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Ⅰ  平成３０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３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。 

平成３０年の新年の挨拶では、「変革あっての伝統継承」を述べています。高い技術を誇る日

本の伝統工芸が変革を志向しなければ、その伝統さえ失いかねないことと同じように、本学園の

教育も失敗や挫折を恐れない高みを目指す挑戦の心と、信念を持って続ける変革への行動によっ

て、伝統を価値あるものとして残していくことを示しています。 

この想いは昨年、ロンドン芸術大学との協働プログラム「伝統工芸教育プログラム」の 

「London Design Festival」への出展や「川越唐桟」・「岩槻裃雛」等の学外プロジェクト 

で形となっています。 

また、本学は本年度で学園創立９４周年、更には２０２４年に１００周年を迎えます。また、

東京オリンピック開催の翌年２０２１年は大学設立３０周年にあたります。この節目の時期に、

ちょうど大学人間学部の一部が本郷キャンパスに移転致します。このタイミングを捉えて、本郷

キャンパス全体の施設配置を最適なものへと再構成するべく、用途別のゾーニング等見直しを図

ります。本年平成３０年度はそのための本格的工事に着手致します。 

加えて、９５～１００周年での記念誌編纂についても、具体的な検討に入りました。編纂事業

には、未来志向を持つ人材の育成策として積極的に若手を登用する予定です。若手にとっては、

学園の足跡等を振り返るのみならず、建学の精神を始めとした学園アイデンティティの再確認、

更には１００周年を越えた持続的発展への想いにつながるものと確信しております。 

さて、昨年度保健医療技術学部看護学科が完成年度を迎えて、第１期の卒業生を世に送り出し

ました。今後とも、社会の超高齢化、医療の高度化といった環境を充分理解し、チーム医療体制

下で他職種と協働して、地域の生活を基盤とした看護を考えられる看護師を育成してまいります。 

他方、一昨年完成年度を迎えた GCI プログラムは引き続き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上述出展を始めとしたロンドン芸術大学との連携関係の川越市他新たなフ

ィールドへの展開や、「ESP(English for specific purposes)シンポジウム」の開催等、更なる充実

した教育プログラムを進めています。   

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具体化が更

に加速します。１１月には「大学入学共通テスト」のプレテスト実施が計画されている他、入学

者選抜試験もその変更点がより具体的に示されつつあるだけではなく、試験名称自体も変更とな

る等、名実ともに大きな変革のスタートする年となります。これら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

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
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れるマナーの良さを備えつつ、「ポスターセッション」で習得した探究・発表活動での学び等を

活かし、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。 

 

以上を念頭に、昨年２９年度も法人事務局・各キャンパス教職員が様々な具体的取り組みに果

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＞・６月  本学「地震 防災マニュアル（文京区版）が米国「PR Daily」誌特別賞受賞 

・９月  「London Design Festival」に出展、ロンドン芸術大学と協働プログラム 

     「伝統工芸教育プログラム」を発表 

・１０月 本学「地震 防災マニュアル（文京区版）」が「グッドデザイン賞」受賞 

 

＜大学・大学院＞ 

・４月  本学オリジナルワイン「文京輪（ワ）イン」が埼玉県ふじみ野市の「ふるさと

納税返礼品」に選出。県外商品としては同市では初。 

・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 

２６年続く伝統行事に１５０名超が参加。相互交流協定先の中京学院大学 

からも２４名が参加～ 

・６月   経営学研究科学生の作品が「日本キャラクター大賞」に入選 

     ・８月   保健医療科学研究科学生の研究が「日本臨床検査学教育学会学術大会」で 

          「優秀発表賞」受賞 

          ・８月  川越市にて本学とロンドン芸術大学の学生が「Kawagoe Wayfindingプロ 

          ジェクト」の成果報告会実施 

          ～本学とロンドン芸術大学の教育連携プログラムの一環。小江戸川越に外国人 

           観光客を誘致し、川越を世界に発信～ 

     ・１０月 経営学部学生が「エスカレーター安全利用プロジェクト」を実施。「思わず 

          つかまりたくなる」手すりデザインを考案 

・１０月 産後うつ予防啓発リーフレット・動画「ママから笑顔がきえるとき」を発表 

・１１月 「文京学院大学 ESP シンポジウム」を開催 

     ・１２月 島田理事長が外務省において海外学生 82 名に対して「Do we really need business 

          Leaders?」というタイトルで講演 

     ・１２月 経営学部学生が川越唐桟振興会と共にアトレマルヒロ（川越市）で「川越唐桟で 

          彩るクリスマス」と題したイベントを開催 

     ・２月  伊豆大島復興支援「椿ランタン ライトアッププロジェクト」を開催  

     ・３月  第３回「新・文明の旅」プログラムにて、カザフスタン・ウズベキスタン訪問 

・３月  岩槻人形「新裃雛」発表会を開催。 

・３月日本最大級のアニメイベント「AnimeJapan２０１８」に出展   

 

