中

26

大学をアピールするためです。
さらには、開催地区の櫻友会支部の
方々には、会場にご参加・お手伝いい
ただき卒業生のご活躍と存在感を見せ
ていただきました。
次年度は、ご家族のさらなる満足度
の向上を目指して内容の充実を図って
いきたいと考えております。
（総務課広報プロジェクト）

3

ようにしました。学生が日々生活する
キャンパスのイメージをつかめるもの
が欲しいとのご要望にお応えしたもの
です。
第三は、本学教員による講演会を実
施しています（東京、栃木を除く）
。
これは前段のDVDとともに学生生活
をトータルにご体感いただきたいとの
企画です。
第四は、入試事務室との協働による
「進学相談コーナー」の設置です。全
国の高校・高校生に共立女子大・短期
ンス語圏といったような意味ですが、
本テーマに関連して、 月 日には
チュニジアミュージッククラブによる
「北アフリカ（チュニジア）の民族音
楽ライブ」
、 月 日にはクリス・ベ
ルアド氏の講演「フランコフォニーの
多様性」があり、両日とも 名ほどの
参加者を得て盛会のうちに終了いたし
ました。
本学は、フランスのイナルコ大学、ス
イスのジュネーブ大学からは交換留学
生を、ベナン共和国からは特別留学生
を毎年受け入れており、フランス語圏
との強い交流をもっています。この企画
は、フランス語圏の多様性を知る良い
機会になったのではないでしょうか。
（総合文化研究所所長 長崎巌）
7

平成 年度に 年目を迎えた「在学
生家族懇談会」は、今年度いくつか新
しい試みを盛り込みました。
第一は、会場数を増やしました。昨
年度の関東近県 会場から全国 会場
に拡大しました。遠方にお住いのご家
族に、大学・短期大学を身近に感じて
いただけたらとの思いからです。
第二は、昨年まで会場で流していた
DVDを、約 分に編集して解説する

6

3

6

50

15

34

7

3

9

10

総合文化研究所

26

26

総合文化研究所では、毎年度、研究
助成や出版助成に加え、展示・講演会
の企画についても助成を行っていま
す。展示や講演が本学学生にとって、
授業とはまた違った知識が得られる貴
重な機会となっているためですが、同
時にこうした企画は、本学周辺地域の
人々に対しては、社会教育の役割も
担っています。開かれた大学として大
いにこうした企画を続けて生きたいと
思います。
今年度は、
「フランコ・フオニーを
発見しよう」と題し、 月 日から
月 日にかけて展示と講演会を開催し
ました。フランコフォニーとは、フラ
10
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現在の女川中学校HPの俳句のページ
には、このご縁によって「共立女子第
二高校」コーナーがありますので、ぜ
ひご覧ください。
女川中学校生徒会は、震災の記憶を
防災の教訓として後世に伝えようと志
し、果敢な行動力で、津波が到達した
水際に、千年後の命を守る「いのちの
石碑」を建立しました。俳句も毎年
月と 月に全員が作り続けています。
今年 月の最新作には、二高の 年生
が七七をつけました。これもまた女川
に返し、ロケットで「きぼう」にも届
ける予定です。
まったくの偶然、思いがけない出会
いから生まれたこれらの友情の連句
は、数年後、コミュニケーションを学
ぶ教材として、全国の中学生に親しま
れることになるそうです。
（国語科教諭 伊藤久仁子）

1

5

8

国際交流

本学は、世界で活躍できる女性の育
成に力を入れており、1992年に国
際交流委員会を設置して以来、幅広い
国際交流活動を推進しています。アメ
リカ、イギリス、中国を中心に 校を
超える協定校や提携校などに毎年数十
名の留学生を送り出すとともに、交換
留学生も含めて 名近い留学生が本学
で勉強しています。また、夏休みや春
休みを利用した数週間の語学研修を、
アメリカ、中国、フランス、オースト
ラリアで実施しており、参加した学生
は、短期間で飛躍的に語学力が向上す
るとともに、異文化を体験することに
より国際社会への理解を深めています。
大学との交流は、欧米や中国に限ら
ず、2007年からはアフリカのベナ
ン共和国のアボメカラビ大学から毎年
留学生を受け入れています。本年正式
に協定を締結したことにより、同大学
との交流がますます活発化することが
期待されています。その他、インドネ
シアのマラナタキリスト教大学とも交
流を開始するなど、日本と関係の深い
アジア・アフリカ地域との交流もさら
に推進していく予定です。
また、本学では、毎年、アメリカの
フルブライト日米教育委員会視察団の
訪問を受け入れています。本年 月に
来訪された視察団は、
学生との対話や、
大学・短期大学、中学・高等学校の授
業見学、国際交流委員会との意見交換
を通じて、国際的に活躍する女性の教
育を使命とする本学の精神に共鳴した
様子でした。
（大学・短期大学国際交流委員会
委員長 黒澤啓）

60

共立大日坂幼稚園

かったです。今後も子どもの意志で継
続していって、より色々な物事に皆で
興味を持ってくれたらと思います。
」
「新聞からは日々の発見に目を輝かせ
ているであろう様子が想像できまし
た。
」と感想を頂き、良い活動になっ
たことを嬉しく思いました。

軽井沢夏の幼稚園

月に行ってい
る、
「 軽井沢夏の
幼稚園」は、昭和
年に始まり、内
容を見直しながら
続いている大切な
行事の一つです。
学園の軽井沢寮を
利用し、親子参加
プログラムになっ
ています。
こちらも参加し
たお母様からの感
想を紹介致しま
す。
「 親 子 共々大
変楽しく充実した
時間を過ごすことができました。少し
緊張したり不安だったり、でもワクワ
クする気持ちだったり…子どもにとっ
てたくさんの経験を心身ともにさせて
頂きました。子ども達だけの散策から
帰ってきた時の自信に満ちた表情、や
り遂げた達成感あふれる顔が忘れられ
ません。
」また、園児として参加したこ
とがあり更に今回、お母様として参加
された方からは、
「 年ぶりの夏の幼
稚園でした。断片的ですが、当時のこ
と母との魚釣りや先生とのお風呂、一
緒に寝たお友達、食後のデザートにす
いかが出たこと、宝探しでもらった万
華鏡、お母様方の出し物などなどを鮮
明に思い出しました。
（今回参加した）
娘は帰宅後、家族に軽井沢での様子を
とても楽しそうに話していました。
」
今後も保護者の方に協力頂きなが
ら、
充実させていきたいと考えています。
（園長 上野純子）
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6

