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Ⅰ  平成２９年度事業計画概要 
 

Ⅰ．はじめに 

 

平成２７年４月１日より、島田昌和副理事長が、学校法人文京学園第４代理事長に就任し、歴

代の理事長が築き上げてこられた理念を継承し、学園運営に取り組みはじめてから２年になろう

としています。島田理事長は、理事長就任の挨拶の中で、創立者が掲げた「自立と共生」の建学

の精神、「誠実・勤勉・仁愛」の校訓に基づき、その精神の目指すところを現代社会の中でいか

に実現できるかを、各設置校の母体として常に念頭に置いて学園運営に努めることを掲げました。 

また平成２９年の新年の挨拶では、加速化するグローバル化の波に抗うように世界各国で発生

している保護主義の揺り戻しを取り上げ、このような時代に本学が目指すべき教育とは、限られ

た資源を奪い合うような物質的な豊かさを追求するのではなく、世界に対して文化を発信し、そ

れに根差す新たな知識や創造性を発揮できるような精神的な豊かさを備えた人材を育成すること

であると述べました。そしてその一例として、大学とロンドン芸術大学との本格協働プログラム、

埼玉県岩槻市・群馬県桐生市の伝統工芸と英国アートとのコラボレーションが、「学生・教員・

職員三位一体」の下、高い評価を獲得したことを掲げています。一方で、足元のコミュニティへ

の視点の重要性、現実的に社会問題に対処できる力を養うことも欠かすことのできない現代の要

請として、人間学部コミュニケーション社会学科の学びを発展させた本郷キャンパスでの「まち

ラボ」を取り上げています。「まちラボ」とは老若男女さまざまな人が集える空間で、そこで地

域社会の問題を共有し、解決のための糸口を探し、行動をもって対処していく活動拠点を意味す

るものです。この他にも、カザフスタン・ウズベキスタンを訪問する予定の第 3 回新・文明の旅

プログラム開始や SSH・SGH の更なる活動充実等について述べています。 

さて、昨年度は GCI 完成年度を迎えて、第 1 期の卒業生を世に送り出しました。今後とも、 

 その特徴を生かしたグローバル英語カリキュラムの推進やロンドン芸大へのフィールドワーク等 

を通じて学ぶ「ESP」(English for specific purposes)コースの展開等で、更なる充実した教育 

プログラムの展開を図ってまいります。   

本年、平成２９年度は、大学では保健医療技術学部看護学科が完成年度を迎える他、中学校・

高等学校の３コース制も節目の３年目となります。 

また環境面では少子高齢化の進捗は勿論ですが、高大接続を中心とした高等教育改革の内容の

具体化が更に進捗していく年度となります。平成２８年３月３１日付の「高大接続システム改革

会議『最終報告』」によれば、平成２９年度は、例えば高等学校では、「高等学校基礎学力テス

ト(仮称)」の導入に向けた「実施方針」が策定・公表され、年度内目処で「プレテスト」の実施も

展望されています。また大学においては、「三つの方針に基づく大学教育の実現」に向けた改正

省令施行、「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」の導入にむけた「実施方針」の策定・公表、

や個別大学への「大学入学者選抜実施要項の見直しに係る予告通知」等々が予定されています。

これらの改革に向けた積極的な取組姿勢も含めて、学校を選ぶ目はますます厳しいものになるこ

とを覚悟しなくてはなりません。 

知識基盤社会とグローバル化社会の進展の中で生きる力、真の学力、 教養、専門知識、思考力、

コミュニケーション力など教育の質の保証が大学にも中学校、高等学校にも強く求められます。

大学生は入学し、卒業すればよいという時代ではないのです。地球のどこででも人々と親しく交
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わり、自分で生きていくだけの実力、できればそれを保証する資格を身に付けた自立し共生する

『地球市民』となることが必要です。また、中高生は、私立女子高として社会から当然に期待さ

れるマナーの良さを備えつつ、自ら発信できる能力を有する人間になる準備をしなくてはなりま

せん。 

このような中、平成２８年度においては、４月に本学学園長 島田燁子先生が旭日中綬章を受

章するという有難いニュースもございました。理事会は学園創立１００周年を見据えた方向に向

けて着実に実績を積むとともに、これを受けた法人事務局・各キャンパス教職員が様々な具体的

取組に果敢な挑戦を行い、大きな実績を残すことができました。主な取り組みとして、次の事項

が挙げられます。 

 

＜法人＞・４月  本学学園長 島田燁子先生が「旭日中綬章」受章 

・６月  本学と文京区が「災害時における相互協力に関する協定書」を締結 

・６月  男女共同参画週間特別企画「女性の高等教育・実業教育の黎明期」に創立者 

     島田依史子先生がパネル展示にて紹介 

・９月  東京消防庁主催「第１３回地域の防火防災功労賞」において「優良賞」受章 

     ～外国人向け初動に特化したインフォグラフィック版「地震 防災マニュアル 

      （文京区版）」制作等外国人対応力を生かした地域防災への貢献が評価～ 

 

＜大学・大学院＞ 

・５月   学生のあきらめない心を育てる「３０kmウォーキング」開催 

～本郷キャンパスからふじみ野キャンパスまでをチームで歩く 

２５年続く伝統行事に１２３名が参加～ 

・６月   人間学研究科 心理学専攻 臨床心理学コースが臨床心理士資格認定協会実地 

     視察の結果、総合評価「A」を取得 

     ・８月   ロンドン芸術大学が開発したコンテナ収納型救命ボート「Lifeboat in a Box」 

          をオープンキャンパス入場者に紹介 

          ・８月  「五街道ウォーク 2016 in 中山道」に計 250名が参加 

          ～「五街道ウォーク」～ 

          本学の伝統行事で、学生実行委員会が企画から運営までを行い、「五街道」 

          と言われる日本の旧街道を駅伝方式で歩くウォーキングイベント 

          ただ歩くだけではなく、周辺地域の方々との触れ合い、地元大学との交流 

          等も行う 

          今回は岐阜県内で実施、中京学院大学、岐阜聖徳学園大学の学生も多数参加 

     ・９月  障害のある人への合理的配慮を推進する企業向け職場用リーフレット 

          「WiTH 共に、豊かに生きていく」を制作 

     ・１０月 ロンドン芸術大学・文京学院大学伝統工芸教育プログラムの成果報告会開催 

・１０月 学生プロデュースの「江戸木目込人形」と「大島紬」をコラボした“最新”の 

伝統工芸品～「フクロウ型の眼鏡置き」の受注生産開始 

     ・１１月 福島県郡山市の広報誌「広報こおりやま」にコミュニケーション社会学科 

          中山智晴教授ゼミが１０年かけて築いた郡山市逢瀬町と本学との交流が 

          １０ページに亘り特集として掲載 
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～フィールドワークによるグリーンツーリズムへの貢献～ 

     ・３月  経営学部生と岩槻人形協同組合とで共同制作した現代版「裃雛」の発表会 

          が開催～伝統工芸と若者の発想のコラボレーション～ 

・３月  中京学院大学との相互交流に関する協定を締結 

学内行事、課外活動等の学生間交流を活性化 

     ・３月 日本最大級のアニメイベント「AnimeJapan２０１７」に出展 

～学生が１年かけて取り組んできた産学連携事例を発表～  

  

＜中学校高等学校＞ 

○中学校高等学校３コース制度を実施しての 2年目 

中学校： Global Studies  Advanced Science  Sports Science 

高等学校： 国際教養  理数キャリア  スポーツ科学 

※中学１年・２年・３年、高校１年・２年の５学年で運用開始（年次進行） 

○「ＳＳＨ(スーパーサイエンスハイスクール)」関連の主な活動（平成２８年度） 

４月 プリンセス・チュラポーン高校ペッチャブリ校（タイ：PCSHS-P）と国際科学

交流今後 4年間の教育連携継続に関する MOUを締結 

８月 全国ＳＳＨ生徒研究発表会(神戸)で代表生徒が研究成果を報告 

１１月 タイの KVISという先進的な科学高校と教育連携  

１２月 タイで実施されたサイエンスフェアと PCSHS-チョンブリ校におけるＴＪ－

ＳIＦ２０１６にも参加。東京都ＳＳＨ合同発表会など多くの発表の場で研究

成果を発表。東海大学主催の Intel(R)Genuino101 Competition2016 では「Ｊ

ＡＭＭＳ賞」を受賞。 

３月 第３回理工学コンテストで高校２年生が「奨励賞」を受賞 

その他 「親子で体験！ＳＳラボ」小学生の親子を対象に理科実験教室（全７回）を

実施。ＳＧＨ教育センターと共同でユネスコスクールへの加盟を申請中 

 

○「ＳＧＨ（スーパーグローバルハイスクール）アソシエイト」関連の主な活動 

４月 ＳＧＨアソシエイトの指定 2 年目を迎える、SGH プロジェクト「アジア研究」

開始(高 2) 

５月 第１回ＳＧＨ連絡協議会参加（筑波大学）、「探究の技法」開始(中 1～高 2) 

６月 ｢探究の技法Ⅳ(共生社会研究)｣中間報告（高 1） 

７月 海外語学研修(Maple BEST（中 3）、English Intensive Camp（高 1・高 2）、

UK BEST（高 1・高 2）) 

