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はじめに 

学校法人東京聖徳学園は、2018 年度に創立 85 周年の節目の年を迎えました。 

これを機会に、本学園が総合教育機関として社会的価値の浸透と深化を果たし、持続的発

展を遂げていくため、教職員が本学園の 5 年後（2023 年の創立 90 周年）の立ち姿を共有し、

一体となって目標を達成できるよう「SETOKU VISION 2023」を策定しました。 

 

ＳＥＩＴＯＫＵ ＶＩＳＩＯＮ ２０２３ 

建学の精神  「和」 多様性と協調 

将来像 

（ビジョン） 
トップクラスをめざす学園 

大学･短大 
持続的な教育改革と大学の実力（志願倍率・実就職率）で、女性大学

のトップをめざす 

専門学校 トップクラスの保育者養成の専門機関をめざす 

中学校・ 

高等学校 
学力と人間形成において、中学・高等学校のトップクラスをめざす 

小学校 学力と人間形成において、小学校のトップクラスをめざす 

幼稚園 
地域の幼児教育のニーズを主導するにふさわしい、幼児教育の拠点化

をめざす 

テーマ 聖徳の社会的価値の浸透と深化 

行動指針 意識と行動の自己変革≪課題発見力・創造的企画力・専門的解決力≫ 

 

今年度の事業計画においては、このコンセプトを柱として「SETOKU VISION 2023」の達成

に向け、次の各事業を進めてまいります。 
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【学校法人東京聖徳学園が設置する学校等】 

学校種 学校名・課程 

通学課程 通信課程 

入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

大学院 

聖徳大学大学院 

専門職学位課程（教職大学院） 
15 30 － － 

聖徳大学大学院 

 博士前期課程・修士課程 
120 240 50 100 

聖徳大学大学院 

 博士後期課程 
24 72 5 15 

大学 聖徳大学 965 4,145 700 3,780 

短期大学 

聖徳大学短期大学部 220 470 200 600 

聖徳大学短期大学部 専攻科 8 11 － － 

専門学校 聖徳大学幼児教育専門学校 140 315 － － 

高等学校 

光英 VERITAS 高等学校 459 1,407 － － 

聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 70 210 － － 

中学校 

光英 VERITAS 中学校 160 480 － － 

聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 0 50 － － 

小学校 聖徳大学附属小学校 105 630 － － 

幼稚園 

聖徳大学附属幼稚園 120 400 － － 

聖徳大学附属第二幼稚園 120 400 － － 

聖徳大学附属成田幼稚園 60 270 － － 

聖徳大学附属浦安幼稚園 90 300 － － 

聖徳大学三田幼稚園 105 315 － － 

聖徳大学八王子幼稚園 90 320 － － 

聖徳大学多摩幼稚園 90 400 － － 

 合計 2,961 10,465 955 4,495 
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１．法人（学園全体） 

【管理運営】 

（１）学園全体の中期計画及び各部門の年度計画の着実な実行 

常任理事会の下に設置した「総合改革推進プロジェクトチーム」が中心となって学園全

体の中期計画及び各部門の年度計画の目標を組織的に進捗管理し、学園のビジョン達成

に向けて改革を推進していきます。 

（２）創立記念事業 

学園は令和５（2023）年に創立 90 周年を迎えます。記念誌の発行、記念事業募金の募集

等の記念事業の実施に向けて準備を進めてまいります。 

（３）募金の募集 

次の募金の募集を行い、本学園の財政基盤を強化し、本学園における教育研究活動を支

援していきます。 

・学園創立 90 周年記念事業募金（仮称） 

・聖徳教育学術振興募金 

・「Seitoku 古本募金」 

・「聖徳大学香和会 50 周年記念奨学基金」 

（４）「ＳＤ研修５ヵ年計画」の推進 

「ＳＤ研修５ヵ年計画」に基づき研修を実施し、職位に応じた知識やマネジメント能力

等を修得させ、事務職員の職能開発に努めます。 

（５）学園施設の有効活用 

① 「信州佐久 春日温泉 自然体感リゾート かすがの森」の活用 

「信州佐久 春日温泉 自然体感リゾート かすがの森」を校外学習の場として活用し、

施設の有効活用と維持管理に努めます。 

② 「山中湖ガーデンヴィラ」の活用 

聖徳学園山中湖荘「山中湖ガーデンヴィラ」を期間限定で運営し、施設の有効活用と

維持管理に努めます。 

③ 遊休施設の活用 

現状、使用（活用）していない学園施設について、今後の事業展開を見据えて、活用

方法を検討します。 

（６）経費の削減 

経費削減を推進するために、部門・目的別予算配分額の妥当性の見直しを行い、当該部

門と予算編成の精度を高め、予算執行管理との紐付けをより強化していきます。 
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（７）ガバナンス・コードの活用 

自主的な行動規範であるガバナンス・コードを活用し、経営の安定性・継続性の確保、

自律的なガバナンス体制の確立、教学ガバナンスの充実、及び情報の公開に努めていき

ます。 
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２．聖徳大学・聖徳大学短期大学部 

【教育研究】 

《教育の質の向上》 

（１）教育学部の開設 

新たに教育学部がスタートします。教育学部は、児童学部を改組し、児童学科と教育学

科から編成されています。 

これまで児童学部で積み上げてきた実績を踏まえて、「新しい時代」における乳幼児保

育・幼児教育、小学校教育の諸課題に先進的に対応するために、建学の精神「和」に基

づく豊かな人間性と教養、 新の児童学・教育学・スポーツ諸科学等の高度な専門性と

現場実践力を備えた人材を育成し、教育界及び社会の発展に貢献することを目指します。 

（２）教学マネジメントの推進による学習者目線の改善・改革（内部質保証） 

本学独自の自己点検・評価基準に基づく各学科の点検・評価により、意識調査等の分析

結果や学生からのヒアリング結果から学習者のニーズや期待を丁寧に汲み取り、そこか

ら得られる課題に正面から向き合い、学習者目線の改善・改革を推進していきます。 

（３）学習成果の可視化と明確化に向けた取り組み 

学部・学科が卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）に掲げる学習成果と、

様々な形で実施している達成度評価、各種の測定手法、アンケート、調査等の関係を改

めて整理し、明確に可視化する「学習成果と指標の関係図」を活用した、学習成果の可

視化と明確化に向けた取り組みを行います。 

（４）ゼミナールと卒業研究の充実による知の創造への挑戦 

学生一人ひとりの専門的な探求心を育み卒業研究へとつなげるゼミナールを充実させ、

学習成果の集大成として「教育力の聖徳」の中核をなす実践的な専門性を養成します。 

（５）学科横断の学び（Field Linkage）の提供 

2020（令和２）年度より、総合大学の強みを活かし学部・学科が連携する学びのプログ

ラム「Field Linkage」を始動しています。ここでは、総合大学のメリットを活かして、

従来にはなかった学部・学科間の連携・協力を基礎として、卒業後の多職種協働も視野

に入れた、幅広い知識・技能や経験の獲得を可能とする学びを提供することで、学部・

学科を越えた学際的な学びにより、多面的・多角的な視点や問題解決能力を養い、新た

な価値を創造する力の育成を目指しています。 

具体的な例としては、人間栄養学部人間栄養学科と看護学部看護学科、心理・福祉学部

社会福祉学科の学生が、管理栄養士、看護師、社会福祉士としてチームを組み、複数の

専門職が連携し、高い専門性を活かしながら多様な知識・視点で課題解決に取り組む力

を育てるプログラムを開講しています。これにより、専門領域を超えた学際的な学びを

通じ専門知識がより深まると同時に、他分野の視点で課題にアプローチし、キャリア選

択の幅が広がるなど、学生の学びの意欲の増大と学習成果の獲得に繋がっています。 
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（６）「Business Field Linkage」による新時代の女性リーダーの育成 

