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共立女子大学
ビジネス学部ビジネス学科
2020年4月 開設決定!

学園長・理事長メッセージ
「ビジネス学部創設と
大学の変革への期待」

学園長・理事長

御手洗 康

来年 4 月から発足するビジネス学部の設置が 9 月 6 日付で
文部科学大臣から認可されました。
令和の初めに、明治・大正・昭和・平成と築き上げてきた
歴史と伝統を発展させ、ビジネスの世界で活躍できる女性を
育成する新しい学部が東京の真中に誕生します。
今日、情報化や国際化の進展により世界中がボーダレスに
なり、AI や IoT の進展等情報通信技術の革命的な進歩によ
り急激な社会変革が進む中で、このような変化に対応できる
知識や技能を備えた多様な人材が求められ、大学教育もこの
ような新しい社会の変化への対応が求められています。
とりわけ、少子高齢化社会を迎えて、男女共同参画、女性
活躍の加速と拡大が日本社会の持続的発展のために強く求め
られ、様々な分野でリーダー層として働く女性の飛躍的な増
加が必要となっています。本学はこれまで家政、文芸、国際、
看護の 4 つの分野で、人間として大切な教養と、それぞれの

学長メッセージ
女子大学初となる
ビジネス学部
ビジネス学科の設置
共立女子大学・短期大学 学長
川久保 清
2019（令和元）年 9 月 6 日付で、来年 4 月に開設する「ビジネ
ス学部ビジネス学科」の認可がおりました。東京 23 区内の大
学等定員管理の厳格化の中ではありますが、本学が一つひと
つ、適切に準備を進めてきたことが評価され、特例として定
員純増による新学部が認められました。ご尽力頂いた多くの
皆様に感謝申し上げます。
1886（明治 19）年の共立女子職業学校を創始とし、133 年の
伝統を有する本学は大学 4 学部・短期大学 2 学科の文理両領
域を兼ね備えた女子総合大学として発展してきました。そし
て令和の時代になり来春、新しい学部として、ビジネス学部
ビジネス学科がスタートします。
このビジネス学部ビジネス学科は、日本の女子大学初の学
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専門的知識・技能を備えた社会で活躍できる自立した女性の
育成を目指してきました。これに経営・ビジネスの分野が加
わることにより東京駅に一番近い女子総合大学としてさらに
充実した大学教育が行われるようになります。
新設のビジネス学部ビジネス学科は、ビジネスの場で他者
と協働してリーダーシップを発揮して活躍できる自立した人
間を育てることを目指しています。
本学の学生はどの専門分野で学んでも、その多くは企業等
のビジネスの場に就職していきます。他の学部の学生にとっ
てもそのような中で、企業活動の中核的な内容である経営・
ビジネスに関する専門学部で学ぶ学生と交流し、ビジネス分
野の授業に接することは大きな刺激となることでしょう。ま
た、共立女子中学高等学校及び共立女子第二中学校高等学校
の生徒の皆さんにとっても看護学部に続いて共立女子大学へ
の進路が大きく広がることになります。
明治という社会の転換期に、
「女性の自立と自活」
の建学の
精神を掲げて、実学と教養を兼ね備えた新しい時代に対応で
きる女性の育成を目指して設立された共立女子職業学校から
発展してきた共立女子大学の 133 年の歴史を鑑みるとき、ビ
ジネス学部の創設は、建学の精神を改めて確認し、共立女子
大学が日本の社会の新たな変革に適応した大学へと進化して
いくための一大チャンスです。
ビジネス学部がその先頭に立って役割を果たしていかれる
ことを期待しています。

部であるという意味で高い先進性を有すると同時に、本学の
建学の精神
「女性の自立と自活」
を体現する学部であるという
意味で、本学の伝統を色濃く受け継ぐ学部でもあります。
新学部の人材養成目的は｢ビジネスの場で活用できる知
識・技能と必要な教養を身に付け、他者と協働してリーダー
シップを発揮できる人材を養成する。
」
ことです。これを受け、
ビジネス学部ビジネス学科の教育は、主要４分野
（経営、マー
ケティング、経済、会計）を段階的に学ぶとともに、それら
の知見を活用する課題解決型学修の
「リーダーシップ開発プ
ログラム」を並行して配置しており、相互に適切な影響を与
える仕組みにしています。また、東京駅・丸の内・大手町を
徒歩圏とする本学の立地は、産業界との連携によりビジネス
の最先端を体感することが可能で、ビジネス社会で活躍する
ための実践力を修得できる最適の学びの場です。教員組織は、
最新の知見に基づき、学生の熱意や向上心に効果的な刺激を
与える教育を実践することはもちろん、学生が不安や悩みを
抱える場合でも、担任教員による全学生対象の面談を定期的
に実施し、安心して学修を進めるように支援します。この他、
得手不得手に配慮した補習プログラム、上級生によるサポー
トシステム、高い専任教員比率など、全学生が成長実感を得
ることに責任を持つシステムを形成しています。
私は、本学の原点回帰を象徴する学部でもあるビジネス学
部ビジネス学科の有する実質を重視した教育体制が、他学部
の教育にも好影響を与えるものと確信しています。

ビジネス学部ビジネス学科

2020 年 4 月

開設決定 !

新しく認可されたビジネス学部は、女性が本格的に働き続ける時代に必要な基礎能力を
育成します。新技術の登場で、複数の分野の知識を他の専門家と協働しつつ活かす能力が
ビジネス学部
学部長

植田和男

求められています。本学部では、情報・統計を含む
「ビジネスの基礎知識」を横断的に学び、
これをチームの中で活かす
「リーダーシップ能力」を身に着け、高い実践力のある卒業生を
輩出していきます。

【基本情報】
◆学部／学科名称 ビジネス学部／ビジネス学科 ◆開設時期 2020 年 4 月 ◆入学定員 150 名
◆設置場所 神田一ツ橋キャンパス（東京都千代田区一ツ橋 2-2-1）
◆学費
初年度納入金 129 万円 ＜入学金 15 万円、授業料 75 万円、施設設備費 39 万円＞
◆学部長名 植田 和男