８月 Global Studies Seminar（英語集中授業、各教科特別授業、外務省・大使館

等訪問）（高１・２） 

9月 文女祭にて前期の諸活動に関するポスター発表、「Global Design」開始（高 2

α） 

１０月 「空間力」プロジェクトの一環として中学校外学習を実施（都電の旅（中

１）、横浜今昔（中２）、鎌倉（中３）） 

１１月 「EUがあなたの学校にやってくる」に参加、ルクセンブルク大公国公使 

来校(高 1・高 2) 

１２月 ＳＳＨ・ＳＧＨ研究成果報告会参加（高１・高 2）、第３回連絡評議委員会

参加（筑波大学） 
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１月 「Global Design」発表会（英語によるプレゼンテーション）（高 2α） 

   ユネスコスクール事務局からの依頼で、韓国から 40 名の教員招聘を受け入れ

授業見学・参加や給食体験、教員の情報交換などで交流を行った。 

 

      ○「スポ学教育センター」関連の主な活動 

       ・スポーツサイエンス・スポーツ科学コースの探究活動 

９月 中 1～高 2 学園祭での活動成果発表 

           特に中３はパワーポイントを使ったプレゼンテーションをテーマに実施 

        ３月 スポーツ科学コース第 2 回研究発表会の開催 

            代表発表「X 脚・O 脚・XO 脚・正常脚の比較研究」など 5 グループ 

            ポスターセッション「足の形と靴の研究」など 22 グループ 

       ・課外活動「スポ学講座」の開催 

           併設大学理学療法学科・心理学科の協力を得ながら「筋の構造と筋の働きに

ついて」「生理心理学～競争中の心拍数」など 7 回実施 

・企業職業研究  スポーツビジネスの研究 （株）ミズノ・（株）大塚製薬 他 

・オーストラリアスポーツ研修旅行の実施 

          QL 州立スポーツレクレーションセンターでのスタンドアップパドル・カヤッ

ク・ハイロープなどのアクティビティとセントマーガレット高校とのスポー

ツ交流 

 

○主なスポーツ、芸術活動 

・高校バレーボール部  春高バレー東京予選ベスト４ 

・中学バレーボール部  第 51回関東大会 準優勝 全国大会出場 

・高校新体操部  関東高等学校新体操選手権大会 初出場 

・高校サッカー部 全日本高校女子サッカー選手権大会東京予選 ベスト８ 

         東京選抜ドイツ遠征 中学生 1名 高校生 1名  

イタリア遠征 高校生１５名 

・ソフトテニス部 東京都中学校新人大会団体 ベスト１６ 

         東京都高等学校総合体育大会団体 ベスト１６ 

・高校カラーガード部 全国高等学校ダンスドリル選手権大会 全国大会 第１位 

           アメリカ（LA）遠征 高校生１３名 

・書道部 第 32 回高円宮杯日本武道館 書写書道代展覧会 入賞 高校生５名 

・吹奏楽部 東京都アンサンブルコンテスト管打八重奏 銀賞・木管八重奏 銀賞 

・馬術 岩手国体 少年標準障害飛越競技、馬術リレー競技 優勝 高校生１名 

・ローラースポーツ アジア大会・世界大会出場 高校生１名 

 

○進学実績  

上位難関大学合格における伸長が顕著となりました。躍進を遂げた昨年度結果（前

年比 120%増）を上回る 78 名の合格者は、5年前（2013 年度入試）と比較すると、

実に 250%の増加となります。文高理低と言われる今年度受験状況において、本校

でも国際系、語学系分野に人気が集まる傾向がありました。全国的に見ても激戦を

強いられた中、早稲田大学国際教養学部（1 名）や上智大学国際教養学部（3 名）、

同総合グローバル学部（1 名）、また国際基督教大学（1 名）とよく健闘したとい
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えます。理系では、昨年に引き続き、理、工、理工、農、薬といった幅広い分野へ

の受験生徒が増えています。中には千葉大学工学部や星薬科大学薬学部といった難

関大学への合格者も出ており、本校の教育力は着実に成果を挙げています。来年度

にはコース制を敷いて募集した形態が完成する年となり、このコース制を活かした

本校独自の教育プログラムを今後とも追及していくことで、2020 年に導入される

教育制度改革に対応していきます。 

 

○高大連携による文京学院大学への進学実績 

平成２４年 ３８名、平成２５年 ６３名、平成２６年 ７５名、平成２７年 ５０名、 

平成２８年 ５０名、平成２９年４５名（3 月 10 日現在） 

 

                         

＜文京幼稚園＞ 

○預かり保育の充実 

      保護者からの要望もあり、「朝スマイル」の開始時間を８時受付、８時保育開始としま

した。及び午後の預かり保育「スマイルキッズ」をこれまでの２時間半から、３時間の

実施とし、１７時までに変更しました。また、短縮保育になる日も「延長券」を使用す

ることにより１７時までの預かりが可能になったことは仕事を持つ保護者にも好評であ

り、年間で朝、午後共に利用者が増加しています。 

 

＜ふじみ野幼稚園＞  

 〇預かり保育の充実 

夏季休暇中の預かり保育をより一層充実させた。13 日間の預かり保育に 68 名の園児が利用し、

延べ人数 380人であった。13日間毎日利用された方は、1名で就労によるものであった。他の利

用者も就労が主な理由であったが、中には、保護者のリフレッシュのための利用もあった。特に、

28 年度は年中組の利用が多く、29 年度も引き続き利用することを考慮すると、利用人数は増加

すると考えられる。 

 〇特別支援児の増加 

  障害の診断名があり加配制度を利用している園児が 6 名存在する（補助金対象）。29 年度も 6

名が申請対象者となる予定である。その他、言葉の遅れから発達検査を受けている子が多数おり、

申請対象児が増える可能性がある。28 年度も例年に引き続き、特別支援児の教育・保育に尽力

する体制となった。 

 

これらの成果として、学園全体の教育力の向上、学園教育施設整備の大幅な改善、グローバル

教育の推進、高校の大学進学実績向上、大学国家試験合格率向上、就職内定率改善、等が特筆さ

れます。学園として、大学では、いよいよ動きが本格化してきた高大接続を踏まえた新たな３Ｐ

（アドミッションポリシー・カリキュラムポリシー・ディプロマポリシー）がせてい、それがＰ

ＤＣＡサイクル上でも適切な形で展開されており、また、中高校においても、少子化を背景とし

た厳しい募集環境下において、これまでの伝統を大切にしつつも「新しい中等女子教育のあり

方」を意欲的に策定、実践するなど、平成２８年度は、真に、教職員一丸となって取り組んだ年

であったと評価できるのではないかと思われます。 

 

上述いたしました取り組みと実績を更に具現化するため、以下、平成２９年度の重点目標と事
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業計画についてご説明して参ります。 



Ⅱ．平成２９年度 

 

１． 平成２８年度総括と平成２９年度目標 

 
 ＜大学＞  

 

◇「B’s ビジョン 2024」の策定と実行計画 
 学園を取り巻く社会環境は、今年度以降も引き続き変化の激しい不透明且つ厳しいものとなること

を十分認識し、大学では、創立 100 周年（平成 36 年）を念頭に置いて、全学的な取り組み「B’s ビ

ジョン 2024」をまとめました。 
川邉前学長の諮問を受けて、教職員の幹部、中堅、若手の混合による将来構想委員会が設置され、

既存制度的な枠組みを利用した策定を目指し、平成 27～28 年度の 13 カ月をかけて討議を重ねまし

た。将来構想委員会では、本学の今まで公表されてきた理念とビジョンを尊重しながら、すでに実現

していると思われるビジョンは目標から外し、未来志向のビジョンを中心に議論を進めていくことと

した結果、同委員会の 100 周年向けての 4 つのビジョンとして「国際化に対応した地球市民の育

成」「教育力日本一を目指す大学」「ストレス耐性のある人材育成」「永久サポート大学」を掲げま

した。 
さらに、同委員会では、この 4 ビジョンを実現していく重点戦略を設定し、それぞれの戦略を実

現するためのプロジェクトを提唱しました。重点戦略およびプロジェクトの設定には、委員会で「現

状の分析」「未来の姿」「時代の要請」に関する議論が進められ、そこから出てきた考えやアイデア

が基となっています。以上の内容は、学長諮問に対する答申として、平成 28 年 5 月に工藤学長に提

出されました。この答申において中心となる重点戦略は、「教育改革戦略」「研究活動戦略」「学生

支援戦略」「国際化戦略」「入試広報戦略」「キャリア支援戦略」です。さらには「地域連携戦略」

「経営戦略」「運営戦略」等経営が深くかかわり、同委員会の守備範囲を超える重点戦略にも、不完

全ながらも提唱されたプロジェクトが挙げられています。もちろん、すべての重点戦略において経営

的視点が欠かせないのは当然ではありますが、この答申は教学と学生支援の観点で貫かれています。 
この答申を受け、工藤現学長から「将来構想委員会答申 今後の進め方について」が示され、重