7

44

こばと新聞

1

この春、年長組になったこばと組で
新聞作りが始まりました。進級前にお
ひさま組だった子ども達が植えた
チューリップの球根が色とりどりの花
を咲かせたことがきっかけでした。担
任教諭が、クラスの子ども達に言葉で
伝えるだけでなく、活動が印象深くな
るようにと考え、紙に出来事を書き込
み写真を添えて、第 号の「こばとし
んぶん」として保育室に貼りました。
早速子ども達が関心を持ち、書き込
んでいきました。砂場で大きな山を
作った時には、「エベレストをいっしょ
うけんめいつくりました。あせをかき
ました。
」と日付と共に名前を書き込
み、砂場で撮った写真も貼りました。
また、園庭にある小さな池でカエル
の卵がおたまじゃくしに孵ったことに
気付いた時には、
「こばとぐみでおた
まじゃくしをかうことにしました。
」
と決めたことを新聞で明らかにしまし
た。
「 月 日、こばとぐみのおたま
じゃくしのあしがはえました。ぱんや
ごはんをたべました。
」
「おたまじゃく
しにぱんをあげました。ぱくぱくたべ
ていました。
」と、成長過程と餌をど
の様に食べているかについても観察し
ている様子が伝わります。
「 月 日、
おへやでおたま
じゃくしが ひき
かえるになりまし
た。とてもうれし
かったです。
」と
素直な気持ちも記
入されるようにな
りました。
月中旬、年長
組保育参観で新聞
をご覧になったお
母 様 方 か ら は、
「銘々が自分の言
葉で観察日記や出
来事を記してお
り、とても興味深
18

2

11

第二中学高等学校
NASAのスペースシャトルに搭載、
地球を周回する国際宇宙ステーション
の日本実験棟「きぼう」まで、実際に
送り届けてくれるという点がユニーク
です。世界各国から寄せられたさまざ
まな詩や俳句は、今この瞬間も宇宙を
飛んでおり、明るく輝く星として地上
から目視することができます。このプ
ロジェクトを担当していて、ロケット
開発の技術者でもある山中勉氏が、二
校の交流の懸け橋となりました。
宮城県の女川第一中学校と本校が、
このプロジェクトに参加して間もない
平成 年 月 日、東日本大震災が発
生し、秋刀魚の水揚げで名高い女川町
は、壊滅といわれるほどの甚大な被害
を受けました。女川第一中は「まるこ
山」と呼ばれる丘の上にあったので、
下校せず学校に残っていた生徒たちは
無事でしたが、多くの町民の方々が犠
牲となりました。校舎はそのまま町民
の避難場所になりました。学校教育活
動再開と避難所運営とで、自らも被災
者であった先生方には筆舌に尽くせな
いご苦労があったことと思います。学
校の再開は 月でしたが、物資不足の
状況は変わらず、国語科の佐藤敏郎先
生は「これからどうやって授業をした
らいいのか」と途方に暮れたとおっ
しゃっていました。
この佐藤先生が女川を訪れた山中さ
んと一緒に取り組んだのが「俳句づく
り」でした。家を流され家族や友達を
亡くした生徒が心情をどう表現する
か、心配だったそうですが、皆思いの
ほか熱心に取り組んだそうです。作品
は山中さんによって二中高に届けられ
ました。吉利勲教諭（国語科）の授業
で、生徒たちが女川一中生の五七五に
七七をつけました。山中さんが連句を
再び女川に届けると、
女川一中生は
「返
事が来た！」と喜び、たいそう真剣に
読んでいたそうです。これらの作品は
後に「みあげればがれきの上にこいの
ぼり 地球人の交換日記（ ）
」
（遊行
社）という書籍にまとめられました。
4

6

3

5

短歌・俳句でコミュニケーション
二中高生の長所は、なんといっても
その素直でのびやかな自己表現力で
しょう。
とりわけ短歌や俳句作品には、
その年代ならではの瑞々しい感性が
光っています。
二中高では学校行事の折にも短歌・
俳句を作ります。修学旅行のしおりに
は短歌・俳句の記入欄があり、就寝前
のひととき、その日の旅の思い出を短
歌・俳句で表現する習慣が受け継がれ
ています。
このように、生徒たちには日常的な
自己表現手段として親しみ深い短歌・
俳句ですが、ときに古代の「うた」本
来の機能が蘇ったかのように、同世代
との楽しいコミュニケーション活動へ
と発展することがあります。
以前の実践では、男子中学校（東洋
大学京北中学校）との短歌の贈答によ
る協働授業が楽しく思い出されます。
実践論文
『学級・学校の枠を超えて』（川
合正教諭との共著）は、短歌の双方向
性を活かした豊かなコミュニケーショ
ンの可能性を示す実践として、第 回
読売教育賞最優秀賞（国語教育部門）
を受賞しました。
最近の実践としては、東日本大震災
で被災した宮城県女川町立女川中学校
（被災当時は女川第一中学校。その後
合併により校名変更）との、連句によ
る交流があります。これは大震災の年
から始まって現在も続いています。互
いに顔も見たことのない生徒たちが、
連句で気持ちを通い合わせるという不
思議な絆が結ばれています。
この交流のきっかけは、平成 年に
私の学年がJAXA「宇宙連詩プロ
ジェクト」
（発句は宇宙飛行士の毛利
衛さん）
、
続いて（財）日本宇宙フォー
ラムによる
「地球人の心ぷろじぇくと」
に参加したことです。このプロジェク
トは単に作品を集めるだけでなく、
DVDディスクに収めた作品を「こう
のとり」等の日本のロケットや
48
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高校卓球部