◆収容定員

600 名

【学びのポイント 1】社会で必須となる知識
「経営」
「マーケティング」
「経済」
「会計」をビジネスの主要 4 分野と位置付け、英語、法律、情報・統計などを加えて、ビジ
ネスの基礎となる知識を 1・2 年次の必修科目として修得します。

【学びのポイント 2】共立リーダーシッププログラム
時には先頭に立ち、時には周囲を支え協働する。今、社会が求めるのは、プロジェクトの中で
「自ら主体的に動き、周囲や
他者を支援する」リーダーシップです。チームで目標を共有し、どんな場面でも率先して関わる姿勢や相互に支援することを
習慣として身につけ、一人ひとりが自分の個性を理解し発揮しながら活躍することを目指します。

【学びのポイント 3】考え続ける力を磨く実践的な経験
3・4 年次のゼミナールを含む発展科目では、都心の立地を活かした
「企業連携」
「フィールドワーク」
等を展開し、
「幅広い専
門科目の知識」
と
「自分らしいリーダーシップ」
を融合させ、実践と振り返りを繰り返す中から、社会で活躍するために必要な実
践力を磨きます。

【一人ひとりに寄り添う学びのサポートとキャリア形成支援】
数学に関する入学前教育／入学後補習の充実、5 限目に専門科目を配置せず日常的に授業の振り返りなどに使える「フィー
ドバックタイム」を設けること、ロールモデル的な上級生が授業内・外のサポートを担う「LA
（ラーニング・アシスタント）
」
制度、学修ポートフォリオによる個別指導の実現等、学びのサポートが充実。また、2 年次には将来のキャリアについて考
える「サマーキャンプ（宿泊型研修）」を行うほか、担任が中心となり学びとキャリアについて定期的に全学生と面談を行う等、
キャリア形成支援の体制も整えます。
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家政学部
3D プリンタを活用した研究
被服学科では、専門領域における各教員の研究の発展は、教育の質向上の背景と
なる重要な要素であり、被服学科では、それぞれの教員が様々な形でこれを実行
しています。例えば、村瀬浩貴教授の被服材料研究室では 3D プリンタを活用し
た研究に取り組んでいます。最近では、3D プリンタの樹脂吐出機構を利用した
新規な繊維と布の開発に成功し、繊維学会の年次大会にて発表しました。3D プ
リンタは，簡便かつ迅速に試作品を作ることができるため，産業界に革新をもた
らす技術として注目されており、被服材料研究室は、新しい被服材料の創生とい
う夢に向かって研究を続けています。
（学科主任 教授 長崎 巌）

3D プリンタ操作中の様子

資格試験の結果について
食物栄養学科では、2019 年 3 月に行われた管理栄養士国家試験において、管理栄養士専攻の 4 年生 52 名が受験し 52 名全員が
合格しました。管理栄養士養成課程
（新卒）
全国の合格率は、95.5% でした。2018 年 12 月に行われたフードスペシャリスト資格
認定試験においては、受験した食物学専攻の学生全員が合格し、さらに 2 名が全国第 10 位以内の優秀賞を受賞するという好成
績に終わりました。また、専門フードスペシャリスト試験においては、食品開発部門で 23 名受験中 7 名が合格
（合格率 30.4%）
、
食品流通部門で 7 名中 3 名が合格
（合格率 42.9%）
しました。さらに、専門フードスペシャリストの食品開発部門で 1 名が全国第
8 位、食品流通部門で 1 名が全国第 3 位の優秀賞を受賞し、フードスペシャリスト協会より表彰されました。学生たちが大学入
学時から地道に努力した結果であり、教員としても学生の成長を感じることができました。
（学科主任 教授 熊谷 仁）

「空間」
「もの」
「情報」
を学ぶための取り組み
建築・デザイン学科は生活に根ざした「空間」
「もの」
「情報」を実際にデザインし、
つくることができる人材を育てています。そのためには実際の
「空間」
「もの」
「情
報」自体、そしてそれらをつくる場を体験することが重要です。
実際にある古い民家を改修しながらアート作品のスタディに取り組む
「越後妻
有アートトリエンナーレ」
、昔の宿場町を雪で再現する月山志津温泉の
「雪旅籠の
灯り」
、昔からの住まい方が継続されている沖縄伊是名島のサーベイ、現在問題化
している空き家活用をテーマとした
「大田区多摩川二丁目空き家プロジェクト」
、
越後妻有アートトリエンナーレ
シャッター通りとなった商店街の活性化を目指す
「キネマ通り商店街プロジェク
ト」
、そして持続可能な漁業に対する認証活動をしている国際 NPO の海洋管理協議会との協働でのデザイン提案など、ゼミ
ナールでは各ゼミの特性を生かし地域や企業と連携して、現実の社会において実際の
「空間」
「もの」
「情報」に触れながら活動
をしています。
（学科主任 教授 堀 啓二）

幼稚園免許更新講習について
児童学科は今年度で 13 年目を迎え、保育・教育現場を中心に卒業生を 9 期輩出してきました。そして、今年度から幼稚園免
許更新講習を開始することになり、8 月 5 日（月）から 9 日
（金）の 5 日間、本学児童学科の卒業生をはじめとして幼稚園や認定
こども園などの保育・教育現場で幼稚園教諭として活躍しておられる保育者の方々が受講されました。今回が初めての開催
でしたが、受講者の方々が保育の専門性を高めるために熱心に受講されている姿が印象的でした。本学の幼稚園免許更新講
習は隔年開講ですので、次回は 2021 年度 8 月上旬の開催予定です。卒業して 8 年目以降の方々が対象となります。是非、卒
業生の皆さんが母校で更新講習を受講されることを楽しみにしております。
（学科主任 教授 白川佳子）
2019 年度幼稚園免許更新講習の時間割
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8/5
（月）

8/6
（火）

必修領域

選択必修領域

国の教育政策や
世界の教育の動向
（白川 佳子）

学校・園における
危機管理上の課題
（清水 秀夫）

幼児理解と音楽表現
（村上 康子）

幼児理解と造形表現
（大沼 蘭）

幼児理解と振り返り
（守隋 香）

子どもの発達に関する
最新の知見 1- 乳幼児心理学
（河原 紀子）

学校を巡る近年の状況の変化
- 小学校からみた幼小連携を中心に （本澤 淳子）

幼児理解と音楽表現
（村上 康子）

幼児理解と造形表現
（大沼 蘭）

保育内容
（健康）
（粕谷 礼乃）

子どもの発達に関する
最新の知見 2- 特別支援教育
（権藤 桂子）

カリキュラム・マネジメント
（田代 幸代）

幼児理解と音楽表現
（村上 康子）

幼児理解と造形表現
（大沼 蘭）

保育内容
（人間関係）
（西坂 小百合）
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（水）

8/8
（木）

8/9
（金）
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文芸学部
文芸学部報

2020 年 4 月から 4 領域 7 専修に !