学部・学科で身につけた高度な専門性を実社会で活かし、経営やリーダーシップの 前

線を実践的に学ぶ教育プログラムとして、「Business Field Linkage」を本格始動し、専

門的な学びとともに、先見的な視点とスキルで課題解決に向けてリーダーシップを発揮

できる新時代の女性リーダーの育成を目指します。具体的には、大手化粧品会社や新聞

社などの企業とのコラボレーションによる実践的授業を通じ、ＩＴ系や商社、サービス、

流通業界など社会で活躍している女性リーダーや経営者などの業界の第一線で活躍する

講師陣による直接指導を受け、グループワークで課題解決力・チームワーク力を身に付

けることを内容としています。 

（７）コロナ禍における新たな教育手法による教育の質とそれを支える学生支援の質の向上

コロナ禍の下、適切な感染防止対策を徹底し、学生の安全・安心を確保しながらの対面

授業を原則としつつも、オンライン授業も効果的に併用しながらこれまで培った対面型、

オンライン型、ハイブリッド型の授業実践の知見共有を通じて学生のさらなる学習成果

の獲得を目指します。また、円滑な授業運営を可能とする事務局の教員・学生サポート

体制を充実させ、大学全体を通じた通信環境の整備と拡充、教職員の通信機器や情報技

術等へのリテラシーの向上に大学全体をあげて取り組みます。 

（８）教職課程の教育の質保証への取り組みの推進 

教育学部への改組を契機に、教職課程委員会等の全学的な組織を中心として、教職課程

を設置している関係各学部・学科の連携を一層緊密にし、全学的な整合性を図りつつ、

教員養成の目的達成のできる体制を整備していきます。教職課程委員会や自己点検・評

価委員会及び教務委員会等を中心に「教学マネジメント指針」（令和２年１月２２日、中

央教育審議会大学分科会）に基づく全学的な教職課程の自己点検・評価の実施方針を早

急に策定し、2023（令和５）年３月末までに、「教職課程自己点検評価報告書」を作成し

大学ウェブサイト上に掲載します。 

（９）教育・研究の向上 

毎年、定期的に各教員の研究成果である著書、学術論文等の研究業績等も発表を推奨し、

教育・研究の充実を図り、より質の高い教育の実現と競争的研究資金等の獲得を目指し

ます。 

（10）学習支援の充実 

聖徳基礎力から専門教育、そしてキャリア形成まで繋がる「聖徳夢プロジェクト」を推

進し、学生一人ひとりが抱く「夢」や「希望」の実現と、「自立した女性」としての成長

を支援します。また、聖徳ラーニングデザインセンター、語学教育センター及び教職実

践センターにおいて、学生のニーズに合わせた学習のサポートを行います。 

（11）キャリア支援の充実 

個々の学生の状況に応じたきめ細かな就職指導を行うための個別プログラムを整備し、

早期の就職活動への取り組みを推進するとともに、既存のプログラムについてもレベル
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アップを図り、キャリア支援を更に充実させ、実就職率 96.3％と全国女子大学で 1 位と

なった同水準以上の実績を目指します。 

（12）中途退学者予防策の推進 

各種アンケート調査や学生への直接のヒアリング、アセスメント結果、自己点検・評価

等の結果に基づき、学科の教員が一丸となった早期対応の徹底、事務局学生部各部門に

よる横断的な退学防止に向けた取り組みを推進し、初年次退学率 3％、卒業までの退学率

8％以内の目標を継続的に達成します。 

 

【地域・社会貢献】 

（１）地域の活性化と人材の養成 

① 高校生の体験発表会の開催 

本学の社会貢献活動の一環として行われている、高校生が自身の体験や経験について

自由に発表を行う「高校生の体験発表会」を、更に規模を拡大して継続的に実施し、

学校や学科の垣根を超えた交流を通して、高校生自身の学びの深化や新たな発見、多

様性への理解を促します。 

② 高等学校、地方自治体、企業等との連携 

高等学校、地方自治体、企業等との連携により、地域貢献活動を推進し、地域コミュ

ニティづくりや地域社会の発展を目指します。 

《協定先》 

東京都立篠崎高等学校、千葉県立市川昴高等学校、千葉県立我孫子高等学校、千葉県

立市川南高等学校、千葉県立君津高等学校、千葉県立安房高等学校、松戸市立松戸高

等学校、千葉県立鎌ヶ谷西高等学校、千葉県立流山おおたかの森高等学校、船橋市立

船橋高等学校、千葉県立松戸向陽高等学校、千葉県立行徳高等学校、千葉県立佐倉西

高等学校、松戸市、柏市、我孫子市、取手市、八潮市、松戸警察署、株式会社千葉興

業銀行 

（２）生涯学習による社会貢献・地域振興 

聖徳大学オープン・アカデミー（SOA）において、地方自治体・地元企業との連携や学内

の知的財産の活用などによる講座の企画に取り組み、社会貢献・地域振興を推進します。 

（３）子育て支援 

地域の親子交流の場として、「おやこ DE 広場 にこにこキッズ」や「おやこで“ゆるり

ん”」を運営し、地域の子育てを支援します。 

（４）「知」の還元 

① 教育委員会との連携 

教育委員会と連携し、人事交流、協働による教材開発や学校課題の改善、教育調査の

分析の支援などに取り組みます。 
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《協定先》 

千葉県教育委員会、松戸市教育委員会、柏市教育委員会、市川市教育委員会、我孫子

市教育委員会、港区教育委員会、葛飾区教育委員会 

② 所蔵する貴重資料の公開 

聖徳博物館、利根山光人記念ギャラリー等において、展覧会を開催し、聖徳大学が所

蔵する貴重資料を公開します。 

③ 講演会、シンポジウム等の開催 

研究所等の主催による講演会、シンポジウム等を開催し、広く社会に 新の情報や研

究成果を還元していきます。 

 

【管理運営】 

《学生募集》 

（１）オープンキャンパスへの来場促進 

来場型オープンキャンパスと同時並行で WEB オープンキャンパスを実施し、受験生の両

方のニーズに対応していきます。また、大学サイトの他に、受験生目線の受験生応援サ

イト、各学科サイトを運用し、オープンキャンパスへの来場を促進していきます。 

（２）ホームページの充実 

本学独自の多様性のある深い学びの内容を受験生等に分かりやすくお伝えするため、内

容の充実を図ります。コロナ禍における有効な情報発信として、動画によるキャンパス

紹介や学部・学科紹介のコンテンツをより一層充実させ、受験生の興味の継続・深化を

図ります。 

《基盤整備》 

（３）高等教育の修学支援新制度への対応 

令和２年度から施行された「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく、「高等

教育の修学支援新制度」に相当する支援を行います。 
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３．聖徳大学幼児教育専門学校 

