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Ⅰ．学校法人の概要 

 

１．基本情報 

① 法人の名称 学校法人東京聖徳学園 

② 主たる事務所の住所 東京都港区三田三丁目４番 28 号 

③ 電話番号 03-5476-8811 

④ FAX 番号 03-5476-8820 

⑤ ホームページアドレス https://www.seitoku-u.ac.jp/gakuen/ 

 

 

２．建学の精神 

聖徳学園の創立は、昭和８年（1933 年）にまでさかのぼります。学園創立者の川並香

順先生・孝子先生は、より豊かな人間社会を実現するには、豊かな人間性と真の意味の

学力を備えた「人づくり」が も重要だと思い至りました。「人づくり」を実現するため

に建学の精神は、道徳や礼節を説いた聖徳太子の教えにもある「和」の精神と定め、聖

徳学園を開学しました。 

より豊かな人間社会を実現するためには、学園創立当時には社会的な弱者であった女

性と幼児の教育が も大切だと考え、女子教育と幼児教育に専念しました。以来、時代

にふさわしい女子教育と幼児教育を実践することで多くの成果をあげ、「保育の聖徳 」

と高い評価を得るに至りました。 

教育の本質は「大切なことは何か」を教えることです。大切なものとは、いつの時代

も変わらない人間としての生き方です。私たちはその考え方を、創立者川並香順・孝子

両先生の時代から連綿と受け継ぎ、幼児教育から高等教育まで一貫した教育により、実

現してきました。 

そして、私たちの実践する教育は、卒業し、社会人となったとき、また家庭人になっ

たときに、はじめて結実する人間教育にほかならないのです。 

 

 

３．学校法人の沿革 

昭和  ８年  ４月  東京市大森において聖徳家政学院、新井宿幼稚園を創立(現 大田区) 

昭和１９年  ３月  聖徳家政学院を聖徳学園保母養成所として設立認可 

昭和２４年  ３月  財団法人聖徳学園を東京都港区三田に設立認可 

昭和２７年１０月  新井宿幼稚園は聖徳学園三田幼稚園として再開 

昭和２９年 ７月 聖徳学園三田幼稚園を設置認可 

昭和３２年  ４月  財団法人聖徳学園は学校法人東京聖徳学園として設立認可 

昭和４０年  １月  聖徳学園短期大学を千葉県松戸市相模台に設置認可 

         短期大学に家政科、保育科を設置認可 

昭和４１年  ４月  聖徳学園短期大学附属幼稚園を千葉県松戸市相模台に設置認可 

昭和４４年 ２月 短期大学に文学科、音楽科、保育科第二部を設置認可 

昭和４６年  ３月  聖徳学園短期大学附属第二幼稚園を千葉県松戸市小金原に設置認可 

昭和４７年 １月 短期大学に初等教育学科を設置認可 

         短期大学に通信教育部保育科を開設認可 

昭和４９年  ３月  聖徳学園八王子中央幼稚園を東京都八王子市椚田町に設置認可 

R 
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昭和５１年  ２月  聖徳学園短期大学附属第三幼稚園を千葉県成田市に設置認可 

             ３月  聖徳学園多摩中央幼稚園を東京都八王子市鹿島に設置認可 

             ４月  聖徳学園短期大学教員保母養成所は専修学校として聖徳学園短期大学附属

教員保母養成所を設置認可 

昭和５８年  ３月  聖徳学園短期大学附属中学校を千葉県松戸市秋山に設置認可 

         聖徳学園短期大学附属高等学校を千葉県松戸市秋山に設置認可 

                   聖徳学園短期大学附属聖徳高等学校を茨城県北相馬郡藤代町に設置認可 

昭和５９年  ３月  聖徳学園短期大学附属聖徳中学校を茨城県北相馬郡藤代町に設置認可 

昭和６１年  ３月  聖徳学園短期大学附属小学校を千葉県松戸市秋山に設置認可 

平成 元年１２月  聖徳大学人文学部を千葉県松戸市岩瀬に設置認可 

         人文学部に児童学科、日本文化学科、英米文化学科を設置認可 

平成 ２年  ４月  聖徳学園短期大学を聖徳大学短期大学部に校名変更 

聖徳学園短期大学附属各校(園)を聖徳大学附属各校(園)に校名変更 

聖徳学園短期大学附属教員保母養成所を聖徳大学幼児教育専門学校に校名 

変更 

平成 ９年１２月  聖徳大学大学院を設置認可 

大学院に児童学研究科児童学専攻（修士課程）、言語文化研究科日本文化専

攻（修士課程）・英米文化専攻（修士課程）を設置認可 

人文学部児童学科、日本文化学科、英米文化学科に第３年次編入学定員を

設定 

 平成１０年１２月 大学院に通信教育を開設認可 

大学院（通信教育）に児童学研究科を開設認可 

人文学部に音楽文化学科を設置認可 

平成１１年 ７月 人文学部に現代ビジネス学科を設置認可 

１２月 短期大学部に介護福祉学科第一部介護福祉学科第二部を設置認可 

 平成１２年 ５月 人文学部に生活文化学科を設置認可 

      １２月 人文学部に通信教育を開設認可 

通信教育部人文学部に児童学科、日本文化学科、英米文化学科を開設認可 

 平成１３年 ４月 聖徳大学家族問題相談センターを千葉県松戸市岩瀬に設置認可 

 ８月 人文学部に臨床心理学科（昼間主・夜間主）を設置認可 

      １２月 聖徳大学大学院に音楽文化研究科音楽表現専攻（修士課程）・音楽教育専攻

（修士課程）を設置認可 

 平成１４年 ５月 人文学部に外国語学科を設置認可 
１２月 大学院児童学研究科（博士後期課程）（通信教育）を開設認可 

          大学院人間栄養学研究科（博士前期・後期課程）を設置認可 

 平成１５年 ６月 短期大学部に総合文化学科を設置（届出受理） 

      １１月 大学院に音楽文化研究科音楽専攻（博士後期課程）を設置認可 

          大学院に臨床心理学研究科（博士前期・後期課程）を設置認可 

          聖徳大学サテライトキャンパスを港区三田に設置 

 平成１６年 ３月 聖徳大学附属浦安幼稚園を浦安市日の出に設置認可 

        ７月 人文学部に社会福祉学科（昼間主・夜間主）の設置（届出受理） 

通信教育部人文学部に社会福祉学科の設置（届出受理） 

 平成１７年 ３月 聖徳大学生涯学習社会貢献センターが松戸市亀井に設置 

        ４月 人文学部に生涯教育文化学科を設置 

      １０月 通信教育部人文学部に心理学科を設置 

          人文学部の臨床心理学科を心理学科に名称変更 
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      １２月 短期大学部の文学科を廃止 

 平成１８年 ３月 短期大学部の生活文化学科を廃止 

          人文学部の生活文化学科を人間栄養学科に名称変更及び専攻分離廃止 

        ９月 短期大学部専攻科の福祉専攻を介護福祉専攻に名称変更 

      １２月 人文学部の社会福祉学科（昼間主）に社会福祉コース、介護福祉コースを 

設定 

          短期大学部の介護福祉学科第一部を介護福祉学科に名称変更 

 平成１９年 ３月 人文学部の社会福祉学科（昼間主）介護福祉コースが介護福祉養成施設に 

指定される 

６月 聖徳大学の人文学部児童学科を児童学部児童学科に改組 

聖徳大学通信教育部の人文学部児童学科を児童学部児童学科に改組 

聖徳大学の人文学部音楽文化学科を音楽学部演奏学科及び音楽総合学科に 

改組 

人文学部の現代ビジネス学科を女性キャリア学科に名称変更 

平成２０年１０月 大学院に教職研究科（専門職学位課程：教職大学院）を設置認可 

平成２１年 ３月 短期大学部の介護福祉学科第二部を廃止 

７月 聖徳大学の人文学部人間栄養学科を人間栄養学部人間栄養学科に改組 

附属高等学校を附属女子高等学校に校名変更 

附属中学校を附属女子中学校に校名変更 

附属聖徳高等学校を附属取手聖徳女子高等学校に校名変更 

附属聖徳中学校を附属取手聖徳女子中学校に校名変更 

平成２２年 ３月 短期大学部の介護福祉学科を廃止並びに介護福祉士養成施設の指定取消 

 平成２３年 ６月 聖徳大学の人文学部心理学科、社会福祉学科を心理・社会福祉心理学科、 

社会福祉学科に改組 

平成２３年 ９月 聖徳大学の人文学部児童学科(夜間主コース)及び人文学部音楽文化学科を 

廃止 

平成２４年 ３月 附属第三幼稚園を附属成田幼稚園に園名変更 

８月 聖徳大学の人文学部生涯文化学科、女性キャリア学科、英米文化学科、 

日本文化学科を文学部文学科に改組 

      １０月 聖徳大学語学教育センター、並びに聖徳大学教職実践センターを設置 
 平成２５年 ４月 聖徳大学聖徳ラーニングデザインセンターを設置 
      １０月 聖徳大学看護学部看護学科を設置認可 
 平成２６年 ３月 短期大学部の専攻科介護福祉専攻を廃止 
         幼児教育専門学校の教員養成専門課程の幼児教育科第２部を廃止 
平成２７年 ３月 聖徳大学の人文学部人間栄養学科を廃止 
平成２８年 ３月 聖徳大学の人文学部児童学科（昼間主コース）及び通信教育部人文学部 

児童学科を廃止 
       ５月 聖徳大学の人文学部生涯教育文化学科を廃止 
 平成２９年 ３月 聖徳大学の人文学部女性キャリア学科を廃止 

８月 大学院看護学研究科（修士課程）を設置認可 
令和 ２年 ３月 短期大学部専攻科保育専攻（昼間主コース）、保育専攻（夜間主コース）、 

通信教育部専攻科保育専攻を廃止 
 附属取手聖徳女子高等学校体育科を廃止 

８月 聖徳学園三田幼稚園を聖徳大学三田幼稚園へ園名変更 

聖徳学園八王子中央幼稚園を聖徳大学八王子幼稚園へ園名変更 

聖徳学園多摩中央幼稚園を聖徳大学多摩幼稚園へ園名変更 
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１１月 聖徳大学附属女子高等学校を光英 VERITAS 高等学校へ校名変更 
聖徳大学附属女子中学校を光英 VERITAS 中学校へ校名変更 

令和 ３年 ３月 聖徳大学の人文学部を廃止 
４月 聖徳大学の児童学部児童学科を教育学部児童学科、教育学科に改組 
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４．設置学校等                      令和４年３月３１日現在 

学校法人 東京聖徳学園 
 所在地 東京都港区三田三丁目４番２８号 
 理事長 川並 弘純 

聖 徳 大 学 
 所在地 千葉県松戸市岩瀬５５０ 
 学 長 川並 弘純 

聖徳大学短期大学部 
 所在地 千葉県松戸市岩瀬５５０ 
 学 長 川並 弘純 

聖徳大学幼児教育専門学校 
 所在地 東京都港区三田三丁目４番２８号 
 校 長 川並 順 

光英 VERITAS 高等学校 
 所在地 千葉県松戸市秋山６００ 
 校 長 川並 芳純 

聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 
 所在地 茨城県取手市山王１０００ 
 校 長 湯澤 義文 

光英 VERITAS 中学校 
 所在地 千葉県松戸市秋山６００ 
 校 長 川並 芳純 

聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 
 所在地 茨城県取手市山王１０００ 
 校 長 湯澤 義文 