1968 年に創刊された、文芸学部

学部創設以来のスタイルである、領域横断的かつ主体的な学び

の教員と学生をつなぐコミュニケー
ション紙です。昨年 11 月に発行さ
れた 130 号で、創刊 50 周年を迎えま
した。これだけの歴史と号数を有す
る学内紙は、共立では他にないで
しょう。まさに文芸学部ならではの
ものと言えます。毎号、A3 判 4 ペー
ジ建てで、おもには文学部の教員に
よる、さまざまなエッセイで構成さ
れています。他に、「美の旅」と称す
る美術写真コラムや文芸学部の卒業
生コーナー、各研究室から学生への
通信欄もあります。今は、4 月と 7
月と 12 月の年 3 回発行し、その回ご
とに 2 ページの特集を組んでいます。
なお、文芸学部報は共立の HP で、
どなたでも読むことができます。

（教授 半沢幹一）

をこれまで以上に深められるよう、2020 年度入学生のカリキュラ
ムから、文芸学部は 4 領域 7 専修制に変わります。この新しいカ
リキュラムを通じて、学生の皆さんには、変容する社会の担い手
として
「自立」してあり続けるために必要な「他者に対する想像力」
と
「幅広い教養」
を身につけて欲しいと願っています。

（文芸学部長 深津謙一郎）

題字：遠藤慎吾
（第二代文芸学部長）

4 領域 7 専修の学びのチャート

国際学部
国際学部講演会
6 月 27 日（木）に、ショーレ・ゴルパリアン先生に、「芸術を通じた日本と
イランとの文化交流の現場 ～イラン女性から見た日本とイランの社会・文
化の比較～」と題した講演をしていただきました。
300 名近く集まった学生は、これまでほとんど馴染みのなかったイランに
ついて理解を深めるとともに、ショーレ先生の日本とイランの文化交流の実
体験や映画作りの経験談、そうした経験に基づく様々なメッセージにより、
国際情勢や文化交流に対する関心と理解をますます深めたことと思います。

（教授 黒澤 啓）

客員研究員ツィーマン教授による授業
6 月 23 日から約 3 週間の日程で、日本学術振興会のフェローとして、英国
シェフィールド大学歴史学科のベンヤミン・ツィーマン教授が本学に滞在さ
れました。
7 月 10 日には
「国際学入門Ⅰ」で、BREXIT
（イギリスの EU 離脱問題）につ
いてお話しいただきました。
質疑応答では、国民投票における賛成、反対の世代、地域差や、離脱後の
再加盟の可能性など、さまざまな質問が学生たちから出され、ツィーマン教
授も丁寧に答えられていました。学生たちのコメントペーパーもいつも以上
に多く書かれており、熱心に聞いていたことが伺われました。

（教授 西山暁義）
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看護学部
実習施設とともに開催する勉強会で学生の学びの場を広げる
医療が高度化・多様化する中、看護学部の学生は多くの知識と技術を習得する必要がありますが、なかでも臨地実習での
実践的な学びは非常に重要です。本学では多くの施設から多大なるご協力を得て、充実した実習ができています。学部開設 7
年目となり、各施設とのつながりが年々強く深くなっていることを実感しています。
最近では、実習時にとどまらず、そのつながりを広げています。小児看護学領域の実習施設では小児に対する一次救命処
置
（BLS）の勉強会が企画されていますが、今年からは共催の形をとることで学生の受講も可能になりました。この勉強会は、
日頃から実習でお世話になっている小児救急看護認定看護師の皆さんが運営を担当し、学生は看護師とペアを組んで練習す
ることで、実践に即した技術を学べる機会となっています。看護師の落ち着きと手際の良さをみるなかで、学生にとっては
「こんな看護師になりたい」気持ちを強める体験でもあるようです。今後も実習施設と協力しながら、学生の学びを深める様々
な環境作りを進めていきたいと思います。
（教授 西田志穗）

教養講座／総合表現ワークショップ
近年、社会の様々な場面で個人のリーダーシップが求められています、その開発を目的に 2018 年度より企業と連携をした
課題解決型の授業を、正課科目として導入しております。
この授業の特徴は、クライアント企業が提示する課題に対して、学部・学科・学年の垣根を越えて取り組み、自分の強みを
発揮するためのスキルも身に付けながら仲間と協働す
る体験と学習です。
後期は企業が実際に抱える課題の解決策を、チーム
で提案するプロジェクト型学習を受講します。前期に
は、その準備として自己理解を深めると同時に、他者
からのフィードバックを受け止め自身の成長に活かし、
問題解決に必要となる論理思考やリーダーシップにつ
いて学びました。
※ 2019 年度は、クライアント企業に「吉野家ホールディ
ングス」をお迎えして、「女性を含む多様なお客様が
利用する
『吉野家』を実現するための戦略」という課
題に取り組みます。
（教務課）
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生活科学科
キャリア教育支援プログラムを活かして納得のいく進路選択
2 年後の進路
（就職、編入等の進学）を確実なものとするために、生活科学科では様々なキャリア教育支援プログラムを開催
しています。なかでも在学生と卒業生との交流を密に図る「就活トークイベント（OG 編）」や「編入体験報告会」に、「キャリア
教育セミナー」を新たに加えることができました。
今年度の「就活トークイベント（OG 編）」は、「キャリア実務入門」とのコラボレーションにより開催しました。公務員や銀行
で働いている卒業生お二人と、人気の医療事務や秘書検定を取得した在学生お二人を招いて、パネルディスカションを行い
ました。就職活動や資格取得について具体的なお話を聞くことは、進路を考えるよい機会になったようです。
新企画の「キャリア教育セミナー」では、
「食品業界について知ろう」
をテーマに、大手食品メーカー採用担当者の解説に続き、
女子社員お二人方をパネリストに迎えて、パネルディスカッションを開催しました。積極的に質問する学生が多かったことが
印象的でした。また、この食品メーカーに内定者が決まったことも嬉しい知らせとなりました。（生活科学科長 山口庸子）

