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学校法人共立女子学園創立130周年記念
神田一ツ橋キャンパス2号館完成！！

学園創立130周年記念
「2号館」の完成について
学園長・理事長

﨑

清久

本年当学園は、学園創立₁₃₀周年を迎えました。創立当初から、
女性の自主独立をめざして、永年にわたり女子教育の充実に尽
力して参った本学園としては、さらなる発展のため、学生個々
の学習の深化に努め、社会の期待に応える女子教育の成果を期
したいと思います。
とくに教育環境の整備については、₁₃₀周年記念事業の一つ
として「 ₂ 号館」の新設を行うこととし、本年 ₉ 月に、新しい
コンセプトに基づく地下 ₁ 階、地上 ₈ 階の新教育施設が完成し
ました。早速供用の運びとなっています。
教育は日進月歩であり、教員と学生間の在り方、学生相互の
交流、そして学生個人の学習態様も旧態のままであってはなり
ません。
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₂ 号館は、フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーション
や学生個々の学習の深化を図り、内外の人々との相互交流を重
視した学習が可能となるよう、そのためのエリアを提供する画
期的な教育施設となっています。
例として ₁ 階から ₂ 階には、学生を主体とした学園全体の
人々の交流や学生の自主活動の拠点として、コミュニケーショ
ンギャラリー及びオープンプレゼンテーションエリアを設けて
います。斜面に机・椅子を配置し、外界にガラスでつながるハ
イカラなエリアとなりました。
地階には「博物館」及び「体育室」を設け、 ₃ 階から ₄ 階に
は新しいコンセプトに基づく図書館を設けるなど、 ₂ 号館はこ
れからの新しい教育に対応する斬新な教育施設となっています。
しかし、この ₂ 号館がその真価を発揮するためには、学生と
教職員による十全なる利活用が行われなければなりません。 ₂
号館が所期の目的を達成することができるよう、私どもは、今
後ともこの点で充分なる努力をする必要があると思います。こ
の際、全学生および教職員その他関係者の理解とさらなる尽力
を期待する次第です。

●●●●●●●●●●●●●●●●

新たな教育の創造
6階から8階の講義室エリアに整備した19の講義室のうち、15室はキャスター付きの机・椅子を採用しており、授業の形態に合わせ
て自由にレイアウトを変えることができます。
定員40人～ 60人の中規模講義室11室には全て電子黒板が装備されています。さらに、このうち7室には、教室の横と後方の壁面に
もホワイトボードが設けられています。グループワークなど、活発なアクティブラーニングの展開を可能にすることがねらいです。
また、講義室には、レーザー光源高輝度プロジェクタ、PC、書画カメラ、無線LANを標準装備しており、多様な教材を鮮明に提
示することが可能です。ワイヤレスマイクも常備しておりますので、
これらを活用してアクティブな授業を展開することが可能となっ
ています。
（教務課）

新図書館での新たな学びの在り方
「人と人」
「人と情報」をつなぐ「街」。面白いもの・ことが集まる、みんなが
行きたくなるところ。そんな街のように、気軽に行けて、学生が集う学修拠点として、新図書館KWU
Library Commons（略称：Lib Commo<リブコモ>）がオープンしました。
従来のNDC分類の配架方法の他に、比較的新しい資料については、本学のカリキュラムに沿ったテー
マ毎に配架しています。その他、セルフ貸出返却機や展示コーナーなど、館内のいたるところにICTを
導入しました。また、エントランスやラウンジなどでは、コミュニケーションしやすい環境も整ってい
ます。少人数から大人数まで、様々なシーンで活用できるラーニングコモンズも整備されました。
リブコモ・スタッフが情報収集やグループ学修など、本学での学びをサポートします。 （図書課）
Lib Commo HP：http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/lib/

「和と洋が出会う博物館」
学園創立以来、すでに130年の歴史を重ねている本学には、長年にわたって収集
されてきた日本と西洋の服飾品やその他の工芸品、美術品が多数収蔵されています。
これらは長らく学生のための教育資料として、また教員の研究資料として幅広く活
用されてきましたが、本学コレクションの存在が社会に認知されるとともに、その
全面的な公開が望まれていました。そうした社会的要請にこたえるためもあり、平
成28年10月、学園の創立130周年を機に、共立女子大学博物館が新設されました。
本学博物館では、
「和と洋が出会う博物館」として、所蔵する多様な文化財を展示す
るとともに、講演会・ワークショップなどを通して、皆様に和と洋の文化と美に触
れていただきたいと考えています。
（館長 長崎 巌）

共立の本質について
大学・短期大学学長

入江

和生

今から130年前の明治19年に、女性が職業能力を持つ必要性
を痛感した34名の人々によって本学は創始されました。
他の私学の多くは一人の人によって創始されています。そし
て、その人の思想や信条がそのままその学校の教育の基盤に
なっていることが多く、そのことは私学にとって望ましいこと
でもあります。
しかし本学は34人の共同創立になるものですから、創立者の
個性でアピールすることは難しいということになります。
さらに言えば、
「女性が職業能力を持つ必要性」の社会的認識
は、130年前と今日とでは大きな違いがあります。130年前にイ
ンパクトがあったものが、今日でも同じインパクトがあるとは
限りません。

白綸子地藤桜唐扇模様打掛

デルフォス

江戸時代18〜19世紀

1920-1930年代

それでは、本学は何を特徴とすればいいのか、という話にな
ります。
ここで忘れてならないのは130年前の本学
「設立趣意書」に示
された異常なまでの激しさです。女性の社会的地位の低さに対
する激しい憤りから本学は誕生したのです。34名の第一級の知
識人たちはそれぞれの信念や信条を持っていたはずですが、ま
さにその憤りにおいて心を合わせたのです。その憤りはいかな
る宗教や政治思想をも超越したいわば先進的かつ普遍的な社会
正義の見地から発したものでした。それは
「女性のため」という
より、男女の区別を超えた
「人間性のため」
であり、そこにこそ
本学の本質があると言わなければなりません。
本学が求めるのはひたすら普遍的な社会正義です。それさえ
担保されれば、本学にはどんな主張や信念を持った人も何のこ
だわりもなく入ってくることができます。そして、お互いの主
張や信念に踏み入ることは許されません。それは学生ばかりで
なく、教職員も同じです。
今日のように、世界中でイデオロギー上の、あるいは宗教上の
対立が危機的なレベルに達しているとき、本学のあり方はすべて
の本学関係者によって意識され、守られるべきものと考えます。
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学校法人共立女子学園 創立百三十周年記念式典・落成式を挙行
平成₂₈年₁₀月 ₁ 日（土）、神田一ツ橋キャンパス ₂ 号館体育室において、創立百三十周年記
念式典・落成式が挙行されました。当日は学園にゆかりのある約₂₅₀名の皆様にご参集いただき、
西﨑学園長・理事長の式辞につづいて、文部科学省事務次官
共済事業団理事長

前川喜平様、日本私立学校振興・

河田悌一様、共立女子大学・共立女子短期大学櫻友会会長の齋藤昌子様よ

り祝辞を頂戴しました。学園長・理事長
からは、 ₈ 月に竣工した ₂ 号館の設計・
施工業者各社に、謝意が述べられました。
式典終了後は、 ₂ 号館見学、その後 ₅
号館体育館に会場を移し、記念祝賀会を
行いました。大学合唱団による演奏も和
やかな会場の雰囲気に花を添え、今後₁₅₀
年、₂₀₀年とつづく学園の将来へ向けた展
望を共有する賑やかで晴れやかな会とな
りました。