聖徳大学附属小学校 
 所在地 千葉県松戸市秋山６００ 
校 長 三須 吉隆 

聖徳大学附属幼稚園 
 所在地 千葉県松戸市岩瀬５５０ 
 園 長 川並 珠緒 

聖徳大学附属第二幼稚園 
 所在地 千葉県松戸市小金原七丁目１４番地 
 園 長 川並 珠緒 

聖徳大学附属成田幼稚園 
 所在地 千葉県成田市中台三丁目８番地 
 園 長 川並 珠緒 

聖徳大学附属浦安幼稚園 
 所在地 千葉県浦安市日の出五丁目４番２号 
 園 長 川並 珠緒 

聖徳大学三田幼稚園 
 所在地 東京都港区三田三丁目４番２８号 
 園 長 近内 愛子 

聖徳大学八王子幼稚園 
 所在地 東京都八王子椚田町１００３番地 
 園 長 中川 奈津子 

聖徳大学多摩幼稚園 
 所在地 東京都八王子鹿島１番 
 園 長 三枝 勢津子 
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５．学校・学部・学科等の学生数の状況 

令和３年５月１日現在  

聖徳大学 

学部 学科 入学定員 入学者数 収容定員 現員数 

児童学部 
児童学科（昼間主コース） 420 270 2,023 1,300

〃 （夜間主コース） 10 8 47 38

心理・福祉学部 
心理学科 60 58 244 215

社会福祉学科 80 70 330 278

文学部 文学科 95 105 392 352

人間栄養学部 人間栄養学科 160 114 785 570

看護学部 看護学科 80 72 320 323

音楽学部 

音楽学科 60 28 120 53

演奏学科 － － 94 18

音楽総合学科 － － 63 26
   

（通信教育課程）   

学部 学科 入学定員 入学者数 収容定員 現員数 

児童学部 児童学科 200 14 1,500 436

心理・福祉学部 
心理学科 100 67 700 1,207

社会福祉学科 200 37 900 823

文学部 文学科 200 30 880 327
   

教職大学院   

研究科 専攻 入学定員 入学者数 収容定員 現員数 

教職研究科 教職実践専攻（専門職学位課程） 15 7 30 14
   

大学院 
（修士課程・博士前期課程） 

 

研究科 専攻 入学定員 入学者数 収容定員 現員数 

児童学研究科 
児童学専攻 50 3 100 8

〃 （通信教育課程） 50 6 100 58

臨床心理学研究科 臨床心理学専攻 30 2 60 7

言語文化研究科 
日本文化専攻 6 1 12 6

英米文化専攻 6 0 12 1

人間栄養学研究科 人間栄養学専攻 10 1 20 2

看護学研究科 看護学専攻 8 4 16 21

音楽文化研究科 
音楽表現専攻 5 1 10 9

音楽教育専攻 5 1 10 1
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（博士後期課程）     

研究科 専攻 入学定員 入学者数 収容定員 現員数 

児童学研究科 
児童学専攻 5 0 15 1

〃 （通信教育課程） 5 0 15 10

臨床心理学研究科 臨床心理学専攻 5 0 15 0

言語文化研究科 
日本文化専攻 3 0 9 0

英米文化専攻 3 0 9 1

人間栄養学研究科 人間栄養学専攻 3 0 9 2

音楽文化研究科 音楽専攻 5 0 15 5

聖徳大学短期大学部 

学科・専攻 入学定員 入学者数 収容定員 現員数 

保育科第一部 160 94 360 260

保育科（通信教育課程） 200 45 600 369

保育科第二部 10 12 70 33

総合文化学科 50 46 100 95

専攻科 

学科・専攻 入学定員 入学者数 収容定員 現員数 

医療保育専攻 5 2 5 2

服飾文化専攻 3 0 6 0

附属学校 

学科・専攻 入学定員 入学者数 収容定員 現員数 

聖徳大学幼児教育専門学校 140 29 315 66

光英 VERITAS 高等学校 459 131 1,437 361

聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 70 69 210 177

光英 VERITAS 中学校 160 102 480 191

聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 － － 100 22

聖徳大学附属小学校 105 65 630 368

聖徳大学附属幼稚園 － － 400 298

聖徳大学附属第二幼稚園 － － 400 245

聖徳大学附属成田幼稚園 － － 270 97

聖徳大学附属浦安幼稚園 － － 300 165

聖徳大学三田幼稚園 － － 315 298

聖徳大学八王子幼稚園 － － 320 97

聖徳大学多摩幼稚園 － － 400 80
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６．主要な運営指標等の推移 

区   分 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度

学生在籍者数（単位：名）  

 大 学 院（通学） 84 79 86 91 78

     （通信） 74 60 61 71 68

 大  学（通学） 3,672 3,287 3,182 3,211 3,173

     （通信） 1,985 2,113 2,327 2,442 2,793

 短期大学（通学） 662 515 459 462 390

     （通信） 439 397 379 361 369

 附 属 校 2,666 2,510 2,438 2,438 2,465

教職員数（単位：名）  

 大学・大学院教員数 283 268 259 265 251

 短期大学教員数 59 52 50 46 45

 附属教員数 208 203 202 199 194

 職員数 253 235 226 218 210

事業活動収入（単位：百万円） 11,134 10,933 10,134 9,805 9,801

事業活動支出（単位：百万円） 12,832 12,524 12,383 12,054 11,762

資金収入（単位：百万円） 16,226 15,093 15,895 13,352 13,080

資金支出（単位：百万円） 15,648 16,642 15,653 14,125 14,600
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区   分 平成 29年度 平成30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度

事業活動収支関係財務比率（単位：％）  

 ①事業活動支出比率 115 115 122 123 120

 ②学生生徒等納付金比率 74 73 75 75 74

 ③人件費比率 61 64 64 64 63

 ④教育研究経費比率 40 43 45 43 42

 ⑤事業活動収支差額比率 -15 -15 -22 -23 -20

 ⑥補助金比率 14 20 17 15 15

 ⑦寄付金比率 2 2 2 2 1

貸借対照表関係財務比率（単位：％）  

 ⑧流動比率 210 176 173 136 103

 ⑨基本金比率 96 95 95 95 96

 ⑩負債比率 20 21 24 23 23

   

（注）上記指標は、次の算式により算出しております。 

① 事業活動支出比率＝事業活動支出／事業活動収入 

② 学生生徒等納付金比率＝学生生徒等納付金／経常収入(※) 

③ 人件費比率＝人件費／経常収入(※) 

④ 教育研究経費比率＝教育研究経費／経常収入(※) 

⑤ 事業活動収支差額比率＝基本金組入前当年度収支差額／事業活動収入 

⑥ 補助金比率＝補助金／事業活動収入 

⑦ 寄付金比率＝寄付金／事業活動収入 

⑧ 流動比率＝流動資産／流動負債 

⑨ 基本金比率＝基本金／基本金要組入額 

⑩ 負債比率＝総負債／純資産 

 

     ※「経常収入」＝教育活動収入＋教育活動外収入 
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７．役員の概要 

令和４年３月３１日現在  

理事 定数 8～10 名 

 氏名 当初就任年月日 
常勤・非常勤

の別 

役員賠償

責任保険

契約 

責任限定

契約 

理事長 川並 弘純 平成 18 年 6 月 1日 常勤 ○ － 

常務理事 川並 芳純 平成 23 年 5 月 30 日 常勤 ○ － 

理事 池田 清英 昭和 59 年 3 月 12 日 非常勤 ○ ○ 

理事 石井 敬一郎 平成 28 年 4 月 1日 非常勤 ○ ○ 

理事 河村 守康 昭和 62 年 3 月 4日 非常勤 ○ ○ 

理事 小林 敬治 平成 12 年 4 月 2日 非常勤 ○ ○ 

理事 武内 昌史 平成 19 年 6 月 1日 非常勤 ○ ○ 

理事 増井 三夫 平成 24 年 2 月 8日 常勤 ○ － 

理事 三須 吉隆 令和元年 6月 1日 常勤 ○ － 

 

監事 定数 2名 

 氏名 当初就任年月日 
常勤・非常勤

の別 

役員賠償

責任保険

契約 

責任限定

契約 

監事 末廣 敬邦 平成 3年 9月 23 日 非常勤 ○ ○ 

監事 山口 富彌 平成 18 年 6 月 1日 常勤 ○ ○ 

 

 

役員賠償責任保険契約 

・被保険者        理事、監事、評議員、設置校の校長、園長等 

・補償内容        学園又は第三者に対する損害賠償を補償。 

学園教職員に対するハラスメントや不当解雇、差別行為等のほか、過労死・過

労自殺に起因し、損害賠償請求がなされた場合に、法律上の損害賠償金、訴

訟費用、訴訟対応費用、法人調査費用が補償される。 

・保険期間        令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

・保険期間中総支払限度額 ３億円 

 

責任限定契約 

賠償責任の限度額は、私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

で定める額（以下「最低責任限度額」という。）を上限にこの法人があらかじめ定めた額（年間報酬額に

２を乗じた額）と、最低責任限度額とのいずれか高い額とする契約。 
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８．評議員の概要 

令和４年３月３１日現在  

評議員 定数 19～23 名 

選任区分 氏名 当初就任年月日 

第１号 

川並 弘純 平成 5年 4月 2日 

川並 芳純 平成 14 年 4 月 2 日 

川並 孝純 平成 18 年 6 月 1 日 

増井 三夫 平成 24 年 2 月 8 日 

辻 正行 平成 24 年 6 月 1 日 

三須 吉隆 平成 29 年 4 月 2 日 

第２号 

川並 妙子 昭和 37 年 7 月 1 日 

長江 曜子 昭和 63 年 7 月 16 日 

髙橋 博子 平成 13 年 12 月 13 日 

第３号 

川並 順 平成 28 年 4 月 1 日 

三枝 勢津子 令和元年 6月 1日 

湯澤 義文 令和 2年 6月 1日 

中川 奈津子 令和 2年 6月 1日 

近内 愛子 令和 3年 6月 1日 

第４号 

川並 知子 昭和 37 年 7 月 1 日 

池田 清英 昭和 59 年 3 月 12 日 

河村 守康 昭和 62 年 3 月 4 日 

小林 敬治 平成 12 年 4 月 2 日 

武内 昌史 平成 20 年 6 月 1 日 

川並 珠緒 平成 23 年 7 月 11 日 

石井 敬一郎 平成 28 年 4 月 1 日 

浦田 幸利 令和 3年 6月 1日 
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９．教職員の概要 

 

令和３年５月１日現在 

 

設置学校等 教員 職員 合計 

本 部 － 31 名 31 名 

聖徳大学 251 名 111 名 362 名 

聖徳大学短期大学部 45 名 26 名 71 名 

聖徳大学幼児教育専門学校 13 名 4 名 17 名 

光英 VERITAS 高等学校 42 名 3 名 45 名 

聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 22 名 3 名 25 名 

光英 VERITAS 中学校 21 名 3 名 24 名 

聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 11 名 3 名 14 名 

聖徳大学附属小学校 23 名 3 名 26 名 

聖徳大学附属幼稚園 12 名 7 名 18 名 

聖徳大学附属第二幼稚園 12 名 3 名 14 名 

聖徳大学附属成田幼稚園 7 名 2 名 9名 

聖徳大学附属浦安幼稚園 9 名 1 名 10 名 

聖徳大学三田幼稚園 9 名 6 名 14 名 

聖徳大学八王子幼稚園 7 名 1 名 8名 

聖徳大学多摩幼稚園 6 名 3 名 9名 

計 490 名 210 名 700 名 

 

 

《参考》女性活躍推進計画の目標達成状況 

（計画期間：令和 3年 4月 1日～令和 8年 3月 31 日） 

目標 達成状況 

① 課長相当職の女性管理職を育成し、管理

職に占める女性割合 30％を維持する。 

令和３年５月１日現在 34.0％ 

（125 名中 43 名が女性管理職） 

② 女性職員の平均継続勤務年数の男性職

員平均勤続年数に対する比率 70％達成 

令和３年５月１日現在 62.2％ 

（男性 14.8 年に対し女性 9.2 年） 

③ 女性職員の育児休業取得率の維持（90％

以上）及び男性職員の育児休業等取得推

奨のための施策の実施。 

令和３年度実績 

女性職員の育児休業取得率 100.0％ 

（出産した職員数／育児休業取得者数 

9 名／9名） 
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Ⅱ．事業の概要 

 