おいて 泊 日で
合宿を行い、猛暑
の中で練習に励ん
だことで、心身と
もに一回り成長
し、 月の夏季大
会では、ブロック
優勝を果たすことができました。
今後も、バスケットボールを楽しむ気
持ちを大切にしながら、技術の向上と
共に、人間的な成長を目指して努力を
続けていきます。
（顧問 尾花実・数馬寛人）
4

5

中学食物研究部

7

文芸部

映画『小さいおうち』はご
覧になりましたか。原作者の
直木賞作家、中島京子さんは
文芸部OGです。
文芸部は中高一緒に活動
しています。先輩後輩の仲が
良くフレンドリーな雰囲気
です。現在、正部員は 名で
すが、部員以外の創作愛好者も有志と
して参加しています。
主な活動は①文芸作品創作②部誌編
集『自由（フリーダム）
』
（年 回発行）
③研究展示です。部誌の表紙デザイン
や製本も行い自分たちらしい本づくり
を楽しんでいます。個人誌を発行する
部員もいます。今回の展示「神田神保
町 世界一の本の街」では、書店員さ
んをイメージしたエ
プロン姿で接客しま
した。 月に取材で
神保町を訪れた際、
喫茶店「さぼうる」
でマスターからミニ
アイスをご馳走に
なったのもよい思い
出です。新しい活動
としては、昨年初参
加した首都圏高校生
ビブリオバトルがあ
ります。今後も、先輩たちから受け継
がれてきた自由な雰囲気を大切にし
て、創造の世界を広げていきたいと思
います。

囲気の中で、
真面目に、
そして楽しく活動をし
ています。顧問の指導
スタイルとしては、学
業と部活動の両立を旨
とし（学業あっての部
活動です）
、必要以上
の厳しい部活指導は控えています。何
をおいても、活動している 人ひとり
の生徒が“主人公”ですので、彼らの
意見を尊重して、
良い意味で放任的に、
そして自分で考えて決定・達成をさせ
る指導をしています。部員には卓球を
通じて、部活動からしか得られない心
身の充実感をじっくりと心に刻みなが
ら、
成長していってほしいと思います。
顧問として、
これからもずっと、
この卓
球部を盛り上げていきたいと思います。
（顧問 久保田誠）

陸上競技部

7

6

伊藤久仁子）

2

（顧問

卓球部

第二高校陸上競技部
です。
開校から、陸上競技
に全力で打ち込むこと
を目標にクラブは続け
られています。現在の
回生まで、約200名が所属してい
ます。主な競技成績は、全国大会 名
（ 名入賞）
、南関東大会 名、都大
会は 分の の人が出場しています。
卒業後400mで日本記録を樹立した
人もいます。競技に打ち込む姿勢は各
個人により違い、競技成績はそれぞれ
が全力でやった結果ですので、優劣は
ありません。競技で身に着けた力で、
卒業後も様々な分野で活躍しています。
今年度のクラブは、 年生 名、
年生 名、 年生 名の 名が所属し、
（専門種目は短距離・ハードル 名、
短距離・走幅跳 名、中距離 名、長
距離 名、
投擲 名）活動しています。
先日の新人支部大会の結果で 、 年
生 人中 名が都大会に出場します。
相変わらず少人数ですが、それぞれが
自分の目標を持ち、日々がんばってい
る姿は、開校以来変わりません。
（顧問 石川敬逸）
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第二中学高等学校

二中高卓球部です。活動日数は週
日ですが、毎年 月と 月に行われる
八王子市内の卓球大会前には、活動日
以外も練習に取り組んでいます。先日
月の大会においては、中 部員が中
生に勝利するサプライズもあり、顧
問としてはうれしい限りです。本年度
は中学生のみの部員数 名の小規模な
部活動ではありますが、学年間の先
輩・後輩の分別を自然とわきまえた雰

3

12

4

きもの着付け倶楽部

15

3

1

2

高校卓球部は現在、 年生
が 名、 年生が 名の計
名で活動しています。部員は
中学からの経験者が多いの
ですが、現在の 年生は 名
が高校から始めた生徒です。
ほぼ月一回のペースでシングルス、ダ
ブルス、団体戦などの試合があります
ので、この試合でよい結果が残せるよ
うに、週 日と少ない練習の中、基礎
の素振りから試合で必要な技術まで練
習しています。卓球というと、温泉で
の卓球のイメージが強いかも知れませ
んが、試合で勝ち上がっていくには、
瞬時にボールの回
転を読み取る的確
な判断力と、大会
で連戦を勝ち抜く
強い精神力が必要
なスポーツです。
毎年夏休みに
は、千葉県の大網
で 泊 日の合宿
も行っています。昨年度は東京都東部
地区別大会で団体 位に入賞できまし
た。今年もそれ以上の結果が残せるよ
うに、生徒・コーチ・顧問が一丸となっ
て日々楽しく、そして一生懸命部活に
取り組んでいます。
（顧問 矢部健一・巻渕康範）
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高校バスケットボール部
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2
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1