130周年記念事業について
『百三十年史』の編纂について
本年、学園創立百三十周年を迎え、記念事業の一環として、
「共
立女子学園百三十年史」が、阿部恒久図書館長（国際学部教授）
を委員長とした編集委員会により編纂され刊行の運びとなりま
した。編纂にあたっては、学園の歴史の流れを中心にでききる
だけ多くの方々に読んでいただけるようにと工夫をこらしてお
ります。
百三十年という、共立女子学園の伝統と歩みに触れる貴重な
資料として皆様にお役立ていただけることを願っております。
◦ウィーン少年合唱団特別公演（八王子キャンパス）
共立女子学園130周年記念のウィーン少年合唱団の特別公演
が共立女子第二中学校高等学校の八王子講堂にて、５月21日に
開催され、在校生を含めて講堂には、満席（1500名）のお客様
が来校しました。今回の公演はジャパンツアー 2016のＢプロ
グラム、荘厳な宗教音楽から、生徒たちもよく知っている映画
音楽、本場のポルカやワ
ルツまで楽しみ、最後に
は本校のコーラス部と
「ふるさと」を合同合唱
させていただき、想い出
に残る公演となりました。
◦大学・短期大学公開講座（2016年度）
大学・短期大学公開講座は「共立女子学園創立₁₃₀周年記念」
として実施しました。神田一ツ橋キャンパスでは「高齢者」お
よび「女子教育」にちなんだ ₃ 講座、杉並寮では「食・健康」
をテーマに ₄ 講座、そして八王子キャンパスにおいては高大連
携を目的とした ₂ 講座を実施しました。それぞれの講座は本学
の学部・学科の特色を生かした講座内容で構成しました。講座
には、近隣地域住民および卒業生他、多数の参加があり盛況裡
に終了しました。
◦学園各校ホームページのリニューアル
平成28年4月から10月にかけて、ホームページの全面リニュー
アルを行いました。より見やすくわかりやすいページ構成・デ
ザインを目指し、スマートフォンにも対応しました。
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◦スローガン＆シンボルマークの公募
平 成₂₆年 ₇ 月₂₂日（ 火 ） ～ ₁₁月₂₈
日（金）の期間、本学園に在籍する学
生・生徒・教職員および卒業生・家族
等を対象として、学園創立₁₃₀周年を
記念したスローガンとシンボルマー
クの公募を行い、最優秀賞各 ₁ 点と各
賞が選定されました。

◦古本募金
古本募金とは、卒業生、教職員、在学生、保護者の方々から
お送りいただいた本の買取金額が、大学への寄付金となるプロ
ジェクトです。寄付された書籍は社会へ還元されるとともに、
共立女子大学・共立女子短期大学の学修支援活動に役立てられ
ます。
ご自宅では段ボール箱に詰めて申し込み（電話またはWEB）
をするだけ。値段がつかない本は運営会社を通じて、児童福祉
施設や高齢者社会福祉施設、図書館、海外の研究機関等へ寄贈
することで、社会に役立てられるようリユースにもつなげてお
ります。
古本募金HP：http://www.furuhon-bokin.jp/kyoritsu-wu/
◦共立祭2016
平成₂₈年（₂₀₁₆年）₁₀月₁₅日（土）
・
₁₆日（日）の ₂ 日間にわたり、神田一
ツ橋キャンパスにて共立祭₂₀₁₆を開催
しました。大学・短期大学のサークル
団体や有志団体、OG、中学高等学校
の生徒たち、幼稚園の園児たちがそれ
ぞれに趣向を凝らした様々な企画・演
技等を披露し、学園創立₁₃₀周年に相
応しい盛大な学園祭となりました。

●●●●●●●●●●●●●●●●

家政学部
被服学科
共立女子大学の所蔵品の中でも着物関連の作品は大変充実し
ています。被服学科では、世界的に著名な先生の指導のもとに、
それらの作品を実際に手にふれて体験できる授業や研究を行っ
ています。2016年度は、五島美術館（東京都世田谷区）と事業
協定を結び、同美術館所蔵「金屏風を収める収納袋」の制作に
取り組みました。学生は現場での作品調査や屏風の保護・保存
に対するプレゼンテーションを経て収納袋の制作を行いました。
この文化財保護・保存についての実践的取り組みは学生にとっ
て貴重な機会となりました。

（教授

丸田直美）

食物栄養学科
臨床栄養学研究室では、卒論卒演の研究成果を社会に還元し
広く人々の健康に寄与する目的で、毎年学生による栄養関連学
会での研究発表を積極的に支援してきました。これまで、妊娠
時の食塩摂取を過度に制限することが胎児の健康リスクになる
ことや、味噌に含まれる高血圧抑制成分の新発見などで世界的
にも注目される成果を上げています。また、このような実践的
体験を通して、勉学心や探究心、情報の発信力を培うとともに
社会で活躍することの意味を学習しています。
（教授

上原誉志夫）

建築・デザイン学科では、神保町の地域に役立つ演習を行っています。
第₃₀回「本の街・神田すずらんまつり」が ₅ 月₂₈日（土）に開催され、共
立女子大学もブースを構えました。「建築&デザイン総合演習」として学生
が制作したゆるキャラ「じんぼうチョウ」という着ぐるみの蝶も参加し、子
供たちに大人気でした。また、
「神保町活性化デザイン計画」
としてグラフィッ
クデザインを通しての提案・発表を ₇ 月₂₉日（金）に行いました。当日は、
古書店・新刊書店・出版社・スポーツ店・飲食店・メディア媒体・金融機関
等、神保町およびその周辺で事業を営む企業経営者、大学関係者、千代田区
役所の方々など、およそ₃₀名の方々がご臨席され活発なご意見をいただき、
大変有意義な発表会となりました。

（教授

林田廣伸）

児童学科では、学園₁₃₀周年の今春、₁₀期生を迎えました。前
期には共立大日坂幼稚園での見学を行い、子どもたちの様子を
通して、新たに保育者・教育者としての視座を意識した学びを
始めました。
児童学科での学びは、卒業時には自らの保育・教育観の基軸
を創ることができるよう、保育と教育の実践力を育む理論と実
践が統合された教育課程となっています。
付設の発達相談・支援センターの親子グループ「さくらんぼ」
は、その象徴的な活動です。学生自らが地域の親子のための活
動を計画、実践する中で、学生だけでなく、親子、教員がとも
に成長する場となっています。

（教授

川上雅子）
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文芸学部
基礎ゼミナール

メディア応用実習B（図書制作）

神保町ビギナーの同世代女性を対象に神保町

本の街神保町を学び舎にする学生たちと地域の方々とを結び一緒に

の魅力をプレゼンする、という内容のグループ
ワークを行っています。企画段階での意見調整、
街の皆さんへの取材、プレゼン方法やレジュメ
の工夫など、学生たちは、他者との関わりの中
で学ぶことの難しさと楽しさを改めて実感した
ようです。今年の発表会には、
『おさんぽ神保町』
の石川恵子編集長をお招きし、暖かい励ましの
コメントを頂きました。 （教授 深津謙一郎）

本をつくりたい──そんな願いから
「世界に一冊だけの本」
をつくる授
業をしています。企画から編集、校正、製本まで、本づくりにまつわ
る一通りの工程を体験しながら、出来上がる本はじつにバラエティ豊
か。絵本あり、小説あり、ラーメン本あり、鳥の本あり、渋谷トイレ
マニュアルあり。誌面制作はデジタルを駆使する一方、製本はご近所
の製本工房美篶堂
（みすずどう）
さんご協力のもと、あえてアナログに
こだわる
「手製本」
です。今期も一人ひとりの思いがたっぷり詰まった
珠玉の一冊がうみだされています。
（准教授 大島十二愛）

国際学部
研究紹介
中国語には日本語のかなのような表音文字がないので外来語は漢字の音訳で表記されること
が多くあります。例えば、チョコレートは“巧克力”で発音は
“qiǎokèlì”
、サンドイッチは
“三明
治”で“sānmíngzhì”と発音されます。このような音訳語は漢字の意味を消去し、音のみを使っ
ています。これは中国で古代から用いられてきた仮借という漢字用字法に由来すると思われま
す。仮借は象形などの造字法で表せない語を別の語を表す同音の字を借りて表す方法です。この仮借ももとの字の意味は消去
することで成立します。このように中国語の中の漢字は表音機能も重要なのです。
現代の外来語の中には音と意味を融合させた“可口可楽 Kěkǒukělè”
（コカコーラ）のような名訳もあり、企業名でも“優衣
庫 Yōuyīkù”
（ユニクロ）
“
、三得利 Sāndélì”
（サントリー）などが同様の手法です。ちなみに熊本県がフェイスブックに使用
したくまモンの訳語は、
“酷MA萌 Kùmaméng”
（“酷”はクール、かっこいいの訳）
で、中国では
“萌熊”
ともよばれています。
（教授 神田千冬）