7月6日
（土）
開催
「就活トークイベント
（OG・資格編）
」

5 月 30 日
（木）
5 限開催
「キャリア教育セミナー」

文 科
読書室紹介
文科学生の知的寄り所・読書室を紹介します。本館 15 階の小部
屋にびっしりと詰め込まれた文芸書・漫画や絵本・ビジネス本等々
は、文科学生がいつでも使えるもので、これらは読書室委員
（今年
は 17 名）が選んで購入します。委員と希望者とで年 3 回程度行われ
るブックパーティーは、大好きな本をお勧めするプレゼンの場。オ
ススメ本のキャッチコピーも作りました。6 月には文学散歩。近代
文学館を見学してから浅草へ、そして水上バスで日の出桟橋へと充
実した半日をすごしました。後期にはジブリ美術館見学が予定され
ています。文化祭にも文科読書室委員会として参加、古本市を開催
するべく準備を始めているところです。
授業で用いるのと
はまた違った本との
触れあいは、同好の
士とも出会えるチャ
ンス。小さな読書室
を通して実り多い 2
年間が約束されてい
ます。
（文科長 菅野扶美）

文学散歩

今年の読書室委員のメンバーと岡部先生

ブックパーティー
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社会連携ニュース

社会連携センター

＜地域連携プロジェクト＞
共立女子大学・短期大学では、地域社会と連携して課題解決と地域振興、ならび学生の主体性が高まる社会連携活動の一層
の推進と本学の教育の発展を目的として、2019 年度より、
「地域連携プロジェクト」
を創設しました。
2019 年度は 5 件の「地域連携プロジェクト」が採択されています。
◆ 2019 年度

地域連携プロジェクト

採択課題 （プロジェクト代表者）

■サステナブルファッションデザインによる地域連携の推進
（家政学部
■地域と育む夏着物デザインプロジェクト（家政学部

教授

■福井の「食」を伝えるプロジェクト（家政学部

木下伊規子）

教授

教授

村瀬浩貴）

宮武恵子）

■地域連携をテーマにしたエディトリアルデザイン教育プロジェクト
（家政学部

准教授

■
「千代田区子ども検定」の活用による大学・地域間の交流推進
（家政学部

本澤淳子）

教授

田中裕子）

＜企業・自治体との連携活動＞
共立女子大学・短期大学と株式会社八社会は、商品開発、学術推進、人材交流及び育成等を目的に、連携協力協定（締結日：
2019 年 5 月 1 日）を締結しています。この度、本協定に基づき家政学部 食物栄養学科の学生が、米飯弁当
（もち麦弁当）を共同
開発し、2019 年 9 月 1 日より首都圏私鉄系スーパーでの販売が開始しました。
【販売概要】
◆販売期間：2019 年 9 月 1 日（日）～ 10 月 31 日（木）
◆販売商品・販売価格：
■きのこソースと食べる 秋のグリルチキン弁当
■ちょこっと×満足 もち麦おにぎり弁当

458 円
（税抜）

398 円（税抜）

◆販売店舗：（株）八社会に加盟 下記の首都圏私鉄系スーパー
（約 330 店舗）
小田急 OX、京王ストア、京成ストア、京急ストア、東急ストア、相鉄ローゼン、東武ストア
※店舗の規模により一部取扱わない店舗あり
＜あらたな包括的連携協定＞（協定締結日）
京都女子大学（2019 年 5 月 1 日）

株式会社八社会（2019 年 5 月 1 日）

東伊豆町（2019 年 4 月 1 日）

南三陸町（2019 年 9 月 26 日）

林兼産業株式会社
（2019 年 6 月 17 日）

＜千代田区キャンパスコンソ単位互換開始＞
千代田区内近接大学の高等教育連携強化コンソーシアム
（略称：千代田区キャンパスコンソ／加盟大学：大妻女子大学・同短
期大学部、共立女子大学・同短期大学、東京家政学院大学、二松学舎大学、法政大学）では、2019 年 9 月より、単位互換制度
を開始しました。徒歩圏内にある各大学が提供する特色ある科目を履修し、所属大学の単位とする制度であり、学生に多様
な学びの場を提供します。

「2018 年度事業報告書」および「2019 年度事業計画書」の公開について
本学では、教育研究機関としての諸活動について「2018 年度事業報告書」および「2019 年度事業計画書」に
とりまとめ、学園ホームページ上で公開しております。どうぞご高覧ください。
2018 年度事業報告書
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/pdf/univ/release/plan/2018_jigyohoukoku.pdf

2019 年度事業計画書
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/pdf/univ/release/plan/2019_jigyokeikaku.pdf
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2019 年度

共立女子大学・短期大学在学生家族懇談会

在学生家族懇談会は、学生のご家族と直接的な交流を図る中で、ご家族と大学・短大が一体と
なって学生を支援できる環境を整えることを目的とし、例年開催しております。
東京会場は、5 月 26 日
（日）に神田一ツ橋キャンパスで開催し、330 名程の方が参加されました。
今回は社会で活躍している女性管理職としての視点から、サッポロホールディングスの美野様よ
り
「企業における働き方最前線ー働き方は変化しているー」というテーマにて講演していただきま
した。今後は、11 月 3 日（日）新潟市、11 月 10 日（日）甲府市、11 月 24 日
（日）
宇都宮市、12 月 1 日
（日）
高崎市で、各県関係者もお招きし開催を予定しております。
（学生課）