1
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今年の夏季休業
中の活動は〈イタ
リアン〉をメイン
テーマにした献立
を実施しました。
トマトとツナの冷
製パスタや粉から
手作りしたフィッ
トチーネ・じゃが
いものニョッキを
調理しました。粉
をこねる作業では
扱いなれない生地
に苦労しました
が、麺棒で薄く延
ばしたり貝型に成
形したり美味しく食べる工夫を試行錯
誤して取り組みました。市販の乾麺と
は異なるモチモチとした生パスタ特有
の食感を味わうことが出来ました。そ
の他、デザートにパンナコッタ・桃の
ヨーグルトムースケーキ・レアチーズ
ケーキの製作もしました。
校外活動では横浜市旭区にある「よ
こはまあさひブルーベリーの森」へ行
き、ブルーベリー狩りと米粉ピザの製
作を体験しました。天気にも恵まれ、
自然循環式農業で栽培される 種類
1000本の畑の中を甘酸っぱく実っ
たブルーベリーを選び、お土産に持ち
帰りました。自然や食材について直に
学ぶ貴重な機会となりました。
（顧問 田村めぐみ・岡由紀子）

7
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1

3

高校バスケットボール部は、年間
回参加する大会に向けて、火・木・土
の週 日活動しています。部員は、
年生 名・ 年生 名の計 名で、限
られた練習時間・場所を有効活用でき
るように、 人 人が高い向上心を
もって、互いに切磋琢磨しながら練習
に取り組んでいます。
部活動中は、常に頭を使い、学年に
関係なくしっかりとコミュニケーショ
ンをとって、 つ つの練習メニュー
の質を自分たちで高めていくことを意
識しています。
夏季休暇中には、群馬県の安中市に

1

3

くすくす
公認学生団体
「きもの着付け
倶楽部」は、毎
週火曜日に着付
けの稽古をして
います。前期は
主に浴衣の着付
け、
後期は袷
（あ
わせ）の着物の
着付けに挑戦しています。着付けの稽
古以外にも、和装で食事会や祭などに
出かける活動をしています。
授業などの大学生活において、部員
のみんなで和装して 日を過ごそう
と、 月に和装の企画を実施したとこ
ろ、先生方や友人たちからの評判も
上々でした。そこで、部員だけでなく
本学の学生たちを対象として、みんな
で和装を楽しむことを目的に、
「共立
浴衣day」を企画しました。多くの
学生に参加してもらえるようポスター
やネットで事前に広報し、当日は大学
内で着付ける場所を用意して、部員総
出で着付けをサポートしました。顧問
の田中淑江先生や助手さんの協力も大
変心強かったです。当日は約100名
の参加があり、学内に和風な雰囲気が
漂っていました。
きもの着付倶楽部の部員たちは、「い
ろいろと反省点はあったが、予想より
はるかに多くの学生たちに参加しても
らえたことが嬉しい。今回の課題を次
回に生かして、より和装に親しんでも
らえる企画に発展させていきたい。
」
と話していました。
5

食で世界を笑顔にする会
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公認学生団体「食で世界を
笑顔にする会 くすくす」
は、
TFT（Table For
Two）という活動をしてい
ます。TFTとは、直訳する
と「二人の食卓」
。先進国の
私たちと開発途上国の子ども
たちが、時間と空間を越え食
事を分かち合うというコンセ
プトです。毎週水曜日に学食
で販売される学食メニューの
レディースランチのレシピを
考案しています。このTFT
メニューの 食あたりの売上
のうち、 円が開発途上国の
子どもたちのために寄付され
る仕組みです。このような活
動をしている「くすくす」に、
昨年の秋にファミリーマート
から学食カレー企画について
提案があり、参加を決めまし
た。参加を決断してからは、
何度も何度も話し合いを重
ね、 数回ほどレシピが書き
直されました。また、 回の試作機会
において、コストや納期など限られた
条件の中でも妥協せずに製造担当者と
交渉を進め、納得できる味になったと
メンバーも自負しています。
「くすくす」
の部長を務め、
このカレー
開発のリーダー的存在でもある安友沙
織さん（家政学部 年）は、
「販売当
初は、皆さんに受け入れてもらえるか
不安でしたが、順調に売れているとい
う報告をもらい、とても嬉しく思いま
す。
」と話していました。
3

1

20

4

6

3

2

1

－

3 7

中学高等学校

2

4 3

大学・短期大学
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共立女子学園報
平成 26 年 10 月 1 日（水曜日）

平成 年度事業報告（概要）
Ⅰ．
「学園中長期計画」の策定
平成 年 月 日の評議員会・理事会にお
いて、
「学園中長期計画」が承認・決定され
ました。当該計画は、 年先の学園像を展望
しつつ、平成 年度までの 年間に取り組む
具体的な施策を示しています。学園・各設置
校はこの計画を基に個々の諸施策を相互に関
連性・整合性をもって計画的に進捗させてい
きます。

12

「相手の話を聞く」能力を育成することを目
標に掲げ、
教育を推進しました。具体的には、
「絵本の読み聞かせ」を 日 回、集団の中
で計画的に実施したほか、各クラス内で 日
の出来事や嬉しかったことを発表する場を設
け教育の充実を図りました。
1

1

1

年度事業計画
（概要）

Ⅵ．教育研究環境の整備
新 号館建設計画
新 号館建設計画については、
建物の概要、
導入機能について検討が進められ、建物の規
模、配置図、平面図や構造などの基本設計が
完成しました。

平成

年を迎える平成 年度の竣工を目指し、既存
解体工事と新築工事を順次遂行します。建替
え中の教育研究活動及び事務局の業務等につ
いては、神田一ツ橋キャンパスの既存施設に
おいて行います。
図書館においては、 つのコンセプトであ
る「学生が集まる図書館」
「多様な学修スタ
イルに対応する図書館」
「電子図書館」を具
現化するための活動を行います。
博物館においては、供用開始後、直ちに円
滑な博物館運営ができるよう、博物館資料委
員会を発展的に解消し、博物館運営準備委員
会
（仮称）
を設置し、博物館の運営を円滑に行
える体制を整えます。