点目標として、特に「国際化に対応した地球市民の育成」「ストレス耐性のある人材育成」「永久サ

ポート大学」の実現を目指し、これらのビジョンの具体的な取り組みを通じて「教育力日本一」を目

指すとし、さらに「ブランディングイメージを構築する」という戦略も加えられました。そして、こ

れら重点目標、すなわち上記 9 重点戦略にブランディングイメージ戦略を加えた 10 重点戦略を具体

的に実現するために、担当各部門の長からなるB’s ビジョン実行委員会が結成されました。 
実行委員会では、平成 28 年度中に将来構想委員会答申の内容を再吟味し、重点戦略実現のための

プロジェクトの取捨選択と補完をし、それらの優先順位を決め、100 周年に向けての長期計画（7
年）、中期計画（3 年）そして平成 29 年度の実行計画を策定しました。今後、実行委員会としての

PDCA を回し、年度計画の進捗の検証・評価・改善を大学運営会議で学長に報告するとともに、次

年度に向けた改善計画と目標を提案していく予定です。以下に、いくつかの重点戦略の中長期計画及

び今年度の計画を大変簡略化した形式ですが例示します。 
 
教育改革戦略 
 中長期：①どのような他者とも協働して問題解決ができる能力の育成の実現（コミュニケーション

能力、協働的問題解決力の育成） ②ストレスおよびストレスマネージメントに関する知

識とスキルについて、健康科学、心理学、組織論など各学問領域からの機会提供 ③大学
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施設（図書館、情報システムなど）利用、授業やフィールドスタディなどへの参加の機会

提供、情報システムを通した授業公開等による卒業生への情報・機会の提供  ④教学 IR

データを利用した学生教育と教育方針の内外への明示 

 今年度：カリキュラムマップ、ナンバリング、シラバスを整備し、教育方針および学修過程を連関

させ提示し、3 ポリシー実践に対するアセスメントの開発と実施を試行するなど、教育方

針に連関した学修環境を整備する。さらに、入学形態、GPA、ジェネリックスキル、授業

参加、キャリアなどの情報整理に基づいた個々の学生指導を実現する。 

 

研究活動戦略 

 中長期：研究の萌芽の創生、若手研究者の育成、科学研究費申請の促進と採択率の向上、在外研究

員、国内研究者制度の充実、出版企画の促進。また、これらを通して４ビジョンの実現に

も可能な貢献をする。 

 今年度：自由な発想を刺激するための「研究会」の開催をサポートする。今年度は研究会申請の公

募をし、来年度の実現の布石とする。同様に、若手研究者育成のための研究会の開催も企

画する。そして、研究のグローバル化の促進のためにも、在外研究員、国内研究者制度の

見直しを行い、国際学会発表の助成制度等を考えたい。 

 

学生支援戦略 

 中長期：①学生の自治活動を活性化することにより、地球市民としての自立と共生の精神を涵養す

る ②部活やサークル活動を通しての成果を話し合う機会を構築し、ストレス耐性の正課

外教育とする ③卒業生の専門性に基づいた講座等の開設により、卒業生との連携を深め

る ④教育力強化の一環として学生力を活用し、休暇中の学習サポートシステムを構築す

る 

 今年度：①自治活動への教員の関わりに関し、まずは 1 年かけて学生部で話し合う ②てっぺん

フォーラム実行委員会と学生部とで協議し、機会を持てるようであれば来年度からのスタ

ートを企画する ③校友会、同窓会と連携し、どのような形態で講座を設けられるか 1 年

かけて講座形態を決め、講座開設に向け準備を図る ④2020 年 4 月より始動を目標として

準備に入る 

 

国際化戦略（国際交流センター） 

 中長期：1．交換留学協定締結校の維持・強化、拡大（五大陸に拡大）、2．「ダブルデグリー・3

年次編入」協定校の強化、拡大（全学部に拡大）、3．フィールドワークの交換プログラム

化、制度化（すべての協定校と）、4．派遣学生の増加、質的向上（目標 10%の学生）、5．

受け入れ学生の増加（5%が外国人）、6．「国際連携教育プログラム」通年化、7．周年行

事のタイムライン策定と実施、8．キャンパス国際化（掲示等の英語併記）、9．GSI 職員

研修の制度化、10．国際交流部など、学生組織の活用、11．地域貢献（交流行事） 

今年度：1．アジア、ヨーロッパ+2、2．外国語学部と高雄餐旅大学（台湾）、3．光云大学、夏季

CBS/SJU フィールドワークを BSIS に格上げ、4．派遣プログラムの名称の整備、5．短期

研修生の受入拡大、6．夏学期、春学期の計画、参加校の模索、7．CBS/SJU30 周年準備

タスクフォースのたちあげ、8．外国人留学生との、多様な交流イベントの計画、9．強化

案の策定、10．日本人学生の参加による交流の促進、防災訓練への参加 
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 ◇経営目標 

 上記「B’s ビジョン２０２４」を踏まえて、経営目標を定めました。この経営目標の達成は、 

次葉の通り、【学生】【内部】【財務】【成長】の四つの視点から、学内の各組織で自主的に 

定めた数値目標をクリアすることによってなし得るものです。一人ひとりが目標に拘りを持って、 

日々の業務に取り組んでいきます。 
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    大学経営目標 
 
  創立１００周年を越えて持続的に発展していく大学 

 

１． 自ら考え、行動し、社会貢献できる学生の輩出 

２． 世界に通用する独自の教育カリキュラムの提供 

３． 安定した財務基盤・社会基盤の確立 

４． 教育効果の「見える化」とそれに基づく組織作り 

５． 時代に即応し、自らプロデュースできる職員の育成及び教員の力量の向上 

 

 

 

 

  ◎目標を支える四つの視点 

 

   【学生】 学生を始めとしたステークホルダー(保護者・卒業生・就職先・社会) 

                の満足度を常に意識(一人でも多くの「文京ファン」を増やす) 

 

【内部】 教育効果を維持しつつ、内部組織・プロセスの効率化・スリム化推進 

 

   【財務】 学園財務基盤維持のための貢献と工夫 

 

   【成長】 職員レベルに応じた研修制度の新設検討 

        教員の力量の向上～研究への継続的取組みと教育における新たなフィード 

バック手法の開発・推進～ 

 

 

 

 

  ◎四つの視点を支えるメルクマール（例） 

 

    視点     項目            数値目標等 

    

    学生  学生満足度     部活動参加者数、図書館利用者数 

        その他満足度    子弟等入学者数 

        就職内定率     上場先、グローバル企業、営業職 

        ブランディング   各種調査ポイント数 

                  情報発信件数、メディア掲載件数 

内部  組織        職種別社員数、経費節減委員会計数 

        プロセス      稟議件数 

財務  入学定員充足率   専願者数、Web出願率、高校訪問件数 

        退学率、科研費 

    成長  研修実施回数    管理職/候補者向け（労務・評価制度他）         

        教育手法      アクティブラーニング授業回数 
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（メルクマール例詳細） 
      

視点 項目 

学生 学生満足度 初年次教育科目入室率     

    
 

部活動参加者数       

    
 

図書館入館者数       

    
 

インターシップ参加者数     

    
 

貸出 PC利用台数       

  その他満足度 保護者向け説明会アンケート満足率   

      卒業生等子弟入学者数     

  就職内定率 上場及び関連先内定者率     

    
 

グローバル企業内定者数     

    
 

営業職内定率(営業研究会参加者)   

    
 

新規企業訪問件数       

  ブランディング 各種調査ポイント(例：面倒見のよい大学)   

    
 

情報発信件数       

      メディア掲載件数       

内部 組織 
 

職種別人員数       

    
 

組織：真に必要か(教育効果・地元ニーズ)   

    
 

コース・課程：学生ニーズに則しているか   

  プロセス   稟議件数等       

財務 入学定員充足率 専願者数         

    
 

Web出願率       

    
 

高校訪問件数       

    
 

高校ガイダンス参加件数     

    
 

高校バス見学会件数・人数     

    
 

オープンキャンパス参加人数     

  科研費採択率           

  退学率             

  補助金獲得額           

  経費節減委員会諸計数(電力・コピー他) 
  

  

成長 研修実施回数 管理職/候補者向け研修(労務・評価制度他)   

  教育手法   アクティブラーニング授業回数     
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◇年度目標と特色 

 

1) 研究に関する事項 

(1) 科研費の獲得状況と平成２９年度目標 

平成２８年度の科研費採択状況は、本学の教員が研究代表者として採択されている人数

は、延長継続者が２名、継続者７名、新規１４名の合計２３名でした。学部別にみると、保

健医療技術学部が１０名、人間学部が５名、外国語学部が８名です。交付総額は、研究者が

使用できる直接経費が２１，７００，０００円、法人が使用できる間接経費が、６，５１０，

０００円でした。また、他大学の研究者が研究代表者であり、本学の教員が研究分担者とな

る研究分担者については、２４名が研究分担者となっており、直接経費の総額は４，２０４，

０００円、間接経費が１，２６１，２００円でした。 

「共同研究の推進に関する留意事項（平成２２（２０１０）年度総合研究所長発信）」

に基づき、学内の共同研究助成費が採択された場合は、原則として国の科研費への応募が義

務付けられているほか、全学的に大学運営会議等を通じて、積極的に科研費への応募を促す

ことによって、研究代表者として採択される件数を増やしていく努力をした結果、採択件数

及び交付総額を増やすことができつつあります。平成２９年度についても採択件数及び交付

総額の拡大を目指していく目標をたてています。   

 

