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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 http://www.seitoku.jp/ 

 

 

（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」が最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

性と幼児の教育が最も大切だと考え、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 
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（４）設置学校等 

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 千葉県松戸市岩瀬字向山５５０番地 
 学 長 川並 弘純 
 聖徳大学短期大学部 
 所在地 千葉県松戸市岩瀬字向山５５０番地 
 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 
 聖徳大学附属女子高等学校 
 所在地 千葉県松戸市秋山弁天６００番地 
 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番地 
 校 長 川並 芳純 
 聖徳大学附属女子中学校 
 所在地 千葉県松戸市秋山弁天６００番地 
 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番地 
 校 長 川並 芳純 
 聖徳大学附属小学校 
 所在地 千葉県松戸市秋山弁天６００番地 

校 長 三須 吉隆 
 聖徳大学附属幼稚園 

 所在地 千葉県松戸市岩瀬字向山５５０番地 
 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 知子 
 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 
 聖徳学園三田幼稚園 
 所在地 東京都港区三田三丁目４番２８号 
 園 長 川並 妙子 
 聖徳学園八王子中央幼稚園 
 所在地 東京都八王子椚田町１００３番地 
 園 長 川並 妙子 
 聖徳学園多摩中央幼稚園 
 所在地 東京都八王子鹿島 1番地 
 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 

令和元年 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） 490 343 2,330 1,421 

〃 （夜間主コース）  10 9 50 43 

心理・福祉学部 
心理学科 60 59 244 151 

社会福祉学科 80 79 330 242 

文学部 文学科 95 104 392 277 

人間栄養学部 人間栄養学科 200 180 840 637 

看護学部 看護学科 80 93 320 306 

音楽学部 
演奏学科 45 12 186 44 

音楽総合学科 30 13 124 61 

      

（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 9 1,700 440 

心理・福祉学部 
心理学科 100 46 700 831 

社会福祉学科 200 26 900 1,487 

文学部 文学科 200 16 880 224 

人文学部 

社会福祉学科 － － － 62 

心理学科 － － － 43 

英米文化学科 － － － 36 

日本文化学科 － － － 35 
      

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 8 30 18 
      

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 4 100 12 

〃 （通信教育課程） 50 3 100 53 

臨床心理学研究科 臨床心理学専攻 30 6 60 10 

言語文化研究科 
英米文化専攻 6 0 12 1 

日本文化専攻 6 1 12 3 

人間栄養学研究科 人間栄養学専攻 10 0 20 2 

看護学研究科 看護学専攻 8 8 16 19 

音楽文化研究科 
音楽表現専攻 5 4 10 9 

音楽教育専攻 5 0 10 0 
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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 5 

〃 （通信教育課程） 5 2 15 8 

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 
英米文化専攻 3 0 9 1 

日本文化専攻 3 0 9 0 

人間栄養学研究科 人間栄養学専攻 3 0 9 1 

音楽文化研究科 音楽専攻 5 1 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 200 157 550 311 

保育科（通信教育課程） 200 31 1,200 379 

保育科第二部 30 11 130 38 

総合文化学科 50 58 190 107 

専攻科 

学科・専攻 入学定員 入学者数 収容定員 現員数 

保育専攻（昼間主コース） 30 0 60 0 

保育専攻（夜間主コース） 15 0 30 0 

保育専攻（通信教育課程） 50 0 100 0 

医療保育専攻 20 3 20 0 

服飾文化専攻 10 0 20 3 

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 25 315 61 

聖徳大学附属女子高等学校 489 131 1,467 403 

聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 360 60 1,080 204 

聖徳大学附属女子中学校 160 56 480 132 

聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 80 13 240 54 

聖徳大学附属小学校 105 56 630 321 

聖徳大学附属幼稚園 － － 400 326 

聖徳大学附属第二幼稚園 － － 400 177 

聖徳大学附属成田幼稚園 － － 270 109 

聖徳大学附属浦安幼稚園 － － 300 170 

聖徳学園三田幼稚園 － － 315 307 

聖徳学園八王子中央幼稚園 － － 320 75 

聖徳学園多摩中央幼稚園 － － 400 101 
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（６）主要な運営指標等の推移 

区   分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

学生在籍者数（単位：名）      

 大 学 院（通学） 79 91 84 79 86 

     （通信） 78 79 74 60 61 

 大  学（通学） 4,443 4,124 3,672 3,287 3,182 

     （通信） 2,487 2,151 1,985 2,113 2,327 

 短期大学（通学） 797 752 662 515 459 

     （通信） 616 496 439 397 379 

 附 属 校 3,057 2,833 2,666 2,510 2,438 

教職員数（単位：名）      

 大学・大学院教員数 303 297 283 268 259 

 短期大学教員数 67 69 59 52 50 

 附属教員数 219 213 208 203 202 

 職員数 254 246 253 235 226 

事業活動収入（単位：百万円） 13,368 12,383 11,134 10,933 10,134 

事業活動支出（単位：百万円） 14,009 14,010 12,832 12,524 12,383 

資金収入（単位：百万円） 16,727 16,680 16,226 15,093 15,895 

資金支出（単位：百万円） 18,213 17,122 15,648 16,642 15,653 

 
 
  



8 

 
区   分 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

事業活動収支関係財務比率（単位：％）      

 ①事業活動支出比率 95 113 115 115 122 

 ②学生生徒等納付金比率 75 75 74 73 75 

 ③人件費比率 53 59 61 64 64 

 ④教育研究経費比率 36 38 40 43 45 

 ⑤事業活動収支差額比率 -5 

 

-13 -15 -15 -22 

 ⑥補助金比率 15 

 

14 14 20 17 

 ⑦寄付金比率 2 

 

2 2 2 2 

貸借対照表関係財務比率（単位：％）      

 ⑧流動比率 175 175 210 176 173 

 ⑨基本金比率 96 

 

95 96 95 95 

 ⑩負債比率 17 

 

18 20 21 24 

   
（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 

 

理事 定数 8～10名 

 氏名 当初就任年月日 常勤・非常勤の別 

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 

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 
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（８）評議員の概要 

 

評議員 定数 19～23名 

氏名 当初就任年月日 

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 

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 

川並 順 平成 28 年 4月 1日 

三枝 勢津子 令和元年 6月 1日 

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 

星野 伸之 平成 22 年 4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 

野田 聖子 平成 30 年 11月 1日 
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（９）教職員の概要 

 

（令和元年 5月 1日現在） 

設置学校等 教員 職員 合計 

本 部 ― 30名 30名 

聖徳大学 259名 119名 378名 

聖徳大学短期大学部 50名 30名 80名 

聖徳大学幼児教育専門学校 14名 6名 20名 

聖徳大学附属女子高等学校 40名 3名 43名 

聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 32名 3名 35名 

聖徳大学附属女子中学校 17名 2名 19名 

聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 15名 3名 18名 

聖徳大学附属小学校 22名 3名 25名 

聖徳大学附属幼稚園 13名 6名 19名 

聖徳大学附属第二幼稚園 11名 4名 15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 2名 11名 

聖徳学園三田幼稚園 9名 7名 16名 

聖徳学園八王子中央幼稚園 6名 2名 8名 

聖徳学園多摩中央幼稚園 7名 4名 11名 

計 511名 226名 737名 
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Ⅱ．事業の概要 

 
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、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）第 86 回東京聖徳学園創立記念日式典 

第 86 回東京聖徳学園創立記念日式典を平成 31年 4月 27日、聖徳大学川並香順記念講

堂にて挙行しました。 

 

第 86回創立記念日式典 

 

（２）外部資金の獲得 

① 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。 

《参考》 

募金名 
令和元年度実績 

件数 金額 

聖徳教育学術振興募金 122件 17,008,572円 

香和会50周年奨学基金 13件 918,000円 

Seitoku古本募金 107件 253,132円 

合計 242件 18,179,704円 

 

② 補助金、競争的研究資金等の獲得 

教育研究の充実や活性化を図り、質の高い教育を提供するため、外部資金の獲得に向

けた取り組みを全学的に推進しました。 

 

（３）聖徳大学７号館校舎の耐震補強工事の実施 

本学園の財産を保護するとともに、学生、保護者、教職員等が安心して利用できる校舎

とするため、昨年度に引き続き、聖徳大学７号館校舎の耐震補強工事を実施しました。 

 

（４）「ＳＤ研修５ヵ年計画」の推進 

事務職員の職能開発のため、グレード別研修を実施し、職位に応じた知識やマネジメン

ト能力等を習得させました。 
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さらに、聖徳大学及び聖徳大学短期大学部においては、この計画の一環として、二度に

わたる全学 FD･SD研修会を実施し、教職員の能力向上に努めました。 

 

（５）セミナーハウスの活用 

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」（セミナーハウス）について、

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し、さらなる有効活用と良好な維持管理ができる

よう取り組みを行いました。 

《参考》 
 利用件数 のべ利用者数 

学生 
クラブ・ゼミ合宿 3件 33人 

旅行等 2件 9人 

学園関係 

教職員 11件 35人 

卒業生 18件 22人 

家族・同伴 32件 88人 

学外研修等 83件 4,248人 

一般 2,045件 14,316人 

合計 2,194件 18,751人 

 

 

② 「山中湖ガーデンヴィラ」の活用 

本学園の施設を有効活用し、良好に維持管理するため、聖徳学園山中湖荘「山中湖ガ

ーデンヴィラ」（セミナーハウス）を平成 30年 7月 10日～9月 30日の期間で運営しま

した。 

《参考》 
 利用件数 のべ利用者数 

学生 
クラブ・ゼミ合宿 1件 21人 

旅行等 9件 38人 

学園関係 

教職員 1件 12人 

卒業生 14件 62人 

家族・同伴 18件 119人 

学外研修等 0件 0人 

一般 712件 1,943人 

合計 755件 2,195人 
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【環境配慮】 

（１）環境教育の推進 

地球環境の保護や汚染を未然に防止することの重要性を理解し、「健やかな地球」を守り

育む、心の育成と実践のため、全ての学校において授業や学外研修、校外学習等を通じ

た環境教育に取り組みました。 

 