 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、各種施策に取り組ん

でおります。 

 

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、女子中学・女子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≫
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１．法人（学園全体） 

【管理運営】 

（１）計画管理体制の強化 

令和 2 年 11 月に常任理事会の下に新しく設置した「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、 

「中期計画ＷＧ」、「教育研究改革ＷＧ」、「学生募集戦略ＷＧ」、「ＩＲ戦略ＷＧ」におい

て、それぞれ解決すべき課題ごとに取り組みを進めながらの学園のビジョン達成に向け

た改革を推進しています。 

（２）募金の募集 

本学園の財政基盤を強化し、教育研究活動を支援するため、募金の募集を行いました。 

これまでに、保護者、卒業生、教職員をはじめ、法人及び団体、個人の皆様から多くの

ご芳志を賜りました。 

《令和３年度実績》 

募金名 件数 金額 

聖徳教育学術振興募金 83件 76,038,740円 

香和会50周年記念奨学基金 5件 172,000円 

Seitoku古本募金（※） 0件 0円 

合計 88件 76,210,740円 

（※）Seitoku 古本募金は、提携業者の古本受入要件の変更に対応するため、現在受付を休止している。 

（３）「ＳＤ研修５ヵ年計画」の推進 

事務職員の職能開発のため、「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ました。 

（４）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」は、大学及び短期大学のＦＣ（導

入教育合宿 Freshmen Camp）、専門学校の学外研修、附属学校の校外学習等の場として活

用する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、これらの活動での施設

の活用を中止しました。今後は感染拡大の状況の落ち着きも見ながら活用を検討してい

きます。 

 

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」を令和３年 7 月 15 日～令和 3 年 9 月 21

日の期間で運営しました。令和３年の営業期間における利用者数は延べ 552 人（前年

度比 101 人減）でした。 
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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

方法の検討を進めています。 

（５）経費の削減 

事務部門において、中期計画の必達指標として「支出の削減」を設定し、経費削減に取

り組みました。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まし

た。 

 

（６）ガバナンス・コードの活用 

令和元年３月に策定した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

情報の公開に努めました。 
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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）教育学部の設置 

教育学部が児童学科と教育学科の２学科体制でスタートします。教育学部は平成２年４

月の開設以来、児童学部で積み上げてきた実績を踏まえ、「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、

新たに改組された学部です。 

（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） 

これまで取り組んできた学習者目線の改善・改革の推進の過程で課題となっていた学習

成果の体系化、可視化を推進するためのツールとして、全ての学部・学科において「学

習成果と指標の関係図」の作成を行いました。「学習成果と指標の関係図」は、卒業認定・

学位授与の方針に掲げる学習成果に対し、学部・学科において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、調査等を体系的かつ過不足なく結びつけ、

これらの関係を改めて整理し明確に可視化するためのものです。 

 

【学習成果と指標の関係図作成例（左：教育学部児童学科、右：文学部文学科）】 
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（３）聖徳夢プロジェクトを中心とした第二次教育改革の推進 

聖徳夢プロジェクトを中心とした第二次教育改革の推進の一環として、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」を令和３年度より本格始動しまし

ました。「Business Field Linkage」では、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

すものです。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つけることを内容としています。 

 

【Business Field Linkage 学園ウェブサイトイメージ】 

 

 

（４）学科横断の学び（Field Linkage）の提供 

令和３年度より、総合大学の強みを活かし学部・学科が連携する新たな学びのプログラ

ムとして「Field Linkage」を全学的に始動しました。ここでは、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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【Field Linkage 大学ウェブサイトイメージ】 

  
 

（５）オンライン授業を併用した新たな教育手法の確立と授業の質向上 

令和３年度は、コロナ禍により急場の導入となった令和２年度のオンライン授業で得ら

れた課題などをふまえ、各学科において対面、オンラインそして対面とオンラインのハ

イブリッド型教育による授業の質の向上に取り組みました。令和３年度に実施された学

科ＦＤ活動の具体例としては、心理・福祉学部社会福祉学科で、秋学期の学科ＦＤ活動

の一環として、「授業を良くするためには」をテーマとして教員と学生が合同で実施する

グループワークをオンラインで実施し、「次年度対面授業（対面＋オンライン併用）全面

実施に向けて、ポストコロナの教育プログラムのあり方」についてディスカッションを

行いました。学科教員 11 名と 1 年生・2年生を中心とする学生 29 名を 5つのグループに

分けたグループワークでは、「授業を良くするためには教員、学生、お互いに何ができる？」

をテーマに、コロナ禍でのオンライン授業で出される授業課題の量や期限、対面・オン

ライン・ハイブリッド授業に対して学生と教員の感じている利点・課題を共有しました。

そして、次年度の授業を良くするために教員に期待すること等につき、今後の授業改善

に必要なことや意識、具体的な取り組み等について約 120 分間にわたって、これまでの

授業で感じた意見や要望について教員と活発な意見交換を行いました。参加した学生や

教員からは、「不安や悩みを共感・共有でき、安心が生まれ、今後の活力にもなった」「こ

ういった機会を今後も定期的に開催し、先生と生徒双方に寄り添えるような解決策を見

つけ出すことが重要だと考える」「自分の授業についての姿勢や授業の受け方を再度振り

返る機会にもなった」という声も挙げられています。 
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（６）看護学部のカリキュラム改革 

保健師助産師看護師学校養成所指定規則の改正を機に、これまで培ってきたシミュレー

ション教育を更に体系化するとともに、学科横断の学びである Field Linkage を取り入

れ、文部科学省が推進する看護学教育モデル・コア・カリキュラムにも対応した新しい

カリキュラムを編成した、新しいカリキュラムが令和４年度入学生からスタートします。

また、人間栄養学人間栄養学科とともに、高校までの学習を大学入学後の専門的な学び

へと体系的な形で連携させることを目指し「学問サキドリプログラム」を導入し、入学

後の 1年生に対する面接の際、入学前教育のデータを担任指導に活用しています。 

（７）教育・研究の向上 

令和３年度には、課題となっていた科学研究費補助金の採択件数向上に向け、各学部・

学科の計画達成を管理することを目的として常任理事会の下に置かれている「総合改革

推進プロジェクトチーム」の作業部会である「教育研究改革ワーキンググループ」で、

研究計画調書作成にあたって必要な準備や学内のサポート体制を整理し、これらに関す

る情報等を発信しました。その結果、令和４年度における科学研究費補助金の新規応募

件数は 42 件に回復し、新規採択数も 11 件へと回復しています。 

（８）ＦＤ・ＳＤの推進 

本学の自己点検・評価委員会では、年度ごとの重点課題に沿って教授方法の工夫・開発

から教職課程全般までを対象として、毎年「全学ＦＤ・ＳＤ研修会」を開催し、教育の

質向上とカリキュラムの実質化を図っています。令和３年度においては、春学期にはＦ

Ｄとして「新型コロナウイルス感染防止を踏まえた新しい授業実践の取り組み」をテー

マに、オンライン授業に関する各学科の取り組み事例の紹介を行いました。また、ＳＤ

としては「学科と事務局による新しい価値創造に向けた就職支援に係る教職協働の取り

組みの紹介」をテーマに、学科教員とキャリア支援課の教職協働の取り組み事例の紹介

を行いました。さらに秋学期には、ＦＤとして「学部・学科を超えた学際的な学びによ

る「Field Linkage」実践の取り組み～新たなる価値の創造～ 」をテーマに、「Field 

Linkage」を先行して実施している看護学部看護学科と人間栄養学部人間栄養学科との

「多職種連携シミュレーション」授業について紹介しました。 

この他、各学科においてもそれぞれの特徴に応じて次のとおり「学科ＦＤ活動」を実施

しています。 
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【令和３年度学科ＦＤ活動 開催テーマ】 

春

学

期 

児童学科 学科授業改善活動に寄与する科研費研究の推進について 

心理学科 コロナ禍における実習科目の対面＆オンライン併用授業改善活動 

社会福祉学科 

科研費等競争的資金の申請に向けて 

科研費申請に向けて 

研究計画調書をさらに生かしていくための書き方ポイント 

これまでの科研の内容報告 

これまでの研究の経験や調査の方法について 

文学科 科研費に関する研修会 

人間栄養学科 学力差にどう取り組むか 

看護学科 学生の学びを支援する“聖徳タウン”について 

音楽学科 コロナ禍における教育指導の現状整理と今後の課題について 

秋

学

期 

児童学科 
フィールドリンケージを考案する 

教育養成系授業における ICT 活用 

心理学科 授業科目「フィールド学習」について 

社会福祉学科 授業を良くするためには 

文学科 就活キックオフキャリア研修会 

人間栄養学科 SARTRAS 授業目的公衆送信補償金制度について 

看護学科 

学生の学びを支援する“聖徳タウン”について 

コロナ禍で”学生の学びの主体性を促す臨場感のある実習”にす

るための創意工夫について 

音楽学科 新カリキュラム 3年目に向けた課題の検討 

 

 

（９）附属学校との連携 

一貫教育学園の教員としての資質・意識を高めるため、令和３年８月 25 日に小中高大連

携 FD・SD 研修会をオンライン併用で実施し、教員の能力向上に努めました。当日は先端

技術アナリスト、経営・事業アドバイザー、DX（デジタルトランスフォーメーション）・

AI（人工知能）関係の研修・教育アドバイザーとして活躍する浅岡伴夫氏を講師に迎え、

「AI・DX の本質を理解し効果的な AI リテラシー教育の中身を考える」をタイトルとした

講演が行われました。また、聖徳大学附属取手聖徳女子中学校・高等学校からは、ICT、

探求、業務改革の三位一体での ICT 活用による業務改革事例の紹介が行われました。 
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【小中高大連携 FD・SD 研修会画像（左：浅岡先生講演、右：取手聖徳 ICT 活用モデル）】 

 

（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

を支援しました。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した。 

（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

アップを図り、キャリア支援を更に充実させています。本学の就職支援は、就職活動に

入る前に学生全員とキャリア支援課職員が面談を行い、クラス担任とキャリア支援課で

学生の状況を共有しながら三者面談等を通じて学生一人ひとりに寄り添った、きめ細か

で丁寧な全方位支援を実施していることが特徴です。①一年次から就職・卒業後までの

シームレスなサポート、②一人ひとりの適性に合わせた全方位支援、③志望先・卒業先

と連携した強力なフォローアップの三点を大きな強みとして教職員の組織を整備し活動

しています。その成果は令和２（2020）年度の実就職率が 96.3％と全国女子大学で 1 位

（2021 年大学通信「UNIVPRESS」調べ）となったことを始めとして、幼稚園教員、小学校

教員、保育士の採用者数でも全国トップクラスの実績を残しています。 

 

【面接チャレンジ会（令和３年 11 月実施）の様子】 
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（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ました。その結果、2021（令和 3）年 3

月に卒業した卒業生のアンケートでは、新型コロナウイルス感染症に伴う学生支援や遠

隔授業への対応に対し、「満足」「どちらかといえば満足」が過半数を超え、また、退学

率も前年度に比べて、初年次で 1.23％、卒業までの 4 年間で 2.49％減少しており、その

成果は数値にも表れています。 

 