看護学部
専門基幹科目「総合技術演習・I」の実施と修了式の開催
平成₂₈年 ₈ 月 ₃ 日（水）
、看護学部では専門基幹科目「総合技術演習・I」（ ₃ 年生・必修）とし
て「OSCE（客観的臨床能力技術試験）」を実施しました。
OSCEの様子
₃ 年生₁₀₂名は、春から実践力向上を目指して技術の練習とシミュレーションを積み重ね、当日
を迎えました。当日は、朝から緊張した面持ちの学生が多くみられ、テスト後は、思い通りにでき
なかったと涙する学生もいましたが、事務職員の方にも模擬患者として協力いただき、学部を超え
たバックアップ体制のもと無事試験を終了し、₁₀₂名全員が合格することができました。
₈ 月 ₅ 日（金）に執り行われた修了式では、修了証と徽章が授与され、学部長及び担任より、 ₂
か月後の₁₀月から始まる臨地実習に向けた激励の言葉をいただきました。また、学生代表による宣
誓があり、臨地実習への決意を新たにしていました。
OSCEとは、Objective Structured Clinical Examinationの略で、多くの場合、臨床実習開始前の
「見極め」
（試験）として行われます。₁₉₇₀年代に英国の医学教育に取り入れたのを皮切りに、欧米、
カナダへと広がり、₁₉₉₀年代には日本の医学教育の中でも試みられるようになりましたが、看護学
教育に導入されたのは₂₀₀₀年以降であり、全国でも看護学教育への導入はまだ数少ないです。
本学部では開学以来、OSCE等の最新の教育システムを取り入れ、看護実践能力の育成を目指し
ています。
（教授 河原智江・田口理恵）
修了式の様子
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生活科学科
オムニバス授業「キャリアを考える」
生活科学科では、昨年度より ₁ 年次後期に「キャリアを考え
る」という授業を開講しています。これまでも正課外の取り組
みとしてキャリア支援教育に力を入れてきましたが、どちらか
というと就職支援に重点を置いた取り組みでした。これとあわ
せて、自分の生き方と職業を考えてみるというキャリアデザイ
ンを重視した取り組みとしてこの授業を位置づけ、必修科目と
して設置しました。
授業では、学生の関心の高い ₅ つの業種（アパレル・ファッ
ション分野、美容・ブライダル分野、食品・栄養分野、建築・
インテリア分野、広告・メディア分野、金融・法律分野）を取
り上げ、教員の概説とともにその業種で実際に活躍している専
門家にお話をしていただいており、学生が職業選択を考えるよ
い機会となっています。

（生活科学科長

児玉好信）

ファッション業界で「時代性・市場性・客層・デザイン・マーチャ
ンダイジング・価格」キーワードにビジネスモデルを創造し、マル
チチャネルを駆使してアジアを中心に事業開発を展開している方を
講師に迎えました。

文科
文科では今年から、就職進路課の講座で自己分析や応募書類
作成、未内定者フォロー等を御担当の就職活動専門の先生に、
短大生に特化した講座を依頼しています。
「就活に対するイメー
ジが変わった」「就活への恐怖心が薄れた」「今まで自分のやっ
ていたほとんどは間違っていたんだなとわかった」「人のせい
にしない・人の良いところを見つける努力をしないとつらい思
いをする・最も大事なのは自分の価値観…就活だけでなく人生
の大切なことを沢山聞けました」等々の感想が毎回寄せられ、
例年より早い内定の報告を多くの学生から受けています。写真
は集団面接の模擬授業の様子。「表情とか姿勢とか視線の合わ
せ方とか、ここに座ると本当によく見える！」とは面接者役を
した学生の感想です。

（文科長

菅野扶美）

「あなたのストレス解消法を教えて下さい」
「はい、
私の場合は…」
「ほ
らほら、話しているうちに笑顔が消えちゃうよ。気持ちのいい笑顔
を絶やさずに」
「はいっ」

大学・短期大学トピックス
平成28年度授業見学会
教員のFD活動の一環として、また、

平成28年度在学生家族懇談会・進学相談会 開催報告
平成28年度は、5月29日（日）の東京会場を皮切りに、全国15会場で「在学生

学生のご父母や企業等の方に本学の教

家族懇談会」を開催いたしました。在学生が豊かで充実した学生生活を送れるよ

育活動への理解を深めていただくこと

う、ご家族と大学・短期大学が一体となって支援できる機会として、櫻友会各支

を目的として始まった授業見学会は、

部のご協力を賜りながら実施している企画です。

₆ 月₂₀日（月）～ ₂₆日（土）に行われ、

本年もたくさんのご家族の皆様にご

₄₀₀名を超える方にご参加いただきま

参加いただき、ありがとうございまし

した。 ₈ 年目となる今年は、特色ある

た。各地でいただいたご意見を踏まえ、

授業については概要を紹介するなど、

今後も教職員一同、全力で教育・研究

教育改革に関わる取組みとして内容を

環境の充実に努めてまいります。

さらに充実させています。 （教務課）

（総合企画室）
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大学院

総合文化研究所
平成₂₈年 ₆ 月₂₄日
（金）
から ₇ 月 ₇ 日
（木）
まで、本学神田一ツ

共立女子大学大学院 看護学研究科 看護学専攻（修士課程）
平成29年（2017年）4 月に開設！

橋キャンパス本館 ₁ 階ロビーにおいて、総合文化研究所主催・

女子大学大学院 看護学研究科 看護学専攻（修士課程）について、
平成₂₈年（₂₀₁₆年）₈ 月₃₁日付で設置認可を受け、平成₂₉年
（₂₀₁₇
年）₄ 月に開設することとなりました。
1 ．概要
開 設 年 平成₂₉年（₂₀₁₇年）₄ 月
設置場所 東京都千代田区神田神保町 ₃ ︲₂₇
（神田一ツ橋キャンパス ₃ 号館）
学
位 修士（看護学）
修業年限 ₂ 年
入学定員 ₅ 人
2 ．人材養成目的
広い視野に立って精深な学識を身に付け、高度化・複雑化する
健康課題に対して展開される看護実践を科学的に検証し、支援技
術の向上と新たな支援方法の開発に貢献できる研究能力・看護実
践能力を有する人材を養成します。

会、および公開講演会が開催されました。
会期中、 ₆ 月₂₉日
（水）
にはフランス人落語家シリル・コピー
ニ氏による落語口演「仏蘭西＆RAKUGO」、 ₇ 月 ₅ 日（火）には
富岡市国際交流員ダミアン・ロブション氏による講演会「日仏
関係を中心とした富岡製糸場の歴史」が行われました。
世界遺産富岡製糸場、そして日本とフランスとの交流につい
て学ぶよい機会となりました。

平成₂₈年
（₂₀₁₆年）₃ 月に文部科学省へ設置認可申請した 共立

文芸学部フランス語フランス文学研究室企画によるパネル展示

国際交流 ―Kyoritsu Japanology in English（KJEプログラム）について
外国の多くの若者が日本に強い関心を寄せているという話を聞きます。しかし、日本についてもっと知
りたい、できれば日本に来て勉強したい、と考えている人のすべてが日本語が話せるとは限りません。文
化への関心と言語への関心は必ずしも同じものではないからです。
このKJEプログラムは英語で日本文化について学ぶというもので、すべての授業が英語で行われます。
クール・ジャパンという言葉がありますが、それは日本のアニメや漫画、演劇や音楽、絵画など、主と
して文化方面のものを指すようです。しかし、あらゆる文化は、それを支えるもの、つまり歴史や社会な
どを学んで初めて理解されるものです。このプログラムでは、そういうものも含めて、総合的に日本につ
いて学ぶことになります。
授業ばかりでなく、見学や日本人学生との交流など、楽しいこともたくさんあります。
多くの方々にこのKJEプログラムについて知っていただきたいと思います。
（学長 入江和生）

『共立女子学園サポーターズ募金』
～伝統を受け継ぎ、これからの共立をサポート～

募金報告とお願い

募金応募状況
募金応募状況（平成28年1月1日〜平成28年8月31日受付分及び累計）
平成28年1月1日〜
平成28年8月31日受付分
教育研究振興資金
（目標額1億円）
奨学資金
（目標額5千万円）
合計
（目標額1.5億円）