（２）省資源、省エネルギー及び廃棄物の削減 

地球環境の保護のため、コピー用紙使用量の削減、電力使用量の削減、グリーン購入、

リサイクル等を推進し、省資源、省エネルギー及び廃棄物の削減に努めました。また、

これらの取り組みについて、「環境報告書」を発行し、公表しました。 

 

 

環境報告書 2019 
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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）＋αの魅力開発による学部・学科の改革 

既存の学部・学科について、＋αの魅力開発による改革を推進するため、次のとおり改

革を推進しました。 

［聖徳大学大学院］ 

① 教職研究科 

・特別支援教育教諭専修免許状に係る教職課程の開設 

特別支援教育に関する実践的で専門性の高い授業科目を配置し、「特別支援教諭専

修免許状」が取得可能になりました。令和元年度には、県から派遣された５名の

現職教員が、それぞれの特別支援に関する学びへの興味に応じた科目を履修する

等、質の高い教育環境の下での学習が進んでいます。 

・教科教育関係科目の変更 

教科領域内容と教科指導に関する専門性と実践的な指導力の向上を図るため、「教

科等の実践的な指導方法に関する領域」の科目の見直しを行いました。これによ

って、幼児教育コースでは幼稚園教育要領の改訂の枠組みである５領域毎に幼児

教育の保育内容研究の科目が開講され、より深い学びができるようになりました。 

また、児童教育コースでも、県から派遣された現職教員が、教科に関してこれま

で取り組んできた実践経験を基にして、更にその教科専門内容を深める学びがで

きるようになりました。 

［聖徳大学］ 

② 児童学部 児童学科 

・「スポーツ健康コース」の新設 

主に運動系の部活動で活躍する高校生を対象に、教師として子どもたちにスポー

ツ指導できる人材やスポーツ教室等を通じて地域のスポーツ振興に貢献できる人

材を育成するため、「スポーツ健康コース」を新設しました。初年度となる令和元

年度には、8 名の入学生を、2 年目となる令和 2 年度には 18 名の入学者を迎えま

した。スポーツ健康コースでは、元スピードスケート選手の岡崎朋美客員教授や

パラリンピック陸上競技選手の高田千秋客員教授をはじめとする経験豊富なスポ

ーツ専門教員による授業が行われています。 

・コース編成の変更 

「幼稚園教員・保育士養成コース」を「幼稚園教員養成コース」及び「保育士養

成コース」に分離し、履修上の区分を明確にするとともに学生の将来ニーズに即

した、より専門的で実践的な学びにつながるコース設定としました。「幼稚園教員

養成コース」においては、幼児教育の５領域を中核とする専門的な学びを実践力

につなげ、子ども理解に優れ、確かな指導力のある教員を育成します。「保育士養

成コース」においては、子どもの発達を踏まえた保育のプロをめざすとともに、
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保護者や他職種との連携ができ、地域の子育て支援を推進できる保育士を育成し

ます。 

③ 文学部 文学科 

・「教養デザインコース」の新設 

文学部文学科伝統の「学びの楽しさと感動」のコンセプトと、「RE 教育：Reality 

Experience 人生における貴重な本質的体験型教育」を重視し、「教養力」、「ホス

ピタリティ力」、「コミュニケーション力」の３つの力を調和させ、<３ Star 

Program>という新しい学びの形を創り上げ、総合的な人間力を育成することを目

的とした「教養デザインコース」を新設しました。初年度となる 2019（令和元）

年度には 22 名の、２年目となる 2020（令和２）年度には 20 名の入学者を迎え、

教養デザイン学ともいうべき新しい創造的な学びの世界を提供しています。 

④ 音楽学部 

音楽表現及び音楽を応用した実践に必要な専門的な能力を養い、音楽文化の発展

を担うことのできる優れた感性をもった演奏家、音楽教員、音楽療法士等、音楽

を活かした多様なキャリアを生きる人材を育成することを目的として、令和 2年 4

月に既存の演奏学科と音楽総合学科を改組し、新たに「音楽学科」を開設しまし

た。音楽学科では 28 名の新入生が、プロ・アーティスト、音楽表現、音楽教育、

音楽療法の４つのメジャー（領域）から自分が中心的に学びたいメジャーを決め、

豊富な選択科目から自分に合った学びを組み立てて、質の高い学習を始めていま

す。 

［聖徳大学短期大学部］ 

⑤ 総合文化学科 

・コース制の導入 

専門分野を中心に幅広い関連領域の知識・技能を身に付け、自らの適性に合った

将来像を描けるようにするため、既存の 11ブランチを「フードマネジメントコー

ス」、「図書館司書・IT コース」、「国際観光・ホテルコース」、「ファッション・造

形デザインコース」の 4 コースに再編しました。初年度となる令和元年度には、

それぞれ「フードマネジメントコース」に 10名、「図書館司書・ITコース」に 35

名、「国際観光・ホテルコース」に 8 名、「ファッション・造形デザインコース」

に 5名と、定員の 50名を超える 58名の学生が入学しました。 
 

（２）全学をあげての組織的な内部質保証体制の充実と推進 

「聖徳大学・聖徳大学短期大学部 アセスメント・ポリシー」に基づく、三つのポリシ

ーを起点とした自己点検・評価による内部質保証体制の確立・充実・推進に引き続き取

り組みました。学習成果の可視化や、データを根拠とした活動による教育の質向上に向

けた取り組みについて、各学科で自己評価を行い、さらに自己点検・評価委員会による

組織的な点検・評価に基づく PDCAサイクルを有効に機能させ、学生の学習成果をより高

い水準にまで引き上げる仕組みの充実と推進に努めました。さらに令和元年度より、こ
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れらの教育の質向上に向けた内部質保証を含めた学部・学科のマネジメント全体の点

検・評価と課題抽出を行う「自己点検・課題抽出シート」を策定し実行に移しました。

これにより、学科運営全般の点検・評価による課題抽出とその改善への取り組みを推進

する体制を確立しました。 

（３）ＦＤ・ＳＤの推進 

学生による授業評価や教員同士による FD 公開授業参観、学科ごとに実施する学科 FD の

他に、事務職員も含めた形で実施する全学 FD・SD 研修会の取り組みとして、令和元年 6

月 28 日に本学ヒューマンスタディに関する倫理委員長を講師としての「研究倫理・コン

プライアンス」研修を、令和 2年 2月 14日にリクルート進学総研所長・カレッジマネジ

メント編集長の小林浩氏を講師としての秋学期全学 FD・SD研修会「学生の学びを可視化

する～大学の外から見た学生が成長を実感できる効果的な振り返り～」を実施しました。 

（４）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、平成 31年 4月 2日、令和元年 8

月 26 日に小中高大連携教員 FD･SD 合同研修会を実施し、教員の能力向上に努めました。 

 

（５）学習支援 

○ 「聖徳夢プロジェクト」の推進 

学生が身に付けるべき聖徳基礎力として、大学生としての自覚、主体的な学習態度の

修得、就職に対するキャリア形成意識の醸成など、学修基盤の育成とともに、節度あ

る生活態度と使える知識・技能の修得、調和的な人間形成など、本学独自の人間教育

としての「和」の精神の形成にも重点をおき、学生の成長を支援しました。より効果

的な教育効果の獲得を目指し、「SEITOKU Academic Literacy Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の教科書の

内容を見直し、改訂を行いました。特に、「SEITOKU Academic LiteracyⅡ（Logical 

Thinking 2）」については、データを活用しながら、納得できる客観的な根拠と数値に

より、自分の意見や考えを、筋道を立てて論理的に説明・発表できる思考力（論理的

思考力）とスキル（問題解決力）の養成を目指して新規に刊行し、秋学期授業よりテ

キストとして活用しています。 

 

○ 聖徳ラーニングデザインセンター 

聖徳ラーニングデザインセンターにおいては、学びに関するセミナー（ノートテイク、

レポートの書き方）を実施しました。ノートテイクに関しては、例年 200 名前後の学

生が積極的に参加しています。また、学びの振り返りや本格的なキャリア形成に向け

ての支援（学習診断による学びの自己点検、資格取得に向けての支援など）を行い、

年間を通じて約 1,000 件の相談がありました。特に学習診断は、少人数制で行い、こ

の講座を受講し、学科で 1 番の成績を修めるようになった学生もいました。また、卒

業生にもボランティアとして協力してもらい、より実践的な支援を実施してもらう機

会も設けました。 

さらに、聖徳ラーニングデザインセンターの保有する個別指導ノウハウの共有にも取
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り組み、「学生に届く伝え方」（聖徳大学幼児教育専門学校）、「夢実現に向けた取り組

み」（全学 FD・SD研修会）、「学生の実態に配慮した指導・育成法」（介護福祉士養成施

設協会関東信越ブロック教員研修会）も実施しました。これらは、当センターにて、

開発したシート・フォーマット類、及び可視化された学生の学習上の躓きやそれに対

する対応法を整理したもので、学生支援とともに、教員の指導法改善の一助として活

用していただきました。 

 

○ 語学教育センター 

語学教育センターにおいては、昨年度に引き続き、「英語の絵本読み聞かせコンテスト」

を行いました。また、ゲストスピーカーをお招きしてのお話し会や、留学・海外ボラ

ンティア経験者による留学説明会を行うなど、英語学習の動機付けにつながる活動を

行いました。また、附属小学校の英語教育カリキュラムを作成し教員を派遣するなど、

学園で推進する早期英語教育に対するサポート活動を行いました。 

 