(2) 共同研究助成費の採択状況 

     平成２９年度の共同研究助成費は、採択件数が、外国語学部５件、経営学部４件、人間学

部３件、保健医療技術学部１０件の計２２件で、総助成費総額は、１，４０９万円の見込み

です。 

 

 

 

 

外国語学部 地域おこし協力隊活動の成功要因について 

Further Research and Evaluation of Vietnam’s Project 2020 

子どもの権利実現における開発途上国と先進国の協働の可能性 

ライマン法則探求(3) 

自伝(的)文学とモダニズム---Hemingway における「自伝」と「パリ」 

経営学部 日系企業の国際展開の動向（継続） 

桐生着物「後藤」デザイン見本コレクションの調査分析とデジタル化 

地域発コンテンツによる地方ブランディングの実地検証－－実写コンテンツ

を基軸として(3) 

アジアの独立系 CG アニメーション作品の現在と可能性 

人間学部 母子・父子間の相互行為場面における幼児の語用論的スキルの獲得 

若者の恋愛離れと恋愛の価値-未婚者が「恋愛は面倒」と感じるのはなぜ

か?- 

エイジズムに関する社会構造的分析-東アジアにおける比較文化研究を 

もとに- 
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保健医療技術学部 修飾高比重リポタンパクの機能分析と粥状動脈硬化形成との関わり 

マクロライド系抗菌薬低用量長期投与緑膿菌における病原因子の変動 

尿タンパク電気泳動法を用いた腎疾患部位予測の獣医医療への応用 

真菌(足白癬菌)の耐性獲得メカニズムの検証及び菌の環境的特性に 

関する研究 

エピジェネティック制御破綻による造血器腫瘍の病態解析 

大震災後の地域在住高齢者に対する集団プログラムの効果検証 プログラム 

終了後の状況 

歩行時の膝関節ストレスに影響する足部・体幹運動の解明と慣性センサに 

よる計測手法の構築 

干渉制御に焦点を当てた注意機能に着目した転倒予防プログラムの開発 

全身振動刺激(Whole Body Vibration)が歩行および立体バランスに及ぼす 

影響-三次元動作解析装置による運動学・運動力学的解析- 

アルツハイマー病のタングル形成・進化に潜むタウ・イソ蛋白遷移：5 重

IF-銀染色と LMD-MSによる解明 

 

 (3) 学長裁量経費の成果と平成２９年度予算とテーマ 

    平成２７年度から、学長が、学内の教育改革に取り組む教員または組織(学部等)を財政

的に支援することを目的として、「学長裁量経費」制度を創設し、教育改革に特化された

取り組み計画に対して、学長裁量経費予算として一会計年度当たり２００万円を計上して、

新たに支援を開始しました。平成２８年度のテーマは、「ストレス耐性のある人材育成」、

「永久サポート大学」あるいは「支援に必要とされるコミュニケーション技法」と 

   しました。学長裁量経費選考委員会の選考結果は次の通りです。 

     

テーマ「ストレス耐性のある人材育成」 

① 大学キャンパス内の居場所と回復環境 

 申請者   代表者 人間学部     畑 倫子 

           人間学部     上村佳世子 

           人間学部     山崎幸子 

 採択金額  ２４０，０００円 

② 保育・教育職に必要なストレス耐性―専門職養成の在り方を考える 

申請者   代表者 人間学部     椛島香代 

          人間学部     松村和子 

          人間学部     木村浩則 

          人間学部     鳩山多加子 

          人間学部     柄田 毅 

          人間学部     木村 学 

          人間学部     森下 葉子 

採択金額  １５０，０００円 

③ 障がい者スポーツにおけるマーケティング実践を通じた多面的価値観促進 

のための教育プログラム 

 申請者   代表者 経営学部     新田都志子 

 採択金額  １００，０００円 

 

    テーマ「永久サポート大学」 

① 臨床検査学科病理卒前・卒後教育としての脳大標本作製 

   申請者  代表者 保健医療技術学部  山田哲夫 
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            保健医療技術学部  関 貴行 

 採択金額  ４００，０００円 

       

② 高校側のニーズを活かしたトータルな学生支援プログラムの構築 

  申請者  代表者 人間学部      木村浩則 

           人間学部      寺島拓幸 

           人間学部      日名子孝三 

           人間学部      中山智晴 

           人間学部      鳥羽美香 

           人間学部       小林剛史 

  採択金額 ８００，０００円 

       

     テーマ「支援に必要とされるコミュニケーション技法」 

① 五街道ウォーク学生実行委員のコミュニケーションスキルの成長に与える 

委員会活動効果の分析 

   申請者  代表者 保健医療技術学部  関 貴行 

   採択金額   ５０，０００円 

平成２９年度は、昨年度と同様に一会計年度当たり２００万円の予算を計上するととも

に、年度初めに、取り組むべき教育改革テーマを学長が発表しました。   

この予算は、学内における公募による自由競争によって配分します。 

 平成２９年度 テーマ 

  継続テーマ 「ストレス耐性のある人材育成」または「永久サポート大学」あるい

は両方 

       新規テーマ 「アクティブ・ラーニング*による教育改革」 

            *グループ・ディスカッション、ディベート、」グループ・ワーク等 

               課題解決型の能動的学習 

 

 

 

2) 教育改革に関する事項 

(1) ロンドン芸術大学とのコラボレーション 

平成２８年９月から１０月にかけて、本学とロンドン芸術大学と共同で「伝統工芸教育プ

ログラム」を実施しました。本プログラムは、日本と英国の学生との協働を育み、両国の文

化、慣習への理解をベースに伝統工芸に基づく新たな商品企画を考案する取り組みです。ロ

ンドン芸術大学大学院修了生８名が本学学生と共に「岩槻人形(埼玉県)」や「桐生織物(群馬

県)」の工房を訪れ、職人一人ひとりから伝統技法を学びました。 

成果報告会では、独創性ある作品が多く発表され、その一部は東京ビックサイトで開催され

た国内最大級のインテリア展示会 JAPANTEX2016 にも出品されました。 

平成２９年度は、更にこの教育プログラムを発展させて、人間学部の有する福祉分野のノウ

ハウを生かした新たなコラボレーションを検討していきます。 

（平成２９年度予算：１，０００万円） 

 

(2) 経営学部経営コミュニケーション学科／平成２８年度より新学科スタート 

～ビジュアル・シンキングを生かした教育プログラムの展開～ 

      経営学部では、次世代のコミュニケーションスキルと言われているビシュアル・シンキン
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グを教育コンセプトに掲げる教育改革を行い、平成２８年度から新学科である経営コミュニ

ケーション学科をスタートしました。その手法の一つであるインフォグラフィックを教育 

    プログラムに導入、代表的な成果がリーフレット「WiTH 共に、豊かに生きていく＊」の 

    制作です。平成２９年度も引続きこの教育プログラムを積極展開していきます。 

    （平成２９年度予算：１，７００万円） 

     

    ＊「WiTH 共に、豊かに生きていく」は、「自立と共生」を建学精神に掲げる本学が、障

害のある人が共に豊かに生きることができる社会を目指し、障害のある人への合理的配慮を

推進する企業向け職場用実践リーフレットです。 

    「一億総活躍国民会議」の民間有識者メンバーで、障害者雇用を専門とする本学人間学部の 

    松爲信雄客員教授が総合監修にあたり、また、厚生労働省協力のもと制作しました。 

    インフォグラフィック手法を生かして、障害のある人に対して職場としてどのような配慮が

必要かを障害類型毎に判り易く示しました。 

  

 (3) ＧＣＩ ～平成２８年度に完成年度を迎えて更なる発展へ 

平成２５年度から始まった全学部横断型グローバル人材育成プログラムであるＧＣＩ

（Bunkyo Global Career Institute）がいよいよ平成２８年度に完成年度を迎えて、第１期

の卒業生を世に送り出しました。GCI はアイデンティティをもって発信し合うためのグロ

ーバル英語、ユーラシア地域を中心に多極化するグローバル社会を体感するための異文化間

理解・共通科目群、ビジネス現場で即戦力を身に着けるための学部発展科目群、グローバル

社会を体感する多彩な留学・研修、グローバルビジネス現場での活躍を視野に入れ、遠隔地

双方向授業も取り入れた学生・教員・職員が一体となって学生自身のキャリアアップをはか

るキャリア科目群、グローバル専門力を向上させる専門知識と専門英語を学ぶ学部発展科目、

国内だけでなく、海外のインターンシップも含めた実践的なカリキュラムで、語学力や異文

化間理解を発展的に生かせる力を身に着けさせる実践的キャリア開発など、他の大学にない

斬新なプログラムです。完成年度を節目として更なる発展を目指し、ＰＤＣＡサイクルでこ

れまでの実践と成果を分析評価し、グローバル英語プログラムを更に充実していくとともに 

ロンドン芸術大学へのフィールドワーク等を通じて学ぶ「ESP」プログラム(English for 

specific purposes；一定の分野に特化した英語、例えば自分で興味のあるアート、アニメー

ション、観光といった分野を入口として、英語への興味・理解を深めていく)の展開等、よ

り完成度の高い充実した教育プログラムとして発展させていきます。また、多様な留学奨励

金も用意されています。必要な予算措置を特別予算として計上します。 

（平成２９年度予算：２，４００万円） 

 