累計
平成27年9月1日〜平成28年8月31日

39件

62,348,000円

196件

89,697,100円

16件

3,580,000円

60件

4,904,000円

55件

65,928,000円

256件

94,601,100円

サポーター証
（キーホルダー）
寄付者の方
全員へ贈呈
いたします。
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個人で10万円以上の寄
付者の方へは『プレミア
ムサポーター証』と学園
特製の袱紗を贈呈いたし
ます。

「共立女子学園サポーターズ募金」
は、
学生生徒等のための教育活動支援資金として、
教育活動の進展に伴う
学習環境の整備や、
教育研究活動支援、
国際交流事業、
奨学事業などを継続的に推進していくために、
平成₂₇年
₉ 月 ₁ 日から平成₃₂年 ₈ 月₃₁日まで行っております。
この募金事業は単なる募金活動ではなく、サブタイトル～伝統を受け継ぎ、これからの共立をサポート～と掲
げたように、
本学に関心をもったサポーターをひとりでも多く増やしていきたいという思いが込められています。
今回は特に創立₁₃₀周年、神田キャンパス ₂ 号館竣工に際し多くの寄付を賜りましたこと、心よりお礼申し
上げます。
₂ 号館は ₉ 月より
「新たな知の創造拠点」として供用を開始しました。図書館、様々なシーンで活用できる
ラーニング・コモンズ、
オープンプレゼンテーションエリア、
コミュニケーションギャラリーは、
新たな学修環
境として整備され、
学生が主体的に活動する場となっています。
また、
新たに博物館を併設しました。常設展示また特別展示も企画しておりますので、
ぜひお立ち寄りください。
ここに、
平成₂₈年 ₁ 月 ₁ 日から平成₂₈年 ₈ 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。引き続き皆様からのご支援を賜りたく、
ご理解とご協力をお願いいたします。
募金についてのお申し込み・お問い合せ先
TEL
（0 3 ）3 2 3 7 ︲ 2 8 1 6（募金事務室）
HP：http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/bokin
募金事業概要、お申し込み方法等は、右記QRコードによりご覧いただけます。

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、
匿名希望の記入が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。
₃ ．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。

●●●●●●●●●●●●●●●●

中学高等学校
第1回ブリティッシュヒルズ研修
₆ 月第 ₁ 週、
「パスポートの要らない英国」をコンセプトと
する福島県のブリティッシュヒルズにおいて、高 ₁ 生全員によ
る ₂ 泊 ₃ 日の研修が今年度より始まりました。
施設はまさにシェークスピアやハリーポッターの世界そのも
の。その中で、外国人講師が英語でディスカッションスキルズ
やモノポリーゲーム、スコーン作りなどの様々なレッスン・ア
クティビティーを展開してくれます。
すべて英語ということで不安な生徒もいたでしょうか、さす
がは共立生。外国人講師ともすぐに打ち解け、最後は「まだ帰
りたくない」という声が上がっていました。
（校長 児島博之）

ランゲージスクエア開設
₂₀₁₆年、本校に外国語や文化に親しむ場としてランゲージス
クエアが誕生しました。あえて「イングリッシュ」を名付けな
かったのは、「グローバル化とは英語を学ぶだけではない」と
いう姿勢の表れです。気軽に立ち寄れるよう、廊下の窓を大き
くして中の様子がいつでも見られるようにしました。アースカ
ラーを基本にした明るくかわいらしい雰囲気もポイントですの
で、来校の際にはぜひご覧ください。
放課後には外国人講師が待機しており、英語をはじめとする
外国語を使った会話やイベント、さらに海外の新聞やニュース
や映画、ドラマ、音楽の視聴を通して、世界観を広げるができ
ます。ここで学んだことを胸に、これまで以上に共立生が世界
へとはばたいてくれることを楽しみにしています。
（広報部 金井圭太郎）

高校地理歴史部がダブル受賞！
高校地理歴史部が、8月に東京ビックサ
イトで行 わ れ た、「 鉄 道 模型コンテスト
2016」で第2位の優秀賞と山下賞をダブル
受賞しました。山下賞はエヴァンゲリオン
のデザイナーの山下いくとさんから特別に
贈られた賞です。
地理歴史部の作品は、昨年度は第1位の
文部大臣賞を受賞、また一昨年は第2位の
優秀賞で、ここ数年の活躍が見られます。
（顧問 池末和幸）
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第二中学校高等学校
ゴルフ部全国大会出場（個人、団体）
ゴルフ部は、8月7日から13日までの日程で、山口県宇部
市にある宇部72カントリークラブで行なわれた「全国高等
学校ゴルフ選手権大会」に出場してきました。関東大会を
3位で通過した団体の部では、並みいる強豪校の中、初出
場ながら16位と健闘しました。個人の部にも2選手が予選
を突破しエントリー。実力のすべてを出し切ることはでき
ませんでしたが、連日35℃を超える猛暑の中の一週間、選
手たちは本当によく頑張りました。
（顧問 池田 孝）

第4回文化講演会
₇ 月₁₆日に、第二中学校高等学校後援会の主催による文化講演会を開催しました。
今回は映画字幕翻訳家の戸田奈津子先生を招いて「字幕の中に人生」というテーマで講演をしていただ
きました。英語の力をつけていく方法や、日本語を学ぶことの大切さなどを強調され、生徒達も興味深
く聞き入っていました。
（教頭 金子重雄）

ニュージーランドホームステイ

戸田奈津子先生

姉妹校提携を結んで約 ₃ 年が経ち、昨年からはワイヒカレッジの
生徒の受け入れも始まったことで学校間での連携は今まで以上に強
化されました。日本と異なる生活や文化の違いを肌で感じ、興味・
関心を持って学ぶことを目標に、今年も海外語学研修NZホームス
テイを実施しました。
₂ 週間でいかにキウイ（NZ人）になれるか、特に意識したのは、
現地の人と深く関わり、価値観の違いや考え方を尊重すること、そ
してその国の生活に溶け込むことでした。研修地域は、見渡す限り
自然が広がるのどかな田舎町です。このような環境がこの町の人々
の寛容さや優しさの源となっているように感じ、改めて人と人との
つながりの大切さを感じた ₂ 週間でした。
（引率 村越友紀）

第46回 白亜祭 を開催しました！
本年度の白亜祭は『森羅万象』をテーマに開催されました。自然に恵まれた八王子校地にぴったりのテーマでした。生徒た
ちの装飾は、太陽、月、地球、森、動物などをモチーフにステンド、造形、黒板への描画などそれぞれに工夫されたものでし
た。発表内容もパソコンを利用して編集した動画を利用する団体が増えたことが印象的でした。大賞は、演劇部の「広くてす
てきな宇宙じゃないか」が受賞しました。
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共立大日坂幼稚園
初めての幼稚園
₄ 月に入園してきた子どもたちは、期待と共に、不安や緊張いっぱ
いに登園してきます。先生に元気に挨拶をしてすぐに遊ぶ子、お母様
と中々離れられない子、保育室に入っても何をしていいのかわからず
困惑する子など、当初は色々な思いが混ざりクラスとしても落ち着か
ない日々が続きますが、少しずつ子どもたちが園に慣れてくると、先
生やお友達と関わりを持ち始め、今までとはまた違う楽しさや喜びを
感じられるようになりました。
（教諭 間宮紗矢香）

熊本のお友達へ
熊本の震災を受けて支援金を募ったことがきっかけとなり、子ども達から、
「熊本のお友達に元気を送りたい」という声が上がり
ました。大きな紙にみんなの思いをまとめたメッセージの他に、一人ずつ折り紙でお花やメダルを作り、その中に「東京から応援し
てるよ」「早く元気になってね」「頑張ってね」等とコメントを添えてたくさんのプレゼントを作りました。子ども達の気持ちから生
まれたプレゼント。熊本の幼稚園のお友達にみんなの思いが届きますように。
（教諭 波利摩紗弥子）