○ 教職実践センター 

教職実践センターにおいては、教育現場や教員採用試験の最新の情報を提供するとと

もに、教職に対するオール聖徳での支援体制としての「教員採用試験特別講座」や教

職に就いている卒業生の協力を得て「教職経験者懇談会」などの事業を実施し、教員

を目指す学生の合格から就職までを支援しました。 

その結果、公立小学校の教員採用試験においては、現役合格率 65.0％（受験者 40 名

に対し最終合格者 26名）という結果を残しました。 

 

（６）学長裁量経費の措置による教育改革等の推進 

学長の裁量により、教育改革、研究や社会貢献活動等の推進、学習環境の整備等に配分

できる予算として学長裁量経費を措置し、2019 年度「教育改革推進特別経費」の学内公

募を行いました。これに対し、全学より 7 件の応募があり、厳正な選考を経たのち、う

ち 3件が採択されました。 
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【地域・社会貢献】 

（１）地域の活性化と人材の養成 

① 地方自治体、高等学校、企業等との連携 

地域コミュニティづくりや地域社会の発展のため、地方自治体、高等学校、企業等と連

携し、地域貢献活動に取り組みました。 
 

① 千葉県立鎌ヶ谷西高等学校と高大連携に関する協定の締結 

聖徳大学及び聖徳大学短期大学部は、千葉県立鎌ヶ谷西高等学校と高大連携に関する

協定を令和元年 4月 3日付けで締結しました。 

 

代﨑晶子校長（左）と川並弘純学長 

 

② 千葉県立流山おおたかの森高等学校と高大連携に関する協定の締結 

聖徳大学及び聖徳大学短期大学部は、千葉県立流山おおたかの森高等学校と高大連携

に関する協定を令和元年 6月 13日付けで締結しました。 

 

勝井洋一校長（左）と川並弘純学長 
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③ 船橋市立船橋高等学校と高大連携に関する協定の締結 

聖徳大学及び聖徳大学短期大学部は、船橋市立船橋高等学校と高大連携に関する協定

を令和元年 8月 20日付けで締結しました。 

 

石渡靖之校長（左）と川並弘純学長 

 

④ 千葉県立松戸向陽高等学校と高大連携に関する協定の締結 

聖徳大学及び聖徳大学短期大学部は、千葉県立松戸向陽高等学校と高大連携に関する

協定を令和元年 10月 1日付けで締結しました。 

 

 

奥山眞壽美校長（左）と川並弘純学長 

 

⑤ 千葉県立行徳高等学校と高大連携に関する協定の締結 

聖徳大学及び聖徳大学短期大学部は、千葉県立行徳高等学校と高大連携に関する協定

を令和 2年 1月 23日付けで締結しました。 

 

 

池田浩二校長（左）と川並弘純学長 
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⑥ 本学の学生・教員が開発に協力した「キッズスペース・ロコロコ」（テラスモール松

戸内）が 10/25（金）にオープン 

令和元年 10 月 25 日（金）にオープンした大型ショッピングモール「テラスモール松

戸」の３階に、本学児童学科と社会福祉学科の学生・教員が開発に協力した「キッズ

スペース・ロコロコ」が誕生しました。コンセプトづくりから設置する遊具に至るま

で、細部にわたって企業と学生たちとで検討を重ね、たくさんのこだわりを詰め込ん

だキッズスペースです。 

この「ロコロコ」という名称も、本学の学生が名づけました。“ローカル”という意味

と、子ども・お母さん・お父さんに“ロックオン”の意味が込められています。 

松戸の特産である梨の木をイメージしてデザインし、太い幹を境にして、知育玩具で

遊んだり絵本を読んだりできる「ゆったりゾーン」と、ソフトブロック遊びなどがで

きる「のびのびゾーン」のエリアに分かれています。ラックに設置された絵本は、児

童学科教員のこだわりによる選定です。また、床面はかわいらしい動物パネルになっ

ています。 

 

 
キッズスペース・ロコロコ 

 

⑦ 学生考案レシピ「松戸白宇宙かぼちゃの濃厚クリームプリン」が商品化 

松戸駅前のショッピングモール「キテミテマツド」のフードコートにて、「松戸白宇宙

かぼちゃレシピコンテスト」（主催：一般社団法人松戸白宇宙かぼちゃの会）への過去

の応募作品の中から、各店舗の特徴を活かした料理を作り、令和元年 10 月 26 日から

11 月 10日の期間限定で、キテミテマツド 10階「アジアンフードガーデン」（フードコ

ート）で販売されました。今回商品化された『松戸白宇宙かぼちゃの濃厚クリームプ

リン』は、聖徳大学人間栄養学部の学生がレシピを考案し、第 5 回コンテスト（2016

年開催）で奨励賞を受賞したものです。 

宇宙かぼちゃの素朴な甘みを引き立てるため、上白糖ではなくてんさい糖を使用し、

とろけるような食感と濃厚な味わいに仕立てました。 
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松戸白宇宙かぼちゃの濃厚クリームプリン 

 

⑧ 松戸市家族介護支援事業「はじめての家族介護講座」の開催 

松戸市家族介護支援事業「はじめての家族介護講座」（松戸市委託事業）として、現在

ご自宅で介護を継続されている方やこれから家族の介護を行う可能性のある方に、介

護の基本的な知識等を習得していただき、安心して介護に臨んでいただくための講座

を令和元年 8月（前期）と令和 2年 1月（後期）に開催しました。 

 

⑨ 「スポーツの力でつながろう！～東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会

へ向けて～」の開催（松戸学官連携推進事業） 

開催日：令和元年 11月 17日 

内 容：基調講演「スポーツの力でつながろう」 

（講師：百瀬定雄 教授（児童学科）） 

パネルディスカッション「豊かに生きるためにスポーツができること」 

（パネリスト：岡崎朋美 先生（聖徳大学客員教授） 

西山淳哉 先生（一般社団法人パルシップ代表理事） 

平川孝広 先生（社会福祉法人彩会 ザザビー・ドゥ）） 

（コーディネーター：百瀬定雄 教授（児童学科）） 

松戸市ホストタウン応援イベントコーナー 

 

⑩ 船橋市食育展への協力 

開催日：令和元年 6月 17日～6月 28日 

テーマ：「いただきます。ごちそうさま。」 

本学展示：「和食・洋食・中華の食事のマナー～箸・カトラリーの使い方～」 

※森 直子 准教授（人間栄養学科）＋ゼミ生 作成協力：調理学研究室 

 

⑪ 足立区生涯学習センター 聖徳大学連携講座の開催 

足立区生涯学習センターにおいて、聖徳大学連携講座として、令和元年 9月 8日に「が

んとストレス 予防のためのストレスマネジメント」（前田隆子 講師（看護学科））、

10 月 19 日に「会話中の子どもの視線 社会性の発達と子育てのポイント」（菊地一晴 
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講師（児童学科））を開催しました。 

 

⑫ 松戸市長より感謝状授与 

本学が松戸市の子育て支援に尽力し、同市が受賞した日経 DUAL「共働き子育てしやす

い街ランキング」全国編 1位の達成に寄与したとして、令和 2年 2月 18日、松戸市長

より感謝状が贈られました。 

 

 
松戸市長からの感謝状 

 

② 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋） 

○ にっぽんの宝物ＪＡＰＡＮグランプリ 

聖徳大学短期大学部は、文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業 

（COC＋）」に参加し、主に千葉県南房総市と連携して、地域活性化の取り組みを推進し

ています。令和元年 7 月 6 日に開催された「にっぽんの宝物ＪＡＰＡＮグランプリ」に

おいて、総合文化学科の学生と教員が、南房総市の食品加工所「有限会社アルガマリー

ナ」と共同開発した「鯖燻
さばくん

アヒージョ」を出品し、地域共創部門（地域貢献の意味性が

高い商品・地域を大きく巻き込んだ商品）で準グランプリを受賞しました。 

 

鯖燻アヒージョ 

 

（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、３期にわたって公開講座を開講し、延べ

約 10,700人の方々が受講されました。 
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《参考》 
 春期（第Ⅰ期） 秋期（第Ⅱ期） 冬期（第Ⅲ期） 

講座数  246講座  278講座  215講座 

延べ受講者数  3,758人  3,920人  3,023人 

 
 

（３）子育て支援 

１）「おやこ DE広場にこにこキッズ」 

聖徳大学児童学研究所において、乳幼児とその保護者が自由に遊び、情報交換や育児相

談ができる、「おやこ DE広場にこにこキッズ」（松戸市地域子育て支援事業 運営業務委

託）を運営し、市民の子育てを支援しました。 

《参考》 

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 

173日 326組 2,625 組 5,782 人 2,625 人 3,157 人 

※3月 2日～3月 31日 休館 

 

２）松戸子育てカレッジ 

① 子育て広場「おやこで“ゆるりん”」 

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

場を提供しました。 

 

《参考》 

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 

63日 115組 490 組 1,011 人 449 人 512 人 

 

年齢別 延べ利用者数 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳以上 

108人 300人 77人 26人 1人 

 

② おやこで“ゆるりん”講座 

子育てが楽しくなる内容や情報を、本学教員が伝える講座です。親子で一緒に参加で

きる講座を実施しました。 

◆ 「いっしょにあそぼう」 

開催日：平成 31年 4月 19日 

講 師：岸田眞弓 教授（保育科） 
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◆ 「いっしょにあそぼう」 

開催日：令和元年 5月 17日 

講 師：櫻木真智子 教授（保育科） 

◆ 「子どもの健康に関すること」 

開催日：令和元年 6月 14日 

講 師：宮本茂樹 教授（保育科） 

◆ 「親子の絆を強くする「歌いかけ」「読み聞かせ」」 

開催日：令和元年 10月 25日 

講 師：藪中征代 教授（保育科） 

◆ 「赤ちゃんの発達に大切なこと」 

開催日：令和 2年 2月 7日 

講 師：村田カズ 教授（保育科） 

 