    主な交流・提携大学 

     ヴェルコ・タルノヴォ大学、ソフィア大学  ブルガリア 

     アンカラ大学               トルコ 

     アレクサンドル・イオン・クーザ大学    ルーマニア 

     スインバン工科大学            オーストラリア 

     オタゴ大学                ニュージーランド    

     北京語言大学               中国 

     国立高雄餐旅大学             台湾 

     光云大学                 韓国 
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     タマサート大学              タイ 

     パーペチュアルヘルプ大学         フィリピン 

     マラ工科大学               マレーシア 

     カンタベリークライストチャーチ大学    イギリス 

     ロンドン芸術大学             イギリス 

     トンプソンリバーズ大学、ブロック大学   カナダ 

     セント・ベネディクト大学／セント・ジョンズ大学 米国 

     カブリヨ大学               米国 

  

 

   (4) 人間学部コミュニケーション社会学科 

    人間学部コミュニケーション社会学科については、平成２９年度入学生より、１・２年次

はふじみ野、３・４年次からは本郷で基本的に授業を行うことになります。具体的には、平

成２９年度入学生が３年次になる平成３１年度から本郷で学びます。本郷キャンパスでの学

びの拠点は「まちラボ」となります。「まちラボ」とは老若男女さまざまな人が集える空間

で、そこで地域社会の問題を共有し、解決のための糸口を探し、行動をもって対処していく

活動拠点を意味するものです。なお、人間学部の他の３学科も更に高度な専門人材の育成を

めざして改編期に入っています。 

  （平成２９年度予算：５００万円；３０年度より設備対応等本格化） 

 

 3) ＩＣＴ教育の充実に関する事項 

     平成２８年度はネットワーク機器の老朽化対策や教職員メールサービスの移管、B’sLink

のプログラム修正等を実施しました。平成２９年度は、コンピューター教室の老朽化した

PC の大幅入替等、教育効果実現に直結する項目を重点に取り組んでいきます。 

    （平成２９年度予算：１億８，８００万円） 

 

 

4) 教職協働による補助金獲得の取り組み 

補助金関係では、平成２８年度の収支改善に大きく貢献した文部科学省「私立大学等改革

総合支援事業」タイプ１の採択について、大学改革をさらに推し進め、平成２９年度も採択

されるように目標を定めます。平成２８年度は、新たな指針に基づく３P の策定、学長を中心

とした全学的な教学マネジメント体制の提案、IR 担当部署の設置及び専任の教職員の配置、

教育課程の形成・編成への職員参加の仕組み、教員の質的転換に関する SD の実施、準備学習

に必要な時間又はそれに準じる程度の学習内容のシラバスへの明記、シラバスの到達目標の

明記、シラバスの記載内容の適切性について第三者のチェックの実施、学生の学修時間の実

態や学修行動の把握の組織的な実施、学生による授業評価結果の活用、教員の教育面におけ

る教育制度の設定、FD 実施のための組織、アクティブ・ラーニングによる授業の実施、履修

系統図またはナンバリングの実施、オフィスアワーの設定、GPA 制度の導入・活用、学生の

学修成果の把握、履修科目登録の上限単位の設定、教育改革に取り組む教員への財政的支援

の予算、高等学校教育と大学教育の連携、能力・意欲・適性等を多面的・総合的に評価する

入学者選抜の実施について、総合的な教育改革を推し進めた結果、補助金が採択され、私立

大学等経常費補助が約２８百万円、私立大学等教育研究活性化設備整備事業が約９百万円、

私立大学等教育研究施設整備費補助（私立大学等改革総合支援事業分）が約６百万円で合わ
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せて約４３百万円を獲得することができています。平成２９年度は、採択時要件がさらに厳

しくなることが予想されていますが、特に「能力・意欲・適性等を多面的・総合的に評価す

る入学者選別の実施」が求められているため、教学と入試との総合的な改革を検討していき

ます。 

 

5) 学生募集に関する事項 

大学では、平成２９年度入学定員に対する入学者は、全体では定員数と略同数の１,２２１

人と定員を確保しました。学部別では、外国語学部、経営学部、保健医療技術学部（理学療

法学科、作業療法学科、臨床検査学科、看護学科）、人間学部（コミュニケーション社会学

科）は定員を確保したものの、人間学部（児童発達学科、人間福祉学科、心理学科）は定員

割れとなりました。 

 入学定員(a) 入学者数(b) 定員充足率(b÷a) 

外国語学部 ２６０人 ２８８人 １１０．８％ 

経営学部 ２６０人 ２８８人 １１０．８％ 

人間学部 ４００人 ３３６人 ８４．０％ 

保健医療技術学部 ３００人 ３０９人 １０３．０％ 

４学部計 １,２２０人 １,２２１人 １００．１％ 

 

経営学部は、学科名を平成２８年度から経営学科から経営コミュニケーション学科に変え、

ビジュアル・シンキングの手法、特にそのインフォグラフィックを学ぶという本学独自の教

育プログラムをスタートしました。その活動が「外国人向け地震・防災マニュアル(文京区

版)」や「WiTH～障害のある人への合理的配慮を推進する企業向け職場用実践リーフレッ

ト」といった形で結実、多くのマスコミで取り上げられる等広報効果があり、募集定員の増

加にも関わらず、定員を十分に上回る志願者を集めました。これらの活動をさらに推し進め

浸透させていくことで志願者増を目指します。 

外国語学部は、グローバル化の影響を受け、学部・学科を問わずグローバル教育が受けら

れるようになり、差別化が最も難しい学部です。その中でも「国際系」と言われる領域は学

生募集も比較的堅調のようですが、語学だけの学科は苦戦している大学も多くあります。本

学では全学的な取り組みであるＧＣＩが平成２８年度に完成年度を迎えて第１期の卒業生を

送り出しました。その教育プログラムの一環であるロンドン芸術大学とのコラボレーション

実現等もあり、募集定員の増加にも関わらず定員を充分に上回る志願者を集めました。引続

きグローバル英語プログラム推進や「ESP」プログラム導入等による志願者増を目指します。 

保健医療技術学部は、すべての学科で多数の志願者を集めています。本学の伝統、教育、

設備などが総合的に高い評価を受け、志願者・入学予定者ともに安定的に確保することが出

来ました。今後も全国平均を上回る国家試験合格率や本学独自の教育プログラムを確実に伝

えていくことで、さらに難易度の高い大学群を目指します。 

人間学部は、４学科それぞれが教育改革を行う必要があります。この分野は女子志願者の

割合が高く、且つ地元志向が非常に強いため、一般入試よりは、AO や推薦入試で入学先を決

めることが主流となっています。志願者確保には、学科の魅力づくりをはじめ、AO・推薦制

度の改革が欠かせません。 

コミュニケーション社会学科については、全般的な社会学系統の学部の苦戦もあり、より

学びのフィールドを拡げるべく、平成２９年度入学生から３・４年次には本郷キャンパスで
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学習、「まちラボ」を拠点とした地域社会との連携、課題解決に携わる等改革を推し進めて

いるところです。 

人間福祉学科においては、景気回復に伴う一般企業における就職採用状況の改善と国内に

おける福祉関係への就職イメージの悪化もあり、全般的に若者からの人気が下落しており、

募集環境は厳しいですが、国家試験合格率は全国平均を絶えず上回っており、本学の特色を

地道に伝えていくことに加え、福祉領域の知見を有する学生の採用ニーズが一般企業でも高

まっていることから、企業就職に特化したコースを検討する等で、定員確保に近づけていき

ます。 

心理学科は、平成２９年度から一斉に導入される「公認心理師」養成への対応を中心に取

り組みます。本学では、従来より公認心理師資格取得に必要な幅広い各専門分野のカリキュ

ラムを提供しており、大きな授業内容の変更を伴うことなく、完全対応が出来る態勢となっ

ています。公認心理師は保健医療、福祉、教育、その他の分野において、心理に関する支援

を必要とする人の相談に応じたり、心理状態を観察・分析したり、相談者への助言や指導、

その他サポートを行うと定義されており、心理の専門職として幅広い分野における活躍が期

待されています。 

児童発達学科は志願者減が続いています。保育系の仕事の魅力低下が受験生に浸透し、全

体として志願者が大幅に減少してきています。教育系は比較的安定していると言われていま

すが、教育系のライバル大学はブランド校ですので競争環境は厳しいです。「保育系」では

女子大に志願者を奪われ、「教育系」ではブランド校に志願者を奪われています。今後、ふ

じみ野市との協定を軸とした埼玉県との連携態勢の一層の強化等本学の強みを生かした改革

を検討中です。 

 

◇「B’sビジョン２０２４」の重点目標        

      

「ストレス耐性のある人材育成」 

第一段階 学生が個人的達成感を得られる機会を提供する（ぶんきょうダービー構想な 

ど）取組 

第二段階 ストレスを抱えた学生のケアの充実（保健室での問題学生の早期発見と適切

なケア対応ができるシステム作り） 

第三段階 病的ストレス状態にある学生の早期診断と早期対応のほか専門診療科への速 

やかな診療情報提供ができる体制づくり 

「永久サポート大学」構想 

他大学に類をみない取り組みになる。文京学院大学を卒業した学生に対して、その後

のライフステージに応じた様々なサービスを終生にわたって大学が提供する仕組みを考

えていく。そのためには全教職員の知恵と行動力を結集し、「データ」の集積、卒業生

の現況等の調査を実施して取り組む 

          「グローバル人材の育成」 

       第３回「新・文明の旅」(ウズベキスタン・カザフスタンの両国を訪問予定) 