かるいざわ なつのようちえん
軽井沢寮で行われる毎年恒例の宿泊行事「かるいざわなつのようち
えん」に、今年も年長組の親子₂₂組が行ってきました。生憎の深い霧
のお天気でしたが、ソーセージ作りや宝探し、楽焼き体験、親子一緒
のミニコンサートやお楽しみ会など今年も目一杯楽しむことができま
した。家族と離れて過ごす初めての夜に子ども達はドキドキ。 ₂ 泊 ₃
日のお友達との生活を楽しみ、行きよりも頼もしいお顔になって帰っ
てきた子ども達でした。
（教諭 伊藤直子）
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サークル・部活紹介
●大学・短期大学
ラクロス部

関

東学生ラクロス
リ ー グ で、3部

リーグでの全勝と2部

高校科学研究部

科

地学班

学研究部地
学班は、地

震・化石・天体な

への昇格を目標に活動

どテーマを生徒が

しています。6月に行

決めて活動してい

われた「2016年全国プ

ます。夏のオープ

レシーズンマッチ」に

ンキャンパスでは

おいて、ブロック優勝を果たし、決勝トーナメントで

ボードから恐竜模型を切り出す体験授業を開きました。

準優勝を収めました。この結果に満足せず、関東学生

募集と同時に枠が埋まり、参加した受験生やその保護

ラクロスリーグでの目標達成に向けて、チーム一丸と

者から「共立でこんな中学生になりたい」というお言

なり日々の活動に取り組んでいます。明るく元気で熱

葉をいただきました。文化祭では手作りプラネタリウ

いラクロス部の今後益々の活躍が期待されます。

ムの展示を準備しています。

中高書道部

吹奏楽団

神

保町のすず
らん通りで

5月に行われた「す

書

道部は中高
合同活動で

す。 主 な 活 動 は、

ずらんまつり」に

基本の習得、創作、

参加しました。全

集団パフォーマン

4曲 を 演 奏 し、 地

スです。共立祭作

域のたくさんの方に聞いていただくことができました。

品は、各部員が思

次回は「神保町ブックフェスティバル」にも参加予定

い入れのある言葉、

です。
「すずらんまつり」以上の素敵な演奏がお届け

書体を選び、創作します。パフォーマンスでは、選曲、

できるよう更なる技術力の向上を目指して、練習に取

レイアウト、演技など話し合いを重ねます。紙面だけ

り組んでいます。今後も地域の皆様との交流を積極的

でなく高校生の圧倒的なスピード感、中学生のチャレ

に行い、活動の幅を広げていきます。

ンジ精神などにもご注目ください。

陶芸サークル

陶

芸サークルは、文化
祭や作品展示会に向

けて、サークル全体での精
力的 な 作 品 制 作 とスキル

中学バトン部

中

学バトン部
は ₁ ₀ ₀ 人近

い部員で日々活動
しています。

アップを目標に活動してい

華やかな演技の

ます。7月に本館ロビーで

裏には、地道な努

行われた伝統文化企画に、

力の積み重ねがあ

「陶芸展」として初めて参加し、個性豊かな陶芸作品
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●中学高等学校

ります。部員は初

を展示しました。また、夏には「作陶合宿」を行い、

心者がほとんどですが、この
「努力」
によって部全体の

作品制作や美術記念館見学を通して、部員間の結束を

レベルが少しずつ上がり、 ₄ 年連続関東大会出場を果

高めることが出来ました。今後も学内外への作品展示

たしました。今後は、部員と顧問が一致団結し、全国

を積極的に行い、更なるスキルアップを目指します。

大会初出場を目指します。
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●第二中学校高等学校

短

サッカー部

●大学・短期大学

₁₉

₈₆ 年 に 創 部
された二中
高サッカー部は、
今年
₃₀周年を迎えました。
週 ₅ 日活動し、今
年度はリーグ戦では
₂ 部リーグに参加しています。
また、皇后杯東京都予選高校ラウンドではベスト₁₂ま
で残ることが出来ました。
これまでの卒業生が築いてきた「文武両道」を目指し、
日々練習しております。
年末にはOG会も予定しておりますので、ぜひグラン
ドにお越し下さい。

茶道部

今

競技ダンス部

◦平成₂₈年 ₆ 月₁₉日
（日）
に、独協大学₃₅周年記念ア
リーナで、第₉₈回東部日本学生競技ダンス選手権
大会に出場しました。
◦平成₂₈年 ₆ 月₂₆日
（日）
に、大妻女子大学多摩キャ
ンパスで、第₂₆回東京六大学ダンスジュニア選手
権大会に出場しました。
◦平成₂₈年 ₇ 月 ₃ 日
（日）
に、大阪なみはやドームで、
第₅₄回全日本学生選抜競技ダンス選手権大会に出
場しました。団体 ₂ 位という成績を収めました。

きもの着付け倶楽部

◦平成₂₈年 ₇ 月 ₅ 日
（火）に、学内で、第 ₃ 回浴衣
dayを開催しました。

剣道部

◦平成₂₈年 ₅ 月₁₄日
（土）
に、東京武道館で、第₄₈回
関東女子学生剣道選手権大会に出場しました。
◦平成₂₈年 ₇ 月₁₇日
（日）
に、城西大学総合体育館で、
第 ₅ 回東都学生剣道優勝大会に出場しました。

筝曲部

◦平成₂₈年 ₇ 月 ₉ 日
（土）
に、四谷区民ホールで、関
東学生三曲連盟定期演奏会に出演しました。

年の白亜祭は
裏千家家元発

フォークソングクラブ

案の和親棚で立礼席

◦平成₂₈年 ₆ 月₁₀日
（金）
に、セシオン杉並で、 ₃ 大
学合同JOINT CONCERTに出演しました。

を設け大勢のお客

ボート部

様を迎えました。さ

◦平成₂₈年 ₉ 月₂₂日
（木）～ ₂₅日
（日）に、戸田オリ
ンピックボートコースで、第₄₃回全日本大学選手
権大会に出場しました。

て近年はタイや
ニュージーランドの
留学生に浴衣で茶道
体験を、地域の文化
祭で茶会をと茶道を広める活動も行っています。また今
なご み

年度から中学校に茶道と華道を統合した和躾部が設けら
れ部員数が大幅に増えたことは、日本文化の伝統継承上
でも大変嬉しいことです。

部

バトントワリング

亡

信

き若林先生が
同好会から立
ち上げた部で共立女
子高校のバトン部卒
業生の中谷コーチを
迎えて活動を続けて
きました。東京都高
等学校バトン連盟に
加盟し、年２回の大
会出場で入賞することを目標に活動しています。踊りの
創作は生徒自身で行い、校内では文化祭、体育大会での
発表も伝統になっており、バトン以外にポンポンの踊り
も披露しています。

●第二中学校高等学校

生徒会のニュース・トピックス
①生徒会の呼びかけで生徒有志が第₉₂回あしなが学
生募金に参加しました。 ₄ 月の土曜日、日曜日に
合計 ₄ 日間、延べ₈₀名が八王子駅にて募金活動を
行ないました。
②今年も福島ひまわり里
親プロジェクトに参加
します。校舎前庭の花
壇で育てたひまわりの
種を福島に送ります。
この活動の一番の目的
は、東日本大震災を風
化させないことです。
③熊本地震発生から一週
間後、朝の挨拶運動と
ともに生徒会役員が募
金箱を持って熊本地震
への募金を呼びかけ、
日本赤十字社へ送りま
した。
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平成27年度事業報告
（概要）

平成29年度に看護学研究科看護学専攻（修士課程）の設
置を目指し検討を行い、平成28年 3 月22日に設置認可申
請書類・寄附行為変更認可申請書類を文部科学省へ提出
しました。

GSEプログラム

国際学部において、平成28年 4 月より母語が英語の教
員を中心とした英語のみで展開するGSE（Global Studies
in English）プログラムを開始するため、教員採用、科目
の整理などを行いました。

3 つのポリシーの点検・評価

高大接続改革関連の資料等を踏まえ、 3 つのポリシー
（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ ポリシー、ア
ドミッション・ポリシー）を点検・評価を行い、修正・
公表しました。

エビデンス・データ/IRの推進

教学データベースの構築及び学修行動調査を行いまし
た。卒業後 3 年程度経過した卒業生を対象に、在学中に
社会人基礎力等がどの程度身についたか等を調査し、本
学の教育活動の振り返りを行いました。