【地域・社会貢献】 

（１）高等学校等との教育機関等との連携 

① 高校生の体験発表会の開催 

本学では社会貢献活動の一環として、平成 29 年度から、本学主催で千葉県を中心とす

る高等学校（一部中学校も含む）との連携による「高校生の体験発表会」を実施して

います。これは高校生が行っているボランティア等の地域貢献活動、授業・部活動等

の教育活動、起業経験や国際交流などについて、多様な学科やコースの枠を超えて発

表することにより高校生同士の理解や啓発に寄与し、高校生自身の学びの更なる深化

と一層の広がりにつなげることを目的とするものです。第６回目の開催を数えた令和

３年度の開催は、前年度に引き続きコロナ禍における開催となりました。高校生の発

表の機会をなるべく確保することを目的に、これまでステージ型、オンライン型どち

らかの開催としてきた開催形式を、新たにステージ発表型とオンライン発表型という

２つの形式で日程をわけて開催し、それぞれの発表形式の特質を生かした創意工夫に

あふれる発表がなされました。ステージ発表型には高等学校 16 校 18 団体、オンライ

ン発表型には 18 校 20 団体と多くの高等学校より参加がありました。ステージ発表型

とオンライン発表型という異なる発表機会を新たに設けたことにより、例年にも増し

て各々の体験の内容に応じた発表の工夫が見られました。審査にあたっては、これま

でと同様全ての発表に対し、千葉県や松戸市教育委員会、松戸商工会議所などの外部

有識者とともに本学の教員による講評が行われ、大学の知見や学びにつながる観点か

らのフィードバックを高校生に対して行いました。当日の模様はステージ発表型高校

生の体験発表会当日に千葉テレビによる取材があり、その様子は令和３（2021）年 11

月 24 日（水）の「モーニングこんぱす」でも放送されました。 
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  ② 高校生の文芸大会の開催 

第 22 回関東地区高校生文芸大会（令和３年８月 22 日）を、高等学校等の教育機関等

との連携の一環として本学を会場に開催しました。本大会は千葉県高等学校文化連盟

文芸専門部会が主催し、文芸創作活動に励んでいる高校生から広く文芸作品を募集し、

文芸創作活動の振興を図るとともに、作品創作の研修及び高校生同士の交流の場を提

供することにより、次代を担う高校生の表現力と想像力の向上に資することを目的に、

関東地区の高等学校の文芸部員が集う文芸大会として毎年開催されています。本学か

らは文学部文学科松本麻子教授が「青と赤の歌 言葉の持つイメージについて」と題

し講演し、文学部教員 3 名が選考委員に加わり優秀作品の選出・表彰を行いました。 

 

 

 

（２） 公開講座、生涯学習事業、リカレント教育等の実施による地域貢献・社会貢献 

① 公開講座等の実施 

児童学研究所、言語文化研究所、看護学研究所、心理教育相談所等の各研究所等にお

いて、令和３年度は計 11 件の公開講座を開講しました。8 月 9 日には日本栄養士会が

主催して行うイベントである「栄養ワンダー2021」を、本学キャンパスを会場として

実施しました。これは、管理栄養士・栄養士の活動支援の一環として、およそ 50 万人

の国民に対して栄養への興味喚起と管理栄養士・栄養士職能の認知理解を目的に管理

栄養士・栄養士が参加して実施するイベントです。10 月 30 日には聖徳大学主催、千葉

県教育委員会共催の形で「特別支援教育フォーラム 2021」を、会場・オンラインのハ

イブリッドの形で開催しました。さらに 11 月 6 日には、人間栄養学部人間栄養学科が

主催し、公益社団法人 日本フードスペシャリスト協会共催による「食に関する講演会」

をオンラインで開催し、「農産物の包装から考える SDGs が目指す社会における包装の

役割」というテーマで公開講座を開催し、3 月 19 日には看護学研究所の主催で、上智

大学生命倫理研究所との共催による公開講座「高齢者の終末期療養」を香順メディア

ホールにて開催しました。 
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② 生涯学習事業の実施 

生涯学習事業として地域・社会に向けた公開講座「聖徳大学オープン・アカデミー（SOA）」

では、令和３年度にはコロナ禍の影響もあり受講者は延べ 4,578 名でしたが、大学教

員延べ 78 名が 75 講座を担当しました。具体的な内容としては、心理・福祉学部社会

福祉学科教員が 10 月の毎週土曜日に対面で実施した「聖徳 OG が贈る♡ お互いが笑顔

になれる介護の知識と技術」や、音楽学部音楽学科教員による「現代社会と音楽療法」

講座などを開講しました。また、SOA 音楽研究センターによる実技レッスンや公開講座

も開講されました。 

 

 

③ リカレント教育の実施 

地域・社会に開かれた知の拠点である通信教育部では、教育学部児童学科及び教育学

科、心理・福祉学部心理学科及び社会福祉学科、文学部文学科の「３学部４学科」と、

通信制の大学院としては日本初の児童学研究科において、通信での学びにより全国ど

こからでも働きながら学べる環境を整えています。通信教育部では正規授業の開放と

して社会人学生、科目等履修生の受け入れも積極的に行っています。令和３年度の在

籍者数は社会人学生 2,861 名（学部 2,793 人、大学院 68 人）、科目等履修生 576 名（学

部 570 人、大学院６人））でした。このうち 250 名が学士の学位、17 名が修士の学位を

取得しました。また、現職教員を対象とした教員免許更新講習、免許法認定公開講座

等も行っています。令和３年度には、教員免許更新講習は大学教員延べ 65 名が 46 講

座を担当し、受講者は 2,069 名、免許法認定公開講座は大学教員延べ 34 名が 31 講座

を担当し、受講者は 476 名でした。さらに、司書・司書補資格の取得や現職者の学び

直しとして毎年夏期に行われる文部科学大臣委嘱司書・司書補講習は、文学部文学科
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図書館情報コース、司書課程の教員を中心に開講しています。令和３年度は、司書講

習を７月 14 日〜９月５日、司書補講習を７月 26 日〜８月 29 日に開講し、司書講習は

105 名、司書捕講習は 25 名の受講がありました。 

このほか、学部・学科での取り組みとして、児童学部児童学科及び大学院教職研究科

が、本学卒業生の学校教育現場における活躍状況の情報共有を行うとともに、教育界

における 新情報を共有し、学校教育界に関わっている卒業生有志の親睦を深める機

会として、本学を卒業した現職教職員や本学教育関係者を対象に組織する聖徳大学エ

ージェンシープログラム（SAP）懇談会を結成しました。令和３年度より設立され、活

動としては 11 月７日に「SAP 懇談会」をオンラインで開催しました。 

 

 

（３）子育て支援 

１）「おやこ DE 広場 にこにこキッズ」 

「おやこ DE 広場 にこにこキッズ」は、聖徳大学児童学研究所が松戸市より委託を受け

運営している施設です。市内に居住する０歳から３歳の乳幼児とその保護者を対象に、

遊びや交流、友達づくりの場として、また専門の教職員に気軽に子育て相談ができる場

として、市民の子育てを支援しました。 

 

《利用状況》 

開設日数 
新規登録 

組数 

延べ利用 

組数 

延べ利用者数 

計 大人 子ども 

186 日 174 組 1,627 組 3,367 人 1,653 人 1,714 人

 

２）松戸子育てカレッジ 

① 子育て広場「おやこで“ゆるりん”」 

子育て広場「おやこで“ゆるりん”」は、地域の乳幼児をもつ親とその子どもが集い、

安心して過ごせる親子交流の場です。本学学生の企画による楽しいイベントや子育て

について気軽に話したり相談したりする場を提供する計画でしたが、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、令和２年３月より引き続き休館しました。 
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② WEB おやこで“ゆるりん”～おうち時間を楽しもう～ 

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年３月より休館を余儀なくされる中、

WEB 版として児童学科・保育科の学生・教員が作成・出演した動画の配信を開始しま

した。令和３年度は保育科の学生が制作した 2 本の動画を公開しました。 

◆「こぶたぬきつねこ」をつくってみよう！ 

◆ちいきのたいそう「まつどたんけんたい」 

 

（４）「知」の還元 

① 大学の専門的知見と特色を活かした地域・社会への貢献 

平成 11（1999）年に開設された聖徳大学心理教育相談所は、地域の人々に開かれた心

理臨床的な相談の場として、また臨床心理学を学ぶ学生の実習の場として展開されて

います。令和３年度には「教員のための心理学講座～教員のワーク・モチベーション

を高める方略～」（令和３年６月 26 日、講師：畦地良平・本学准教授）や「災害時の

心理的支援（PFA）・COVID-19 における心理的対応（特に職場ストレスにおいて）」（令

和３年 10 月 23 日、講師：種市康太郎・桜美林大学教授）、「大災害時における被災者

の心理と支援～東日本大震災から考える～」（令和 4年 3月 5日・予定、講師：久田満・

上智大学教授）などの講座を実施し、大学の専門的知見と特色を活かした地域・社会

への貢献活動に取 

り組みました。 

 

  ② 新型コロナウイルスワクチン職域接種の実施による地域医療への貢献 

令和３年度には、大学保健センターと看護学部看護学科教員が中心となり、新型コロ

ナウイルスワクチン職域接種を聖徳大学体育館にて７月～９月にかけて実施し、実習

先幼稚園、保育園等の本学関係者等を含む延べ 5,634 名が接種を受けました。さらに、

コロナ感染症保健所支援、健康講座の講師、実習病院での研究指導を通して、本学看

護学部看護学科の各教員が地域貢献を行いました。 

 

 

  ③ 学部・学科の特色や専門性を活かした地域・社会への貢献活動 

教育学部児童学科等が主催する「アートパーク 14 おさんぽミュージアム」を令和３年 

10 月 10 日に松戸中央公園で実施しました。 
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④ 所蔵する貴重資料の公開 

コロナ禍により４月より臨時休館を余儀なくされていましたが、令和４年３月からは

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ています。 

 

◆ 聖徳大学収蔵名品展「不思議の国のアリス－イギリス児童文学の夜明け－」 

会期：令和４年３月７日（月）～令和４年 11 月 30 日（水） 

（利根山光人記念ギャラリー） 

 

◆ 聖徳大学収蔵名品展「利根山光人－メキシコに魅せられた太陽の画家－」 

会期：令和４年３月７日（月）～令和４年８月 31 日（水） 

 

 

【管理運営】 

《学生募集》 

（１）オープンキャンパスへの来場促進 

新型コロナウイルス感染拡大状況下において、大学会場へ来場してオープンキャンパス

に参加できない受験生のために、オンラインによるオープンキャンパスを開催しました。

111 種類におよぶ動画を配信し、総再生回数は 8,197 回でした。 

 

（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

容の充実を図りました。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

を図りました。令和３年度には、本格始動した「Field Linkage」及び「Business Field 

Linkage」を紹介する特設ウェブサイトを作成し、本学独自の特色ある教育と学びの特徴

のアピールを行いました。 

 



29 

《基盤整備》 

（３）高等教育の修学支援新制度への対応 

学生の学びを支援するため、令和２年４月１日から施行された「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し

た。 

 

（４）「ちばＳＤＧｓパートナー登録制度」への参画と申請 

聖徳学園の「グローバル」、「ダイバーシティ」、「サスティナブル」の理念達成の一環と

して、聖徳大学・聖徳大学短期大学部は「ちばＳＤＧｓパートナー登録制度」への参画

を目指して申請を行い、令和４年３月 23 日付で登録されました。「ちばＳＤＧｓパート

ナー登録制度」は、千葉県内企業等におけるＳＤＧｓ推進の機運を醸成するとともに、

具体的な取組を後押しすることを目的とした千葉県の制度です。今後も聖徳学園は既存

の取り組みにとどまることなく、ＳＤＧｓ達成に繋がる活動をより一層推進してまいり

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 

教務・学生生活委員会と連携し、全学生の「学習シート」を教員室入口にまとめて保管

することにより、登下校時に学生がシートを受取・返却に来室し、教員とのコミュニケ

ーション強化に繋がりました。また、行事毎の押印担当を各クラスの担任に集約するこ

とで、学生自身のみならず、クラス担任も各学生の学習の進捗状況をより把握しやすく

なりました。さらに、やむを得ずオンライン授業や出席停止により配付物・返却物が増

加した際にも、「学習シート」のファイルを活用することで円滑な学習活動に役立てまし

た。 

（２）授業アンケート中間期調査の改善 

今年度より中間期調査・期末調査共に全学年でオンラインにて実施することで、効率的

に学生の声を集め、より迅速に教員間で結果を共有することができました。オンライン

授業に関する質問を双方に挿入することで、オンライン授業に対する学生の満足度も早

期に把握できるようになりました。また、期末調査の質問項目および集計方法を改めて

見直し、本校の教育に一層適した内容および書式に改良しました。 

（３）教育の質を高める研修の活性化 

今年度のＦＤではオンライン授業の相互参観を実施し、全教員が自由に科目を選択して

学び合いました。オンライン上であることを活かし、通常より参観可能な科目数が増え

たため、各自の専門分野を超えた積極的な参観が行われました。参観後はオンライン授

業に関する教員対象アンケート調査を取り入れることにより、調査結果から課題を抽出

し教員会で共有することで授業改善に役立てました。 

内部研修では、教員による研究成果を発表することで科目間連携にも繋がり、喫緊の課

題である学生募集対策についても、学生募集対策委員会と連携して新たなオープンキャ

ンパスの在り方や今後の本校の方針について全教員で確認し合うことができました。 

また、外部研修の報告が定着したことであらゆる知見の共有が毎月のように定期的に行

われ、コロナ禍でも途絶えることなく継続されています。 

（４）会議の効率化 

定例会議においてメンバーの日程が調整困難の場合にはオンライン会議を積極的に導入

することで、迅速に協議を行い問題の早期対応が可能になりました。 

これにより臨時会議なども容易に開催することができ、効率的に会議が運営されること

になり、従来よりもスピーディーに問題改善に着手することができるようになりました。

またチームス内委員会のチャットで意見交換、情報の共有化を行い、時間と紙の節約を

図ると共に、全教職員のTeamsを使用することでタイムリーな情報共有が図られました。 
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（５）在校生・卒業生から愛される学校へ 