【教育研究】 

《教育の質の向上》 

（１）学生の学びの可視化促進 

５年前から活用している「学習シート」の学生への活用方法認識をさらに浸透させ、学

習進度把握や成長・課題発見に繋げ、学生自身が成長を実感できるよう図ります。今年

度はこれまでの書式や活用状況を改めて振り返り、学生の自己把握と教職員の学生理解

の双方に役立つよう更なる改良を重ねます。 

（２）授業アンケート中間期調査の改善 

期末調査の他に中間期調査も導入することで、質問項目に縛られない、より自由かつ率

直な学生の回答を集め、結果の詳細を教員会で共有してきました。昨年度よりオンライ

ン授業に関する質問項目も追加され、オンラインでのアンケート実施により学生が回答

しやすく教職員が結果を共有しやすい方法を定着させていきます。 

（３）教育の質を高める研修の活性化 

５年前から実施している新ＦＤ方式（各教員によるＦＤ計画書提出、授業改善ポイント

に合わせた相互参観、学期末のＦＤ報告会開催）が定着したため、その方式を踏襲しな

がらも授業アンケート中間期・期末調査の結果を計画および報告に反映させ、報告会に

おいて一層活発な教員間の意見交換を行います。オンライン授業についても同様に、相

互参観により互いの工夫を参考にすることで授業改善に役立てます。 

内部研修では、研修テーマを教員会や各委員会から広く募り、学生および教員のニーズ

に合わせた研修の実現に努めます。 

教員の外部研修を促進し、その報告を教員会で行うことにより、 新の知見や共通の発

見等を授業および学生対応に活用できるように取り組みます。 

（４）会議の効率化 

事前に会議資料等を Teams に置くなど、オンラインなどを活用しての迅速な情報共有方

法も導入することにより、各委員会の検討事項の明確化、委員会間の連携内容の早期把

握や重複の点検等のさらなる効率化を図ります。毎週開催の教員会もその効率を鑑み、

隔週に変更して定着させます。 

（５）在校生・卒業生から愛される学校へ 

ＳＦＤ（聖徳フレンドシップディ）で昨年から実施している卒業生の講演は、聖徳出身

としての誇りと幼児教育者・保育者になる気持ちを高まるきっかけとなることから、引

き続き卒業生の活躍を在校生に伝えることで卒業後の幼児教育者・保育者としての将来

像の意識付けを高めてまいります。在校生が学ぶ『専門知識』と『実践的技能の機会を

更に増やすことで満足度を高めていきます。 

卒業後のフォローアップを充実させ、卒業生への情報発信や保育者としての質の向上を

図ります。 
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《就職の向上》 

（６）就職サポート体制の強化 

1 部は 1 年次、2 部は 2 年次からキャリア教育を行い、教員が論文指導と面接指導を担当

する公務員対策講座の充実を図り徹底した個別対応を実施します。卒業生の講演を実施

することで就職への意識を高めていきます。希望する就職先への就職や公務員試験の合

格の向上を図ります。 

 

【地域・社会貢献】 

（１）行政、地域との関係強化 

港区教育委員会との連携を深め地域貢献に努めます。幼児教育の養成校として、中学生・

高校生の上級学校訪問時に幼児教育・保育者の重要性を説明し、理解してもらう機会（幼

稚園と連携しての体験学習など）を積極的に提供していきます。 

近隣の高等学校保育科からの授業支援、体験学習等の依頼に応え、幼児教育の養成校と

しての特色を生かしたアドバイスと支援を行っていきます。 

 

【管理運営】 

《学生募集》 

（１）ステークホルダーから共感される学校へ 

コロナ渦だからこそ、手に職を持てる幼保に特化した専門学校として幼稚園免許・保育

士資格を取得して就職できる学校として情報発信をしていきます。 

コロナ禍だからこそ、幼稚園免許・保育士資格が確実に取得できることをアピールして、

就職に強い専門学校という情報発信をしていきます。 

入学者確保に向けて在校生を活用し学びの楽しさや学生生活がイメージできるよう随時

情報を発信することでステークホルダー（受験対象者）に認知を広め定員充足に努めま

す。卒業生の意識調査にもあるように本校で身に付いたと回答がある『専門知識』と『協

力して物事を遂行する能力』についてステークホルダーに対して強くアピールしていき

ます。 

入学者確保に向けて在校生が意欲的に学ぶ姿や卒業生が保育現場で輝く姿を発信し、ス

テークホルダー（受験対象者）が本校で学びたいと思うような募集活動を展開し、定員

充足に努めます。 

《基盤整備》 

（２）業務削減にむけた効率化 

業務削減にむけて業務を改めて洗い出し、重複作業の削除、効率化を意識できるよう転

換等をはかり業務削減につとめます。オンラインを活用した時間短縮、ペーパーレスの

促進に努めます。 

（３）業務基盤の検討 

教職員全体で業務の洗い出しを行い、再分担を構築し重複の回避を図ります。 

オンラインを使用した時間短縮、情報の共有化、資源の削減に努めます。 
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【環境配慮】 

（１）環境を意識した教育・危機管理ができる人材の育成 

年間４回（１回は附属の三田幼稚園合同）の避難訓練を通し、防災意識を深めていきま

す。危機管理日を設け、上級救命講習・防犯教室・消費者問題講習・租税教室等を実施

することで、幼児教育者・保育者として卒業後も活かせるよう支援していきます。 

コロナ禍における日々使用した教室の清掃や消毒、換気の実施によって環境についての

意識向上を図ります。 

また港区で求められるゴミ分別等をとおして環境意識の向上につとめます。環境に関す

る考察を学外研修や授業（聖徳教育）でも取り入れ進めて行きます。 
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４．光英 VERITAS 中学校・高等学校 