教育内容の充実

初年次におけるキャリア教育の内容充実やカリキュラ
ムマップ・履修系統図を策定しました。入学後・卒業後
の目標を定める一助となることを念頭に「キャリアデザ
インシート」を作成し、正課授業に導入しました。

教育方法・履修指導の充実

学修成果と学修時間を保証するシラバスの検討や学修
成果と学修時間を保証する学修支援システム導入の検討
を行いました。また、
アクティブ・ラーニングハンドブッ
クの作成に向けた検討を行いました。

組織的な教育体制の構築

新 2 号館内に設置されるラーニング・コモンズの支援
体制について検討を行いました。また、高等教育 機関
の現状の理解や教職員の担うべき役割の理解を目的とし
てFD・SD研修会を開催しました。

大短GPの導入

教育改革や全学的な取組みに対する経費を支援し、そ
の学内事業の成果により表彰（学賞）を行う制度「教育充
実特別予算（大短GP）
」を導入しました。

学修環境の整備

アクティブ・ラーニング等、多様な学修スタイルに対
応可能な環境整備を進め、講義室に電子黒板、可動式の
机・椅子の設置を進めました。
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学習支援

生徒の自学自習を促す工夫、外部講師の活用、情報通
信機器の活用など、
生徒一人ひとりの志望実現を目指し、
生徒のニーズにあった多様な支援
（自習コーナーの設置、
外部講師活用による支援体制の構築、ICT機器の活用等）
を行いました。

Ⅳ．幼稚園の取組
建学の精神・新幼稚園教育要領等を踏まえた教育
の推進
建学の精神・幼稚園教育要領・園則を踏まえて、
「遊び」
を通じた指導を徹底するために検討を行い、東京都教育
委員会作成の「就学前教育カリキュラム活用ハンドブッ
ク」を活用し、小学校教育との接続性に留意した教育活
動について検討を行いました。

園児の安全確保

様々な状況を想定した避難訓練を10回実施し、引取り
訓練を 1 回実施しました。また、中学高等学校及び第二
中学校高等学校において作成した「学校管理下における
危機管理マニュアル」を参考に、安全マニュアルの見直
しを行いました。

Ⅵ．平成27年度の財務の概要
1 ．収支決算状況
（1）資金収支総括表
科目
手数料収入

予算

決算

8,336,861

8,334,621

差異
2,240

213,895

231,688

△ 17,792

寄付金収入

73,516

116,504

△ 42,988

補助金収入

1,477,151

1,991,948

△ 514,797

30,000

30,000

0

資産売却収入
付随事業・収益事業収入

21,770

20,918

852

受取利息・配当金収入

101,800

143,647

△ 41,847

雑収入

518,109

521,872

△ 3,763

0

0

0

前受金収入

1,320,505

1,489,680

△ 169,175

その他の収入

3,016,505

2,991,700

24,804

△ 1,920,515 △ 2,342,431

421,916

借入金等収入

資金収入調整勘定
前年度繰越支払資金
収入の部合計

3,620,027

3,620,027

16,809,626

17,150,177

（支出の部）
科目

決算

人件費支出

7,192,039

6,956,092

教育研究経費支出

2,703,208

2,453,707

△ 340,551
差異

118,214

△ 44,698

1,599,150 △ 121,999

21,770

20,918

852

518,109

521,872

△ 3,763

10,641,304

10,826,465 △ 185,161

人件費

7,147,219

6,890,512

256,707

教育研究経費

4,066,508

3,818,852

247,655

597,201

529,718

67,482

0

0

0

11,810,929

11,239,083

571,845

管理経費
徴収不能額等
教育活動支出計
教育活動収支差額

△ 1,169,625 △ 412,618 △ 757,006

受取利息・配当金

101,800

143,647

0

0

0

101,800

143,647

△ 41,847

13,332

13,332

0

0

0

0

その他の教育活動外収入
教育活動外収入計
借入金等利息

その他の教育活動外支出

△ 41,847

教育活動外支出計

13,332

13,332

0

教育活動外収支差額

88,467

130,314

△ 41,847

経常収支差額

△ 1,081,158 △ 282,303 △ 798,854

資産売却差額

0

その他の特別収入
特別収入計
資産処分差額

特別収支差額

0

398,131 △ 391,931

6,200

398,131 △ 391,931

939,761

939,603

6,617

6,617

0

946,378

946,221

157

その他の特別支出
特別支出計

0

6,200

157

△ 940,178 △ 548,089 △ 392,089
（3,122）

（予備費）

106,877

106,877

基本金組入前当年度収支差額 △ 2,128,214 △ 830,392 △ 1,297,821
当年度収支差額

△ 2,128,214 △ 830,392 △ 1,297,821

前年度繰越収支差額

△ 4,140,864 △ 4,140,864
3,918,487

3,928,993

0
△ 10,506

△ 2,350,591 △ 1,042,263 △ 1,308,328

（参考）
事業活動収入計

10,749,304

11,368,244 △ 618,940

事業活動支出計

12,877,518

12,198,637

678,881

※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。

（3）貸借対照表総括表

（単位

千円）

資産の部
科目

本年度末

前年度末

48,695,480

50,697,614 △ 2,002,134

有形固定資産

34,582,226

34,933,451

特定資産

14,043,770

15,694,770 △ 1,651,000

固定資産

その他の固定資産
流動資産
資産の部合計

増減
△ 351,224

69,483

69,393

90

5,163,826

4,167,997

995,828

53,859,306

54,865,612 △ 1,006,306
（単位 千円）

負債の部
科目

本年度末

前年度末

増減

流動負債

1,787,892

1,814,896

△ 27,003

負債の部合計

6,582,227

6,758,140

△ 175,913

62,363
0

借入金等返済支出

83,330

83,330

0

施設関係支出

1,867,550

1,864,624

2,925

設備関係支出

158,881

138,991

19,889

資産運用支出

800,000

800,000

0

その他の支出

152,929

155,347

△2,418

△ 82,810

△ 34,458

3,274,061

4,258,362

△ 984,300

16,809,626

17,150,177

△ 340,551

支出の部合計

△ 17,792

249,500

13,332

翌年度繰越支払資金

2,240

231,688

235,947

509,199

（0）
△ 117,269

8,334,621

213,895

4,943,244

13,332

110,000

8,336,861

4,794,334

571,563

資金支出調整勘定

教育活動収入計

差異

固定負債

借入金等利息支出

（予備費）

雑収入

（単位 千円）
予算

管理経費支出

付随事業収入

千円）

決算

1,477,151

翌年度繰越収支差額
（単位 千円）

（単位
予算

73,516

経常費等補助金

基本金取崩額

（収入の部）
学生生徒等納付金収入

寄付金

事業活動 事業活動
収入の部 支出の部
特別収支

Ⅱ．大学院・大学・短期大学の取組
看護学研究科看護学専攻
（修士課程）の整備

PCや電子黒板等のICTの活用の研究を深め、授業へ
の活用法を研究し実践しました。また、電子黒板の設置
など設備面の改善を順次進めるとともに中学高等学校・
第二中学校高等学校の特色に適したICT教育環境整備の
在り方について検討を行いました。

手数料

事業活動 事業活動
収入の部 支出の部
教育活動外収支

平成28年 4 月に学園及び大学・短期大学のホームペー
ジをリニューアルしました。
また、平成28年 7 月に中学高等学校・第二中学校高等
学校・幼稚園のホームページリニューアルに向けた準備
を進めました。
なお、学園創立130周年記念事業として、「共立女子学
園130年史」の制作作業を進めました。

教育機器の有効な活用

学生生徒等納付金

事業活動
支出の部

広報活動の推進

教育技術の向上に向けて、教員間で研究授業を行い、
研究授業の相互評価を行いました。また、教育環境の整
備充実を目指し、先進的な事例を学ぶため千代田区立神
田一橋中学校への視察を実施しました。