授業見学会について
今年も、教員相互の授業改善への取り組むとともに、在学生のご父母の皆様、卒業生、地域の
企業関係者の皆様に本学の教育への理解を深めていただく目的で、6 月 17 日から 22 日に授業見学
会が行われました。2010 年から始まったこの見学会は、本学独自の取り組みとして毎年開催され、
今年度で 10 回目を迎えました。今年は全体を通して 274 名の保護者、来賓の方がお見えになった
ほか、学内においても多くの教員が互いの授業に参加し盛況に終了しました。
（教務課）

共立女子大学は
「朝日教育会議 2019」
に参画します !
日時 2019 年 10 月 13 日（日）13：00 ～ 15：00（開場 12：30）
会場 共立女子大学 神田一ツ橋キャンパス 共立講堂
テーマ 自分らしく生きる ～新しいリーダーシップを求めて
時代の最先端を走り続ける経営者、藤田 晋 氏（株式会社サイバーエージェント代表取締役社長）を迎えての
基調講演と、ビジネス学部 学部長の植田和男教授を交えたパネルディスカッションで議論を深めます。
第 1 部 基調講演 藤田晋氏 株式会社サイバーエージェント代表取締役社長
第 2 部 パネルディスカッション
藤田 晋 氏
石田裕子氏（株式会社サイバーエージェント 執行役員・採用戦略本部長）
株式会社
植田和男氏（共立女子大学ビジネス学部 学部長）
サイバーエージェント
代表取締役社長
岩城奈津氏（共立女子大学ビジネス学部 専任講師）
藤田 晋 氏
コーディネーター 原 真人 氏（朝日新聞社 編集委員）

公認学生団体の活動について
◎英語研究部
英語を使ってディスカッションやゲー
ムを行いながら、他大学・他者と交流で
きることが魅力のサークルです。
部員全員でベクトルを合わせ共催・主
催のディスカッション大会を成功させる
ことを目的とし活動しています。そのた
めにも自信をもち自分の意見を伝えられ
るように、英語力向上に向け切磋琢磨し
合っています。

◎日本舞踊研究会
2018 年度 12 月 9 日に行われた
「つぼみ
会」は例年の課題を解決し、日頃の練習
の成果を発表することが出来ました。
さらによりよい一年間の集大成披露
の場とできるよう、昨年度の反省を踏
まえ、部員が多くの機会を共にするこ
とを大切にしながら、引き続き藤間流
の先生をお迎えし、日々お稽古に励ん
でいきます。

◎競技ダンス部
社交ダンスを競技化した「競技ダン
ス」に早稲田大学と連携して取り組んで
います。
レギュラー戦、および招待試合への
団体優勝、個人優勝をめざし、一人ひ
とりが意識を高く持ちながら意欲的に
練習を行っており、大会にも数多く参
加しています。
（学生課）
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大学院トピックス
（アカデミックガウンについて）
アカデミックガウンは英国のオックスフォード大学に起源を持ち、その後ケンブリッジ
大学でも継承され、両大学の修士のガウン、フード、角帽が学識界の典型的な服装とされ
てきました。本学園では、英国・テムズバレー大学との協定調印にあわせて採用、制作さ
れ、1997 年 3 月 15 日の学位記授与式で大学院を修了する学生がはじめて着用しました。ガ
ウン製作はオックスフォード大学、ケンブリッジ大学、テムズバレー大学と同様に英国王
室御用達の老舗テーラー、イード・アンド・レイベンスクロフト社に依頼、伝統を踏襲し
ながらも独自のオリジナル性が活かされています。
（教務課）

総合文化研究所トピックス
総合文化研究所では、研究助成や出版助成に加え、展示や講演などの活動を通して、研
究成果を教育へ還元することにも力を注いでいます。
今年度の前期には、6月25日（火）から7月6日（土）にかけて、本館1階ロビーにおいて
「ヌー
ヴェルヴァーグの女優たち」と題し、パリの老舗写真スタジオ
「スタジオアルクールパリ」
で撮影された女優のポートレート写真と映画ポスターが展示され、ロビーが鮮やかに彩ら
れました。これに関連して 6 月 27 日（木）には、滝沢明子文芸学部准教授による講演「映画
と写真からみる女性表象」、7 月 6 日（土）にはジャン＝リュック・ゴダール監督の映画『女
は女である』
（1961 年作品）を上映し、多くの参加者を得て盛況のうちに終了し、世界の映画文化をリードしてきたフランス映画の最
盛期ヌーヴェルヴァーグの世界に触れ、映像の魅力を再認識する良い機会となりました。
（総合文化研究所 所長 木戸雅子）

国際交流トピックス
今年度は 6 名の留学生を迎え、歓迎会のほか、サポートチューター企画によるイベント
を通して日本文化を学ぶ機会を設け、留学生によるトークルームではフランス語圏、中国
語圏に留学予定、国際交流に興味のある学生との交流の場を設けています。
海外留学については、ハワイ大学と広東外語外貿大学と協定締結し、ハワイ大学では夏
季研修を実施し、広東外語外貿大学には2名の交換留学生を派遣しました。後期にはカナダ、
オーストラリア、ニュージーランド留学フェアも開催予定で、新たな国際交流の機会とプ
ログラムの充実を図る予定です。
（学生課 国際交流担当）

「共立祭2019」開催のお知らせ
開催日＝ 2019 年 10 月 19 日（土）・20 日（日）
開催場所＝神田一ツ橋キャンパス
●大学・短期大学 19 日・20 日＝ 10 時〜 17 時
●中学高等学校
19 日・20 日＝ 9 時〜 16 時
●幼稚園
20 日＝ 9 時 20 分〜 10 時 00 分

ホームカミングデイ 2019
卒業生と本学の繋がりや絆を深め、
同級生が集まる機会を提供すること
を目的に、ホームカミングデイを開
催します。今年は共立祭と同時開催
です。皆様お誘い合わせの上、ぜひ
お越しください。
［日時］
2 019 年 10 月 19 日
（土）
14：00 〜
16：30
（13：00 受付開始予定）
［場所］
神田一ツ橋キャンパス 3号館
［申込］
不要
［スケジュール］
14：00 〜 14：50 
講演会
「私と共立」
（※先着順）
講演者：
ブライダルファッションデザイナー桂由美 氏
（家政学部被服学科卒業生）
14：50 〜 16：30 懇親会
（詳しくは、ホームページをご覧ください。
）
［お問い合わせ先］ホームカミングデイプロジェクト 2019
E-maill：kyoritsuhc.gr@kyoritsu-wu.ac.jp
★最新情報は、ホームページ
（http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/）
をご覧ください★
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紅浅葱段網代牡丹折枝模様唐織
江戸時代・18 世紀後半から 19 世紀前半