【教育研究】 

《教育の質の向上》 

（１）探究的な学びを柱にした学習による 21 世紀型スキルを身につけた生徒の育成 

学びの核として取り組む「探究科」と全教科で展開する「探究型授業」によって「答え

を求める学びから問いを持つ学びへ」と学びの質の転換をさらに加速させ、生徒が主体

的に学び自らの力で新しい知識を創造する 21 世紀型スキルを獲得できるようにします。 

各教科においては、授業計画（シラバス）と評価規準の段階別記述形式（ルーブリック）

を用いて、探究的な学びにおける質の高い学習過程の中で学力の三要素（知識・技能、

思考力・判断力・表現力、学びに向かう力･人間性等）を確実に向上させていきます。 

（２）英語・国際理解教育の充実による多様な価値観と豊かな表現力を持つ生徒の育成 

小笠原流礼法をはじめとする学びによる日本文化理解と英語４技能および総合的な言語

運用能力の獲得によって、グローバルな視野と多様な価値観を持ち自分の考えを自分ら

しく豊かに表現できる生徒を育成します。 

英語教育計画では、英語の授業と英語を活用する校内外の行事（校内英語劇、海外語学

研修、修学旅行等）を密接に連携させ相乗的に総合的な英語力の向上を図っていきます。 

早稲田大学ＩＣＣ（異文化交流センター）との連携（様々な国からの留学生との交流等）、

オーストラリアの Moruya High School や台湾の新民高級中学との協働学習等により、英

語の学びを地球規模に広げていきます。また、ユネスコスクール加盟への準備を進めて

いきます。 

（３）理数教育の充実による理数の知識・技能を活用できる未来の科学者の育成 

自ら立てた仮説を検証するために実験データを活用して研究論文を執筆できる「未来の

科学者」を育成していきます。そのために課題解決のプロセスを重視した探究型の理数

学習に取り組み、知識・技能を着実に定着させるとともに思考力・判断力・表現力を養

成します。具体的には、年間３０回以上の理科実験やコンテスト参加を視野に入れた理

数プロジェクト学習等を実施することで理論を理解した上で活用力を高めていきます。 

連携協定を締結した東京理科大学とは、理数の探究研究や理数授業に関わる本校へのサ

ポートについて連携をさらに進めていきます。 

（４）ＩＣＴ活用によるアクティブ・ラーニングでの効果的・効率的な学びの促進 

全校生徒が所有するタブレット（iPad）を始めとする ICT 機器を効果的・効率的に学習

に取り入れ、21 世紀型スキルの獲得をより促進していきます。その活用では、様々なア

プリにより一人ひとりに 適な学びを提供するとともに、オンラインで学校外の人たち

とつながることを含めた協働学習によりダイバーシティを獲得しコミュニケーションス

キル（対話力）を高めます。「ひとづくり」を大切にしたテクノロジー利用を心がけ、他

者への思いやりを持ちながら ICT 活用なしでは実現できない創造的な表現力を育成し、

校内外に発表する機会を積極的に創出していきます。 



13 

《進学の向上》 

（５）探究を生かした質の高い進路実現 

探究的な学びによって獲得される主体性やチャレンジ力を生かして、先を見据え自ら高

みを目指し進路実現のため継続的に努力できる生徒を育成していきます。進路マップや

進路ルーブリックによる目標の可視化によって生徒自身が見通しを立てて進路実現のた

めに取り組みやすくするとともに、デジタルポートフォリオ（活動成果等を蓄積する電

子ファイル）に諸活動の成果を蓄積しふりかえり活動を行うことで自己省察力を高め、

大学で学ぶ意欲を進学の動機とする良質な進路実現につなげていきます。 

早稲田大学公認サークル「こうはいナビ」と連携し、早稲田大学の学生による進路に向

けての大学紹介講演会や、SDGs 研究等の探究的な学びへのサポートを実施します。 

（６）大学入試に対応する総合的な取り組み 

これからの入試で求められる学力の３要素を獲得するため探究的な学びを軸とした教育

計画を整備していくとともに、多様な入試に対応する進路指導についての継続的な研究

と授業の質向上に資する大学入試問題分析を含む教員研修の強化を図っていきます。 

放課後に毎日開設する自習室（学生チューターによる学習・進路指導サポートを主とす

る学びのシステム）とスタディサプリ（個別学習アプリ）および校内で実施する全国模

試の連携強化で、主体的な学習態度の育成と具体的な成績伸長を図り、生徒が確かな学

力で高みを目指し良質な進路実現ができるよう総合的に取り組みます。 

 

【地域・社会貢献】 

（１）地域における教育的価値の向上 

教育活動で地域に貢献するとともに光英 VERITAS 中高の教育的価値を高めていきます。 

① 光英 VERITAS 中高主催のコンテスト等開催 

地域の中学生対象の英語コンテストを開催（10 月予定）します。 

② 光英 VERITAS 中高主催の教育研修会開催 

地域の小中学校教員対象の、探究、英語および ICT 等をテーマにした教育研修会を開

催（６月、10 月予定）します。 

（２）地域・社会貢献 

光英 VERITAS 中高の教育活動および生徒活動を通し地域の活性化に貢献していきます。 

① 地域行事への積極参加と地域貢献 

松戸まつりのオープニングセレモニー、松戸高校生講座、北総まつり、秋山まつり等

の地域行事に積極的に参加します。また全校生徒で学校周辺地域の環境ボランティア

（清掃活動）にも取り組み、地域に貢献しながら地域から親しまれる学校づくりをし

ていきます。 

② 企業との連携による社会貢献 

生徒会組織の各種委員会が、SDGs に貢献する企業と連携した活動を実施します。自然

環境の保全、途上国に対する支援、健康と福祉の増進等に向けての取り組みを通して、
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生徒の倫理観と社会貢献に対する意識を高め、「人・社会・自然に貢献する自覚と実践

力のある次世代リーダー」を育成する学校として、企業と連携し実際の社会貢献活動

に取り組みます。 

 

【管理運営】 

《生徒募集》 

（１）教育活動と募集活動を一体化させた募集活動の徹底 

学校説明会やオープンスクール等を学事計画（教育計画）に組み込んで「生徒の成長の

姿」、「生徒の学習成果」を受験希望者に対する訴求力とできるようにし、教育活動と募

集活動を一体化させ、教育の質を継続的に高めることで入学生徒をより増加させる取り

組みをさらに徹底します。 

受験生データの分析から入試制度（しくみ、実施方法、日程等）を構築するとともに、

重点募集地域からの目標入学生徒数を明確にする等の入試・募集活動に取り組み、光英

VERITAS 中高の募集定員充足の徹底に努めます。 

（２）ホームページ等での学習成果等の発信によるブランドイメージ作り 

光英 VERITAS 中高として「探究」、「英語」、「理数」「iPad」「小笠原流礼法」を主とした

学習活動や学習成果をホームページから発信することで「ひとづくり」を根幹としなが

ら「人・社会・自然に貢献できる次世代リーダーを育成する学校」のイメージを構築し、

学校説明会等への来校者増につなげていきます。また、同様に SNS、E メール、DM を活用

し学校説明会等への来校者を増やしつつ学校のブランドイメージを作っていきます。 

（３）教育力を訴求力とする学校説明会等の開催 

光英 VERITAS 中高の教育力の高さで訴求する学校説明会等を開催していきます。 

・生徒の学習活動（探究科における研究発表、英語スピーチ等）、生徒が取り組んだ学

習の成果物（探究発表ポスター等）等を見せ「生徒の成長の姿」および「生徒の学

習成果」を受験希望者に対する訴求力とする学校説明会を開催します。 

・受験希望者に対し「探究学習体験講座」「部活体験講座」を実施します。 

・生徒主体の企画を盛り込んだ学校説明会等を実施します。 

《基盤整備》 

（４）野球部活動環境の整備 

共学化に伴い新設し、男子生徒募集に貢献度の高い硬式野球部の運営に必要な施設・設

備（照明設備、スコアボード等）の整備を進めてまいります。 

（５）業務改善による教育力の向上 

働き方改革の推進により、業務と経費の削減をするとともに教育の質を向上できるよう

に環境改善を継続します。 
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【環境配慮】 

（１）教育課程上に位置づけた環境教育の実施 

探究科の学習計画の中に SDGs に関連した環境テーマの内容を組み込み、多面的に環境に

ついて考えられる生徒を育成します。また生徒会の各種委員会でも SDGs（環境問題）に

貢献する活動を実施し、自然環境に配慮できる学校づくりをめざしていきます。 

（２）エネルギー等の削減 

教職員に対しての指針であり、かつ、生徒に心がけてもらいたいことを教員から伝えて 

いくための指針である「節約のための行動指針」を作成し、エネルギー等の削減による 

CO2排出量削減を推進します。 
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５．聖徳大学附属取手聖徳女子中学校・高等学校 