科目

教育活動収支

大学・短期大学において、新たに提携校となったオー
ストラリアのクイーンズランド大学に、平成28年度から
インターンシッププログラム（語学力上級者対象）へ 2 名
の学生を派遣するための準備を進めました。
また、海外からの留学生・研修生の受入れの拡充のた
め、文学、社会、国際貢献、美術、環境、歴史などの日
本の教養に加え、音楽、華道、筝曲、茶道、狂言、能、
マンガ、アニメなど様々な日本文化を英語で学べるプロ
グラム、KJE（Kyoritsu Japanology in English）プログラ
ムを平成28年 9 月から開講するために、検討を行いまし
た。
中学高等学校・第二中学校高等学校においては、英語
語学力の強化を目的とした「短期英語集中講座」や「英
会話合宿」等、レベルに応じた短期集中型の講座を開講
しました。
第二中学校高等学校においては、ニュージーランド・
ワイヒカレッジとの姉妹校協定に基づき、同校との交換
留学プログラムを実施しました。

（2）事業活動収支総括表
事業活動 収 入 の 部

Ⅰ．学園全体
国際交流活動の推進

Ⅲ．中学高等学校・第二中学校高等学校の取組
指導力の向上

110,000

※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。

△ 148,909

純資産の部
科目
基本金
繰越収支差額

本年度末

前年度末

48,319,342

52,248,335 △ 3,928,993

△ 1,042,263 △ 4,140,864

増減
3,098,600

純資産の部合計

47,277,078

48,107,471

△ 830,392

負債及び純資産の部合計

53,859,306

54,865,612 △ 1,006,306

※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。

平成28年度事業計画
（概要）

国際交流活動の推進

施設設備の整備

創立130周年を記念して新設する新 2 号館を 9 月から
供用開始します。なお、教育研究活動の充実を目指し、
「新たな知の拠点」にふさわしい什器の選定作業を進捗
させるとともに各施設の運用体制の整備を行います。

Ⅲ．大学院・大学・短期大学
教育研究組織の改革
（文芸学部、国際学部の差異化）
国際学部において、英語で聞き、英語で考え、英語で
発信する「GSEプログラム」を導入し、国際的視野に立っ
た専門教育を展開します。また、教員の専門性を活かし
て日本の文化を英語で学ぶ「KJEプログラム」の開講に
向けて準備を進めます。

教育活動の改善充実／教育の質保証のための取組
① 3 つのポリシー

一貫性のあるディプロマ・ポリシー、カリキュラム・
ポリシー、アドミッション・ポリシーの再定義に向けた
検討を継続します。

②エビデンス・データ／IRの推進

データや結果に基づいた意思決定を行う風土の醸成に
努めます。特に、学生の学修成果の支援に資する、教学
データベースの整備や学生調査などの定性的情報の一元
管理を推進します。

③教育内容の充実

平成27年度に作成した履修系統図をもとにカリキュラ
ムの点検、開講科目の順次性や授業レベルの確認を行い、
初年次から卒業年次までの体系的な取組を支援するカリ
キュラムマネジメントを推進します。

④教育方法・履修指導の充実

学生の学修時間の増加に向けた教育方法の改善等に向
けて、全学においてシラバスの改善施策について検討を
進めます。また、学生の主体的な学修を促すための工夫
がなされている先行的な教育方法について学内共有を図
り、学生の学修成果の向上を目指します。

⑤組織的な教育体制の構築

学長を中心としたチームでのマネジメント体制の構築
に向けた環境整備に努めます。特に、委員会制度の役割、
責任主体の明確化について重点的に検討を進めます。

学修支援

アクティブ・ラーニングをはじめとする多様な学修ス
タイルに対応可能な環境の整備を進め、新 2 号館におい
て整備した環境の有効活用を促進します。

Ⅳ．中学高等学校・第二中学校高等学校
教育活動の改善充実

社会的要請、地域や保護者等の要請、生徒の学力等の
状況を踏まえ、特に体験的な学習や問題解決的な学習、
生徒の興味・関心を生かした自主的・自発的な学習を促
すことを目指して教育内容・方法の改善を図ります。新
学習指導要領、高大接続改革実行プラン（文部科学省）等
を踏まえた、グローバル教育はもとより、アクティブ・
ラーニングの手法やICTの活用に、学校が一体となって
取り組みます。

Ⅵ．平成28年度予算の概要
（1）資金収支予算
収入の部
（単位 千円）
科目
平成28年度 平成27年度
増減
学生生徒等納付金収入
8,445,435
8,336,861
108,574
手数料収入
226,217
213,895
12,322
寄付金収入
補助金収入
資産売却収入

78,716
1,501,691
0

73,516
1,477,151
30,000

5,200
24,540
△ 30,000

21,838
65,000
482,346

21,770
101,800
518,109

68
△ 36,800
△ 35,763

0
1,313,680

0
1,320,505

0
△ 6,825

6,219,135
3,016,505
△ 1,787,678 △ 1,920,515

3,202,630
132,837

付随事業・収益事業収入
受取利息・配当金収入
雑収入
借入金等収入
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
収入の部合計
支出の部
科目
人件費支出

3,274,061
19,840,444

3,620,027
16,809,626

△ 345,966
3,030,818

平成28年度 平成27年度
6,784,824
7,192,039

増減
△ 407,215

教育研究経費支出
管理経費支出

3,385,904
600,372

2,703,208
571,563

682,696
28,809

借入金等利息支出
借入金等返済支出

11,666
83,330

13,332
83,330

△ 1,666
0

施設関係支出
設備関係支出
資産運用支出

3,194,557
1,360,064
1,000,000

1,867,550
158,881
800,000

1,327,007
1,201,183
200,000

その他の支出

118,250

152,929

△ 34,679

110,000
△ 108,100
3,299,573
19,840,444

110,000
△ 117,269
3,274,061
16,809,626

0
9,169
25,512
3,030,818

（予備費）
資金支出調整勘定
翌年度繰越支払資金
支出の部合計

108,574

213,895

12,322

寄付金

78,716

73,516

5,200

1,501,691

1,477,151

24,540

経常費等補助金
付随事業収入
雑収入
教育活動収入計

※平成28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。
※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。

◦資金収支予算の概要

平成28年度資金収支予算の収入は、平成25年度開設の
看護学部が完成年度を迎えること及び平成27年度から
の家政学部児童学科の入学定員増に伴い、学生生徒等
納入金収入は前年度予算対比で約 1 億800万円増の約84
億4,500万円を計上しました。また、その他の手数料収
入、寄付金収入、補助金収入等も近年の実績に鑑み増加
と見込みました。その結果、前年度繰越支払資金約32億
7,400万円を加えた約198億4,000万円を計上しました。
支出は、事務職員採用計画の効果及び前年度と比較し
て退職者減少を見込むことにより、人件費支出は前年度
予算対比で約 4 億700万円減の約67億8,400万円を計上し
ました。平成28年度は、 2 号館建替工事、共立講堂天井
耐震改修工事、教育環境の充実・整備のための神田一ツ
橋キャンパス再整備により、教育研究経費支出は約33億
8,500万円、施設関係支出は約31億9,400万円、設備関係
支出は約13億6,000万円を計上しました。その結果、翌
年度繰越支払資金は約32億9,900万円を計上しました。

21,838

21,770

68

482,346

518,109

△ 35,763

10,756,245

10,641,304

114,941

人件費

6,669,545

7,147,219 △ 477,674

教育研究経費

4,785,204

4,066,508

718,696

625,152

597,201

27,951

0

0

0

12,079,902

11,810,929

268,973

管理経費
徴収不能額等

△ 1,323,657 △ 1,169,625 △ 154,032

受取利息・配当金

65,000

101,800

0

0

0

教育活動外収入計

65,000

101,800

△ 36,800

借入金等利息

11,666

13,332

△ 1,666

0

0

0

11,666

13,332

△ 1,666

53,333

88,467

△ 35,134

その他の教育活動外収入

その他の教育活動外支出
教育活動外支出計
教育活動外収支差額
経常収支差額

事業活動 事業活動
収入の部 支出の部
特別収支

大学・短期大学においては、海外における新たな交流
先の開拓に努めるとともに、併設校を中心に、高大連携
による交流活動を推進します。
外国人学生の受入れの拡充に取り組むとともに科目等
履修生等さまざまな形態での外国人学生を受入れに努め
ます。その一環として、日本の文化を英語で学べるKJE
（Kyoritsu Japanology in English）プログラムを平成28年
9 月から開講します。

8,336,861

226,217

教育活動収支差額

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。特に、新幼稚園教育要領にお
いて期待されている園児に義務教育及びその後の教育の
基礎を培うことに留意して、
教育活動を進めるとともに、
カリキュラムの検討を継続します。
また、教育指導体制の整備について、小学校からの接
続を意識したカリキュラム及び指導体制を検討します。