共立女子大学コレクション

室町時代に将軍や上流武家の庇護を背景に芸能として完成した能は、武
家の服飾を模して舞台衣裳としましたが、桃山時代に入ると、能装束は次
第に独自性を増していきます。さらに江戸時代になって、能が儀式などに
際して演じられるようになると、能装束は一般の衣服から離れたものとな
りました。
女役の表衣として用いられる唐織は、能装束の中でも最も絢爛、豪華な
ものといえます。唐織は能では装束の名称の一つですが、また使用されて
いる織物の名でもあります。紋織物の一種で、緯糸に色糸や金銀糸を縫い
取り風に浮かせて模様を表します。装束としての唐織は、紅色が入ってい
るかいないかによって、それぞれ「紅入り（いろいり）
」
、
「紅なし（いろな
し）」と呼ばれ、前者は若役、後者は中年以上の老役に着用されます。
この作品は、「段替り」と呼ばれる、地色を交互に替える意匠形式を取り
ながら、地文として網代模様を表し、さらにその上に牡丹の折枝を配して
華やかです。
共立女子大学博物館 館長 長崎 巌

〇リブコモ・全学教育推進センター（kyonet の取組み）
前号でお伝えした教学ポータルシステム「kyonet」リニューアル後の取組みについてお伝えします。kyonet が目指している
ことは
「学びの可視化」です。効果として、「一人の学生に対して、複数の教職員でサポートしていくことが可能になる。」
「到
達目標に対する達成状況が把握できる。」などが挙げられます。これらの効果を最大限に発揮するためには教員が kyonet を有
効に活用することが重要です。サービス開始以来、授業支援ツールは 461 の授業で利用されています。教員や助手を対象と
した kyonet 利用説明会・相談会を開催し、のべ 159 名の参加がありました。また、問い合わせ窓口を設置し、学生や教職員
がいつでも疑問を解消できる体制を整えています。多くの相談、問い合わせから要望を取りまとめ、運用変更やシステム変
更対応をしています。このように kyonet はこれからも進化し続けます。今後とも kyonet をどうぞよろしくお願いします。

初の中高合同夏季講座
『未来食堂へ行こう !』開講（中学高等学校）
!
2019 年 7 月 25 日～ 27 日にかけて夏季講座『未来食堂へ行こう !』が開講されました。本校か
ら徒歩 2 分の場所にある
「未来食堂」のメニューを生徒が提案・採用されることを目標として
掲げ、教科の垣根を超えた学びを創出する「特別教養講座」
の一環として取り組んだ企画です。
初の中高合同受講の夏季講座で、中高生合わせて21名もが受講しました。開講前に国語科・
理科・家庭科の教員から
「未来食堂の店主・小林せかいさんの著書『ただめしを食べさせる食
堂が今日も黒字の理由』
（太田出版）を読み、栄養バランスのとれたメニュー＜共立ランチ＞を
各自が考えてくる」という課題の提示を受け、事前準備を進めました。
講座期間中は、中高の学年をこえた 4 つの合同班にわかれて、3 日間にわたりメニューの考
案／小林さんへのプレゼンテーション／改善／チラシ作り…とお互いに協力して取り組みま
した。その成果が実り、小林さんのご厚意で、複数の班、全てのメニューを採用していただ
くことができました。
小林さんのアレンジが加わり完成したメニューがこちら。日付は実際に店舗で提供された
日です。
8月1日
（木）
8月2日
（金）・3 日（土）
8月6日
（火）
8月7日
（水）

夏野菜とチキンのハーブグリル & とうもろこしごはん
ラタトゥイユソースで食べる豚しゃぶサラダ
牛肉とピーマンのピリ辛 青椒肉絲 & 中華風具沢山サラダ
刻み焼アジと大葉の混ぜ酢飯 & レモンのフルーツポンチ

中高生らしい発想のメニュー

「未来食堂」
でお手伝いをする生徒
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各校メッセージ
中学高等学校

校長メッセージ
「生徒の多様なニーズへの受け皿」
昨今の ICT 教育の重要性やグローバル化が進展してく急激な時代の変化の中、目指すべき方

中学高等学校
校長

金澤

大

第二中学校高等学校

向を見据えつつ、現実の変化に対応してゆくのが、今の学校に求められる課題です。また同時
に生徒の多様なニーズに応えるのも学校の任務です。そうした意味で、今年度から夏季講座の
システムを変更しました。昨年度迄一講座五日制であったものを三日制にし、各講座の狙いを
より具体的に示した上で生徒の自由選択による募集をかけました。1 講座 110 分で 3 日間ずつ、7
月下旬に 1 期・2 期、8 月下旬に 3 期・4 期の開講期間があります
（中学は 1 期・2 期のみ）
。申込
数は、中学がのべ 780 名程、高校も延 2000 名を超えました。昨年とはシステムが異なるため単
純比較はできませんが、昨年に比べ延で 900 名程増加しました。1 学年 320 名と多人数なのが本
校の特色ですが、その分教員も多く、多様なニーズの受け皿として様々なプログラムを用意で
きるということが本校の特色の一つとなっています。