Ⅳ．中学高等学校・第二中学高等学校
教育活動の改善充実・生徒支援活動の充実
中学高等学校においては、引き続き家庭学
習の習慣化を促す取り組みを全学年対象に実
施します。定期試験や模試などの結果を踏ま
えて、個々に応じたきめ細かい指導を推進し
ます。また、キャリア教育の位置付けを明確
にして進路指導に関する意識の共有化を進め
るとともに、前年度に引き続きチューター制
度の活用などにより、生徒一人ひとりの進路
相談の充実を図ります。
第二中学校高等学校においては、生徒の学
習状況に関する情報を保護者会等で共有化す
ることで、家庭学習の習慣化を促します。ま
た、第二中学校で実践している具体的取り組
みを中高 年間の成長段階に応じたプログラ
ムにするため、第二高等学校への展開を図り
ます。なお、専門委員会を中心に具体的計画
の立案と実践により、針路プログラム
（キャ
リア教育プログラム）
の充実に努めます。

文芸学研究科が変わります！

文芸学研究科は平成 年度よりこれまでの
日本文学、英文学、演劇学の三専攻を統合し、
文芸学一専攻の体制となって新たにスタート
します。これまでの三専攻は日本文学領域、
英文学領域、演劇学領域と装いを改め、これ
ら三つの領域以外を包含する領域として新た
に文芸学領域が設置されます。
文芸学研究科においては、
「文学・芸術お
よびそれらのメディアやそれらと関連する文
化・思想・社会に関して、深く広く研究して
高度な学識を修得し、文化の発展に寄与でき
る、有能で創造性に富む人材を養成する」こ
とを人材養成目的としています。そして、人
材養成目的を達成するために、以下のような
教育目標を掲げています。①文学・芸術・メ
ディアなどの、それぞれの専門分野での高度
な研究能力を育成する。②教育・社会活動の
分野での多彩な活用能力を育成する。③出
版・マスコミ・芸術活動などの分野での広範
なコミュニケーション能力を育成する。
この人材養成目的・教育目標を達成するた
めに、学部教育との継続性を考慮しつつ、専
門分野における教育内容を体系的に学修する
ことが可能となるように再編成したものが新
しい文芸学研究科なのです。
従来の三専攻体制では、基盤となる文芸学
部を構成する コースのうち、事実上日本語
日本文学、英語英米文学、劇芸術の コース
のみを対象とし、フランス語フランス文学、
造形芸術、文芸教養、文芸メディアの コー
スは対象となっていませんでした。これを改
め、 コース以外からも大学院に進学しやす
いよう門戸を広げることが、今回の改革のひ
とつの狙いと言えます。またこれにより、対
象となる研究分野が大きく広がることになり
ます。のみならず、文芸学領域担当の教員が
加わることによって、
他の三領域においても、
より幅広く深い知識の習得が可能となるで
しょう。専門としての深さと同時に、文学・
芸術を包含する広さも、今回の改革により、
実質が与えられたことになります。
進路については、専門の研究者を目指す道
もありますが、現在では一般企業への就職が
増えており、資格を生かした教職という選択
肢もあり、多様化しつつあると言えます。
近年、社会人として活躍している方々や家
庭人の間で、学び直しへの意欲が高まってい
ます。卒業生の方々で、学生時代にやり残し
た研究を続けたいという方、新しい分野に挑
戦したいという方、キャリアアップを目指し
たい方、教職の専修免許を取得したいという
方、あるいは教養をいっそう深めたいという
方、
もう一度学生に戻って学びたいという方、
ぜひ、文芸学研究科への入学を検討なさって
はいかがでしょうか。文芸学研究科への進学
には、一般入試、推薦入試、社会人入試の三
つの道がありますので、詳しくは入試事務室
までお問い合わせ下さい。
（文芸学研究科長 池上公平）
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Ⅴ．幼稚園
教育活動の改善充実
建学の精神・新幼稚園教育要領・園則を踏
まえ、園児の一人ひとりの健やかな成長を目
指し、園一体となって教育活動に取り組みま
す。
園児支援活動の充実
卒園児の教育指導実績に関する調査分析の
一環として学校の行事、公開授業などへ積極
的に参加し、その結果に基づいて学習支援活
動の改善充実を図ります。
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※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
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Ⅱ．大学院・大学・短期大学
教育研究組織の改革・教育活動の改善充実
文芸学研究科文芸学専攻
（修士課程）
の整備
平成 年度より、これまでの日本文学、英
文学及び演劇学の分野に限られていたもの
を、仏文学、文芸教養、文芸メディア、造形
芸術の分野も含めた修士課程に整備します。
家政学部児童学科の入学定員の増
平成 年度より、家政学部児童学科の入学
定員を100名から150名に拡充します。
短期大学の入学定員の削減
生活科学科・文科の定員をそれぞれ100
名
（現170名）
に削減します。
教育改善への組織的な取組み
正課教育・正課外教育・正課外活動のそれ
ぞれの課題を総合的に検討するため、学長を
中心としたワーキングチームを編成し、全学
的な教学マネジメントの確立を図ります。
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１．
資金収支予算