③ 保育者のたまごのコンサート 

保育科の学生が企画し、学生と教員が演奏します。親子で楽しめる内容となっており、

令和元年 7 月 5 日に「サマーコンサート」、10 月 11 日に「オータムコンサート」を開

催しました。 

 

（４）「知」の還元 

① 教育委員会との連携 

大学の知見や教育力を活かして、地域の教育力向上に寄与すべく、教育委員会と連携し

た取り組みを展開しました。 
◆ 学生向け講演会 千葉県教育委員会 教職員課 

講 師：細川義弘氏（千葉県教育委員会教職員課教職員室長） 
開催日：令和元年７月６日（土） 
内 容：幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校における教育とは 

 

◆ 「特別支援教育フォーラム 2019」 

開催日：令和元年 10月 19日 

内容：基調講演：「障害者の生涯学習を踏まえた文部科学省の取組」 

（文部科学省初等中等教育局視学官（併）特別支援教育調査官 青木隆一氏） 

第二部（シンポジウム 卒業後の豊かな生活に向けた支援の充実～障害者の

生涯学習～） 

 

◆ 「高校生の体験発表会」の開催 

令和元年 11 月 2 日（土）、本学香順メディアホールにおいて「第 3 回高校生の体験

発表会」（主催：聖徳大学／後援：千葉県教育委員会・千葉県高等学校長協会・松戸市・
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松戸市教育委員会・松戸商工会議所）を開催しました。 

第 3回目の開催となった今回は高等学校 47校・中学校 5校から総勢 172名と、昨年

度より多くの学校・生徒の参加がありました。「授業」や「部活動」における体験から

「社会貢献」や「国際理解」に関する活動、個人の研究に至るまで、特色ある取り組

みについての発表が行われました。 

回を追うごとにプレゼンテーションのレベルも向上しており、生徒たちの本発表会

への期待と活動意欲の一層の高まりが感じられました。来年度以降も継続して高校生

の学びを支援してまいります。 

 

「高校生の体験発表会」出場者 

 

◆「高校生の体験発表会」in Winter の開催 

 令和 2年 1月 11日（土）、本学香順メディアホールにおいて「高校生の体験発表会」

in Winter（主催：聖徳大学／後援：松戸市・松戸市教育委員会・松戸商工会議所）を

開催しました。 

  これは通常開催の高校生の体験発表会とは別に、会場の都合で実施できなくなった

発表甲子園を、本年度のみ本学を会場として実施する形で行われました。 

  今回は高等学校 18 校より 20 団体の参加があり、当日は高校生、教員、保護者を含

め、143名（内、発表者 63名）が来場しました。 

  前回の内容をさらにブラッシュアップして発表した高校や、全く異なるテーマで再

挑戦した高校のほか、今回新たに参加してくれた高校もあり、多様な体験を通じた学

びが様々な形で伝わってくる発表会となりました。 

 

「聖徳大学長賞」を受賞した千葉県立薬園台高等学校 
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② 所蔵する貴重資料の公開 

聖徳博物館と利根山光人記念ギャラリーにおいて、収蔵名品展として「藤田嗣治」、「中

世ヨーロッパの彩飾楽譜」、｢利根山光人 ドン・キホーテを描く｣、「ディズニー・セル画」、

「没後 500 年 レオナルド・ダ・ヴィンチの解剖手稿」などの展覧会を開催し、学園が

所蔵する貴重資料を公開しました。 

企画展示ギャラリーでは、学術資料コレクション展「ナポレオンが見たエジプト×ペリ

ーが見た日本」を開催し、世界最大級の書物である『エジプト誌』（全 22 巻）やペリー

提督による『日本遠征記』（全 3巻）などを公開しました。 

 

ナポレオン『エジプト誌』の展示 

 

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、広く社会に最新の情報や研究

成果を還元しました。 

① 児童学研究所 

◆ 講演会「保育者養成における探究、省察、記録とは 

             ～アメリカ・サンフランシスコ湾岸地域の取り組み～」 

開催日：令和元年 5月 21日 

講 師：Ｌ．クロル 先生（ミルズカレッジ名誉教授） 

    Ｄ．マイヤー 先生（サンフランシスコ州立大学教授） 

    Ｉ．エスカミラ 先生（サンフランシスコ市立プレスクール教諭、全米乳

幼児教育学会評議委員） 

通 訳：麓 浩子 先生（1986年聖徳学園短期大学保育科卒業。イギリス、香港で

大学教員を務め、現在はフリーで幼児教育関連の通訳・翻訳などをされ

ている。） 

◆ 第 14回子どもの発達シンポジウム 

「胎児から新生児期の環境がおよぼす心の発達 

                  ～より良い理解が支援に繋がるように～」 

開催日：令和 2年 2月 1日 

内 容 

・「子どもと母を育む：発達障害の特性の理解と対応」 

 作田亮一 先生（獨協医科大学埼玉医療センター子どものこころ診療センター教授） 

・「視る力から知る：赤ちゃんの心の発達」 
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 山口真美 先生（中央大学文学部心理学研究室教授） 

・「小さな命（早産児）の脳と心の発達」 

 出口貴美子 先生（出口小児科医院院長、慶應義塾大学解剖学教室講師（非常勤）） 

 

② 言語文化研究所 

◆ 講演会「ラグビーでもおなじみ ～スコットランドのコッカとコッキ」 

開催日：令和元年 12月 21日 

講 師：髙松晃子 教授（音楽総合学科長） 

◆ 比較言語文化意味論シンポジウム「各文化圏における死生観とその言語～言語と文

化の違いよる多彩な「死と生」への考え方～－日本語・英語・フランス語・ポルト

ガル語・中国語－」 

開催日：令和 2年 2月 8日 

司 会：北村弘明 教授（言語文化研究所長） 

パネラー：近藤圭一 准教授（言語文化研究所） 

クリスティアン ブティエ 准教授（言語文化研究所）  

ピーター ヴィンセント 教授（語学教育センター）  

李 哲権 准教授（文学科）  

アダウト ジニーズ 准教授（語学教育センター） 

◆ シンポジウム「「人形と話す」－みる人形 あそぶ人形 えんじる人形―」 

開催日：令和 2年 2月 22日 

シンポジスト：北村弘明 教授（言語文化研究所長） 

幸田眞希 教授（保育科） 

菊池浩平 先生（人形文化研究家、早稲田大学文学学術院非常勤講師） 

       潟見英明 先生（人形劇・トロッコ主宰 人形劇の図書館館長） 

       福田朝子 先生（人形作家） 

デモンストレーション：中村孝男 先生（人形劇俳優・人形劇団ひとみ座） 

 

③ 生涯学習研究所 

◆ 「かえっこバザール 2019」 

開催日：令和元年 12月 8日 

会 場：岩瀬自治会館 

内 容：子ども同士で遊ばなくなった玩具を交換する活動。玩具の交換を通して

社会の仕組みを学ぶ。 

学生（児童文化コース１年生）は、子どもたちが活動を展開するための  

コーディネーターとして活動。 

◆ 課題別研究会「観光バリアフリーについて考える」 

開催日：令和元年 12月 17日 
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講 師：松本 彩 先生（湘南バリアフリーセンター理事） 

内 容：「湘南バリアフリーセンターの挑戦！～行きたい場所に行こう！やりたい

ことをやろう！」 

◆ 課題別研究会「共生社会における『多様性』を教育の場でいかに保障するか」 

①「夜間中学における多様な学びと今後の実践的課題～夜間中学の現場から」 

開催日：令和元年 12月 14日 

講 師：矢作由美子 先生（聖徳大学兼任講師） 

檜垣昌也 准教授（保育科） 

②「自分を大事にするってどういうこと？（女性と依存）」 

開催日：令和 2年 2月 8日 

講 師：久米知代 講師（社会福祉学科） 

コーディネーター：川口一美 教授（社会福祉学科） 

◆ 課題別研究会「高齢社会支援を考える part７ ～誰も一人にしない横須賀市のＥＳ

事業について～」 

開催日：令和 2年 1月 24日 

講 師：北見万幸 先生（横須賀市役所福祉監） 

    瀧野隆浩 先生（毎日新聞社社会部記者） 

 

④ 看護学研究所 

◆ 講演会「松戸でも受けられる最先端の外科医療―腹腔鏡・ロボット手術の現状―」 

開催日：令和元年 12月 7日 

講 師：本田五郎 先生（医療法人社団誠馨会新東京病院消化器外科主任部長、消

化器がん腹腔鏡・ロボット手術センター 副センター長） 

 

⑤ 心理教育相談所 

◆ 研修会「カウンセリングとは何か」 

開催日：令和元年 6月 15日 

講 師：平木典子 先生（ＩＰＩ 統合的心理療法研究所顧問） 

◆ 教員のための心理学講座（大学院臨床心理学研究科・心理学科共催） 

「保護者との関係をどう作るか －普通の人をモンスターにしてしまわないため

に－」 

開催日：令和元年 9月 21日 

講 師：北村世都 准教授（心理学科） 

◆ 講演会「不妊の悩み・ストレスとのつきあい方：治療経験がある方、将来妊活する

かもしれない方、彼らをサポートする方みんなにお伝えしたいこと」 

開催日：令和元年 11月 30日 



31 

講 師：小泉智枝 先生（獨協医科大学助教） 

◆ 講演会「まむし流 元気で長生きするコツ させるコツ」（日本学校心理学会共催） 

開催日：令和元年 12月 7日 

講 師：毒蝮三太夫先生（聖徳大学客員教授、俳優、タレント） 

 