校長メッセージ
2020 年は東京五輪とともに第二高等学校創立 50 周年の
節目の年に当たります。

第二中学校高等学校
校長

晴山

幼稚園

誠也

「女性の社会的自立」の一貫理念のもと、
「心と心が触れ合う教育」を大切に、自分ならではの
社会貢献ができる「人間力」を持つ女性の育成を目指して半世紀歩んでまいりました。本校では、
来年度を一つの起点としてさらにその先を見据えた教育を展開してまいります。
第二期中期計画のもと、国際社会で通用する英語力の強化においては、4 技能統合型授業の展
開が 4 年目を迎え、演劇方式のドラマメソッド等、生徒が能動的に英語を使う機会を増やしま
した。この力を実践的に活用できる場として、英語研修合宿やニュージーランドでの短期留学
に加え、3 か月間のターム留学
（希望制）をスタート、将来的にはさらに長期のものも計画してい
ます。
高大接続改革対応の一環としての「探究の時間」も 2 年目を迎え、本校オリジナルのカリキュ
ラムで思考力・判断力・表現力の育成に力を入れています。生徒のプレゼン能力の成長を実感
しています。
恵まれた自然・学習環境を基盤に、これらの取り組みを内外に発信し、より多くの入学生を
迎え入れられるよう尚一層努力してまいります。

園長メッセージ
「更なる教育内容の充実」

共立大日坂幼稚園
園長
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10 月に幼児教育無償化の制度がスタートすることを受け、文京区にある本園でも在園するす
べてのお子さんが、国・東京都・文京区から補助が受けられることになります。このことで私
立幼稚園は、これまで以上にそれぞれの教育内容の充実が求められることになります。園の強
みを理解して頂くための積極的なアピールも必要になってきています。
これまでも様々な教育環境について整備を進めてきましたが、今年に入って社会的に大きな
事故や事件が発生したことから、改めて人的環境を整え、安心安全な環境についても点検に取
り組んでいます。園外での徒歩ルートの点検、園舎に設置してある
「学校 110 番」の増設、塀の
交換や補強について実施してきました。
様々な整備を進める中、夏には全日本私立幼稚園幼児教育研究機構主催の実践学会で教員が
本大学児童学科の先生の協力のもと、ポスター展示発表致しました。この成果も秋からの教育
実践に繋げ、今後も更なる充実に努めていきたいと考えています。

各校トピックス

中学高等学校
「夏のオープンキャンパス」
中高のオープンキャンパスは夏と冬の年 2 回。7 月 14 日は過去最大
規模の 1419 名分の講座・部活動体験を設定しましたが、申し込み開始
後数時間で満席になりました。オープンキャンパスは各教科の体験授
業・各種部活動体験などを含めると 39 の体験ができます。来校者から
は
「国語の授業では、児童の興味を引き出すのが上手く、発言が苦手
な娘でも、自ら発言して授業に参加出来ました。」
「生徒さんが積極的
に説明などしてくださって、とても良い雰囲気の学校だと思いまし
た。
」
などの感想をいただきました。

「能楽部
聖火ランナー募集 CM に出演」
能楽部がテニスプレイヤー錦織圭選手出演の「2020 年東京オリン
ピック聖火リレーランナー募集」テレビコマーシャル（NTT）に登場し
ました。「日本の伝統を受け継ぐ若者」の象徴として選ばれたそうです。

「全国舞踊コンクール第 3 位、
座間全国舞踊コンクール優勝」
中学ダンス部は、現在部員 114 名が切磋琢磨し、コンクールで上位
入賞を目指し活動しています。3月に行われた第76回全国舞踊コンクー
ルでは、群舞ジュニア部第 3 位を受賞し、日本で一番歴史のあるコン
クールに初めて共立の名が刻まれる快挙となりました。7 月には座間
全国舞踊コンクールジュニアアンサンブル部門第 1 位を受賞し、一昨
年度に続き 2 度目の優勝となりました。舞台に立てる部員は限られて
いますが、全員が協力し、同じ目標に向かうことの大切さを学べるよ
う、今後とも精一杯取り組んで参ります。

「剣道部」
6 月 30 日に第 1 ブロック夏季剣道大会が行われました。第 1 ブロック
大会とは、千代田区、港区、品川区、大田区にある公立、私立の中学
校が参加し、都大会出場を賭けた大会で年に 3 回あります。その大会
で本校剣道部は優勝を果たしました。夏のブロック大会での優勝は実
に 10 年ぶりの快挙です。現在の部員数は 31 名で、そのほとんどが中
学から始めた生徒です。今回の優勝は、生徒一人一人が稽古に真剣に
取り組み、互いに良い刺激を与え合った結果だと思います。
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各校トピックス

第二中学校高等学校
英語ドラマメソッド
本校では、中学 1 年・3 年を対象に、MLS ドラマメソッド英語研修を校
内にて 7 月に実施しています。1 日 4 時間 All English で行われる集中講座
を 3 日間、最終日に向けてドラマを作り上げていくプログラムです。日々
の 4 技能統合型授業と連動させた、このようなプログラムでは、実際に英
語を使って表現していく力を養うことを目的としています。

パラ陸上観戦
中 1 では、白亜祭企画として、パラリンピックをテーマ
として取り組んできました。パラリンピックの歴史から学
び、ボッチャやゴールボールなどの競技体験、パラリンピ
アンへのインタビューなどと活動は多岐に渡っています。
7 月には町田市陸上競技場で開催された「関東パラ陸上競
技選手権大会」を見学。車いすによるトラック競技や、や
り投げ、砲丸投げ、走り幅跳びなどを観戦したほか、競技
用車いすや義足体験などにも積極的に参加していました。

ゴルフ部が全国大会に出場しました
ゴルフ部は、今年度も、8 月 5 日から茨城県行方市のセントラルゴルフクラブで開催された「全国中学校ゴルフ選手権」
「全国高等学
校ゴルフ選手権」に中学・高校そろって団体戦への出場を果たしました。2 年連続のこととなります。結果は中学 5 位、高校 18 位と、
メダル・入賞にまでは届きませんでしたが、選手たちは酷暑の中にもかかわらず、素晴らしいプレーを見せてくれました。次なる新
たな目標もできました。
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共立大日坂幼稚園
避難訓練
幼稚園では様々な状況を仮定した避難訓練を毎月行っています。
新年度の初めは、新入園児が安心して園生活を送ることができることを前提に信頼感を与えられる設定で行いますが、次第に火災
ベルや緊急地震速報の音に慣れる訓練や机の下に入り身を守る訓練、一箇所に集まる訓練などを行っています。2 学期以降になると、
園外に避難したり、地域の公立小学校との合同避難訓練に参加したり、消防署の方の話を聞いて学んだりと、子ども達が災害時にど
のように行動するべきかの訓練を重ねています。
（主任 池田朋子）