4

27
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（収入の部）
（単位 千円） （消費収入の部）
（単位：千円）
科目
平成26年度 平成25年度
増減
科目
平成26年度 平成25年度
増減
8,179,916
8,422,217 △242,300
8,179,916
8,422,217 △242,300
学生生徒等納付金収入
学生生徒等納付金
手数料収入
192,615
206,471
△13,855
手数料
192,615
206,471
△13,855
寄付金収入
68,516
68,480
36
寄付金
74,716
74,680
36
補助金収入
1,474,535
1,435,758
38,776
補助金
1,474,535
1,435,758
38,776
資産運用収入
85,920
91,606
△5,686
資産運用収入
85,920
91,606
△5,686
事業収入
21,819
21,450
369
事業収入
21,819
21,450
369
雑収入
602,367
458,683
143,684
雑収入
602,367
458,683
143,684
前受金収入
1,316,430
1,354,120
△37,690
帰属収入合計
10,631,890 10,710,866
△78,976
その他の収入
4,683,399
1,318,290
3,365,109
基本金組入額
△2,036,395 △161,063 △1,875,332
資金収入調整勘定
△1,943,414 △1,881,923
△61,490
消費収入の部合計
8,595,495 10,549,803 △1,954,308
（当年度収入計）
14,682,104 11,495,152
3,186,952 （消費支出の部）
（単位：千円）
前年度繰越支払資金
2,919,528
3,673,557 △754,028
科目
平成26年度 平成25年度
増減
収入の部合計
17,601,633 15,168,709
2,432,923
6,965,807
7,003,993
△38,186
人件費
（支出の部）
（単位 千円） 教育研究経費
4,301,073
4,128,259
172,813
科目
平成26年度 平成25年度
増減
管理経費
651,484
569,093
82,390
7,139,105
7,127,029
12,076
借入金等利息
14,999
16,666
△1,666
人件費支出
教育研究経費支出
2,917,073
2,642,377
274,696
資産処分差額
609,770
69,158
540,611
管理経費支出
617,984
533,221
84,763
（予備費）
110,000
110,000
0
借入金等利息支出
14,999
16,666
△1,666
消費支出の部合計
12,653,134 11,897,171
755,962
借入金等返済支出
83,330
83,330
0
当年度消費支出超過額
4,057,639
1,347,368
－
施設関係支出
3,158,000
124,700
3,033,300
前年度繰越消費支出超過額
2,399,146
1,051,777
－
設備関係支出
329,820
203,988
125,832
翌年度繰越消費支出超過額
6,456,785
2,399,146
－
資産運用支出
1,200,000
1,400,000 △200,000
※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。
その他の支出
102,050
108,006
△5,956
※平成26年3月時点のものであり、その後の補正によって変
（予備費）
110,000
110,000
0
更が生じる場合がある。
資金支出調整勘定
△100,174 △100,137
△36
●消費収支予算の概要
（当年度支出計）
15,572,189 12,249,181
3,323,008
○帰属収入
次年度繰越支払資金
2,029,443
2,919,528 △890,084
・学生生徒等納付金は、対前年度比2.9％減、2億4200万円減
支出の部合計
17,601,633 15,168,709
2,432,923
の81億7900万円を計上。
※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
・ 補 助 金 は、 対 前 年 度 予 算 比2.7％ 増、3800万 円 増 の14億
場合がある。
7400万円を計上。
※平成26年3月時点のものであり、その後の補正によって変
○基本金組入額
更が生じる場合がある。
・神田一ツ橋キャンパス2号館建替え工事及び既存施設の改
修等で、20億3600万円の組入金額を予定。
●資金収支予算の概要
○消費支出
・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27.7%増、31億8600万円増の146億8200万円を計上。 ・人件費は、対前年度比0.5％減、3800万円減の69億6500万
円を計上。
・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27.1％増、33億2300万円増の155億7200万円を
・教育研究経費は、対前年度比4.2％増、1億7200万円増の43
計上。
億100万円を計上。
・当年度収入と当年度支出の収支差額は、8億9000万円の支
・管理経費は、対前年度比14.5％増、8200万円増の6億5100
出超過。
万円を計上。
・資産処分差額は、5億4000万円増の6億900万円を計上。
○消費収支差額
・当年度の消費収支差額は、40億5700万円の支出超過、累
積で64億5600万円の支出超過。
以上

2．
消費収支予算

平成26年度の予算の概要
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卒業期以外の学生を中心に、卒業生・就職
内定者との懇談やロールモデルとなる卒業生
のインタビュー動画を
（ 教育ネット
ワークシステム）
にて公開するなどの取り組
みを行いました。また、各種説明会
（進路ガ
イダンス、Uターンガイダンス等）
及び各種
講座
（SPI3対策講座、就職活動の進め方
講座等）
を実施しました。
外部機関との連携強化
Uターン就職希望者に対する支援充実のた
め、群馬県及び長野県と就職協定を締結しま
した。
学生への経済的支援
「大学・短期大学 給付奨学金」
「大学・短
期大学国際交流奨学金」「実務体験奨学金」「冠
奨学金
（廣川シゲ給付奨学金・栗山ヒロ給付
奨学金等）
」
「学園貸与奨学金」
「大学・短期
大学応急貸与奨学金」
「私費外国人留学生授
業料減免制度」の奨学金制度を活用し、学生
への経済的支援を行いました。

③貸借対照表総括表
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（資産の部）
（単位 千円）
科目
本年度末
前年度末
増減
固定資産
51,387,255 52,146,236
△758,981
有形固定資産
34,333,481 35,602,857 △1,269,376
その他の固定資産
17,053,773 16,543,378
510,395
流動資産
4,100,251
4,078,789
21,462
資産の部合計
55,487,507 56,225,025
△737,518
（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
5,214,019
5,422,541
△208,522
流動負債
1,719,188
1,773,382
△54,194
負債の部合計
6,933,207
7,195,924
△262,716
基本金の部合計
50,229,499 50,080,879
148,619
消費収支差額の部合計
△1,675,199 △1,051,777
△623,421
負債・基本金・消費収支差額の部合計 55,487,507 56,225,025
△737,518
※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。
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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

17

17

2 2

Ⅰ．学園全体
教育研究活動の改善充実・学生生徒等の支
援
建学の精神、校訓、学園ビジョン、人材養
成目的、新学習指導要領等を踏まえ、社会に
広く貢献できる自立した人材を育成するとと
もに社会の発展に寄与するため、教育課程・
研究活動の改善充実、学修
（学習）
・進路支援
活動の改善充実等の取組みを推進します。
国際交流活動の推進
これまで取り組んできた海外研修を中心とし
た各種の国際交流活動プログラムの実績を踏
まえ、更にその充実を目指して全学的な体制
で国際交流活動を推進します。
地域・卒業生・保護者との連携
家政学部児童学科に発達相談・支援セン
ターを設置し、発達相談、教育・福祉支援、
子育て支援等の活動を行います。また、保護
者の意見・要望等を踏まえて、一層の充実に
努めます。また、在学生の保護者を対象とし
た在学生家族懇談会を、これまでの本学及び
関東近県に加えて、全国の拠点となる地域で
合せて 会場において開催し、保護者、卒業
生、本学入学希望者等とのコミュニケーショ
ンを図ります。
施設設備の整備
（新 号館の建設）
新 号館は、共立女子学園の創立130周