【教育研究】 

《教育の質の向上》 

（１）「聖徳プロジェクト」の推進 

「聖徳プロジェクト」は、生涯にわたって自ら考え、学び続けられることができる生徒

を育成することを目指します。そこでは、総合的な探究の時間（週 3 時間）、ホームルー

ム活動（週 1 時間）、3 年次に進路探究（週 4 時間）を活用して、探究に必要なスキルを

学び、地域社会や聖徳大学との連携を深めるなど、豊富な探究の機会を提供し、生徒の

探究力を育成していきます。 

（２）高大接続の研究・実践（研究でつながる高大一貫 7 年制プロジェクト） 

本校の「聖徳プロジェクト」と聖徳大学が推進している「ゼミ活動～進化する学び」や

「Business Field Linkage」「Field Linkage」などを連携させ、高校入学から大学卒業、

大学院までの「止まらない学び」を行う高大接続の研究と実践に取り組みます。 

（３）新しい評価方法の実践 

2022 年度学習指導要領の施行に際して、指導と評価の一体化を進め、生徒一人ひとりの

学びの向上に繋げます。新しい評価は、以下の３点に留意して取り組みます。 

① 生徒の学習改善に繋げていきます。 

② 教育活動の改善に繋げていきます。 

③ 高大接続に繋げていきます。 

（４）ICT 活用 

① 授業・探究活動・行事等への活用の研究 

新教育課程の授業・探究活動・行事等において、より一層 ICT の効果的な活用を研究・

実践していきます。 

② Microsoft 365 の活用の研究 

「Microsoft Innovative Educator Experts（マイクロソフト認定 教育イノベーター）」

に認定された教員を中心に、Microsoft Teams をはじめとするアプリケーションの先進

的な活用に挑戦し、ICT 推進の先進校として教育活動全般の成果を外部発信していきま

す。 

《個別最適化した進路実現》 

（５）探究活動を通した進路実現 

「聖徳プロジェクト」を通して、系統的な進路指導を実践します。その学びによって得

られる成果を生かして、新大学入試に対応する生徒を育成し、進路実現に繋げます。 

特に、探究活動を聖徳大学と連携をして推進することにより、聖徳大学への進学を促し、

内部進学率の向上に繋げます。また、聖徳大学入学センターとともに内部入試方法の研

究に取り組み、魅力ある入試づくりに貢献します。 
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（６）個別最適化した学びで生徒一人ひとりの進路実現をサポート 

「マイカリキュラム」と「聖徳プロジェクト」の推進により、生徒一人ひとりの進路に

対応した個別 適化した学びを実現し、生涯学び続ける姿勢と資質・能力を備えた生徒

を育成します。また、探究的な学びの集大成として、「卒業研究」の成果を生徒全員が校

内外でプレゼンテーションに取り組み、個々の進路実現に繋げます。 

【地域・社会貢献】 

（１）社会に開かれた学校づくり 

茨城県や取手市をはじめとする近隣市町村の教育委員会やクラブチームと連携して学校

施設を開放し、社会に開かれた学校づくりに取り組み、地域との信頼関係を更に強めて

いきます。 

【管理運営】 

《生徒募集》 

（１）「安心して学べる学校」をＰＲし、「聖徳ファン」層を拡大 

「礼法」「食育」の伝統的な「人間教育」と新しい学力観に基づいた「探究的・協働的

な学びの推進」のバランスの取れた本校教育の魅力、「大学附属の女子校」の魅力を発

信し、「聖徳ファン」層を拡大していきます。受験対策にとらわれずに学校生活を送り、

自らの興味・関心を広げ様々なことにチャレンジする生徒の姿を伝え、「安心して学べ

る学校」をＰＲし、受験生・入学生増に繋げます。 

また、聖朋会（同窓会）連携した学校紹介イベントを企画し、卒業生たちの母校回帰の

機会を増やし、聖朋会子女・姉妹の更なる入学者増を目指します。 

（２）音楽科・普通科吹奏楽コースを軸にした生徒募集の展開 

茨城県、千葉県下唯一の私立音楽科併設校として、また吹奏楽部の実績をブランドイメ

ージとして、茨城県全域・千葉県東葛地区を中心に、音楽科及び普通科吹奏楽コースを

軸にした生徒募集を展開し受験生増に繋げます。 

（３）コロナ禍に対応した募集活動の展開 

本校の魅力は実際に来校していただき、生き生きと学ぶ在校生たちや熱意溢れる教職員

と触れ合うことでこそ、伝わります。しかし、終息が未だ見えぬコロナ禍に於いて、来

校できない状況下でも本校の良さが受験生・保護者に伝わるよう、HP による動画配信、

Facebook・Instagram・LINE 等と HP を連動させた広報展開を推進し、来校者増に繋げま

す。 

（４）茨城県南地区における光英 VERITAS 中学校・高等学校の生徒募集活動 

茨城県南地区及び JR 常磐線・つくばエクスプレス沿線において、女子高として存続する

本校の生徒募集活動と並行して、光英 VERITAS 中学校・高等学校の広報・生徒募集を展

開し、受験生の増大・募集人員の充足を目指します。 
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《基盤整備》 

（５）目標達成に向けた協働の実現 

授業をはじめとする教育活動の目標を適切に設定することと、それらに関わる情報を共

有することによって、学校目標の達成に向けた効果的な協働を図ります。特に、新しい

学習指導要領に基づく教育課程に関し、各学年・分掌において教育活動の充実に向けた

検討を深め、実践とその評価を繰り返すことで、継続的な改善を図っていきます。 

（６）ICT 化による業務の効率化 

Microsoft Teams を含む Office365 のサービスを活用し、教育活動の充実を図ります。

① 組織横断的な協働的活動を推進します。 

② 業務の効率化を図り、教職員が教育活動にさらに専念できる環境を整備します。 

（７）警備の機械化による安全性強化及び業務効率化 

警備を機械化し、校舎内点検及び施錠・安全管理へ教職員が積極的に関わり安全性を強

化するとともに、安全管理業務の効率化に繋げます。 

【環境配慮】 

（１）SDGs の学びの推進 

教育活動全般で、持続可能な開発目標SDGsの学びを推進し、地域環境の保全に努めます。 

（２）ICT の活用によるペーパーレス化の推進 

教育活動全般で ICT の活用を進め、ペーパーレスを推進します。 

（３）エネルギー等の削減 

教育活動で使用するエリアの 適化を図り、エネルギーコストの低減化を図ります。 
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６．聖徳大学附属小学校 