新入生を歓迎する会として開催した SFD（聖徳フレンドシップデイ）において、公立幼稚

園と公立保育園に勤務する卒業生２人を招いて講演を行いました。その結果、新入生は

卒業後のビジョンや目標を明確に持つことができるようになる一方、卒業学年の学生は

公務員受験の具体的な方法を理解することができ、公務員受験に対するモチベーション

が大いに高まりました。令和３年度は公立保育園に７名が受験し６名が合格しました。 

 

 

《就職の向上》 

（６）就職サポート体制の強化 

新型コロナウイルスの影響で遠隔授業を実施した期間においても、クラス担任を通じて

コミュニケーションを取りながら、履歴書の添削などを滞ることなく進め、就職活動に

備えることができました。また、公務員対策模擬試験も自宅受験の実施で対応しました。 

公立保育士の合格は７名が受験し６名が合格となり、教員による個別指導での実践的指

導の成果が出ました。 

また、10 月の実習終了後の就職未決定者に対しては個別対応で順次内定へ結びつける対

応を行いました。12 月からの外部公務員講座はオンライン受講となり、学生は期間内で

繰り返し復習ができるようになりました。 

 

【地域・社会貢献】 

（１）行政、地域との関係強化 

残念ながらコロナ感染症拡大の関係で上級学校訪問はありませんでしたが、都立の商業

高等学校より保育科の授業についてアドバイス、サポ―トがほしい旨の依頼があり、本

校教員が出向きカリキュラムや授業内容についてアドバイスしました。 

来年度は本校に来校してもらい体験授業や幼稚園と連携しての体験学習を計画していま

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 

女性の真の自立を実現する免許・資格取得が可能な学校として情報発信をしていきます。

本校の求人数、また公立保育士採用数の多さを示し、就職に強い学校をアピールします。
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新校舎移転による教育環境のさらなる向上と、本校の豊かな学びを可視化する存在とし

て、在校生の成長していく姿を、SNS を活用し随時発信していくことで受験生への認知を

高めていきます。これらの全てを教職員が一丸となって実施し、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 

Office365 (Teams)を使用した連絡方法を徹底し、紙の使用を減らしました。 

また、学生とのやり取りにおいても、集合して紙等を使用し、時間をかけておこなって

いた作業を Moodle、Teams、Forms を活用した作業へと効率化を図り、紙と時間の節約に

努めました。 

（３）業務基盤の検討 

共通の資料等を紙での配布から Teams のファイルに置くことで周知漏れ、及び紙、時間

の削減を目指しました。 

また Teams のチャット機能を使用することで、情報交換が頻繁になり、業務の重複等を

避けることができました。 

行事等における申請等、その都度担当を決めることでまとめて集め、事務処理の効率化

を続けています。 

 

【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 

避難訓練もコロナ感染症の拡大で年間４回予定のところ２回（４月、11 月三田幼稚園合

同）実施し、防災意識の向上に努めました。 

危機管理能力等の向上を目的とした上級救命講習・防犯教室・消費者問題講習・租税教

室等はコロナ感染拡大のため実施できませんでしたが、後日、全体総括として危機管理

の意識向上について話をする機会をつくりました。 

使用した教室の清掃や消毒の実施及び港区で求められるゴミ分別等をとおして環境意識

の向上につとめました。学外研修Ⅰ・Ⅱの代替プログラムの中で箱根園の水族館を訪れ、

海の環境と魚の生態系についても学びました。 
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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 

学びの核となる「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取り組みました。 

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）を向上させられるよう主体的・対

話的で深い学びを実践しました。 

         

探究科研究発表会（左：９月実施、右：３月実施） 

（２）英語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 

日本文化理解の上の英語力および総合的な言語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豊かに表現できる生徒の育成に取り組みました。 

英語教育計画では、英語の授業と英語に関連する校内外の行事（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りました。 

英語の学びをより広げる外部との連携として、早稲田大学ＩＣＣ（異文化交流センター）、

オーストラリアの Moruya High School、台湾の Wan Hua Junior High School と、オンライ

ン交流やペンパル交流を実施しました。 

          

オンライン交流会（左：早稲田大学の留学生（９月）、右：Moruya High School（７月）） 

（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の方法を考え、研究論文が書ける「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・技能を着実に習得するとともに活用力を高められるよう努めました。 
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放課後には，全校の希望生徒が参加できる理科実験をはじめとする理数体験プログラム

「だれでもサイエンス」（6月、10 月）を開催し理数教育の拡大を図りました。 

連携協定を締結した東京理科大学からは、インターンシップとして２名の学生が派遣さ

れ、本校の授業や放課後学習のサポートをそれぞれ５日間行いました（12 月～２月）。 

（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 

21 世紀型スキルの獲得を促進するため、生徒が一人一台所有する 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ました。その活用では、協働学習等により他者

との関わりの中でのコミュニケーションスキル（対話力）を高め、「ひとづくり」を大切

にした上でのテクノロジー利用を心がけ、ICT 活用なしでは実現できない創造的な表現力

の育成に取り組みました。また、育成した表現力で校内外に発表する機会（校内探究研

究発表会（９月、３月），聖徳大学主催高校生の体験発表会（11 月）等）を積極的に創出

しました。 

《進学の向上》 

（５）探究を生かした質の高い進路実現 

探究的な学びで獲得される主体性やチャレンジ力を生かして、高みを目指し進路実現の

ため継続的に努力できる生徒の育成に取り組みました。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、e-Portfolio（活動成果等を蓄積する電子ファイル）に諸活動の成果を

蓄積するふりかえり活動で自己省察力を高め、自律的な学習態度の育成に努めました。 

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

けての講演会（２月）や、探究的な学びへのサポート（２月）等を実施しました。 

 

（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要素を獲得できるよう探究的なまなびを軸とした

教育計画を整備していくとともに、英語４技能向上のための学習プログラムや課題解決

のプロセスを重視した理数学習の充実に努め、多様な入試に対応しての進路指導内容に

ついて継続的な改善に取り組みました。 

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

る学習システム）とスタディサプリ（個別学習アプリ）の学びを校内で実施する全国模

試の成績と連動し、具体的な学力伸長と主体的な学習態度の育成を図り、生徒が確かな

学力で高みを目指し進路実現ができるよう総合的に取り組みました。 

 

【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る取り組みを

行いました。 

① 光英 VERITAS 中高主催のコンテスト等開催 
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地域の中学生対象の英語コンテストを動画参加形式で 10 月に開催しました。松戸市、 

船橋市、柏市、流山市から 22 校 77 名の参加がありました。 

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

催しました（新型コロナウイルスの影響を配慮しオンライン開催（７月、２月））。 

 

（２）地域・社会貢献 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため地域における多くの行事が中止になり、関連す

る教育活動は実施できませんでした。 

次年度に向けて、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

高める取り組みの準備を行いました。 

① 地域行事への積極参加と地域貢献 

地域に貢献しながら地域から親しまれる学校づくりを目指し、全校生徒で学校周辺地

域の環境ボランティア（清掃活動）に取り組みました（４月、９月）。 

東京オリンピック聖火リレーセレモニー、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参加する予定でしたが、新型

コロナウイルスの影響で行事は中止となりました。今後も地域に貢献しながら地域か

ら親しまれる学校づくりに取り組んでいきます。 

 

② 企業との連携による社会貢献 

コカ・コーラボトラーズジャパンと連携し、新型コロナウイルス対応で苦慮する医療

従事者の方々に寄贈する励ましのメッセージボードを全校生徒で製作しました。また、

生徒の各種委員会活動において、SDGｓ活動に取り組む企業（ﾌｧｰｽﾄﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ、eyecity、

ﾊﾞﾘｭｰﾌﾞｯｸｽ）と連携した取り組みを実施しました。 

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、実際の社会貢献に取り組みました。 

 

【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」および「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た募集活動に取り組みました。 

また、データ分析から入試制度（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 中高の募集定員の充足に努めました。 
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（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「探究的な学び」、「英語・グローバル教育」、「理数・サイエン

ス教育」、「ICT（iPad）活用」、「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「人間教育」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

つなげる取り組みを行いました。また、同様に SNS、E メール、DM を活用し学校説明会等

への来校者増加と学校のブランドイメージづくりに努めました。 

（３）教育力を訴求力とする学校説明会等の開催 

光英 VERITAS 中高の教育力で訴求する学校説明会等を開催しました。 

・生徒学習活動、生徒活動成果を見せ「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した。 

（中学校の説明会･オープンスクールを９回開催の中で 26 名の中学生徒が学習成果

等をプレゼンテーション、高校学校の説明会･オープンスクールを７回開催の中で４

名の高校生徒が学習成果等をプレゼンテーション） 

・受験希望者に対し「探究学習体験講座」（中学校５回，高等学校３回）、「部活体験講

座」（高等学校 3回）を実施しました。 

・生徒主体の企画（来校者への歓迎プレゼンテーション等）を盛り込んだ学校説明会

等を実施しました。 

《基盤整備》 

（４）野球部の創設 

共学化にあわせて創設した硬式野球部が活動を開始しました。夏の甲子園千葉県予選で

は、全員１年生のチームが県立国府台高校から勝利を挙げました。運営に必要な施設設

備（グラウンド、バックネット等）の整備も進めています。 

（５）業務改善による教育力の向上 

働き方改革を推進し、法令で取得すべき日数が定められた有給休暇の確実な取得や勤務

時間内での業務完了を広めることに努めました。経費の削減をするとともに、業務効率

を高めることで教育の質を向上できるように環境を整えました。 

 

【環境配慮】 

（１）教育課程上に位置づけた環境教育の実施 

全校で取り組む探究科の授業の中で SDGs における環境テーマの研究活動を行いました。

自然環境を多面的に捉え主体的に考えられる生徒の育成と、生徒とともに自然環境に貢

献できる学校づくりに取り組みました。 

（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」を作成しています。環境に配慮し、エ 

ネルギー等の削減による CO2 排出量削減を推進しています。前年度と比較すると、新型
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コロナウイルスの影響によるリモート授業が減り対面授業が増えたことから、エネルギ

ー等の使用量の多くは増加しました。（生徒１人あたりのエネルギー等使用量の前年度

比：電気 102.7％、ガス 87.7％、水道（上水）108.2％、灯油 102.8％、紙 102.3％）。 
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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）新教育課程の運用研究 