（予備費）

予算
7,003,993
4,143,165
571,913
16,666
69,158
0
（17,725）
92,274
11,897,171 11,448,662
1,347,368
623,421
1,051,777
1,051,777
2,399,146
1,675,199

4

Ⅱ．
「学 園国際交流計画」に基づく国際交流
活動の実施
大学・短期大学においては、インドネシア
のマラナタキリスト教大学芸術学部・文学部
との学術文化交流活動を実施し、平成 年
月には同大学の芸術学部の教員が本学を訪問
し、学術交流を深めました。
中学高等学校・第二中学校高等学校の両校
ともにニュージーランドの各研修先との協定
締結に向けて取組みを進めました。

②消費収支総括表

（単位 千円）
決算
差異
8,406,659
15,557
200,829
5,641
124,324
△49,644
1,501,297
△65,539
248,225
△156,619
21,327
122
471,196
△12,512
10,973,859
△262,993
△148,619
△12,443
10,825,240
△275,436
（単位 千円）
決算
差異
6,837,429
166,563
4,004,794
138,370
520,178
51,735
16,666
0
68,360
797
1,232
△1,232

25
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29

Ⅲ．大学院・大学・短期大学の取組み
国際学部においては、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」を導入しました。
短期大学においては、問題発見力を養うこ
とを目指して「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
る共通講座を開設しました。
平成 年度も、授業見学会を開催し、授業
担当者の授業内容・方法の一層の改善に役立
てるための教員相互の交流を推進したほか、
専任教員及び兼任教員を対象として、FD研
修会を実施しました。
GPA制度導入後、
平成 年度においては、
成績評価の目安を設けて同一科目間での過度
の成績のバラつきを抑制し、成績評価の公平
化を図りました。

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

92,274
448,509

Ⅴ．中学
 高等学校・第二中学校高等学校・幼
稚園の取組み
中学高等学校
人間形成と学力形成の両立を目指して教育
指導を進めました。特にホームルーム活動や
道徳の授業、学校行事、部活動、礼法等で、
「挨拶」
「美化」
「時間」を軸に、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ました。
第二中学校高等学校
中学校における「先取り学習」の導入と、
高等学校における
年 生 で のAP
（
）
・S
（
）
クラス及び 年生での新たなコース設
定での幅広い進路選択の実現に向けて教職員
一体となって指導に取り組みました。
また、八王子講堂等の八王子施設を活用し、
「 ウ ィ ー ン 少 年 合 唱 団 ジ ャ パ ン・ ツ ア ー
2013」の特別公演や八王子消防署等との
協力の下、防災体験企画やおもちゃの交換会
等を開催し、地域との交流を図りました。
幼稚園
「自分の思いを言葉で表現する」能力及び

（予備費）

予算
8,422,217
206,471
74,680
1,435,758
91,606
21,450
458,683
10,710,866
△161,063
10,549,803

（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
（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

25

25

（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
（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

（単位 千円）
予算
決算
差異
8,422,217
8,406,659
15,557
206,471
200,829
5,641
68,480
105,791
△37,311
1,435,758
1,501,297
△65,539
91,606
248,225
△156,619
21,450
21,327
122
458,683
469,102
△10,418
1,354,120
1,380,474
△26,354
1,318,290
1,308,143
10,146
△1,881,923 △1,899,461
17,537
3,673,557
3,673,557
15,168,709 15,415,946
△247,237
（単位 千円）
予算
決算
差異
7,127,029
6,962,622
164,406
2,657,282
2,515,084
142,198
536,040
484,253
51,786
16,666
16,666
0
83,330
83,330
0
129,886
126,731
3,155
206,005
177,261
28,744
1,400,000
1,400,000
0
108,006
108,801
△794
（24,929）
85,070
85,070
△100,137
△92,039
△8,098
2,919,528
3,633,235
△713,707
15,168,709 15,415,946
△247,237

Ⅳ．学生支援活動
キャリア支援

平成25年度の財務の概要
（１）
収支決算状況
①資金収支総括表
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公式Twitterアカウント〈大学・短期大学〉@kyoritsu_wu

公式faceboook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

稚

園

18日・19日＝10時～17時
18日＝12時～16時
19日＝９時～16時
19日＝９時50分～10時30分
（共立講堂）

幼


共立女子大学コレクションの
学内展示予定





141,253,300円

学生による企画展示
「Woman～女の一生～」
期間：平成 年 月 日（土）
～ 月 日（木）
学生による企画展示
「美の追求 女性たちの隠された努力」
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 月 日（木）
※詳細が決まり次第、ホームページ等
にて告知予定。

670件

10

12

15

2

白亜祭開催報告

21,380,000円

11

30

4

10

6

平成 年９月 日（土）
・ 日（日）
「からふるなりけり」をテーマに開催
された第 回白亜祭。生徒たちは、彩
り豊かに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。