【教育研究】 

《教育の質の向上》 

（１）新教育課程（新学習指導要領対応：道徳・英語・プログラミング）を上回る学力形成

と人格形成の実現 

新学習指導要領の完全実施のもと、毎週の「週案簿」提出による実施状況の把握の徹底

とカリキュラムの検討、評価表作成など、指導と評価の研究を進めています。新教育課

程を上回る指導を実践する学校として、発展的な学習内容を計画的に取り入れ、中学受

験に対応できる学力形成・人格形成に取り組みます。 

（２）「思考力・判断力・表現力」向上に向けた学習指導・学級経営の実践 

すべての教育活動において児童・保護者が満足できる学習指導・学級経営を進めていく

ため、新学習指導要領に示されている「何ができるようになるか」という点を意識し、

授業研究を通して、学校全体で児童の「思考力・判断力・表現力」の向上に努めます。 

（３）ＩＣＴ活用による効果的・効率的な学びの促進 

今後、児童が一人一台タブレット端末を所有し学習に活用していくための環境整備を進

めていきます。同時に ICT 機器を効果的・効率的に学習に取り入れ、ICT 活用による創造

的な表現力の育成に必要となる、指導スキル獲得のための教員研修を重ねます。 

《進学の向上》 

（４）光英 VERITAS 中学校との連携強化 

光英 VERITAS 中高教員の専科授業における指導の導入により、児童自身の中高の魅力の

実感、内部進学への意欲の向上に繋げていきます。また、相互交流を更に活性化させ、

互いの利点を積極的に情報発信することにより、関係強化に取り組みます。 

（５）未来の創り手となるために必要な資質・能力の育成と、中学受験で求められる学力の向上 

将来への夢や希望をもち、中学受験に向けた心と頭を 1 年生から発達段階に応じて育て

ていくため、基礎学力の定着の自覚化につながる「漢字検定」、「算数検定」に合格でき

るよう日々の指導を徹底します。 

（６）授業研究を通しての、聖徳大学の先生方との連携のさらなる深化と、児童の学力向上

に向けた指導力の向上 

研修部による年間計画を作成し、経験年数に応じた授業研究の形を毎年工夫し、主要教 

科である国語と算数、そして、専科（音楽・図画工作・英語・礼法・体育）で実施する 

ことで、指導の充実に努めます。 

【地域・社会貢献】 

（１）同窓会組織を活用した、児童・保護者への学びの場の提供 

本校では、1989 年度から現在までに、2,250 名を超える卒業生が巣立っており、成人し、

社会で活躍する卒業生が数多くいるため、卒業生から児童に向けての授業をキャリア教
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育の一環として実施し、さらには、保護者向けの学びの場も提供できるよう同窓会組織

の活用を進めていきます。 

【管理運営】 

《児童募集》 

（１）専願入学者数を増やすための入試・募集改革 

説明会参加者へのアンケート調査・分析による広報戦略の改善、出願前のダイレクトメ

ールや幼児教室訪問をタイムリーに重ねて行い、説明会参加者をこれまで以上に増加さ

せ、出願につなげ、専願入学者を増やしていきます。 

（２）入学したいと思える魅力的なイメージ戦略の強化 

他校ではできない特色ある教育活動を取り上げ、他校との差別化、独自性を明確に打ち

出し、募集活動の主軸にするとともに、児童たちの声や学習成果、「何ができるようにな

ったのか」具体的な向上の姿や活動成果を可視化し、ホームページ内の 新トピックス

や教員ブログ、そして SNS の活用により、これまで以上にスピード感をもって多数発信

していき、入学したいと思える魅力的なイメージを作っていきます。また、現在進行形

の新鮮な情報発信に努めるだけでなく、その情報を見ていただく手立てとして、積極的

な幼児教室訪問を重ね、出願へと繋げていきます。 

（３）児童の学習活動の向上の可視化を強化した広報戦略 

児童に対し、計画的に各種コンクールへの挑戦を促し、児童の意欲を喚起し、本校の特

色あるカリキュラムによって身についた力の目安としていきます。また、育成した表現

力を校内外に積極的に発表する機会としていきます。併せて、受賞結果を、ホームペー

ジから迅速かつ効果的に発信していきます。 

（４）「聖徳アフタースクール」の充実 

放課後の児童の預かり、及びアフタースクールの充実《選択制プログラムの（月）～（金）

実施、及び、長期休暇中の実施》を図り、共働き等、アフタースクールに必要感を持つ

層への働きかけをさらに行い、入学者数を増やしていきます。選択制プログラムの内容

は、各教科学習の発展的内容であり、かつ、児童の知的好奇心を満足させるもの、潜在

能力、無限の可能性を伸ばせるものを開発していきます。新鮮な体験から生まれる感動、

豊かな感性が意欲的な学びを引き出し、夢中になって取り組むことで、新たな自分自身

の可能性に気づいたり、新たな学習意欲の芽吹きに繋がるよう構築します。 

【環境配慮】 

（１）緑豊かな附属小学校の校地を活かした、環境への主体的な意識を高める指導の強化 

本校には、他校との大きな差別化となる「小学校の教科書に掲載されたすべての樹木が

植えてある緑豊かな校庭」があり、日頃自然に親しむことが難しい児童たちにとって大

変恵まれた環境であることから、これからもこの環境に触れ、学習活動に活かす機会を

充実させていきます。また、低学年は生活科、高学年は理科の授業を通して学び、同時

に環境への視点も育てていきます。 
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（２）徹底した業務の効率化の実行 

業務方法を改善し、決められた時間内に効率よく職務を遂行していくことで、紙の使用

量や電気使用量を削減することによりエネルギーの節約につながる環境配慮に努めます。 
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７．聖徳大学附属幼稚園・附属第二幼稚園・附属成田幼稚園・附属浦安幼稚園 

【教育研究】 

《教育の質の向上》 

（１）発達段階に応じた基本的な生活習慣の習得のサポート強化 

これまでのデータ分析から得られた結果をベースにし、より効果的な指導時期を設定し、

目標達成度 100％の期限を区切り、全教職員で集中的に指導にあたります。 

（２）幼児の可能性を引き出す「各園の重点取組」のカリキュラム展開 

［聖徳大学附属幼稚園］ 

本園の教育方針である「遊びを通した学び」の過程や効果は、保護者からは見えづら

いということを認識し、令和元年度七園合同研究保育で取り組みを始めた「ポートフ

ォリアやドキュメンテーション」による「見える化」を念頭においた保育を本園の特

徴的な教育として位置づけた上でカリキュラムに展開し、教育効果を高めることに取

り組みます。 

［聖徳大学附属第二幼稚園・成田幼稚園］ 

園内の各遊びコーナーの環境を充実させ、幼児がより主体的かつ意欲的に活動を発展

できる環境を整え、幼児の豊かな活動を引き出すためにカリキュラムに展開し、教育

効果を高めることに取り組みます。また、本園の特徴的な取り組みである「はだし教

育」の効果を再確認するため、調査項目の相関関係を分析するなどの実践的な研究に

取り組みます。 

［聖徳大学附属浦安幼稚園］ 

本園の特徴的な教育として実施している「体育的活動」について、平成 28・29 年度に

実施した公開研究保育の成果を踏まえ、継続的に取り組むことにより、より教育効果

を高めることに取り組みます。 

《進学の向上》 

（３）附属小学校との連携強化 

相互交流を更に活性化させ、互いの利点を積極的に情報発信することにより、Ｗｉｎ-

Ｗｉｎの関係強化に取り組みます。 

【地域・社会貢献】 

（１）SEITOKU オープン キンダーワールド（親学・園庭開放）の強化 

保護者ニーズの的確な把握や、実施内容の適切な設定と情報の発信により、地域におけ

る子育ての支援施設としての拠点化に取り組みます。 

（２）預かり保育の強化 

女性の就労率が更に上昇していく事を認識するとともに、幼児教育の無償化により増加

が予想される共働き世帯を含めたすべての子どもに良質な幼児教育を提供するために、

カリキュラムや運営方法の点検を実施するとともに、利便性の向上に取り組みます。 
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【管理運営】 