⑥ 児童学研究所・生涯学習研究所 

◆「アートパーク 12 ～伝説のこども魂～」 

開催日：令和元年 9月 15日 

会 場：松戸中央公園 

内 容：大学と地域が連携し、公園の新たな活用法や外遊びの重要性を提案 

 

 

「ドリームダンボ」 

 

⑦ 看護学部看護学科 

◆ 「看護フェスタ 2019 in 聖徳大学看護学部」 

開催日：令和元年 5月 12日 

内 容：講演「家族の健康のトリセツ（取扱説明）」 

（講師：水戸美津子教授（聖徳大学看護学部長）） 

体験・相談コーナー（血管年齢測定、健康相談、赤ちゃん抱っこ体験、こ

どもユニフォーム体験、特別展示、進学相談、骨密度ＵＰ！体操、骨密度

測定、骨密度相談コーナー、呼吸音聴診体験、心音聴診体験、高機能患者

ロボット授業体験、健康の数値を「いろいろ」測定（血圧、体脂肪、スト

レス）、健康相談コーナー 
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測定コーナー 

 

⑧ 聖徳大学“食”に関する講演会 

◆ わが国の農産物輸出・産業の海外進出との関係から、アジア地域の食文化について

考える「アジア地域における伝統食品と食品研究の海外展開」 

開催日：令和元年 11月 16日 

講演者：齋藤昌義 先生（国立研究開発法人国際農林水産研究センター企画連携部長） 

◆ 「地域包括ケアシステムにおける管理栄養士の役割 ～これからの高齢化社会に

備えて～」 

開催日：令和元年 11月 17日 

講演者：西村一弘 先生（駒沢女子大学人間健康学部健康栄養学科教授） 

 

【管理運営】 

《学生募集》 

（１）長期履修学生制度の設定 

聖徳大学短期大学部において、多様な学習需要に対応した学習機会を提供するため、長

期履修学生制度を設定しました。 

《基盤整備》 

（２）短期大学の認証評価 

聖徳大学短期大学部は、一般財団法人短期大学基準協会の認証評価を受け、同協会が定

める短期大学評価基準を満たしていることから、令和 2年 3月 17日付で適格と認められ

ました。 

《施設設備等の整備》 

（３）学生ラウンジ等のリニューアル 

7号館 1階の学生ラウンジ、7号館 8階の「サロン・アコール」、1号館地下 2階の学生ラ

ウンジを、イケアコーディネートによりリニューアルし、学生たちの意見をもとに、北

欧テイストの優しい色合いの木の机や椅子が配置され、温かみのある明るい空間になり

ました。 
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 7号館 1階 学生ラウンジ    1号館地下 2階 学生ラウンジ 

 

【環境配慮】 

（１）環境教育の推進 

地球環境の保護や汚染を未然に防止することの重要性を理解し、健やかな地球を守り育

む心を育成するため、授業や学外研修等を通じて環境教育を行いました。 
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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とルーブリック活用の普及 

昨年度から活用している「学習シート」を学生自身が学習進度の把握を徹底できるよう

に改善することで、学生の成績管路から個々の成長実感を実感できるようになりました。

次年度はさらに成長を実感できるよう課題と成長についての項目を明確化してまいりま

す。 

（２）教育の質を高める研修の活性化 

公開授業実施にともない自己点検・評価委員会を中心に協議し公開授業を４つのグルー

プ振り分けることで焦点を絞って参加できるように改善を図りました。FD 報告会を前期

後期に各１回開催、研修は公開授業に対して各回４名の教員から事例発表後、活発な意

見交換がされ教員全員で改善内容、課題の共有を図りました。 

次年度は FD報告会の改善内容等を参考にシラバス作成・授業改善に生かしてまいります。 

（３）委員会間の連携強化 

今年度から開催の委員長会議（月１回定例）を開催することで各委員会の動向課題が明

確化され、委員長をとしての委員会相互の情報がより早く伝わるようになりました。 

次年度も引き続き委員長会議での明確化を図り、専任教員の意思統一に努めてまいりま

す。 

（４）在校生から愛される学校へ 

SFD（聖徳フレンドシップデイ）において、新入生はカリキュラムマップを活用した卒業

までの学修体系の深化を図りました。２年生・３年生には、卒業生講話を設け、在校中

の学びが就職後どう役に立っているのか、保育者として在校生に今必要な事などを聞く

ことで今後の意識向上を図りました。 

卒業生フォローアップセミナーは、卒業５年以内の卒業生を中心に開催し、卒業１０以

上の先輩から新卒から中堅までの体験談を中心に講和を聞きました。技量向上や保育宗

田などを教員から個別に受けることで、更なる成長を期待しています。 

 

  

SFDの様子 
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《就職の向上》 

（５）就職サポート体制の強化 

聖徳教育Ⅲにおいて全般的な就職に対する意識付け、就職ガイダンスで全般的な意識向

上を図りました。公務員試験は教員を中心に対策講座を開催することで公立幼稚園、公

立保育士に合格者を出すことができました。 

次年度は早期のキャリア教育を進めるべく企画等検討してまいります。 

 

【地域・社会貢献】 

（１）教育委員会、幼稚園等との関係強化 

中学校 2 校を含む 8 校の幼児教育系の体験プログラムを実施しました。可能な場合は三

田幼稚園にて実際の幼稚園での様子を見た後、幼稚園、保育園の違い、幼児教育関係の

職につく進路について説明、時には体験授業等もプログラムに組み込んで実施しました。

次年度以降、上級学校として幼教、保育の話ができる（場合のよっては体験できる）プ

ログラムがあることを関連箇所に周知し、地域・社会活動に繋げてまいります。 

 

【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 

オープンキャンパス・学校説明会で入学してから卒業までの成長過程を、わかりやすく

説明解説することに努めました。本校の立地的な魅力、同一敷地内の幼稚園があること

に利点等を広くアピールしました。オープンキャンパスで在校生との懇談に力を入れ、

来校者が実際の生の声を聴き本校の良さを感じ取ってもらうことに努めました。 

次年度は、来校促進を図りホームページなど SNS を利用した魅力的な、わかりやすい情

報発信をすすめてまいります。 

 

  

オープンキャンパスの様子 
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《基盤整備》 

（２）業務削減に向けた業務量の可視化 

教員会でもホワイトボード使用にて、事前の資料作成・配布調整の時間を割愛し、時間

短縮につなげました。また先の委員長会議開催により委員会間の余分な検討重複を避け、

効率化を図りました。 

 

（３）生産性の向上 

申請、報告等も個々ではなくまとめて提出してもらうことで事務処理の効率化が進みま

した。特に交通費の申請については行事でまとめ担当の委員がチェックすることで、事

務処理量が半減することが出来ました。 

 

【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 

年度当初のオリエンテーションで環境、防災等への意識づけを行いました。防災訓練は、

地震発生想定と、地震と津波を想定し実施しました。三田幼稚園と合同防災訓練では園

児を誘導しての２次避難を経験しました。危機管理の一環として上級救命講習・防犯教

室・消費者問題講習・租税教室等を実施しました。学外研修Ⅰでは引き続きバスからの

緊急避難の訓練を行い引率時に役立つ力量の向上に努めました。 
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４．聖徳大学附属女子中学校・高等学校 

【教育研究】 

《教育の質の向上》 

（１）探究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 

令和元年度から新しい科目「探究科」をスタートし、すでに取り組んできた「探究型授

業」の全校展開と合わせて、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学習環境をより充実させました。 

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

に則り、指導と評価を一体化させた質の高い学習過程の授業を展開し、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）の向上に取り組みまし

た。 

 

探究科ポスターセッション 

 

（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 

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、グローバルな視点と多

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。 

英語教育の計画では、英語授業と英語に関する校内外の行事を密接に連携させ英語力の

向上を図りました。特にスピーキング力を高めるため、英語体験型行事（中学１･2 年で

の TOKYO GROBAL GATEWAY 体験と国内英語キャンプ、中学 3年での国内グローバルキャン

プとオーストラリア修学旅行，高校１年での校内グローバルプログラム、高校生のイギ

リス語学研修とニュージーランド短期留学など）を拡大させるとともに、授業ではオン

ライン英会話や外国人教員による英会話を始めとするスピーキング力強化の学習をより

充実させました。 

 

TOKYO GLOBAL GATEWAY体験 

 

（３）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 

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、

21 世紀型スキルの獲得を促進しました。その活用では、協働学習等により他者との関わ
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りの中でコミュニケーションスキルを高め、「ひとづくり」を大切にした上でのテクノロ

ジー利用に取り組み、ICT活用なしでは実現できない創造的な表現力の育成に努めました。

また、コンテスト参加をはじめ全校集会や保護者会での発表等、育成した表現力を校内

外に発表する機会を数多く設けました。 

 

《進学の向上》 

（４）探究を生かした質の高い進路実現 

探究学習によって獲得される主体性やチャレンジ力を生かして、自ら高みを目指して進

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

を蓄積しながらふりかえり活動で自己省察力の向上を図りました。 

 

（５）新大学入試に対応する総合的な取り組み 

新しい大学入試で求められる学力の３要素を獲得できるよう探究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新入試に対応しての

進路指導内容についても見直しと強化を図りました。 
大学入試の動向を注視しながら、附属中学校から大学入試までの計画を再整備し、確か

な学力で高みを目指す良質な進路実現ができるよう６年間の進路計画を構築しました。 
 

【地域・社会貢献】 

（１）地域における附属女子中高の教育的価値の向上 

教育活動で地域に貢献するとともに附属女子中高の教育的価値を高める取り組みを行い 
ました。 

① 附属女子中高主催のコンテスト等開催 

近隣地域の公立中学校の生徒が参加する英語コンテスト「SEITOKU ENGLISH CONTEST」

を 9月に開催しました（16校 38組参加）。 

② 附属女子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

６月（23校参加）と 11月（25校参加）に開催しました。 

（２）附属女子中高の地域貢献 

地域の活性化に貢献する教育活動および生徒活動に積極的に取り組みました。 

① 地域行事への積極参加 

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

の地域行事に参加し、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み

ました。 

② 附属女子中高主催の小学生体験型学習行事の開催 

地域の小学生を対象に体験型学習講座を開催し（年間 9回、72組参加）、継続的に見え
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る形の地域貢献を実施しました。 