プログラムの始動、ロンドン芸術大学と人間学部とのコラボレーションプログラム推進、 

GCI における「ESP」カリキュラム開始等、独自の学習機会提供による地球市民育成 

 

＜中学校・高等学校＞ 

中学高等学校は、依然として女子校を取り巻く募集環境が大変厳しく、平成 29 年度入学者は中
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学高校共に前年から減少しました。中学は前年 107 名から 99 名と 8 名減という結果ではありま

すが、本校の偏差値 40～45（首都圏模試）の範囲にある他校の軒並みの定員半数割れから見る

と、どうにか最悪の状況はくいとめられたと判断しています。今後の課題は、6 年間を見据えた

3 コース制をさらに浸透させていくことと中学 3 年生の在籍 120 名のうち 20 名が他高校への進

学となってしまったことや姉妹、子女減免者が減少したことを重く捉え、面倒見の良い私学とし

ての教育を徹底していくことで、在校生の満足度を高めていくことにあります。この点を強化し

ていくことで、20 名以上の増加は可能と考えています。高校は前年 178 名から 130 名と 48 名

減という大きく減少する結果となりました。特に国際教養コースの減少幅が大きく、これは、公

立中学校 3 年の女子受験生が、高校 1 年から文系と理系に分かれる 3 コースのカリキュラムを

選びきれないという点が大きな原因と考えられます。国際教養コースの訴求ポイントを見直し、

カリキュラムを一部修正することで対応し、3 コース制の徹底は継続して取り組んでいきます。 

また 2020 年の大学入試改革に向けて、全教員がアクティブラーニングの手法を修得し、思考

力・判断力・表現力を伸ばす指導を展開することで、在校生の満足度を高めていく教育の強化と 

徹底を図ります。 

また中学同様に、在校生の満足度を高めていく教育の強化と徹底をはかります。 

◇重点課題 

教育力の強化 

(1) アドバンストサイエンス / 理数キャリア、グローバルスタディーズ / 国際教養、スポー

ツサイエンス / スポーツ科学の 3 コースの 6 学年完成年となり、各コースの探求活動の

体系をさらに充実させることで、2020 年の大学入試改革に向けての思考力・判断力・表

現力を伸ばす特色ある教育を実現する。 

その目的を達成するために、高校募集での国際教養コース、理数キャリアコースのアドバ

ンスト、スタンダードの各クラスの名称を T クラス（シンキング）、A クラス（アクテ

ィブラーニング）に、国際教養コース高校 2 年からのα（文系難関大学系）を T クラス、

β（国際・海外系）を S クラス（スーパーイングリッシュ）へと変更していき、その名

称にふさわしい教育内容を準備していく。 

(2) コースごとに統括リーダー（各センター長）を任命し、リーダーのマネジメントの下に、

各学年、教科会が一体となり、６ヶ年あるいは３ヶ年のスムースなコースでの教育を実

現する。 

(3) アドバンストサイエンス / 理数キャリアは、ＳＳＨプログラム（Ⅰ期の 5 年は終了し平

成 29 年度は暫定措置の 1 年間となる。現在Ⅱ期に申請中）及び科学塾、ＳＳクラブでの

学びを土台に、グローバルスタディーズ / 国際教養はＳＧＨ（アソシエイトとして３年

目）の教育プログラムを軸に国際塾の一部を単位化するなど英語教育のさらなる充実を

図る。スポーツサイエンス / スポーツ科学は各学年の探究活動を体系化すること、スポ

学講座の座学に加えてフィールドワークを実施することでコースの特色ある教育の充実

を図る。 

(4) コース制の特色の現れた幅広い進学実績の向上を図る。特に、理系においては、国公立

大学を目指した進路指導を強化する。文系においては、一般受験を前提とした進路指導、

学力向上のためのセミナー等年間を通して実施する。 

(5) 新たに設置した主幹教諭と授業研究主任を中心に、各学年で実施されているアクティブ

ラーニングを整理分析し、その効果と共にボリュームの過不足を判断しながら文京学院

のアクティブラーニングを構築すると共に、外部への研修を積極的に推進する。 

   (6) 各学年でＩＣＴ教材を利用した教育を推進していく。中学 1年から高校 1年までは基礎学

力を確実なものにするための「すらら」を導入し、高校 2、3年は 
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受験力を高めるための「スタディサプリ」を導入する。また全教科においてＩＣＴ教材

を利用したインタラクティブな授業の実現を図るために、外部への研修を積極的に推進

する。 

(7) 私学としての面倒見のよさを、丁寧な基礎力指導と捉え、学力だけではなく、学校生活

においても、規範意識を高める生徒指導に加えて、マナー指導の徹底をはかり、社会で

も通用する姿勢を育成していく。 

(8) 人材育成制度導入の２年目となり、各教員が設定した目標を達成できるように、に教員

に対するバックアップを強化する。特に 5 年目までの若手教員の校内研修を定期化して

いく。 

  

＜文京幼稚園＞ 

(1) 重点目標１として「心も体も健康な子を育てる」を設定し、体を動かして遊ぶ、身支度

などの生活習慣を自分で行う、食育を意識すること、を３本の柱とした。 

(2) 重点目標２として「遊びを豊かに実現していく力を育む」を設定し、幼児の遊びの充実

に対して２７年度から引き続き重きをおく。 

(3) 英語活動ではネイティブ英語教師の起用と本学外国語学部教授の協力体制を取り、充実 

した内容にしていく。 

(4) 学校評価体制を確立できるよう、評議員会を実施する。 

(5) 「幼稚園紀要研究」（ふじみ野幼稚園との合同）を発表。 

 

＜ふじみ野幼稚園＞ 

(1) 新人教員育成のための教職員の意識改革 

(2) パートターム教員２０時間制への対応 

(3) ５年任期教員への対応 

(4) 人材確保（スカウティング）の体制強化 

(5) 新幼稚園教育要領の検討 

 

＜その他学園としての重点課題＞ 
(1) 創立１００周年を念頭においた「各設置校の事業構想」検討 

学部・学科の在り方、大学院の将来構想の調査 

    (2) 学園、各設置校間の連携強化 

(3) 高大接続改革スケジュールに沿った連携強化 

 

 

 

 

２．施設・設備の整備関係 

 

２８年度は、「改訂キャンパス整備基本デザイン(創立９０～１００年に向けて)」の初年度に

あたり、これに沿って施設整備を行ってきました（平成２８年３月１８日改定）。昨年度に引き

続き、特にキャンパス間の施設格差を無くし、安全性向上に向けたキャンパス整備とエネルギー

効率の良いバックアップ体制の実現に重点を置き、計画の立案と実施をいたしました。その結果、

本郷キャンパス体育館（下がり天井部分）の天井落下防止対策工事（照明のＬＥＤ化工事も同時
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実施）、ふじみ野キャンパス体育館の天井落下防止対策工事、外壁タイル修繕工事、文京幼稚園

の万代塀からフェンスへの更新工事及び、ふじみ野幼稚園体育館の耐震補強工事が完了いたしま

した。また、安心安全な施設への整備目標の次のステップとして、対策を実施すべく、ふじみ野

キャンパス東館の外壁タイルの健全性調査、駒込キャンパス（ジャッシーホール、第一体育館及

び第二体育館）の天井等落下防止対策の調査及び本部棟の外壁タイル調査、第一体育館の耐震診

断を実施してきました。本郷キャンパスでは、建築後２５年を経過したプロムナード及び学生ラ

ウンジ棟の基本機能である屋根、外壁、カーテンウォールの全面修繕工事、ふじみ野キャンパス

では、体育館屋上防水工事を実施してまいりました。ＬＥＤ化に伴うエネルギー効率向上のため

の方策として、ふじみ野キャンパス及び駒込キャンパスで既存天井照明器具の調査によって、駒

込キャンパスの第一体育館では、ＬＥＤ化への改修工事を行いました。その他の設備での主な工

事としては、アクティブ・ラーニング化工事（ふじみ野キャンパス西館２教室及び、駒込キャン

パス本部棟 1 教室）、空調機の更新工事（ふじみ野キャンパス東館・西館教室他）、視聴覚設

備更新工事（ふじみ野キャンパス１３教室）を行いました。 

 