《園児募集》 

（１）新入園児の増加 

安定的に質の高い幼児教育を提供するために、教育内容と教育効果の可視化により、経

営基盤の更なる安定に取り組みます。 

（２）保護者満足度の向上 

経営基盤の安定のために も重要な保護者の満足度向上に向けて、教育内容や教育環境

の充実をはかるとともに、れんらくアプリの活用拡大など、保護者の利便性を向上する

ためのサービスに努めます。また、ポートフォリオやドキュメンテーションを活用した

可視化の水平展開に取り組みます。 

（３）給食による PR 活動の強化 

［聖徳大学附属幼稚園・第二幼稚園・成田幼稚園］ 

「給食があるから」が本園を選んだ理由で第１位である現状を踏まえ、ホームページ

での「本日の給食」の写真公開や試食会等を通して入園後の満足度の向上に努めると

ともに、自園調理と専任栄養士による他園との差別化、担任が個々の状況に合わせて

配膳すること及び、年長児は役割当番として参加し、協調性を育成することのメリッ

トを積極的に発信することにより、新入園児の募集に効果的につなげていきます。ま

た、栄養指導、食事マナー、箸の使い方指導など、給食を通した食育にも積極的に取

り組むとともに、昨今増加しているアレルギー児への対応にも引き続き取り組んでい

きます。 

［聖徳大学附属浦安幼稚園］ 

「給食があるから」が本園を選んだ理由で第１位である現状を踏まえ、ホームページ

での「本日の給食」の写真公開や試食会等を通して入園後の満足度の向上に努めると

ともに、専任栄養士による献立の立案や学園内調理、担任が個々の状況に合わせて配

膳すること及び、年長児は役割当番として参加し、協調性を育成することのメリット

等、他園との差別化を積極的に発信することにより、新入園児の募集に効果的につな

げていきます。また、栄養指導、食事マナー、箸の使い方指導など、給食を通した食

育にも積極的に取り組むとともに、昨今増加しているアレルギー児への対応にも引き

続き取り組んでいきます。 

（４）送迎バスによる PR 強化 

今後少子化が進行していく中で、園児募集活動において通園バスは更に重要なツールと

なっていくことを認識し、安全運行の徹底や利便性はもちろんのこと、将来的なニーズ

を的確に把握し、中期的な視野に立ったコース設定に取り組みます。また、利用者が増

加傾向にある「預かり保育」利用者に対する送迎サービス導入の検討に取り組みます。 
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（５）より魅力ある給食へ 

［聖徳大学附属幼稚園・第二幼稚園・成田幼稚園］ 

令和４年度から成田幼稚園で取り組む水曜日の給食提供の効果を検証し、地域ニーズを

ふまえて導入を検討する。 

 

《基盤整備》 

（６）残業時間の削減 

適正なワークライフバランスに向け、れんらくアプリ等 IT の活用を促進し、引き続き業

務の効率化に取り組むとともに、業務内容の整理やアウトソーシングなどにより、教職

員の家庭環境の変化にも対応できる労働環境の整備に取り組みます。また、実効的な残

業時間削減と意識の向上を目的としたノー残業デーを確実に実行します。 

（７）安定した経営のための運営形態の検討 

［成田幼稚園］ 

共働き世帯の増加に伴う保育所ニーズの上昇により、認定こども園の新設や公立保育所

の定員増が続き、市内の幼稚園はいずれも園児募集に苦戦を強いられています。認定こ

ども園に移行する幼稚園も見られるようになる中、将来的に経営を安定させることがで

きる運営形態を模索し、結論を得ます。 

 

【環境配慮】 

（１）環境整備の徹底 

環境負荷の軽減のみならず、園内の安全管理上の観点からも重要性を訴求し、教職員の

環境保全への意識の向上に取り組みます。 

（２）ペーパーレス化の推進 

保護者への連絡はれんらくアプリを通したペーパーレス化を継続します。 

（３）園児への環境教育の実施 

環境教育の入り口として年長児による「環境見回り隊」に引き続き取り組み、節電、節

水等省エネルギー化に園児とともに取り組みます。 
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８．聖徳大学三田幼稚園 

【教育研究】 

《教育の質の向上》 

（１）教育目標である「いつもにこにこ元気な子ども」が育つ幼稚園 

園全体でテーマ（「遊びの中の探究心について」）に沿った保育を目指し、子どもの姿を捉えな

がら環境設定や子どもへの働きかけを意識して行い、自主性を伸ばす保育を展開していきま

す。 

（２）教員のスキルアップ 

園内の研修では、「遊びの中の探究心について」をテーマに教員同士の学びの場を設け、 

さらに、外部からの講師を招聘し理解を深めていきます。子ども達の姿を見つめる目の

変化、教員のスキルアップに繋げていきます。 

（３）「心」と「体」のバランスのとれた園児の育成 

子ども達の発達に必要な経験が得られる環境作りを心掛けていきます。「心」を動かす環

境作りは、教員同士で話し合いながら自然体験を保育に取り入れていきます。「体」の面

では、戸外遊びや運動遊びを計画的に保育に取り入れていきます。 

 

【地域・社会貢献】 

（１）子育てパートナーの役割を担う幼稚園 

保護者との個人面談を学期ごとに実施し、子どもの発達過程の中での不安や相談に応じ

解決に努めていきます。保護者との信頼関係を強め、子ども達の健やかな育成につなげ

ていきます。 

（２）地域と交流している幼稚園 

園児と高齢者の交流によって、高齢者は園児の活力を授かり、園児には高齢者をいたわ

る気持ちや自分が役に立つ喜びを感じられるよう努めます。 

 

【管理運営】 

《園児募集》 

（１）子どもの成長が日々感じられる幼稚園 

幼稚園での生活の様子や遊んでいる姿をホームページに掲載し、子どもの成長がわかる

解説を心掛け取り組みます。 

（２）就園前の幼児が楽しめる幼稚園 

就園前の親子が園内で遊んだり、教員や在園児とかかわったりすることで、幼児が幼稚

園はたのしいところだと思えるよう努め、このことを園児募集につなげていきます。ま

た、園庭開放や見学会の実施により、和やかで温かい幼稚園の印象や興味関心をもって

いただけるよう努め、これを入園につなげていきます。 
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（３）未就園児教室への参加者の増加 

２歳児保育の活動をホームページに掲載し、本園の魅力を伝えていくとともに、知名

度や好感度を向上させ、入園に結びつけていきます。 

《基盤整備》 

（４）新型コロナウイルス感染症への対応 

衛生環境を整え、感染症対策を講じて保育内容の見直しや幼稚園行事を行なえるための

工夫をしながら、子どもの健やかな育ちを守り支えていきます 

（５）業務の効率化とモチベーションの向上 

教職員の共通理解を図り、業務内容を見直し、業務の効率化を図ります。 

【環境配慮】 

（１）環境にやさしい活動をする幼稚園 

ごみの分別やエコキャップ運動、テープの巻き芯の集めなど環境にやさしい活動に取り

組み、園児の環境に対する意識の向上を図ります。 
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９．聖徳大学八王子幼稚園 