今年度は、教育開発部、聖徳プロジェクト委員会を中心に 2022 年度（令和４年度）入学

生から学年進行により実施する探究活動のプログラム（聖徳プロジェクト）の開発に取

り組みました。プログラムは、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

成することを目標としました。また、全生徒が豊富な探究科目を必ず履修するなど、全

国で先駆的なプログラムとなりました。 

 

（２）探究活動の指導と評価手法の研究 

評価検討委員会では、①生徒が学習の成果を的確に捉える。②教師が指導の改善を図る。

③生徒自身が自らの学習を振り返って次の学習に向かうことができる。以上 3 点を踏ま

て、学習評価の在り方を検討してきました。また、新年度から教育課程や学習・指導方

法の改善と一貫性のある取組を進められるように教員研修を実施してきました。 

 

（３）ICT 活用 

① オンライン授業の充実 

ICT教育推進部が中心となり「新型コロナウイルス感染症に備えたオンライン授業研究」

と「普段のオフライン授業の AL（アクティブ・ラーニング） をブラッシュアップ する」

ことを目的とした研修会を夏季休業中に実施しました。この研修により、新型コロナウ

イルス感染症対策のための臨時休業期間中も生徒の学びを止めることなく、Teams の機

能を 大限活用して、平日 6 時間・土曜 4 時間の時間割通りの昨年度に比して質の高い

オンライン授業（リモート授業）を展開することができました。 

  
 

 

 

 

オンライン授業研修の様子 
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② 授業・探究活動・行事等への活用の研究 

・聖徳祭のオンライン配信 

10 月 16 日（土）・17 日（日）に開催しました第 39 回 聖徳祭（文化祭）は、新型コロ

ナウイルス感染予防対策のため、一般公開をせず、内部公開のみの開催となりましたが、

生徒たちが聖徳祭の特設 HP を立ち上げ、オンラインで公開いたしました。 

 

 
 

・クリスマス英国リモート留学の実施 

12 月 22 日～24 日の 3日間、クリスマス英国リモート留学を実施しました。初日は、自

己紹介についての英会話レッスンの後、ホストファミリーと交流しました。1時間のレ

ッスンは、ネイティブの先生によって All English で行われました。 

 

  
クリスマス英国リモート留学の様子 

 

③ Microsoft 365 の活用の研究 

ICT 教育推進部は、GIGA スクール構想の先を行く教育環境づくりを推進し、探究的な学

びの環境を構築するとともに教員の働き方改革を推進しました。その取り組みは、

Microsoft 社や「月刊高校教育」（8 月号・9 月号）を通して紹介され、全国の学校から

の問い合わせ、視察を受けるようになりました。また、ICT 教育推進部が作成した働き

方改革に係る動画が千葉県教育委員会の研修に活用されるなど、ICT 教育推進部の取り

組みは校内にとどまらず、全国の学校の ICT 教育の質の向上、教員の働き方改革に貢献

しました。 
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《進学の向上》 

（４）探究活動を通した進路実現 

学校生活全般で取り組んでいる探究活動を活かし、系統的な進路指導を実践してきまし

た。95.9％の生徒が総合型・学校推薦型選抜入試で進路を決定し、現役合格率、96.2％、

4 年生大学進学率は 88％となりました。とりわけ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

げることができました。 

  

 

 

（５）聖徳大学との連携 

11 月 20 日（土）聖徳大学主催の「第 6 回高校生の体験発表会」が開催され、本校から 2

名が参加して、日頃の探究活動の成果を発表して高い評価を得ました。また、聖徳大学

と内部入試の見直しを行い、選抜方法にポートフォリオを活用した多面的、総合的評価

を導入しました。さらに本校の「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

た新たな高大連携の在り方の研究に取り組みました。 

 

◆聖徳大学主催「第 6回高校生の体験発表会」で研究発表 

6 年 C 組 木村寧花さんが「多文化共生」をテーマに外国人労働者急増による地域社会へ

の影響について、居住している常総市を例に分析し、研究発表しました。また、6 年 C

視察に来校された先生方への説明の様子 月刊「高校教育」8月号・9月号 

６年生による 卒業研究発表会の様子 
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組 横田世菜さんが、乳幼児期と愛着関係 思春期にどう影響しているのかをテーマに、

研究発表しました。 

    

 

 

【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、地域スポーツ

クラブ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

信頼関係を強めました。また、3 月 25 日（金）に実施した「第 33 回 吹奏楽部定期演奏

会」は、観客を 500 名に限定し、完全予約制で開催しました。当日は、YouTube での Live

配信も行いました。 

 

 

【管理運営】 

《生徒募集》 

（１）イベント来校者の情報共有を徹底し、「聖徳ファン」層を拡大 

茨城県の要請を受け、生徒募集のメインイベントである「夏の学校見学会」を中止せざ

るを得ず、9 月末まではオンライン中心の募集活動となりましたが、Microsoft teams を

活用し、臨時休業中にオンライン授業を時間割通りに続けることができ、学びのスタイ

ルの変化と共にアピールできました。 

（２）茨城県南における光英 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

聖徳大学主催第６回高校生の体験発表会の様子 

第 33 回 吹奏楽部定期演奏会 
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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・募集定員の充足を目指し、募集活動を展開しました。 

（３）音楽科・普通科吹奏楽コースを軸にした生徒募集の展開 

音楽科及び吹奏楽部は、独自の Facebook・Instagram を作成し、活動の様子を随時発信

しました。吹奏楽部は「第 6回 全国ポピュラーステージ吹奏楽コンクール全国大会」全

国３位、「第 7回 全日本ブラスシンフォニーコンクール本選大会」で審査員特別賞（全

国３位相当）、音楽科は「第 31 回 日本クラシック音楽コンクール」の全国大会本選 4

組 5 名出場等、生徒の活躍を適時広報してきました。また、全校集会で演奏披露の機会

を設け、在校生からの口コミ・SNS 発信にも繋がるよう工夫しました。また、音楽科及び

吹奏楽コースに特化したリーフレットを作成し、受験生増に繋げました。 

 

《基盤整備》 

（４）ICT 化による業務効率化 

Microsoft Teams を含む Office365 サービスを実践的に活用し、組織横断的な協働的活

動・業務の効率化を図ることにより、教職員が教育活動に専念できる環境を整えていま

す。また、出席の入力・体調管理・教職員の動静入力等、ICT をフルに活用し、業務の効

率化に取り組んできました 

【環境配慮】 

（１）SDGs の学びの推進 

女性キャリアをはじめとして教育活動全般で、国際社会共通の目標である SDGs

（Sustainable Development Goals・持続可能な開発目標）の学びを推進し、環境教育の

成果を外部発信し、地域環境の保全に努めています。令和３年 12 月 11 日（土）、JICA

筑波（独立行政法人 国際交流機構）にて開催された「高校生国際協力実体験プログラム」

に、本校から４名の生徒が参加しました。ワークショップを通して SDGs への理解を深

め、実際に行動を起こしているロールモデルの方々から話を聞き、自分たちにできる 

SDGs 達成のための行動計画を考え発表しました。国際協力への理解を深める良い機会と

なりました。 

  

 

 

高校生国際協力実体験プログラムの様子 
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（２）ICT の活用によりペーパーレス化の推進 

教育活動全般で ICT の活用を進め、環境保護の意識をさらに高め、ペーパーレスを推進

しています。Microsoft Office365 teams の活用を進め、校内での会議資料についてはほ

ぼ 100％ペーパーレス化しています。また、生徒・保護者への連絡事項・教職員間の情報

共有についても teams を積極活用しています。 

（３）エネルギー等の削減 

生徒・教職員に対して日々省エネを呼びかけ、エネルギーの削減に取り組むように指示

しています。また、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

減化に取り組んでいます。  
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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」提出による指導実施状況の把握の

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ました。新教育

課程を上回る指導を実践する学校として、中学受験に対応できる学力形成・人格形成に

取り組みました。 

 

（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」の向上に努めました。 

 

（３）ＩＣＴ活用による効果的・効率的な学びの促進 

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、体

育館・ふれあい広場を含む小学校内全教室に Wi-Fi 環境が整いました。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ています。 

 

《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した。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した。 

 

（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、合格率は双方ともに９８％を達成しました。令和３年度は、

中学受験において、開成中学校、桜蔭中学校、女子学院中学校、白百合学園中学校、早

稲田中学校、渋谷教育学園幕張中学校を筆頭に、良好な結果を得ることができました。 
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（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 

研修部により年間計画を作成し、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、算数、社会、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した。 

 

【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

ャリア教育の一環として実施する計画でしたが、新型コロナウイルス対策を鑑み、中止

といたしました。今後は、状況に応じ、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、専願入学者を前年度の５９名から６５名へと増やすことができまし

た。その後のⅡ期以降の入試においても、幼児教室訪問や個別相談会、個別学校見学対

応を重ねることで出題者増に繋げ、 終的な１年生入学者は昨年度より２０名多い、８

５名となりました。 

 

（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、募集活動の主軸とするとともに、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、新鮮な

情報を多数発信し、入学したいと思える魅力的なイメージを作っていきました。ホーム

ページは、スマートフォン・タブレット端末による視聴に対応し、全面的に、デザイン・

内容をわかりやすいものに仕上げていくことができました。全教職員一丸となり、全員

が広報部主任の気概を持ってホームページ内の「 新トピックス」「教員ブログ」の更新

にあたり、令和３年度の更新回数は６６７回にのぼりました。 
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（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を発信し続けました。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ました。令和３年度は、「てのひら文庫賞」読書感

想文全国コンクールにおいて、全国一の「 優秀校」を受賞することができました。多

数の個人賞の受賞と併せて、受賞結果をホームページから迅速かつ効果的に発信し、学

習成果の効果的な広報となりました。 

 

（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ました。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、学習系と運動系の両面をバランスよく配置し、児童の知的好奇心を満

足させるものを開発し、年間登録者は全児童３７２名中１２６名となりました。 

 

【環境配慮】 

（１）緑豊かな附属小学校の立地を活かした、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した。

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ま

す。また、環境教育の一環として、３年生を中心に「環境日記」に取り組みました。自

分自身の省エネに対する具体的行動を１２週間にわたる日記にまとめることで、一人ひ

とりが自分自身のこととして環境問題に向き合う意識が高まりました。「環境日記コンテ

スト」にも挑戦し、個人賞として５名が受賞しました。 

 

（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業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

した。 
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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 

統計調査を実施している各項目について、早期かつ集中的に取り組み、効果的な指導を

実施しました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響による休園や給食実施

回数の減少に伴い、園内での関わりが大幅に減少したことにより、達成度が下がった項

目も目立ちました。これにより、改めて家庭との協力・連携の重要性を認識しました。 

また、園児への指導を行う新任教員研修の必要性を認識しました。 

（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］ 

令和元年度の合同研究保育を機に取り組み始めた、ドキュメンテーションやポートフ

ォリオを通した「保育の見える化」に継続して取り組みました。特に、コロナ禍にお

いて保護者と幼稚園との関わりが減少していく中で、保護者の満足度の向上に一定の

役割を担ったと考えています。 

 

［聖徳大学附属第二幼稚園・成田幼稚園］ 

園内の各遊びのコーナーを再確認し、幼児の創造力を育む環境設定に取り組みました。 

成田幼稚園においては、「みんなで育てる幼稚園」として教職員が園児ひとりひとりに

関わり、理解し、育てる、意識を高めることで保護者とのコミュニケーションが取れ

るように努めました。 

 

［聖徳大学附属浦安幼稚園］ 

「体育的活動」に対する地域的なニーズを受け、引き続き統計調査を継続し、効果的

な環境設定や指導方法を高めることに努めました。 

また、経験年数が３年以上の教員となり、運動遊びの経験知からも発達段階に応じた

運動遊びの重要性を理解し、保育カリキュラムに取り入れひとりひとりに応じた保育

が実践できるように努めました。 

 