来年度は、各学部学科、研究科の動向を見据えながら老朽化施設の更新を中心に整備を進め

ると同時に近未来の計画を視野に、以下の整備を進めてまいります。 

(1) 教室の教育環境を充実させるために、ふじみ野キャンパスでは、経年劣化した視聴設備の

年次更新工事及び、グループワークなどに対応できるアクティブ・ラーニング化工事をいた

します。  

(2) 安全対策として、学生の利用頻度が高い、学生ラウンジの天井落下防止対策を、本郷キャ

ンパス（ラウンジ棟）、ふじみ野キャンパス（西館）とも行い、同時に照明のＬＥＤ化を推

進いたします。また、駒込キャンパスでは、第一体育館の耐震化工事を行うにあたっての耐

震設計をいたします。各キャンパスにおいてバリアフリー化の充実のために、順次、階段手

摺り増設工事をいたします。 

(3) 空調設備の経年劣化による更新は、本郷キャンパス、ふじみ野キャンパス、文京幼稚園と

も順次進めてまいります。特に駒込キャンパスの第二体育館は、授業、部活など多目的に利

用されており、快適に運動ができるように空調機を新設いたします。 

(4) 本郷キャンパスでは、仁愛ホール調光盤・操作卓（ＬＥＤ化に対応）が、２０年を経過、

本郷キャンパスの主電源であるＣ館・Ｄ館変電設備が、耐用年数にきているために、更新を

いたします。 

(5) ふじみ野キャンパスでは、西３号館及びドームふじみ野Ａ棟外壁の経年劣化による浸水等

の不具合が発生していることもあり、優先的に修繕をいたします。 

(6) 省エネルギー化については、天井照明のＬＥＤ化に向けた調査を実施すると同時に、教室

照明のＬＥＤ化を優先することとして、ふじみ野キャンパス、駒込キャンパスで実施いたし

ます。また、本郷キャンパスでは、廊下の照明を人感センサーに改修することで省エネルギ

ー化をはかります。空調設備・照明設備更新によってエネルギー消費性能の向上にむけ補助

金を活用しながらエコキャンパス化を推進してまいります。 

 

以上の整備計画の予算計上を行った結果、施設の総投資額として４６２百万円の設備投資、お

よび施設・設備の整備事業を推進することとし、下記にその内容を示します。 

 

◇ 一般施設・設備の整備等 

次の区分による一般施設・設備等の整備等事業を行います。 
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① 本郷キャンパス（東・西キャンパス） 

 a. 学生ラウンジ天井落下防止対策工事 ４８百万円  

 b. Ｄ館階段手摺増設工事 4百万円  

 c. 学生ラウンジ空調機更新工事 ２０百万円  

 d. 仁愛ホール空調機整備工事 ８百万円  

 e. Ｂ,Ｄ館廊下照明人感スイッチ交換工事 １０百万円  

 f. 教室等天井照明調査工事 １百万円  

 g. 仁愛ﾎｰﾙ照明調光盤、操作卓更新工事 ２２百万円  

 h. 記念館他入退館システム更新工事 ５百万円  

 i. 高額備品購入費（印刷機、コピー機） ５百万円  

 j. 体育館電動カーテン更新工事 ６百万円  

 k. 厨房機器メンテナンス・修繕対応費 １百万円  

 l. 保健医療技術学部施設整備対応費 ５百万円  

 m. Ｃ館高圧受電ケーブル更新工事 ２百万円  

 n. Ｃ,Ｄ館変電設備整備費 ２百万円  

 o. 変電設備整備費 ３百万円  

 p. 本郷キャンパス再整備設計料 ５百万円  

 q. 保管中の PCB 含有安定器の処分費等 ３百万円  

 r. フロン法改正に伴う各種設備定期点検 1百万円  

 s. 非恒常修繕費 15百万円 小計１６６百万円 

② ふじみ野キャンパス 

 a. 西館学生ﾗｳﾝｼﾞ天井落下防止対策工事 ３３百万円  

 b. 階段手摺増設工事 ２百万円  

 c. 東館大学院棟空調機更新工事 １７百万円  

 d. 西館学生ロビー空調機更新工事 ９百万円  

 e. 西館教職課程センター空調機更新工事 ２百万円  

 f. 東館Ｅ-211，212 教室空調機更新工事 ９百万円  

 g. 教室照明ＬＥＤ化工事 １０百万円  

 h. 西 3 号館外壁改修工事 １７百万円  

 i. 教室視聴覚設備更新工事 ２０百万円  

 j. 西館Ｗ-113 教室ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ化工事 ３百万円  

 k. 警備への光ﾌｧｲﾊﾞｰ回線敷設工事 １百万円  

 ｌ. ライブ映像モニター設置工事 １百万円  

 m. 西館１号館女子トイレ改修工事 ７百万円  

 n. 東館男子トイレ改修工事 ４百万円  

 o. ふらっと文京換気設備改修工事 ５百万円  
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 p. 厨房機器メンテナンス・修理費用 １百万円  

 q. 西館入り口噴水跡地土間ﾀｲﾙ補修工事 ５百万円  

 r. 変電設備整備費 １百万円  

 s. 旧緑ヶ丘寮跡地フェンス工事 ３百万円  

 t. フロン法改正に伴う各種設備定期点検 １百万円  

 u. 非恒常修繕費 １７百万円 小計 １６８百万円 

③ 駒込キャンパス（中学校・高等学校） 

 a. 体育館耐震設計 １０百万円  

 b. 階段手摺増設工事 ２百万円  

 c. 第二体育館空調機設置工事 １３百万円  

 d. 教室照明器具ＬＥＤ化工事 １０百万円  

 e. 屋上空調機ローター更新工事 ２百万円  

 f. 教室ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞ １百万円  

 g. 進路指導室窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ更新工事 １百万円  

 h. 外部ウッドデッキ補修工事 ２百万円  

 i. 保管中の PCB 含有変圧器の処分費等 ３百万円  

 j. 隣接擁壁傾き対策工事 １１百万円  

 k. 非恒常修繕費 ６百万円 小計 ６１百万円 

④ 文京幼稚園 

 a. 保育室系空調機更新工事 ８百万円  

 b. 非恒常修繕費 １百万円 小計 ９百万円 

⑤ ふじみ野幼稚園 

 a. 非恒常修繕費 ２百万円 小計 ２百万円 

⑥ ドーム西片（学生寮） 

 a. 家電製品購入 １百万円  

 b. 非恒常修繕費 １百万円 小計 ２百万円 

⑦ ドーム本郷（学生寮） 

 a. 非恒常修繕費 １百万円 小計 １百万円 

⑧学生交流会館 

 a. 非恒常修繕費他 １百万円 小計 １百万円 

⑨ ドームふじみ野（学生寮） 

 a. Ａ棟外壁改修工事他 １９百万円  

 b. 非恒常修繕費 ２百万円 小計 ２１百万円 

⑩ 軽井沢セミナーハウス 

 a. 厨房機器更新工事他 ２百万円  

 b. 非恒常修繕費 １百万円 小計 ３百万円 
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⑪ 法人関連 

 a. 旧古川印刷建屋内装改修工事費 ５百万円  

 b. Office365 メールシステム使用料 ２百万円  

 c. 特殊建築物の定期報告（設備・ＥＶ） １百万円  

 d. 各種事務経費 ２０百万円 小計 ２８百万円 

合    計  ４６２百万円 

 

３．平成２９年度予算編成  

 

平成２９年度は、各事業計画に基づき、事業間相互の調整を行いながら２月１０日、４月２

７日に開催された予算会議を経て、別添のとおりの予算編成作業を遂行しました。 

まず、施設面では「改定キャンパス整備基本デザイン(創立９０～１００周年に向けて)」の

２年目にあたり、老朽化施設の更新を中心に、近未来の計画を視野に整備を進めます。具体

的には、本郷キャンパスでは学生ラウンジの天井落下防止対策工事と仁愛ホール照明調光

盤・操作卓更新などを含めた整備工事（１６６百万円）、ふじみ野キャンパスでは西館学生

ラウンジ天井落下防止対策工事を含めた整備工事（１６８百万円）、駒込キャンパスでは体

育館耐震設計ほか各所修繕工事を含めた整備工事（６１百万円）、文京幼稚園整備工事（９

百万円）、ふじみ野幼稚園整備工事（２百万円）などの支出があります。また、教育・研究

活動や学生・生徒の学習支援・課外活動支援に支出する経費である教育研究経費は２７億２

千８百万円）となります。 

一方、収入面では２８年度は大変厳しい募集環境を受けて、大学の一部学科および大学院研

究科及び中学校高等学校で入学定員未充足となりましたが、大学全体では定員を確保しまし

た。２９年度は保健医療技術学部看護学科が４年目を迎えて学生が約１００名増え、学生生

徒等納付金収入は７０億１千２百万円（対前年３千２百万円増）の見込みとなりました。ま

た、補助金収入は１０億２千５百万円（対前年６千５百万円減）となり、経常収支は単年度

で２億６千万円の支出超過、基本金組入前当年度収支差額で３億２千６百万円の支出超過の

予算を編成することとなりました。   

学園としては、今後の厳しい競争環境に耐え、限られた財源をより効果的に活用できるよう

予算執行の段階でも肌理細かな管理、工夫を重ねて参ります。 

 

 

４．法人運営関係     

 

［財政関係指標］ 

  ＊平成 27 年 4 月１日に｢学校法人会計基準の一部を改正する省令｣が施行されてことに伴

い従前の「帰属収入」は「事業活動収入」に科目名称変更。 

① 現行の収容定員規模及びこれを支える教員・事務組織を維持し、運営上の収支均衡を図り

ます。とくに、経常収支の根幹である「学生・生徒等納付金」と「人件費」のバランスに

留意し、適正と判断される比率の確保を目指します。 

 平成 27 年度実績 平成 28 年度実績 平成 29 年度計画 

人 件 費 比 率 
（対事業活動収入比率） 

５８．５％ ５８．２％ ５８．９％ 
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人件費依存率 
（対学生生徒等納付金比率） 