【教育研究】 

《教育の質の向上》 

（１）教育目標である「いつもにこにこ元気な子ども」が育つ幼稚園 

園児に「生きる力」として「見る」「聞く」「考える」「話す」「行動する」力を育み、自主性を伸ばして

いきます。 

（２）教員のスキルアップ 

日頃の「あそび」を通して園児一人ひとりを見つめ、見る目を養い、園児が友達とかか

わる中で、お互いの思いや考えなどを共有できるような子ども達を育成していきます。

そして、園内研修や外部研修に参加し教員自身のスキルアップに努めていきます。 

（３）「心」と「体」のバランスのとれた園児の育成 

個別指導を要する子どもを含め一人ひとりの発達に必要な体験が得られる環境をつくり、

園児の伸びる力を引き出していきます。 

 

【地域・社会貢献】 

（１）子育てパートナーの役割を担う幼稚園 

聖徳大学・聖徳大学幼児教育専門学校の教員や聖徳大学保健センターとの連携により、

保護者の子育てに関する悩みなどについて積極的に相談を受け、子育てパートナーの役

割を担う幼稚園を目指します。 

（２）地域と交流している幼稚園 

園児と高齢者との交流によって、高齢者は園児の活力を授かり、園児には高齢者をいた

わる気持ちや自分が役に立つ喜びを感じられるよう努めます。また、近隣の小学校へ訪

問し、そこでの体験を通して、小学校教育への円滑な接続を図っていきます。 

 

【管理運営】 

《園児募集》 

（１）園児の成長が日々感じられる幼稚園 

保護者との綿密な連携を取り、子どもの成長が日々感じられるような幼稚園を目指しま

す。 

（２）保育を見学し、体験できる幼稚園 

開放的で親しみやすい開かれた幼稚園であるため、園庭開放や見学会・随時見学等、保

育内容や教員の力量に合わせ、保護者のニーズに寄り添った幼稚園にしてまいります。

そして園児と直接触れ合い、教員ともかかわり、好感度が得られ入園につなげられるよ

う、また安心して通わせられる幼稚園を目指します。 

（３）満三歳児クラスの充実 

四年保育の充実を図り、満三歳児クラスの生活や遊びを通して、園児の著しい成長をそ
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の都度保護者や HP 内に掲載し、四年保育の良さを知らせたり、幼稚園教育の良さを知ら

せたりすることで、入園者の増加につなげていきます。 

（４）未就園児教室への参加者の増加 

未就園児教室の活動の充実と遊び場としての環境整備に努め、参加者の増加を図ってい

きます。又就園前（１歳児）の親子が園内で遊び、和やかで温かい幼稚園の印象をもっ

て頂けるよう一人ひとりに温かい対応を心掛け、入園に結びつけていきます。 

《基盤整備》 

（５）新型コロナウイルス感染症への対応 

衛生環境を整え、感染症対策を講じて保育内容の見直しや幼稚園行事を行なえるための

工夫をしながら、子どもの健やかな育ちを守り支えていきます 

（６）業務の効率化とモチベーションの向上 

教職員の共通理解を図り、業務内容を見直し、なおかつ PC 活用による業務の効率化を図

ります。そして働きやすい職場環境・人間関係の構築を図ります。 

【環境配慮】 

（１）環境にやさしい活動 

ごみの分別やエコキャップ運動、エコ活動（廃材利用・紙の削減）の意識を高め、環境

にやさしい活動を、園児とともに教員が意識向上に努めていきます。 
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１０．聖徳大学多摩幼稚園 

【教育研究】 

《教育の質の向上》 

（１）教育目標である「いつもにこにこ元気な子ども」が育つ幼稚園 

のびのびと豊かな体験を通して、感じたり、気付いたり、分かったり、できるようになったりする知

識及び技術の基礎を育ませていきます。 

（２）「心」と「体」のバランスのとれた園児の育成 

個別指導を要する子どもを含め一人ひとりの発達に必要な体験が得られる環境をつくり、

園児の伸びる力を引き出していきます。 

（３）教育課程の実施状況を評価し、その改善を図る(教員のスキルアップ) 

園児の主体的な活動が確保されるよう一人ひとりの行動の理解と予想に基づき、計画的

に環境を構成できる教員のスキルアップを目指します 

 

【地域・社会貢献】 

（１）子育てパートナーの役割を担う幼稚園 

保護者の子育てに関する悩み、保護者のニーズの把握など、積極的に受け入れ、聖徳大

学、聖徳大学幼児教育専門学校の教員や聖徳大学保健センターからの支援をうけ、子育

てパートナーの役割を担う幼稚園を目指します。 

（２）就園前の乳幼児が楽しめる幼稚園 

就園前の親子が園内で遊んだり、教員や在園児とかかわったり、保護者同士の交流の機

会を提供できる幼稚園を目指します。 

（３）地域と交流している幼稚園 

園児と高齢者との交流によって、高齢者は園児の活力を授かり、園児には高齢者をいた

わる気持ちや自分が役に立つ喜びを感じられるよう努めます。 

 

【管理運営】 

《園児募集》 

（１）子どもの成長が日々感じられる幼稚園 

保護者との綿密な連携を取り、子どもの成長が日々感じられるような幼稚園をめざしま

す。 

（２）未就園児教室への参加者の増加 

１歳児(もも組)への入会を進め、早い時期から本園とのかかわりをもち、入園にむすび

つけられるように努めます。 

（３）満三歳児クラスの充実 

一人ひとりがのびのびと喜んで園生活を送っている姿を可視化し、保護者に安心感を持

ってもらい、信頼関係を保ち、入園者が増加するよう努めます。 
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（４）自園調理による給食提供の差別化 

自園調理の給食提供は他園より強みであるため、月曜日から金曜日までの毎日給食に移

行する準備と共に、宣伝を強化していきます 

また、広いスペースで食事できる安心、安全な環境であることも強みとしていきます。 

（５）送迎バスの小型化による利便性の向上 

送迎バスを小型化にすることによって現在幹線道路まで出ている利用者も住宅地まで進

入することが可能となるため、利便性が向上し、他園と同様に選ばれる幼稚園となり、

入園者が増加できることを期待し、送迎バスの小型に向けて取り組んでいきます。 

《基盤整備》 

（６）新型コロナウイルス感染症への対応 

衛生環境は常に整え、子どもの健やかな育ちを守り支えていきます。 

（７）業務の効率化 

教職員の共通理解を図り、業務内容を見直し、業務の効率化を図ります。 

【環境配慮】 

（１）環境にやさしい活動をする幼稚園 

ごみの分別やエコキャップ運動、テープの巻き芯の集めなど環境にやさしい活動に取り

組み、園児の環境に対する意識の向上を図ります。 

また、地域の方からもエコキャップを集め、エコキャップアートを製作、展示し、地域

の方々とともに環境にやさしい活動をする幼稚園を目指します。 

（２）ペーパーレス化の推進 

保護者への連絡を印刷物から「れんらくアプリ」を通した方法へと適宜切り替え、ペー

パーレス化を推進します。 

 

 

 