18件

12
27 8
1

14



（第二中学校高等学校長 小弥芳紀）

12,786,000円

26

共立点描

た。これは全国119校が参加したも
ので、
最優秀に次ぐ第 位の結果です。
幅 cm、横幅 cmの中に150分
管理栄養士国家試験の合格発表
の の縮尺でジオラマを作りました。
テーマは「棚田」
。
平成 年 月
山梨県南アルプス
日に行われた第
市まで実際に行っ
回管理栄養士国家
て、観察してきた
試験の合格発表
ものを忠実に再現
が、平成 年 月
しています。共立
日にありまし
祭で展示予定です
た。本学の合格率
ので、ぜひご覧く
は、
100%、
管理
ださい。
栄養士養成課程
（顧問 池末和幸・荒澤聡子）
（新卒）の全国平均は ・2%で、全
国平均を大幅に上回ることができまし
第二中学校高等学校の変革
た。
100％の合格率は 年ぶりです。
「英会話研修」「ニュージーラ
食物栄養学科では、国家試験対策とし
ンドホームスティ研修」
て 年次に通年で総合演習（週 回、
時間）を行うとともに模擬試験を繰
り返し行っています（写真）
。今後も
全員合格を目指していきます。
（教授 川久保清）

看護師国家試験 合 格 発 表

ランドホームス
ティ研修」です。
この海外研修
はニュージーラ
ンドのワイヒと
い う 町 に あ る、
【ワイヒカレッ
ジ】を中心とした
語学研修で、毎年
名前後の高校生の参加者で 日前後
の行程で行ってきました。
この 年間で培った【ワイヒカレッ
ジ】やホストファミリーとして受け入
れてくださったワイヒの人達との関係
を、今後益々求められるであろうグ
ローバル化に対応した人材の育成に対
応するために、【ワイヒカレッジ】
と
【共
立女子第二中学高等学校】
との間で
「姉
妹校」としての協定書を取り交わしま
した。
今後はこの関係を具体的に実行でき
るものとし、両校相互に交換留学生を
受け入れ、これまでの短期ホームス
ティと合わせ、語学だけではなく相互
の異文化を理解し合え得る関係を築い
ていきたいと考えております。

共立大日坂幼稚園
入園した子ども達と

2 千円 ＝ 寄付金控除額

その年に支払った
−
特定寄付金の合計額
（その年の総所得金額等の40％を限度とする）

2

平成 年 月 日に第103回看護
師国家試験合格発表があり、本学看護
学科（第 期生）
・新卒者の合格率は
・ ％ で、 全 国 の 新 卒 者 の 平 均
（ ・ ％）を上回る合格率を達成し
ました。今年は出題基準が一新され、
項目の整理や見直し、用語の統一など
が図られました。看護師自身の観察か
ら、次にどんな治療・看護が必要でど
う繋いでいけばよいかを分析・判断す
る能力がこれまで以上に求められる内
容となっていました。次年度は短期大
学最終学年の受験となりますので、こ
れらを踏まえ、100％の合格率を目
指し、一層強化した対策を進めて参り
ます。
（教授 岸田泰子）

20



月下旬、進級
した年長組の子ど
も達から、入園し
たお子さん達に手
作りのペンダント
を差し上げました。
「 これから共立
大日坂幼稚園のお
仲間として一緒に
楽しく過ごしていきましょう」との思
いで、新しいお友達のお胸に掛けてあ
げます。園生活に慣れないこの時期で
すが、
頂いたペンダントを手にしたり、
お隣のお友達の物を見たり、皆嬉しそ
うでした。
年長組の子ども達と新しいお友達
が、今年も繋がっていきます。

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。

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

募金事務室よりご寄付をいただきました皆さまへ
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。
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。

10



（共立大日坂幼稚園 園長 上野純子）

128,467,300円

262件

26

13

共 立 祭 2014 10月18日（土）・19日（日）

『さらなる教育力の向上をめざして』
募金報告とお願い
（大学・短期大学）

26

90

2

－

第二中学校高等学校は、この夏二つ
の大きな変革がありました。
時系列的に説明しますと、先ず中学
生を対象として行っています「英会話
研修」です。
今までの経緯を述べますと、河口湖
研修センターでの合宿形式での研修か
らスタートしたこの行事は、参加者の
減少や諸般等の事情により登校形式で
の研修へと様変わりしてきました。し
かし【英語に親しみ英語を用いた活用
をする】趣旨には、活用する環境面で
今一歩の感を拭うことはできませんで
した。
そこで本年度から環境に配慮し、
国内に居ながら英国での生活環境で学
べる【ブリティシュ・ヒルズ】にその
場を移しました。当初予定した人数よ
り多くの参加希望者の応募があり、結
果的には人数を絞りこまなければなら
ないくらいでした。日数的には今まで
より少ない 泊 日の行程でしたが、
参加した生徒達に
は非常に好評であ
り、より英語活用
への関心が高まっ
たのではないかと
思います。
番目は、この
年間続けてきま
した「ニュージー

408件

120,000円

合計（目標額1.5億円）

21,260,000円

6件

教育研究振興資金（目標額1億円）

12件

奨学資金（目標額5千万円）

平成22年9月1日～平成26年7月31日

累計

平成26年2月1日～平成26年7月31日受付分

26

44

大学・短大
中学・高校

ここに、平成26年2月1日から平成26年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、奨学資金の充実を図りたく、
よろしくお願い申し上げます。

「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。この募金は教育研究活動をより活
発に推進することを目的としています。教育研究活動の進展
に伴い必要な施設設備の整備や、教育研究活動支援、国際交
流事業、奨学事業など、学生のための積極的な教育活動支援
資金として活用されています。

20

4

28 23

25

高校地理歴史部
全国高等学校鉄道模型コンテスト
2014 優秀賞受賞
10

6

30

3

3

5

3

月 ・ 日に東京ビックサイトで
開催された第 回全国高等学校鉄道模
型コンテスト・モジュール部門におい
て、地理歴史部が優秀賞を受賞しまし

2

91

4

26

26

8

26

5

1

9

1

2

10

9

4

3

95

95
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募金応募状況（平成26年2月1日～平成26年7月31日受付分及び累計）

募金についてのお申し込み・お問い合わせ先：TEL（03）3237-2816（募金事務室）※振込用紙の発送ご希望の方も、こちらの電話番号にご連絡下さい。
ホームページ：http://www.kyoritsu-wu.ac.jp