 

【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を徹底できる学校の構築 

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を徹底できる学校づくりに取り組みました。 

また、データ分析から入試制度（しくみ、実施方法、日程等）を改善するとともに、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・募集改革を行い、入学者数の

増加に努めました。中学入学生 49 名（前年度比 89％（前年度 55 名））、高校入学生 115

名（前年度比 88％（前年度 131名））。 

 

（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 

「探究」、「英語」、「iPad」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「21 世紀型スキルを獲得できる学校」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を増やしつつ学校のブランドイメー

ジの構築を図りました。 

（３）附属女子中高の教育力を訴求力とする学校説明会等の開催 

本校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。 
・受験希望者に対し「探究学習体験講座」「部活体験講座」を実施しました。 
・生徒主体の企画（学習成果のプレゼンや英語劇の発表）を盛り込んだ学校説明会、オ

ープンスクール等を実施しました。 
 

（４）聖徳大学と連携した募集活動 

聖徳大学と連携し、看護体験や大学施設見学を含めた説明会を実施しました。附属女子

中高としての募集活動を行うとともに聖徳大学の募集活動にも貢献できるよう取り組み

ました。 
 

《基盤整備》 

（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

自己研鑽休暇日の設定や有給休暇取得のしくみ等，業務環境を整えました。 
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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 

探究学習計画の中で環境に関するテーマ（SDGｓ関連他）の内容に取り組み、生徒ととも

に多面的に自然環境について考え、かつ配慮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きます。（エネルギー等使用量の前

年度比、電気 93.6％、ガス 81.9％、水道（上水）88.9％、灯油 88.4％、紙 96.3％）。 
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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）探究的な授業を実施し、生徒が主体的・協働的に探究活動に取り組むようになる 

新しい学力観に立ち、全ての授業及び教育活動で協働的・探究的学びを推進しました。

生徒主体の学びのデザインが確立しつつあり、多様な進路選択が可能となる教育活動を

実践しています。 

○ 学びの成果の校外への発信 

・「エコプロ 2019」でのポスターセッション … 令和元年 12月 5日～12月 7日 

・「福澤諭吉記念第 58回全国高等学校弁論大会」（大分県中津市主催・慶応義塾大学共

催）出場 … 令和元年 12月 6日 

・「JICA 高校生国際協力実体験プログラム 2019」のワークショップへの参加 … 令

和元年 12月 7日 

・「第 8回手帳甲子園関東大会－手帳活用部門」優秀賞受賞 … 令和元年 12月 14日 

○ 卒業論文発表会の開催 … 令和元年 12月 12日 

３年間・６年間の特別な教育課程「女性キャリア」の集大成の発表会は、企画・運営

はもちろん、最後の振り返りまで含め、すべて６年生の有志の運営で進められました。

発表者の９名もここまでしっかりと準備を重ね、堂々と発表しており、集大成として

相応しい発表会になりました。 

 

   

ポスターセッションの様子        生徒作成の振り返りボード 

 

○ 「Save the Earth Summit in Toride SEITOKU」の開催 … 令和 2年 1月 23日 

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）」をテーマに、身近なところから未来の地球を考える「Save the Earth Summit」

を開催し、全校生徒が学びを共有しました。 

 

○ コンピテンシーを測るため高等学校全学年において GPS－Academicの実施 … 令和

元年 5月 21日 

○ 全学年で GTECを年 2回実施 … 令和元年 6月 15日・令和元年 12月 20日 

○ グローバル人材を育てるための語学研修プログラムの実施 

・オーストラリア修学旅行 … 令和元年 5 月 24日より 6日間・中学 3年 21名参加 
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・イギリス語学研修 … 令和元年 7月 8日より 16日間・11名参加 

・国内留学プログラム … 令和元年 7月 24日より 5日間・2名参加 

・SEITOKU The Super Fun English Experience … 令和元年 8月 22日より 3日間・

5名参加 

・ニュージーランドターム留学 … 令和 2年 1月 24日より 64日間・3名参加 

ホームステイをし、現地校で学びました。参加生徒 3 名とは Microsoft Teams を

通じて繋がり、現地での生活や学びの様子のレポートが届きました。全 9 回の現

地からのレポートは、ホームページに掲載しました。 

 

   
ニュージーランドターム留学の様子 

 

（２）アクティブ・ラーニングに向けた ICT の活用 

「2019 年度 私立高等学校等ＩＣＴ教育設備整備推進事業」を活用し、校内の Wi-Fi 環境

及びモバイル型の教員用パソコン・生徒用パソコンの整備が完了しました。併せて、CALL

教室のパソコンを Windows10 にアップグレードし、校内の ICT 環境をより良いものに整

備しています。 

本校は現在、日本マイクロソフト株式会社より「2019-2020 年度 Microsoft School」の

認定を受けています。2019-2020 年度は、全国の小中高等学校の中で 10 校ほどしか認定

されないもので、大変貴重な機会ととらえています。 

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

の 2名の教員を中心に、全校生徒・教職員全てで Microsoft Teams を含む Office365 サ

ービスの活用を進めています。授業のみならず、日々の学校生活や行事等、あらゆる場

面に Teams が浸透してきました。もちろん、教職員の校務でも活用が進んでおり、これ

らの取り組みが今回の認定に繋がりました。 

令和 2 年 3 月 2 日より現在に至るまで、本校は新型コロナウイルス感染症対策のための

臨時休業をしています。休業期間中の学習サポートにも、teamsの機能を最大限活用して

おります。 

 

《進学の向上》 

（３）推薦入試や AO入試でのパフォーマンス向上につなげる 

学校生活全般で取り組んでいる探究的な学びを活かし、9 割以上の生徒が推薦入試・AO
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入試で進路を決定しました。第 35期卒業生 82名の現役名進学率は 96%、筑波大学・千葉

大学等の国公立大学に 4名、上智大学・明治大学・中央大学等の難関私立大学に 17名が

合格しております。 

中でも筑波大学人文・文化学群比較文化学類に合格した生徒は、『官位＝色という制度の

起源と終点』というテーマで取り組んだ卒業研究の取り組みを活かして、AC（アドミッ

ションセンター）入試で合格を決めました。 

 

（４）中学の授業に探究的な要素を入れ、高校へのスムーズな接続を図る 

授業や特別な教育課程「女性キャリア」に加え、放課後に探究型の補講を実施し、中学

の教育活動全般で探究的な学びを推進しました。その結果、高校への内部進学者数が倍

増しました。 
 

（５）高大連携の機会を増加させる 

児童保育分野を志す生徒へのピアノ演習・児童文化等の高大連携授業及び聖徳大学主催

のオープンキャンパスへの参加推奨により、高い志を持って 17名の聖徳大学・聖徳大学

短期大学部を選択し進学いたします。 

 

【地域・社会貢献】 

（１）地域密着型の学校として認知度を高める 

取手市及び取手市教育委員会の後援を得て、「小学生対象バラエティー講座（全 12 回）」

「小中学生対象邦楽体験教室（全 5回）」を実施しました。のべ 246名の近隣市町村の児

童・生徒が参加し，その保護者と共に本校の提供するコンテンツを楽しんでおり、知名

度向上に繋がりました。また、それぞれの講座の運営には本校生徒も積極的に参画して

おり、生徒たちの探究的な学びの一助となりました。 

 

（２）校外における教育活動の推進・社会貢献 

吹奏楽部は近隣の小学校や特別支援学校からの依頼を受け、ボランティアの訪問演奏活

動を続けています。9月 22日（日）に取手市グリーンスポーツセンターで開催された「第

74 回 国民体育大会 いきいき茨城ゆめ国体 デモンストレーションとしてのダンススポ

ーツ競技会」においては，開会式・表彰式及び競技終了後のアトラクションの演奏を行

いました。 

また、箏曲部・ボランティア部も近隣地域と連携して活動を展開しました。 

 

【管理運営】 

《生徒募集》 

（１）高校入試制度の研究・改革、イベントへの集客・来校者の増加 

茨城県南地区の私立高等学校と足並みを揃え、2020 年度入試より web 出願を導入しまし

た。昨年度、推薦入試のみで実施した「探究型入試」「吹奏楽入試」「駅伝入試」を一般
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入試でも実施し、入試方式の多様化を図りました。8月末までは来校者数も順調に伸びて

いました。特に、「普通科吹奏楽コース」に関心を示す受験生が多く、令和 3年度の募集

活動の軸と考え、生徒募集を展開していきたいと考えております。 

 

（２）中学入試制度の研究・改革、イベントへの集客・来校者の増加 

８月末までの来校者数は順調な伸びを示していました。特に、４・５年生の来校者が多

かったことが惜しまれます。 

将来の共学化を視野に入れた「小学生対象バラエティー講座（全 12回）」や 9月 28日（土）

に実施した「適性検査型入試受験体験会」には、多くの男子小学生も参加しており，新

しい層の開拓ができたと感じています。本校は，令和 3 年度より生徒募集を休止いたし

ますが，これまでの活動が光英 VERITAS 中学校・高等学校の受験に繋がるよう、これか

らも力を入れていきたいと考えています。 

 