《進学の向上》 

（３）附属小学校との連携強化 

新型コロナウイルス感染症の影響により計画していた交流は実施できませんでしたが、

公共機関への遠足を附属小学校の施設を利用した活動に変更するなど、一定の交流は

実施することができました。 

また、附属小学校内部進学説明会では、園長が聖徳幼稚園から附属小学校への「つな

がる教育」を保護者に説明し、進学児の増加につなげました。 
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【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 

新型コロナウイルス感染症の影響により一切の地域活動を中止しましたが、幼稚園の様

子をホームページで積極的に発信し、少しでも幼稚園生活がイメージできるよう取り組

みました。 

成田幼稚園においては、夏季休暇中に人数を制限しながら園庭開放を開催し、幼稚園の

遊具や製作あそびなど体験する機会を２回実施しました。 

（２）預かり保育の強化 

WITH コロナが浸透し始め、預かり保育の利用時間数は、多くの園で過去 高になりまし

た。これは、本園の預かり保育の開設日数や時間が社会のニーズに沿ったものであるこ

とを意味するものだと思われます。引き続き安全かつ日常の保育を補う保育内容や、時

には異なる保育内容に取り組むことにより、保護者満足度の向上に努めました。 

附属幼稚園においては、小規模型保育園から 34 名の入園があり、幼稚園における預かり

保育の必要性を感じつつも、教育と保育の相違点を保護者に理解していただくことも課

題と捉えております。 

 

【管理運営】 

《園児募集》 

（１）新入園児の増加 

新型コロナウイルス感染症の影響により募集イベントが思うように実施できない中、見

学会や説明会の回数を増やしたり、ホームページの充実に取り組んだりしましたが、共

働き世帯にむけた施策を実施した成田幼稚園以外は昨年度実績に及びませんでした。 

また、成田幼稚園においては、預かり保育の料金設定の見直しや水曜日の午後保育実施

など、地域や保護者のニーズに合わせた施策を実施しました。 

（２）保護者満足度の向上 

新型コロナウイルス感染症の影響により保護者の行事参加の減少が続く中、ポートフォ

リオやオンライン配信を通して、保護者に幼稚園の活動を提供することに努めました。 

 

（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］ 

給食のメニューを毎日ホームページに掲載することを継続するとともに、幼稚園見学

会などでは、実際の給食を展示することにより自園調理のメリットの発信に努めまし

た。また、各園の行事に栄養士が極力参加することにより、専任栄養士の存在感の向

上に努めました。 

 

［聖徳大学附属浦安幼稚園］ 

給食のメニューを毎日ホームページに掲載することを継続するとともに、幼稚園見学
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会などでは、実際の給食を展示することにより弁当給食ではない、本園の給食のメリ

ットの発信に努めました。また、各園の行事に栄養士が極力参加することにより、専

任栄養士の存在感の向上に努めました。 

（４）送迎バスによる PR 強化 

ヒヤリハットの共有や、運行ルートにおける危険箇所のチェックなどの安全対策に取り

組むとともに、マンションの新築や園児の居住地、地域別の人口推移や地区計画等を分

析し、効率的な運行ルートに加えて、今後園児の獲得が期待できる地域への積極的なル

ート設定を行いました。 

 

《基盤整備》 

（５）残業時間の削減 

週１日のノー残業デーの確実な実行が主体的になされるよう教職員の意識の醸成を図り

ました。また、「れんらくアプリ」の活用を更に推進し、業務の IT 化を進めると同時に、

早期計画早期実行を常に心がけ、効率的に業務に取り組むことにより、適正なワークラ

イフバランスに向けて取り組みました。 

また、管理職による業務内容の見直し会議を行い、業務改善を実施しました。 

 

【環境配慮】 

（１）環境整備の徹底 

園児の保育環境や教職員の執務環境に影響がない範囲で積極的に省エネに取り組みまし

た。 

 

（２）ペーパーレス化の推進 

ペーパーで配布した方が保護者の利便性が高いもの以外は、すべて「れんらくアプリ」

を通した配信に移行しました。 

 

（３）園児への環境教育の実施 

園児による「みまわり隊」の活動を継続し、蛇口の閉め忘れや電気の消し忘れを点検す

ることにより、節水・節電に対する意識の向上に取り組みました。 

また、新入園児に「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」を園児自らが分別して行えるよう指導

するともに、進級時において継続して取り組みました。 
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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 

コロナ感染防止対策を図り、４月は全園児分散登園を実施しました。各クラス 1/2 の人

数による新しい生活への指導を行ったことで、一人ひとりに合わせた丁寧な指導を行う

ことができました。また、そのことで園児との信頼関係を築くことができ、その後の保

育、学級経営に生かすことができました。 

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た事で、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うようになり、自主性を伸

ばす保育を展開することができました。 

（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ました。その結果、保育の展開に子ども達

の姿を見つめる目に変化があり、教員のスキルアップにつながりました。 

２学期から徐々に遊びや生活の中で気づいたり、考えたり、工夫したり、表現したりし

ながら友達関係を深め、自立できる子ども達を育成する力を身につけることができまし

た。特に大勢の中で積極的に行動できない子どもが、少人数保育では疑問に思ったこと

を先生に伝え解決することができ、自信をもたせることができました。 

 

（３）「心」と「体」のバランスのとれた園児の育成 

子どのも達の発達に必要な経験が得られる環境作りを心掛けました。「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るようになりました

が、「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ることが少なく見直

しが必要だと考えます。 

 

【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

解決に努めました。そのことにより、保護者との信頼関係が強まり気軽に話せる場とな

り、子ども達の健やかな育成につながりました。 
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（２）地域と交流している幼稚園 

高齢者との交流を計画していましたが、新型コロナウイルス感染防止により中止になり、

交流を図ることが出来ませんでした。 

 

【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、取り組みました。また、保育参観を中止するのではなく、新型コロナウ

イルス感染防止対策をとり、保育参観の一日の保護者数を減らし各クラス４日間に分散

して実施しました。 

 

 

（２）就園前の幼児が楽しめる幼稚園 

就園前の幼児への取組みとして親子で遊ぶ「にこにこ広場」は、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため、回数を減らしての実施となりました。しかし、今年度初めて就園前

の保護者対象の少人数制の見学会を実施し、園児の触れ合いや園の教育方針など具体的

な園児の姿から説明することができ理解していただくことができました。 

（３）未就園児教室への参加者の増加 

２歳児保育の活動様子をホームページに掲載し、アピールをしている。また、見学会を

予定しているが、新型コロナウイルス感染防止対策を考慮した内容を検討しているとこ

ろです。 

 

《基盤整備》 

（４）新型コロナウイルス感染症への対応 

新型コロナウイルス感染症対策については、職員会議を開きどう対応していくと良いか、

共通理解を図りながら子ども達の育ちを止めないようにしました。また、大学の保健セ

ンターへの報告、連絡、相談を密にし、助言をいただきながら対応しました。 

（５）業務の効率化とモチベーションの向上 

職員会議を月１回行い教職員の共通理解を図りました。また、業務内容を見直し改善し

ました。今後も業務内容の見直しをし、業務の効率化を図ります。 

 



52 

【環境配慮】 

（６）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、テープの巻き芯集めなどの活動には取り組んでいます

が、子どもの環境に対する意識の向上を図るまでには至りませんでした。 
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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

主性を伸ばすことができるよう、4 月からの開始に伴い、幼稚園内の環境の中で、のびの

びと園生活を送ることが出来るよう取り組みました。今年度も新型コロナウイルス感染

症を考え今できることを行うようにし、様々な園行事や社会行事を行い、子ども達の成

長に寄り添ってきました。 

 

（２）教員のスキルアップ 

今年度はオンラインの利用により、外部や内部の研修会にそれぞれ参加できるようにし

ました。外部では発達が気になる子どものかかわり方などの専門知識・技能の向上に努

められるよう視聴し、各自が保育の中で努力してきました。又、内部では「主体的に取

り組むとは」を三園の教員が、経験年数に分かれて勉強会を開き、子どもを見る目や解

釈の仕方などを他の先生の意見を聞き、保育に生かすように取り組んできました。 

様々な運動遊び(巧技台やマット・リング・平均台など使用)や戸外遊びを行う中で、友

達と共に遊ぶ楽しさを体で感じたり、遊びに対する思いを伝えあったりして、幼稚園内

で楽しい時間を過ごすことができたように感じます。そして、活動する機会が増えてい

くことで、子ども達自身が身体を動かすことを喜んでいる姿が見られるようになりまし

た。 

 

 

（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

を引き出せる力を育成しようと試みてきましたが、幼稚園独自の指導・助言だけで、大

学の専門の先生のご指導を得るまでにはいかず、それぞれが個別の教室で行っているこ

とを担任が共有するだけとなってしまいました。但し、個別に指導を要する子どもなり

の成長が見られ、保護者からの満足した声を頂くことは出来ました。 
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【地域・社会貢献】 

（１）子育てパートナーの役割を担う幼稚園 

今年度も新型コロナウイルス感染防止により、自粛期間やリモート会議などで密をさけ、

人との接触を取ることのないような状況だった為、全ての機関との相談事や話をするこ

とも出来ない状況でした。そのため、子育て支援専門の先生との会談は持てませんでし

た。 

 

（２）地域と交流している幼稚園 

令和３年度は９月から11月に月一回ずつ高齢者施設に訪問して交流をもつ計画をしてい

ましたが、新型コロナウイルス感染者の人数が増えてきたことから、双方で話し合った

結果、高齢者とのかかわりの時間を中止することになりできませんでした。ただ、勤労

感謝の日にちなみ、近隣の高齢者病院に手作りカレンダーを届けに行ったところ、高齢

者の方々に喜んで頂き、お返しにと手作りサンタを頂きました。高齢者とのかかわりは

もてていませんでしたが、高齢者の方々の優しい気持ちに触れることが出来たように思

います。そして、卒園式前には「子ども達が卒園するから」とくす玉のプレゼントもあ

りました。近隣の小学校への訪問・体験については、訪問日も相談して決めましたが、

丁度、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、まん延防止等重点措置が取られてい

たため、実施はできませんでした。 

   

 

【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 

保護者との密な連携は今年度もなかなか取れませんでした。そのような中、ホームペー

ジには「幼稚園の様子・行事の様子」を毎日更新し、コロナ禍の中でも行われている子

ども達の姿は見て頂けるように取り組んできました。見学者や幼稚園保護者の方から、

ホームページで子ども達の遊んでいる姿がわかりやすく、幼稚園内のことが見られてい

いといった声をいただけました。 

（２）満三歳児クラスの充実 

令和３年度の満三歳児クラスは 11 人の在籍から始まり、 終は 12 人となり、日々登園

することで子ども達の成長が良く感じられ、穏やかに過ごすことができました。子ども

達には、日々の活動や先生・友達とのかかわりの中から、初の社会生活・集団生活の良

さを、とても良く感じてもらえたと思います。一年経過した後の子ども達の生活・行事

の取り組み等の姿から四年保育の良さや体の成長等が感じられました。 
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（３）未就園児教室への参加者の増加 

未就園児教室の参加率が５月から徐々に増えていき、ホームページ内で活動の様子やお

知らせ等、その都度更新してきたこともあり、見学・体験も随時ありました。それぞれ

の遊び場の提供としては、親子共にとても充実していたように感じました。 

 

《基盤整備》 

（４）業務の効率化とモチベーションの向上 

コロナ禍二年目でも今できることをすることで、様々な活動や保育に対する教職員の共

通理解を図りました。働き方改革として業務内容を見直し、削減や実施内容を考え業務

の効率化を図ることが出来ました。まだまだ、改善されないところは、その都度話し合

い、検討していくように今後もしてまいります。 

 

【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

組んではいましたが、コロナ対策として廃材回収等は行わなかった為、園児の環境に対

する意識の向上を図るまでにはいきませんでした。今までと変わらずのエコキャップ運

動やテープの巻き芯集め等は、各家庭からのご協力を得ることができました。 
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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 