プレイデー
4 月、ぽかぽかと温かい日差しの中で、プレイデーを行いました。年中組と年長組の子ども達とその保護者の方が参加し、園庭で
は木工製作、保育室ではビーズアクセサリーや楽器の製作や絵具での絵画製作をしました。普段とは違う様子の幼稚園で、子ども達
が思いおもいの遊びを楽しみ、また、保護者の方と一緒の時間を過ごせることも嬉しく、思い出に残る 1 日となりました。製作物は
持ち帰り、お家の方ともこの日の出来事を楽しくお話ししたことでしょう。
（教諭 間宮紗矢香）

お弁当
幼稚園ではお家の方に作って頂いたお弁当を各部屋でいただいています。沢山遊んでから時間差を付けて、学年ごとに昼食の時間
になります。友達同士で好きな席を決めたり、自分でお弁当の準備をしながら、子ども達は皆で食べるお弁当の時間をいつも心待ち
にしています。学年が上がると、天気の良い日には園庭でいただくこともあります。また、寒い時期には温飯機でお弁当を温めて、
より美味しくいただけるようにしています。皆大好きなお弁当の時間です。
（教諭 山田有希）
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共立女子学園サポーターズ募金

共立女子学園の教育研究活動の推進のためにご寄付いただいた方に、
「サポーター」として応援いただく募金制度です。

～伝統を受け継ぎ、これからの共立をサポート～

2015 年 9 月より多くのサポーターの方々にご寄付をいただき、厚く御礼申しあげます。本募金により、本学の教育研究環境の充実と整備を鋭意
進めているところでございます。学園の教育研究活動の取り組みについては、学園ウェブサイトやこの学園報にてご案内しております。また、
奨学資金への募金は、学生・生徒等への奨学資金の原資とさせていただいております。なお、本募金は 2020 年 8 月 31 日までで終了とさせていた
だきます。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。

募金の種類
この寄付は一般の方々に幅広くお願いする任意のものです。寄付の使途は次の 2 つです。
教育研究振興資金

▶教育・研究・学習環境の整備と充実、教育・研究活動の支援

奨

▶人物・学業成績とも優秀な在学生への支援
▶スポーツ・芸術等様々な分野において優れた活動により成果をあげた在学生への支援
▶経済的な理由のため学業の継続が困難になった在学生への支援、本留学生等への支援

学

資

金

お申込み方法・払込方法のご案内

① ATM 及びネットバンキングによるお振込み

学園ホームページより、「ATM・ネットバンキングからのお振込み」画面を選び、入力フォームに必要事
項を入力し送信、その後 ATM やネットバンキングによりお振込み。

② クレジットカード・コンビニ・Pay-easy 決済を利用

学園ホームページより、
「インターネットからのお申込」
画面を選び、入力フォームに必要事項を入力し送信。

③ 振込用紙でのお振込み

専用の振込用紙に必要事項をご記入の上、郵便局または銀行窓口でお振込み。募金事務室までご連絡ください。関係書類一式を送付させていただきます。

税法上の特例
個人・法人ともに税制上特例の対象となります。
特定公益増進法人に対する寄付金として、所得税の減免措置を受けることができます。
・寄付金が 2 千円を超える場合、超えた金額がその年の課税所得金額から控除されます。
（ただし、所得金額の 100 分の 40 が限度）
寄付金額 － 2 千円 ＝ 寄付金の所得控除額
・寄付をしていただいた翌年の確定申告期間に確定申告を行い所得税の還付請求をして
ください。
その際、学園発行の領収証と「特定公益増進法人証明書（写）」が必要になります。

募金応募状況（2015年9月1日～2019年8月31日受付分）
累計
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）

447 件

182,875,110 円

138 件

24,393,000 円

585 件

207,268,110 円

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）

なお、法人の方は日本私立学校振興・共済事業団が取り扱う受配者指定寄付金利用制
度もございます。
ご希望の場合は、関連書類をお送り致しますので、募金事務室までご連絡ください。

HP：http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/univ/bokin

募金事業概要、お申し込み方法等は、
下記 QR コードによりご覧いただけます。

「サポーター証」
キーホルダーを寄付者の方全員へ贈呈いたします。
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」
キーホルダー、
学園ラベル特製高級ボトリングティ他を贈呈いたします。

音順）

黒岩裕子

寄付者ご芳名

櫻田公子

一口一万円

個人

佐々木惠美子

（敬称略・

（役員）

佐々木淳子

十万円

菅井通子

須藤真千子

奥山章雄

園田恭子

菅谷愛子

（教職員）

髙木享子

鳥海昭美

三百二十万円

立花靜子

瀧田サトシ

田中紀子

岡部隆志

（卒業生）

谷夫久江

玉虫京子

中村きよみ

七十万円

栗山信子

十万円

野村多津子

野中佳子

羽鳥久江

吉野敬子

高橋公美子

福田恭子

五万円

増田規子

松永寿枝

堀川千恵

三橋房子

三好栄子

浅井和子

矢島千恵子

三万円

岩永行子

山崎邦子

横山恵子

吉原愛

野口裕理子

二万円

大崎良子

渡部愛子

玉置実千代

飯田千鶴子

伊藤敦子

一万円

石井真理

大北恭子

榊輝子

石原千穗子

島田ふさ枝

一口未満

沖津弓子

斎藤由喜子

五十嵐洋子

金子和子

石井敞子

神谷貴子

河合朋美

匿名二十九件

計百三十四万二千十円

二〇一九年三月一日～

二〇一九年八月三十一日分
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共立女子学園 各校のホームページがリニューアル !

2019 年 10 月上旬より、各校順次新しいデザインへ切り替えていく予定です。
学生・生徒・園児たちの日々の学びの様子を、よりわかりやすい形で発信してまいります。

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/

発行 学校法人

共立女子学園

東京都千代田区一ツ橋 2-2-1

TEL 03（3237）2838
E-mail：kohop@kyoritsu-wu.ac.jp
ご意見・ご感想および住所変更は、E-mail でも受け付けます。