（３）聖徳ブランドイメージを調査・情報収集、県内女子校のトップを目指して再構築 

令和元年度にＨＰを一新し、業者を通さずに学校現場からの情報発信が可能になりまし

た。ＨＰを適宜更新することにより、受験生・在校生保護者・卒業生に対して働きかけ

ていきたいと思います。特に、生徒たちの活動の様子を生徒たちの手で発信する機会を

増やし、活気ある学校の様子を内外にお知らせできるようにしたいと考えています。 

 

《基盤整備》 

（４）教職員の勤怠管理の強化と事務室業務の効率化を図る 

教職員の業務全般で Microsoft office365 、特に Teams の活用を推進し、円滑な情報共

有・業務の効率化を推進しています。令和 2年 3月末からは、Power Apps を活用した動

静入力と承認のシステムを構築し、教職員の動静を Outlook で共有できるようにし、利

便性を高めました。 

また、Teamsを介して、事務室と職員室のデータ共有が可能となり、同時編集の機能を活

用する等、業務の進捗を双方で把握できるようになりました。 

システムの開発・構築については、ICT関係の教職員が創意工夫し、試行錯誤して行って

います。Surfaceの導入によって，自宅からのリモート操作も可能になり、新型コロナウ

イルス感染症対策の休業期間中の業務も滞ることなく，円滑に行われています。 

 

【環境配慮】 

（１）「女性キャリア」での環境教育の実施 

特別な教育課程「女性キャリア」については、『女性キャリア通信』を保護者向けの広報

誌として定期的に発行し、その活動の様子をお知らせしてきました。令和元年 3 月に発

行した第 82号より swayというアプリを使って製作し、HP にも掲載して外部への発信を

しています。 

生徒たちは，校内の省エネ関連施設のサイトツアーや環境に関する調べ学習に取り組む
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中で、地球環境保全に対する意識を高め，具体的な行動に繋げています。国際社会共通

の目標である SDGs（Sustainable Dvelopment Goals・持続可能な開発目標）の学びを推

進し、その成果を「エコプロ 2019」にて外部発信する等、学びを広げています。 
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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 

2018 年度から新学習指導要領の移行措置が始まり 2 年目、移行措置の実施状況の把握や

カリキュラムの検討、評価用ルーブリックの作成など、令和２年度の完全実施に向けた

指導と評価の研究を進め、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・学級経営の実施 

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。 

11 月には、ボーイング社による「ＳＴＥＡＭ授業」を全校児童に対して実施し、学びの

質をさらに高めるきっかけとなりました。 

 

（３）「学びに向かう力・人間性」を高め、児童の自律性と自己肯定感を高める 

児童が場に応じた生活態度を身につけられるよう、登下校マナーに目を向けさせ、家庭

との連携を含めた「自己評価シート」を用いて、自己肯定感を高めました。 
 

《進学の向上》 

（４）未来の創り手となるために必要な資質・能力を育み、中学受験で求められる学力を高

める 

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、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。令和元年度は、中学受験合格において、筑波大学附属中

１名・東邦大学付属東邦中３名・早稲田中１名・海城中１名・暁星中２名・豊島岡女子

学園１名を筆頭に良好な結果を得ることができました。 

 

（５）外国語（英語）を抵抗なく受け入れられる人材の育成 

本校では、2018 年度より全学年で学習指導要領を上回る週 2 時間の授業（6 年間では公

立より 210 時間多い学習）を実施しました。その成果を測るため、英語検定の実施と英

語授業の満足度を調査し、聖徳大学の語学教育センターとの連携による指導の充実に努

めました。 
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【地域・社会貢献】 

（１）同窓会組織を活用し、児童・保護者・来校者への学びの場を提供する 

本校では、1989 年度から現在 2,000 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

環として実施しました。特に、令和元年度は、授業参観において、「卒業生と担任とのテ

ィームティーチング」によって、親子対象の授業展開を実施しました。保護者からも大

変高い満足度を得ることができました。さらに、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 

「徹底した定員充足への執着」のもと、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 45 名から 59 名へと増や

すことができました。そして、最終的な１年生入学者を前年度の 56 名から 85 名へと増

やすことができました。 

 

（２）入学したいと思える魅力的なイメージ戦略の強化 

「差別化・見える化・スピード化」のもと、他校ではできない特色ある教育活動を取り

上げ、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、活動成果を可視化し、

ホームページや SNS の活用により、これまで以上にスピード感をもって、入学したいと

思える魅力的なイメージを効果的に多数発信しました。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「最新トピックス」「教員ブログ」の更新にあ

たり、令和元年度の更新回数は、465 回にのぼりました。 

 

（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の一つに位置づけました。併せて、ホ

ームページから受賞結果を効果的に発信しました。 
 

【環境配慮】 

（１）緑豊かな附属小学校の立地を活かし、環境への主体的な意識を高める 

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、学習活動に生かす機会を充実させました。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
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の省エネに対する具体的実行等を 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１名が受賞しました。 

 

（２）徹底した業務の効率化を実行する 

業務方法を改善し、かつ、シフト勤務の導入で勤務状況を改善し、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）発達段階に応じた生活習慣の習得のサポート強化 

統計を取っている各項目について、昨年度までより低学年で集中的に取り組み、効果的

な指導を実施しました。特に正しい箸の扱い方については、調査開始以来、初めて卒園

児の 100％が達成できたのは大きな成果でした。 

 

（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］ 

『子どもの育ちを伝える～保育の「見える化」から考える～』のテーマで第 43回合同

研究保育を実施しました。「子どもを見る」という保育の基本に立ち返り、子どもを見

る目を養い、多くの気づきを得ることに取り組みました。そこから「保育の見える化」

として、ドキュメンテーションやポートフォリオを作成し、教諭自身の保育の振り返

りや保護者の理解につなげました。 

［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。 

［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。 

 

【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 

参加者のアンケートや参加者数や幼児の年齢の状況を分析して、保護者ニーズに沿った

内容を実施しました。また、保護者が自身の子どもが参加できる内容なのかが判断でき

るような情報発信をすることにより、参加者の満足度向上に努めました。 

 

（２）預かり保育の強化 

共働き世帯の増加に伴い、預かり保育需要はますます上昇し、延べ利用時間は前年度比

113％に達しました。（附属 122％、第二 102％、成田 83％、浦安 134％）利用日数、利用

時間が増加する中で、より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。 

 

【管理運営】 

《園児募集》 

（１）新入園児の増加 

ホームページや LINE＠などを活用し、幼稚園における活動と効果の可視化を図りました。

また、各種未就園児向け行事情報をホームページで確実に発信していくとともに、地域
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の子育て支援施設などに案内を設置し、園児募集活動の強化に取り組みました。5 月 1

日現在の手続者数は、前年同日比、附属幼稚園 110.0％、第二幼稚園 139.4％、成田幼稚

園 143.5％、浦安幼稚園 142.7％と一定の成果を上げることができました。 

 

（２）保護者満足度の向上 

第 43 回合同研究保育で取り組んだ「保育の見える化」のためのポートフォリオやドキュ

メンテーションの発信をスタートしました。また、購買品の購入をれんらくアプリに移

行し、窓口で購入する必要をなくしました。 

 

（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］ 

年間を通してホームページでの情報発信を継続するとともに、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。また、新たに給

食に関する満足度調査も実施しました。 

 

［聖徳大学附属浦安幼稚園］ 

年間を通してホームページでの情報発信を継続するとともに、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。また、新たに給

食に関する満足度調査も実施しました。 

 

（４）送迎バスによる PR強化 

各園の運転手同士で、ドライブレコーダーのデータを活用した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に取り組みました。また、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。 

 

（５）附属小学校との連携強化 

保護者が参加する幼稚園行事において、附属小学校の先生に情報発信をしていただきま

した。また未就園児の行事においても、附属小学校のパンフレットを幼稚園のパンフレ

ット等と並べて設置するなど、積極的に情報発信いたしました。 

《基盤整備》 

（６）残業時間の削減 

ノー残業デーを導入し、実効的な時間の削減とともに、教職員の意識の向上に取り組み

ました。また、購買品の購入をれんらくアプリを活用するなど、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。 
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【環境配慮】 

（１）環境整備の徹底 

教材として活用できる資源(発泡スチロールやペットボトルなどの廃材)の再活用に積極

的に取り組みました。また、父母の会活動における廃品回収活動を積極的に支援するこ

とにより、リサイクル活動の推進に努めました。 

 

（２）園児への環境教育の実施 

園児による「みまわり隊」の活動を強化し、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。 
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８．聖徳学園三田幼稚園・八王子中央幼稚園・多摩中央幼稚園 

【教育研究】 

《教育の質の向上》 

（１）発達段階に応じた教育のねらいの達成と園児の伸びる力の支援 

一人ひとりの発達に必要な体験が得られるような状況をつくったり、必要な援助を行な

うために「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」をおさえ、「園生活における指導のめ

やす」を作成し、園児の伸びる力を引き出し指導することができました。 

（２）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「よく見ること」「よく聞くこと」「しっかり考えること」「自分の思いを話すこと」

「行動すること（試す、調べる）」を主に指導したことで自主性が育ち、のびのびと園生

活を過ごせるよう取り組みました。 

（３）教員のスキルアップ 

［聖徳学園三田幼稚園］ 

「健康な心と体」を育てるために、遊びや生活の中で気づいたり、考えたり、工夫し

たりしながら友達関係を深め、自立できる子ども達になれるよう環境を整えられる力

がつきました。 

［聖徳学園八王子中央幼稚園］ 

日々の保育や様々な活動(年一度の体力測定等)を通して、子ども同士の関わりや子ど

もの活動の仕方を見つめ、教員同士で子どもの見方や解釈の仕方を学んだり、大学の

先生にご指導頂いたり、他の期間の研修会に参加したりし、それぞれ保育に生かし、

個々のスキルが向上出来る様、又、子どもの体力更新も考えた保育に取り組みました。 

 

 

  保育の様子 

 