７３．３％ ７２．２％ ７１．２％ 

② 教育研究に必要な一定の経費を投下し、収入との均衡を図りつつ教育環境の維持改善を図

ります。 

教 育 研 究 比 率 

（教育研究費／事業活動収入） 

平成 27 年度実績 平成 28 年度実績 平成 29 年度計画 

３１．３％ ３０．３％ ３２．２％ 

 

③ 管理経費 

部門別予算の見直し等により、極力管理経費の抑制に努めます。 

管 理 経 費 比 率 

（管理経費／事業活動収入） 

平成 27 年度実績 平成 28 年度実績 平成 29 年度計画 

１０．７％ １１．１％ １２．０％ 



- 26 - 

 

［役員および監事の氏名及び役職名］ 

（平成２９年５月１日） 

役職 職名・担当職務 氏  名 現      職 

理事 理事長 島 田 昌 和 文京学院大学教授 

理事 大学担当 工 藤 秀 機 文京学院大学学長、文京学院大学教授 

理事 大学教学担当 櫻 山 義 夫 文京学院大学副学長、文京学院大学教授 

理事 大学教学 GCI 担当 本 名 信 行 文京学院大学客員教授 

理事 
法人事務局担当 

大学担当 
竹 内 秀 和 

学校法人文京学園法人事務局長 

文京学院大学統括ディレクター 

理事 中学校高等学校担当 佐 藤 芳 孝 文京学院大学女子中学校高等学校統括校長 

理事 
ふじみ野キャンパス 

大学事務局担当 
森 村 幸 夫 

文京学院大学統括ディレクター代行 

文京学院大学ふじみ野キャンパスディレクター 

理事 
本郷キャンパス 

大学事務局担当 
森 岡 俊 也 文京学院大学本郷キャンパスディレクター 

理事 （外部） 伊 東   晋 伊東晋編集事務所主宰 

監事  清 水 秀 樹 特定非営利法人教職員学校理事長 

監事 
 

煙 山    力  

 

以上 
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Ⅱ  設置学校の状況 

１．設置する学校・学部・学科等の入学定員及び学生数の状況 

（平成２９年５月１日現在） 

名        称 
入学 

定員 

２９年度入学者数 

（男子） 

収容 

定員 

学生生徒 

在籍者数 

文京学院大学 人 人 人 人 

  大 学 院  経営学研究科    ３０ ２３ （  １４）    ６０ ４３ 

  大 学 院  人間学研究科    ３０ １４ （ ７）    ６０ ３３ 

  大 学 院  外国語学研究科    １０ １ （  ０）    ２０ ５ 

  大 学 院  保健医療科学研究科    ２０ ２７ （  ２１）    ４０ ４１ 

  経 営 学 部  経営コミュニケーション学科   ２６０ ２８８ （１５１）   ９６５ １,０７３ 

  人 間 学 部  コミュニケーション社会学科    ６０ ６９ （ ４０）   ２４０ １６３ 

                児童発達学科   １３０ １１７ （ ２４）   ５２０ ５０１ 

                人間福祉学科   １１０ ６１ （ ３２）   ４４０ ２９０ 

                心理学科   １００ ８９ （ ４３）   ４００ ３４８ 

  外国語学部  英語コミュニケーション学科   ２６０ ２８８ （ ８７）   ９８０ １,０２９ 

  保健医療技術学部  理学療法学科    ８０ ８１ （ ３５）   ３２０ ３４５ 

                作業療法学科    ４０ ４２ （ １３）   １６０ １７０ 

臨床検査学科    ８０ ８１ （ ２７）   ３２０ ３４６ 

                看護学科   １００ １０５ （ ８）   ４００ ４０５ 

大   学   計 １,３１０ １,２８６ （５０２） ４,９２５ ４,７９２ 

文京学院大学女子高等学校   ３２５ ２３２    ―    ９７５ ７３９ 

文京学院大学女子中学校   １５０ ９９    ―    ４５０ ２８４ 

文京学院大学文京幼稚園    ６０ ６９ （ ３５）   １８０ １９０ 

文京学院大学ふじみ野幼稚園   １００ ９９ （ ５３）   ３６０ ２８２ 

合        計 １,９４５ １,７８５ （５９０）  ６,８９０  ６,２８７ 
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２．設置する学校・学部・学科等の教職員数の状況 

 

（1） 大学教員  ［専任基準］（平成２９年５月１日） 

学部等 教授 准教授 助教 助手 

専任教員 

合  計 

（前年比）  

有期契約 
教 員 

文京学院大学 経営学部 １７  

  

５  ２   ― ２４（±０） （ ５） 

人間学部 ３０  ２０  ５  

 

３ ５８（±０） （１８） 

外国語学部 １７  ９  ５   ― ３１（＋２） （１１） 

保健医療技術学部 ２３  

 

 １５  ２３  １５ ７６（＋１） （５０） 

経営学研究科 ２  ―  ―  

 

― ２（±０） （ ２） 

人間学研究科 ― 

  

（人間学部と兼担） ０（±０） ― 

外国語学研究科 （外国語学部と兼担）  

保健医療科学研究科 （保健医療技術学部と兼担） 

合    計 ８９ ４９ ３５ １８ １９１（＋３） （８６） 

 

 

（2） 高等学校・中学校等、幼稚園教員 ［専任基準］（平成２９年５月１日） 

設置校名 専任教諭 
合    計 

（前年比） 
有期契約 

教員 

文京学院大学女子高等学校    ４３ ４３  （▲３） （ ７） 

文京学院大学女子中学校    ２１ ２１  （▲４） （ ２） 

文京学院大学文京幼稚園    １２ １２  （▲２） （ ５） 

文京学院大学ふじみ野幼稚園    ２３ ２３  （＋２） （１２） 

合    計 ９９ ９９  （▲７） （２６） 

 

 

（3） 職員 ［専任基準］（平成２９年５月１日） 

設置校等 専任 常勤嘱託等 
合    計 
（前年比） 

有期契約 

職員 

文京学院大学  １１５ ６ １２１ （＋０） （２５） 

文京学院大学女子高等学校   １１ ０ １１ （±０） （ ４） 

文京学院大学女子中学校 （ 高等学校と兼任 ） 

文京学院大学文京幼稚園     １ ― １ （  ０） （ ０） 

文京学院大学ふじみ野幼稚園     １ ― １ （  ０） （ ０） 

学校法人文京学園   ２６ ２ ２８ （＋１） （ ６） 

合    計 １５４ ８   １６２（＋１） （３５） 
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Ⅲ  平成２９年度収支予算 

 

 

   

 

 

 

 

科　　　目

 学生生徒等納付金収入 7,011,750 4,905,680

 手数料収入 118,110 1,767,870

 寄付金収入 8,090 915,930

 補助金収入 1,025,330 1,400

 資産売却収入 300,000 243,610

 付随事業・収益事業収入 124,650 366,830

 受取利息・配当金収入 34,000 519,000

 雑　収　入 160,804 752,093

 借入金等収入 1,000

 前受金収入 1,411,310

 その他の収入 452,198 50,000

 資金収入調整勘定 △ 1,534,795 △ 413,847

 前年度繰越支払資金 4,938,907 4,942,788

14,051,354 14,051,354

 学生生徒等納付金 7,011,750  資産売却差額 140

 手  数  料 118,110  その他の特別収入 3,710

 寄  付  金 8,220

 経常費等補助金 1,025,330  特別収入計 3,850

 付随事業収入 124,650  資産処分差額 19,640

 雑  収  入 171,164  その他の特別支出 50

 教育活動収入計 8,459,224

 人件費 4,992,140  特別支出計 19,690

 教育研究経費 2,727,780 △ 15,840

 管理経費 1,015,050

 教育活動支出計 8,734,970

△ 275,746

 受取利息・配当金 16,000 予備費 50,000

 その他の教育活動外収入 0 基本金組入前当年度収支差額 △ 325,586

基本金組入額合計 △ 303,070

 教育活動外収入計 16,000 当年度収支差額 △ 628,656

 借入金等支出 0 前年度繰越収支差額 △ 7,507,511

 その他の教育活動外支出 0 翌年度繰越収支差額 △ 8,136,167

 教育活動外支出計 0 （参考）

16,000 事業活動収入計 8,479,074

△ 259,746 事業活動支出計 8,804,660

教育活動外収支差額

特
別
収
支

平成３０年３月３１日まで

予　算　額 予　算　額

事
業
活
動
支
出

特別収支差額

（単位：千円）

（単位：千円）

収入の部

予　算　額 予　算　額

 その他の支出

 予　備　費

 施設関係支出

 設備関係支出

 資産運用支出

資 金 収 支 予 算 書（要約）

平成２９年４月  １日から

平成３０年３月３１日まで

事 業 活 動 収 支 予 算 書（要約）

平成２９年４月  １日から

教
育
活
動
収
支 事

業
活
動
支
出

教育活動収支差額

科　　　目

収入の部合計

支出の部

 人件費支出

 教育研究経費支出

 管理経費支出

 借入金等返済支出

事
業
活
動
収
入

経常収支差額

 資金支出調整勘定

 翌年度繰越支払資金

支出の部合計

科　　　目 科　　　目

事
業
活
動
収
入

教
育
活
動
外
収
支

事
業
活
動
収
入

事
業
活
動
支
出
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