幼児の主体的な活動を促すために、安定した情緒の下で自己を十分に発揮できるように

「見たり」「聞いたり」「考えたり」「話したり」「行動したり」するなど豊かな体験を行

い、保育を展開することができました。 

（２）教員のスキルアップ 

幼児の主体的な活動を促すために、多様なかかわりをもつことが大切であることを理解

し、適宜指導を行い、その際に幼児一人ひとりの良さや可能性などを把握し、他児との

比較や一定の基準に対する達成度で評価しないなど発達の理解ができるようになってき

ました。 

（３）「心」と「体」のバランスのとれた園児の育成 

友達とのかかわりを深めることで「思いやる心」が育ち、のびのびと体を動かして遊ぶ

ことで「丈夫な体」が育ち、安定した情緒を図ることができました。 

 

【地域・社会貢献】 

（１）子育てパートナーの役割を担う幼稚園 

コロナ禍により、保護者との接触の機会が減り、例年より相談者は減りましたが、不安

を抱いている保護者とのコミュニケーションを取り、発達過程の中での不安解決をする

など、保護者との気持ちの距離は縮めるように努力しました。 

（２）地域と交流している幼稚園 

新型コロナウイルス感染症の影響により、高齢者との直接の交流を持つことはできませ

んでしたが、ビデオレター等を利用し子ども達からのメッセージを届けることはできま

した。 

【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 

ホームページには「幼稚園の様子」を常に更新したり、保護者が来園の際には写真を掲

示したりし、楽しく過ごしている子ども達の姿を見て頂けるように取り組みました。 

（２）就園前の幼児が楽しめる幼稚園 

園庭を開放して未就園児が自由に遊べる時間を設けました。少ない参加者数でしたが、

未就園児にやさしくかかわっている在園児の姿が見られ交流が持てました。また、砂遊

びなど公園とは違って安全な砂場ということもあってダイナミックに遊べることが利用

者からの好評を頂いています。 
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（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園児の姿を、保護者の来園に合わせ

写真掲示をするなど保護者に安心感を持ってもらい、信頼関係を築いてきました。随時

入園者も受け入れてきました。地域に浸透し、入園者が増加するように努めてまいりま

す。 

 

 

 

 

 

 

（４）未就園児教室への参加者の増加 

今年度は２歳児週１回のクラスが同じ２歳児週３回のクラスよりも人数が多く参加して

いました。そして入園にも結びつくことができました。１歳児クラスも親子一緒に和や

かな雰囲気の中で楽しく過ごしていました。 

 

《基盤整備》 

（５）業務の効率化とモチベーションの向上 

今まで通りの様々な活動や保育活動を見直し、教職員で意見を出し合い、様々な方法を

見出して実施してきたことが良い成果となっているため、モチベーションも変化し、業

務内容の効率化にも結びつきました。 

 

【環境配慮】 

（１）環境にやさしい活動をする幼稚園 

エコキャップ運動が地域の方に浸透してきており、近隣の会社で集めたものを持ってき

て頂けたり、散歩がてら回収箱に入れて頂けたりしている方が多くなりました。そして

集まったキャップを利用して「エコキャップアート」を作成し、掲示しました。 

 

 

 

 

 

 



（単位：百万円）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

80,131 80,099 79,003 77,387 75,895

8,877 7,927 8,004 6,750 5,394

89,008 88,026 87,008 84,137 81,289

10,487 10,810 11,921 10,983 9,833

4,230 4,516 4,635 4,952 5,214

14,717 15,326 16,556 15,935 15,047

118,961 119,749 120,395 121,520 122,869

△44,671 △47,049 △49,944 △53,318 △56,628

74,291 72,699 70,451 68,202 66,241

89,008 88,026 87,008 84,137 81,289

 流動資産

 資産の部合計

 固定負債

 負債の部合計

 基本金

 繰越収支差額

 流動負債

・運用資産余裕比率、流動比率、総負債比率、前受金保有率、基本金比率、積立率等

Ⅲ．財務の概要

（1）決算の概要

①貸借対照表関係

ア）貸借対照表の状況と経年比較

イ）財務比率の経年比較

 純資産の部合計

 負債及び純資産の部合計

 固定資産

（単位：％）

比率名 算式 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

運 用 資 産 運 用 資 産－ 外部 負債
余 裕 比 率 経 常 支 出

流 動 資 産
流 動 負 債

総 負 債
総 資 産

現 金 預 金
前 受 金

基 本 金
基 本 金 要 組 入 額

運 用 資 産
要 積 立 額

※「運用資産」＝現金預金＋特定資産＋有価証券
※「要積立額」＝減価償却累計額＋退職給与引当金＋2号基本金＋3号基本金

前 受 金 保 有 率

基 本 金 比 率

積 立 率

流 動 比 率

総 負 債 比 率

14.2

172.7

19.0

355.6

94.8

-29.0

17.1

-22.7

209.8

16.5

457.9

95.4

-7.9

343.2

94.7

13.9

175.5

17.4

365.1

95.4

12.0

-31.6

136.3

18.9

-52.6

9.5

103.4

18.5

268.7

96.2
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（単位：百万円）

収入の部 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

8,251 7,340 7,309 7,243 7,233

118 158 160 159 162

190 196 173 158 124

1,548 2,232 1,746 1,471 1,475

3 462 73 465 201

519 500 415 299 349

49 52 30 38 39

526 479 476 400 548

2,000 1,000 2,000 0 0

1,816 1,973 1,972 1,709 1,756

3,642 3,553 4,179 3,771 3,459

△2,436 △2,851 △2,638 △2,361 △2,266

7,740 8,318 6,769 7,011 6,238

23,966 23,411 22,664 20,363 19,318

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

6,872 6,547 6,458 6,223 6,238

2,658 2,641 2,710 2,520 2,522

1,192 1,204 1,247 1,181 1,160

126 120 124 127 124

860 648 765 938 938

487 1,930 746 236 170

165 177 224 234 147

26 326 226 126 226

4,478 4,259 4,267 3,694 4,110

△1,215 △1,210 △1,116 △1,156 △1,035

8,318 6,769 7,011 6,238 4,717

23,966 23,411 22,664 20,363 19,318

 学生生徒等納付金収入

 手数料収入

 寄付金収入

②資金収支計算書関係

ア）資金収支計算書の状況と経年比較

 補助金収入 

 資産売却収入

 付随事業・収益事業収入

 受取利息・配当金収入

 雑収入

 資金支出調整勘定

 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

 翌年度繰越支払資金

支出の部

 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

 支出の部合計
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（単位：百万円）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

 教育活動による資金収支

11,136 10,118 9,899 9,684 9,841

10,722 10,391 10,416 9,925 9,920

414 △273 △516 △240 △79

△208 179 17 △378 △65

206 △94 △499 △619 △144

 施設整備等活動による資金収支

19 998 452 47 51

651 2,107 970 470 317

△633 △1,109 △518 △424 △266

103 △641 290 480 △180

△530 △1,750 △229 57 △446

△324 △1,843 △728 △562 △590

 その他の活動による資金収支

5,073 4,423 5,175 3,608 3,310

4,171 4,129 4,205 3,819 4,240

902 294 970 △211 △930

0 0 0 0 0

902 294 970 △211 △930

578 △1,549 242 △773 △1,520

7,740 8,318 6,769 7,011 6,238

8,318 6,769 7,011 6,238 4,717

 小計（教育活動資金収支差額
 ＋施設整備等活動資金収支差額）

科目

 教育活動資金収入計

イ）活動区分資金収支計算書の状況と経年比較

 その他の活動資金収入計

 その他の活動資金支出計

 差引

 調整勘定等

 その他の活動資金収支差額

・教育活動資金収支差額比率

 支払資金の増減額（小計＋その
 他の活動資金収支差額）

 前年度繰越支払資金

 翌年度繰越支払資金

 施設整備等活動資金支出計

 差引

 調整勘定等

 施設整備等活動資金収支差額

 教育活動資金支出計

 差引

 調整勘定等

 教育活動資金収支差額

 施設整備等活動資金収入計

ウ）財務比率の経年比較

（単位：％）

比率名 算式 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

教 育活動資金収支 教 育 活 動 資 金 収 支 差額
差 額 比 率 教 育 活 動 資 金 収 入 計

※教育活動資金収支差額=教育活動資金収入計－教育活動資金支出計＋教育活動調整勘定等

-1.51.8 -0.9 -6.4-5.0
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（単位：百万円）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

 事業活動収入の部

     学生生徒等納付金 8,251 7,340 7,309 7,243 7,233

     手数料 118 158 160 159 162

     寄付金 182 195 143 135 118

     経常費等補助金 1,541 1,446 1,397 1,449 1,431

     付随事業収入 511 502 416 298 348

     雑収入 460 405 291 333 413

     教育活動収入計 11,062 10,046 9,716 9,616 9,705

 事業活動支出の部

     人件費 6,771 6,505 6,273 6,171 6,115

     教育研究費 4,412 4,375 4,402 4,162 4,082

     管理経費 1,515 1,494 1,538 1,462 1,437

     徴収不能額等 2 1 0 1 0

     教育活動支出計 12,699 12,374 12,213 11,796 11,634

 教育活動収支差額 △1,637 △2,329 △2,497 △2,180 △1,929

 事業活動収入の部

     受取利息・配当金 49 52 30 38 39

     その他の教育活動外収入 0 0 0 0 0

     教育活動外収入計 49 52 30 38 39

 事業活動支出の部

     借入金等利息 126 120 124 127 124

     その他の教育活動外支出 0 0 0 0 0

     教育活動外支出計 126 120 124 127 124

 教育活動外収支差額 △77 △69 △94 △89 △84

 経常収支差額 △1,714 △2,397 △2,591 △2,269 △2,013

 事業活動収入の部

     資産売却差額 2 47 1 98 1

     その他の特別収入 21 789 387 53 56

     特別収入計 23 836 388 150 57

 事業活動支出の部

     資産処分差額 7 29 46 130 5

     その他の特別支出 0 0 0 0 0

     特別支出計 7 29 46 130 5

 特別収支差額 16 806 342 20 52

 基本金組入前当年度収支差額 △1,698 △1,591 △2,248 △2,249 △1,961

 基本金組入額合計 △962 △1,036 △864 △1,125 △1,349

 当年度収支差額 △2,660 △2,627 △3,112 △3,374 △3,310

 前年度繰越収支差額 △42,011 △44,671 △47,049 △49,944 △53,318

 基本金取崩額 0 249 217 0 0

 翌年度繰越収支差額 △44,671 △47,049 △49,944 △53,318 △56,628

（参考）

 事業活動収入計 11,134 10,933 10,134 9,805 9,801

 事業活動支出計 12,832 12,524 12,383 12,054 11,762

 
教
育
活
動
外
収
支

 
特
別
収
支

③事業活動収支計算書関係

ア）事業活動収支計算書の状況と経年比較

科目

 
教
育
活
動
収
支
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イ）財務比率の経年比較

・人件費比率、教育研究経費比率、管理経費比率、事業活動収支差額比率、学生生徒等
　納付金比率、経常収支差額比率等

（単位：％）

比率名 算式 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

人 件 費
経 常 収 入

教 育 研 究 教 育 研 究 経 費
経 費 比 率 経 常 収 入

管 理 経 費
経 常 収 入

事 業 活 動 収 支 基本金組入前当年度収支差額

差 額 比 率 事 業 活 動 収 入

学 生 生 徒 等 学 生 生 徒 等 納 付 金
納 付 金 比 率 経 常 収 入

経 常 収 支 経 常 収 支 差 額
差 額 比 率 経 常 収 入

※「経常収入」＝教育活動収入計＋教育活動外収入計
※「経常支出」＝教育活動支出計＋教育活動外支出計

64.4

45.2

15.8管 理 経 費 比 率

人 件 費 比 率 64.4 63.960.9

43.3 43.1

13.6 14.8 15.1

39.7

-15.2 -14.6 -22.9-22.2

74.3 72.7 75.075.0

-15.4 -23.7 -23.5-26.6 -20.7

62.8

41.9

14.7

-20.0

74.2
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