［聖徳学園多摩中央幼稚園］ 

「子ども同士の伝え合いからの学び」をテーマに子どもの会話の読み取りの方法や学

びについて理解することができました。 

（４）「心」と「体」のバランスのとれた園児の育成 

卒園生の小学校生活への適応状況について聞き取りを行い、その結果、学校生活におい

て主体性を発揮していること、新しい学習指導要領が求める学びである「興味・関心を

持ち 能動性を発揮する主体的な学び」を培っていることがわかりました。 
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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 

保護者の悩みや園児の発達過程の中での不安等の相談を大学の先生に話したり、聞いて

頂いたりすることで適切な指導をしてもらえ、子育てが安心してもらうことができまし

た。 

（２）地域と交流している幼稚園 

［聖徳学園三田幼稚園］ 

勤労感謝の集いを通して、公共施設訪問の中で働く人との交流ができ働くことの大切

さや人々の役に立つ大切さを感じ、他の人に感謝する気持ちが持てるようになりまし

た。 

［聖徳学園八王子中央幼稚園］ 

小学校との交流を行うようになり、年長組の 2月～3月にかけて「小学校体験」をさせ

て頂く事で、小学校入学の不安が少しでも緩和出来、入学への期待も高まっています。

一年生も幼稚園生に自分達が行って来ていることを教えてくれたり、小学校内を案内

してくれたりとお互いにいい時間を過ごせていました。 

 

   

「小学校体験」の様子 

 

［聖徳学園多摩中央幼稚園］ 

園児と高齢者の方々との交流によって、高齢者の方々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に努めました。 

 

              

高齢者の方々との交流の様子 
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【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ったり、ホームページに「今日の出来事」をアップしたりし、

日々の子どもの成長を感じとって頂けるように努めています。 

 

（２）就園前の幼児が楽しめる幼稚園 

［聖徳学園三田幼稚園］ 

就園前の親子が園内で遊んだり、教員や在園生と関わったりすることで、幼児が幼稚

園は楽しいところだと思えるよう努めることができました。 

（３）満三歳児クラスの充実 

［聖徳学園八王子中央幼稚園］ 

入園式は 13名の子どもが入園しました。9月に定員 15名に達し日々、幼稚園での生活

のリズムを体で覚えられるよう、繰り返し指導、助言してきました。幼稚園に登園す

る事、先生や友達の存在を意識し、共に活動したり遊んだりすることが楽しめるよう

に助言や配慮してきたことで、幼稚園の様々な行事や生活がスムースになりました。

又、年長組が降園時の時に 6 月より毎日関わり、挨拶の仕方や身支度の整え方を共に

行って来た事で、上級生の優しさに触れ、戸外遊びでも共に遊んだり、真似したりし

活動が充実できるようになりました。 

 

  

満三歳児クラスの様子 

 

（４）満三歳児クラスの開設準備 

［聖徳学園多摩中央幼稚園］ 

令和２年４月より満三歳児８名からスタートすることができました。 

（５）未就園児教室への参加者の増加 

［聖徳学園三田幼稚園］ 

年長組との遊びを取り入れたことで、子どもの姿を理解してもらい、ホームページを

活用し幼稚園周知につなげ、入園につなげることができました。 
 

［聖徳学園八王子中央幼稚園・多摩中央幼稚園］ 

１歳児とその親子の未就園児教室も参加者がありました。１歳児の発達も考慮し遊び

の提供をしたり、また、親同士の交流の場ともなり、育児不安軽減にもつながり、そ
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の居心地の良さにより、満３歳児クラスの入園にもむすびつけることができました。 

《基盤整備》 

（６）見える化による業務の効率化とモチベーションの向上 

業務の見える化により、教員の共通理解を図ったほか、業務内容の見直しにより効率化

を実施することで、教員のモチベーション向上にも努めました。 

 

【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回収運動、テープの巻き芯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に努めました。 

 
エコキャップ回収運動 

 

 



（単位：百万円）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

82,481 81,534 80,131 80,099 79,003

8,684 8,457 8,877 7,927 8,004

91,165 89,991 89,008 88,026 87,008

8,575 9,170 10,487 10,810 11,921

4,975 4,833 4,230 4,516 4,635

13,550 14,003 14,717 15,326 16,556

116,841 118,000 118,961 119,749 120,395

△39,226 △42,011 △44,671 △47,049 △49,944

77,615 75,988 74,291 72,699 70,451

91,165 89,991 89,008 88,026 87,008

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

・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

 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

（単位：％）

比率名 算式 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

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

-3.7

174.6

3.6

16.7

175.0

15.6

17.8

14.9

348.3

94.7

386.2

95.1

17.1

-22.7

209.8

16.5

457.9

95.4

-7.9

343.2

94.7

13.9

175.5

17.4

355.6

94.8

14.2

-29.0

172.7

19.0
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（単位：百万円）

収入の部 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

10,009 9,189 8,251 7,340 7,309

158 136 118 158 160

317 203 190 196 173

1,948 1,775 1,548 2,232 1,746

7 4 3 462 73

536 480 519 500 415

47 45 49 52 30

446 678 526 479 476

0 1,500 2,000 1,000 2,000

2,349 2,004 1,816 1,973 1,972

3,941 3,632 3,642 3,553 4,179

△3,030 △2,967 △2,436 △2,851 △2,638

9,668 8,183 7,740 8,318 6,769

26,395 24,863 23,966 23,411 22,664

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

7,181 7,354 6,872 6,547 6,458

3,031 2,869 2,658 2,641 2,710

1,682 1,689 1,192 1,204 1,247

141 130 126 120 124

943 998 860 648 765

986 598 487 1,930 746

322 291 165 177 224

137 226 26 326 226

4,792 4,261 4,478 4,259 4,267

△1,002 △1,293 △1,215 △1,210 △1,116

8,183 7,740 8,318 6,769 7,011

26,395 24,863 23,966 23,411 22,664 支出の部合計

 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

 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

 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

 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
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（単位：百万円）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

13,326 12,394 11,136 10,118 9,899

11,893 11,912 10,722 10,391 10,416

1,432 482 414 △273 △516

△433 △315 △208 179 17

999 167 206 △94 △499

95 71 19 998 452

1,308 889 651 2,107 970

△1,213 △818 △633 △1,109 △518

△98 29 103 △641 290

△1,312 △788 △530 △1,750 △229

△313 △622 △324 △1,843 △728

3,585 4,794 5,073 4,423 5,175

4,756 4,615 4,171 4,129 4,205

△1,171 179 902 294 970

△2 0 0 0 0

△1,172 179 902 294 970

△1,485 △443 578 △1,549 242

9,668 8,183 7,740 8,318 6,769

8,183 7,740 8,318 6,769 7,011

 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

 施設整備等活動による資金収支

ウ）財務比率の経年比較

 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

科目

 教育活動資金収入計

 教育活動による資金収支

イ）活動区分資金収支計算書の状況と経年比較

 その他の活動による資金収支

 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）

（単位：％）

比率名 算式 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

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

1.8 -0.9 -5.07.5 1.3
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（単位：百万円）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

 事業活動収入の部

     学生生徒等納付金 10,009 9,189 8,251 7,340 7,309

     手数料 158 136 118 158 160

     寄付金 289 190 182 195 143

     経常費等補助金 1,888 1,721 1,541 1,446 1,397

     付随事業収入 533 479 511 502 416

     雑収入 345 541 460 405 291

     教育活動収入計 13,222 12,255 11,062 10,046 9,716

 事業活動支出の部

     人件費 7,085 7,246 6,771 6,505 6,273

     教育研究費 4,796 4,645 4,412 4,375 4,402

     管理経費 1,970 1,982 1,515 1,494 1,538

     徴収不能額等 2 2 2 1 0

     教育活動支出計 13,853 13,875 12,699 12,374 12,213

 教育活動収支差額 △631 △1,619 △1,637 △2,329 △2,497

 事業活動収入の部

     受取利息・配当金 47 45 49 52 30

     その他の教育活動外収入 0 0 0 0 0

     教育活動外収入計 47 45 49 52 30

 事業活動支出の部

     借入金等利息 141 130 126 120 124

     その他の教育活動外支出 0 0 0 0 0

     教育活動外支出計 141 130 126 120 124

 教育活動外収支差額 △94 △85 △77 △69 △94

 経常収支差額 △725 △1,704 △1,714 △2,397 △2,591

 事業活動収入の部

     資産売却差額 6 3 2 47 1

     その他の特別収入 94 81 21 789 387

     特別収入計 100 84 23 836 388

 事業活動支出の部

     資産処分差額 15 6 7 29 46

     その他の特別支出 0 0 0 0 0

     特別支出計 15 6 7 29 46

 特別収支差額 85 77 16 806 342

 基本金組入前当年度収支差額 △640 △1,627 △1,698 △1,591 △2,248

 基本金組入額合計 △2,021 △1,159 △962 △1,036 △864

 当年度収支差額 △2,661 △2,786 △2,660 △2,627 △3,112

 前年度繰越収支差額 △36,564 △39,226 △42,011 △44,671 △47,049

 基本金取崩額 0 0 0 249 217

 翌年度繰越収支差額 △39,226 △42,011 △44,671 △47,049 △49,944

（参考）

 事業活動収入計 13,368 12,384 11,134 10,933 10,134

 事業活動支出計 14,009 14,011 12,832 12,524 12,383

 
教
育
活
動
収
支

 
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
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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27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

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

管 理 経 費 比 率

人 件 費 比 率

14.8

-4.8

-5.5

58.9

37.8

75.4

53.4

36.1

64.4 64.460.9

43.3 45.2

16.1 13.6 14.8 15.8

39.7

-13.1 -15.2 -14.6 -22.2

74.7 74.3 72.7 75.0

-13.9 -15.4 -23.7 -26.6
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