千円）

増減

8,445,435

教育活動支出計

Ⅴ．幼稚園
教育活動の改善充実

（単位
平成28年度 平成27年度

手数料

学生生徒等納付金

事業活動 事業活動
収入の部 支出の部
教育活動外収支

平成29年度の看護学研究科（修士課程）の開設に向けて
の準備を進めます。また、学修成果に着目した教育の質
保証のための取組を推進します。
中学高等学校・第二中学校高等学校・幼稚園において
は、新学習指導要領、高大接続改革実行プラン
（文部科
学省）等を踏まえた教育の推進、教育課程・教育指導の
見直し・改善充実、指導力の向上等の取組を推進します。

電子黒板機能や無線LAN機能が付いた湾曲黒板を導
入します。また、タブレット端末の利用法を探るために、
試行的にタブレット端末での教育方法の研究を行います。
生徒に対しては、自宅学習をサポートするウェブサー
ビスを試験導入し、その活用状況についての点検・評価
を行い、改善につなげます。

科目

事業活動
支出の部

Ⅱ．学園全体
教育研究活動の推進

教育機器の有効な活用

（2）事業活動収支予算

教育活動収支

創立130周年を迎えることを期に、新たな教育ニーズ
に対応した学修環境の整備や国際化の進展に適切に対応
できる人材育成のための教育研究活動を推進します。ま
た、学園の理念や活動について内外の理解と共感を得る
ために、
積極的な広報活動を展開し、
学生確保に努めます。
このような方針の下に平成28年度の事業計画を次の通
り策定しました。

体験的な学習や課題解決的な学習機会の提供、生徒の
興味・関心を生かした自主的・自発的な 学習を導くた
めの教育内容・方法の改善を図り、知識や技能を単に習
得するだけにとどまらず、その知識や技能を活用するた
めに必要な「思考力・判断力・表現力」の育成を、行事
を含めた学校諸活動を通して推進します。

事業活動 収 入 の 部

Ⅰ．平成28年度事業計画策定の方針

教育課程・教育指導の見直し・改善充実

△ 36,800

△ 1,270,323 △ 1,081,158 △ 189,165
0

0

0

その他の特別収入

6,200

6,200

0

特別収入計

6,200

6,200

0

資産売却差額

資産処分差額

318,470

その他の特別支出
特別支出計
特別収支差額

〔
（予備費）
〕

0
318,470

936,638 △ 618,168
6,617

△ 312,270 △ 937,056
110,000

△ 6,617

943,256 △ 624,786
624,786

110,000

0

基本金組入前当年度収支差額 △ 1,692,593 △ 2,128,214

435,621

基本金組入額合計

△ 4,059,729

当年度収支差額

△ 5,752,322 △ 2,128,214 △ 3,624,108

前年度繰越収支差額

△ 2,350,591 △ 4,140,864

基本金取崩額
翌年度繰越収支差額

0

0 △ 4,059,729
1,790,273

3,918,487 △ 3,918,487

△ 8,102,914 △ 2,350,591 △ 5,752,323

（参考）
事業活動収入計

10,827,445

10,749,304

事業活動支出計

12,520,038

12,877,518 △ 357,480

78,141

※平成28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。
※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。

◦事業活動収支予算の概要

教育活動収支区分は、経常的な活動による収支のうち
教育活動に係る収支状態を表しており、その収支差額
は、約13億2,300万円の支出超過となる見込みです。支
出超過の要因は、神田一ツ橋キャンパス再整備に伴う改
修修繕費、新2号館竣工に伴う移転費用、創立130周年事
業費等合わせて約10億円が教育研究経費と管理経費に
含まれており、教育研究経費は前年度予算対比で約7億
1,800万円増の約47億8,500万円、管理経費は前年度予算
対比で約2,700万円増の約6億2,500万円を計上しているた
めです。
教育活動外収支区分は、経常的な活動による収支のう
ち財務活動による収支状況を表しており、その収支差額
は、主に資産運用関係により約5,300万円の収入を見込
んでいます。
特別収支区分は、固定資産の売却や処分等のその年度
特有の臨時的な活動に係わる収支状況を表しており、共
立講堂、神田一ツ橋キャンパス再整備等一部除却の発
生に伴う資産処分差額により、その収支差額は、約3億
1,200万円の支出超過となる見込みです。
以上の3つの区分に予備費1億1,000万円を加え、基本
金組入前当年度収支差額は約16億9,200万円の支出超過
となる見込みです。また、基本金組入額は第1号基本
金に約40億5,900万円を計上しており、当年度収支差額
は、約57億5,200万円の支出超過となる見込みです。
平成28年度は、共立講堂を含む神田一ツ橋キャンパス
再整備により収支状況は大幅な支出超過となりますが、
神田一ツ橋キャンパス整備が一段落することにより、翌
年度以降の収支は改善することが見込まれます。また、
新2号館の竣工は本学の教育環境を大きく向上させ、入
学者確保等の財政面での好影響も期待できます。
今後も教育研究、学習環境の維持向上に努めるととも
に、財政基盤の安定を図るため収支均衡を目指した財政
改革に取り組んでいきます。
全文は共立女子大学・共立女子短期大学のホームページよ
りご覧ください。
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/index.html
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学園各校のアクティブラーニングへの取り組み
●大学・短大
主体性を持ちグローバル化に対応できる「真の学力」を身につけさせるために、今年度も
多様なアクティブラーニング手法を取り入れた授業が展開されています。最新のIT機器を駆
使した授業のほか、地域と連携して課題に取り組むものもあります。また、昨年度から演劇
上演を行うことを目的として開講されている「総合表現ワークショップ」
（通称：KALECO）
は、学部・科を越えて集まった学生がお互いにコミュニケーションをとりながら積極的に参
加し、自身の成長を実感できる内容となっています。₁₂月₁₀日（土）
、₁₁日（日）の「青い鳥」
上演にむけ、今年も熱心な活動が行われています。

（教務課）

●中学高等学校
中学国語科ではアクティブラーニングの取り組みとして平成₂₆年から全学
年でブックトークを導入しています。
これは、夏季休暇中の課題図書と、何らかの関係がある本 ₂ 冊（中 ₁ は ₁ 冊）
を併せて ₂ 分間でプレゼンテーションするものです。フリップを貼りながら、
その関連性や面白さを伝えるのは大変ですが、それぞれが工夫を凝らし、素
晴らしい発表を繰り広げます。発表後に友だちから感想ラベルをもらうのも
楽しみの一つです。読書というと「一人で向き合うもの」というイメージで
すが、アクティブラーニングの材料としても多くの可能性を秘めていると実
感しています。また、高校ではブックトークから書評合戦のビブリオバトル
へと発展させ、外部大会にも参加できる力を培います。（国語科

金井圭太郎）

●第二中学校高等学校
今年度は、まず6月に研修職員会議として教育ジャーナリストの後藤健夫氏
をお招きし、ALの定義とその取り組みについて講演をして頂き、教員間でそ
の必要性を再確認することを行いました。それを受け、社会科では18歳選挙権
導入のもと行われた参院選挙にあわせるかたちで7月に模擬投票を、そして、
中学校において以前より行っている新聞スクラップを2学期からは、一人一人
がクラスで発表し、互いに評価しあうという主体的、対話的な深い学びを意識
した取り組みをすすめてきております。
また、英語科では“Lectures＆Workshops Series”として、様々なプログラ
ムを実施しています。
9月に著名な国際経営コンサルタントである植山周一郎さんを招いてワーク
ショップを実施しました。
「グローバルランドのアリスになりませんか？ 素晴
らしい生活があなたを待っています」というコピーの下、魅力的なグローバル・
パーソンに変身する方法を分かりやすく楽しく解説していただきました。
グローバルな仕事の面白さから、英語の具体的な学習方法に至るまで実に有
意義なお話でした。生徒たちも興味深い話題や、巧みな話術に魅了され、終始
食い入るように聞き入っていました。
真の思考力をつくるべく、まずは各教科でこのようにALを積極的に導入し、
将来的には教科を横断した取り組みにつなげていきたいと考えております。
（教務部
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