  

＜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 3年目となり中学高校の６学年で運用開始 

中学校： Global Studies  Advanced Science  Sports Science 
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高等学校： 国際教養  理数キャリア  スポーツ科学 

 

〇「ＳＳＨ（スーパサイエンスハイスクール）」関連の主な活動（経過措置期間） 

・４月  PCSHS-P、KVIS 国際科学交流（サイエンスフェア）開催 タイ国のＭＯ  

Ū教育連携校２校を 6 泊 7 日の日程で迎え、本校生徒との科学交流を実施 

・8 月  中学 JSSH 第 6 回文京ジュニア SSH in 妙高を開催 ３泊４日 

平成 29 年度 全国 SSH 校生徒研究発表会 

        夏季特別講座開催 高大連携による先端技術講座 併設大学長野先生講座等 

        第 24 回工学院わくわくサイエンス祭科学教室 高校１年２４名参加 

・９月   学園祭展示発表全 学年参加 

・１０月 あつまれ！理系女子 東京大会の運営 高校１・２年全員参加 

・１１月 国際女性会議 WAW!2017 2 年連続招待参加 高校１・２年１１名参加 

           IWRC(Intelligent Water Rocket Competition)2017 (2 年連続出場) 

・１２月 サイエンスアゴラ 2017（２年連続参加）トークセッションに高校１年生９名 

       東京都ＳＳＨ指定校合同発表会 本校主催・本郷キャンパスにて開催 

東京都 SSH 指定 13 校が参加、合計ポスター数 258 テーマ 内本校 54 テーマ 

       リバネスサイエンスキャッスル出場(3 回出場) 

・1 月  中学３年生によるコース別研究発表会 中学全生徒の研究交流会 代表の３年

生がポスターセッションを実施 第一体育館で開催 

・２月  女性研究者「吉村利子さん」に学ぶ 「ポン菓子作り体験」本校校庭にて開催 

         高大連携特別講座第 2 弾を開催 プログラミング技術講座 併設大学長野先生

講座 

・３月 つくば ScienceEdge2018 へ参加（つくば国際会議場開催） 

       平成 29 年度 関東近県ＳＳＨ合同発表会へ参加（芝浦工業大学豊洲校舎開催） 

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（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（3 年目） 

・４月  ＳＧＨプロジェクト「アジア研究」開始（高１高２） 

・５月 「探求の技法」開始（中１～高３） 国際交流委員会活動開始（高１～高３） 

・６月  第１回ＳＧＨ連絡協議会教員参加（筑波大学） 

・７月  海外研修実施 Maple BEST（中３） English Intensive Camp（高１高２）  

UK BEST（高１高２） Aussie Global（高２） 

              ニュージーランド３ヶ月派遣留学（高２） 

・８月  Global Studies Seminar：英語集中授業 各教科特別授業 外務省など訪問 

（高１高２） 

・９月  文女祭にて前期諸活動のポスター発表  

・１０月 「空間力プロジェクト」中学校外学習  

都電の旅（中１） 横浜（中２） 鎌倉（中３） 

             アジア５大学来校（高２生徒・アジア研究生徒と交流会） 

             World Issues 発表会（高３α） 

・１１月 ＳＧＨ全国高校生フォーラム教員参加 

・１２月 ＳＳＨ・ＳＧＨ研究成果報告会 ＳＧＨ運営指導委員会 
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                  英語異文化研修 British Hills（中１中２） 

・１月  アジア研究発表会 

             Global Design発表会（高２α） 

・３月 「ＳＧＨ甲子園」参加（関西学院大学 

 

 

○「スポ学教育センター」関連の主な活動 

４月～ 年間通しての探究活動 ９月 学園祭発表  ３月 スポーツ科学研究発表会 

・中学 1年：コース希望者へのファンデーションプログラム「科学的手法の基礎」 

・中学 2年：「心拍数とスポーツ」を全体テーマとしてのグループ研究の実施  

・中学 3年：  研修旅行でスポーツを学ぶ 

・高校 1 年：研究例「日本人と外国人の運動神経の違い」「疲労と靭帯の関係性」         

「休みは必要か」「 スポーツ心理（やる気について）」  

「競技別に必要な栄養」「睡眠について」「シンスプリントについて」   

「スポーツをどのようにお金に換えるか」「炭酸飲料の身体への影響」 

「利き目と利き足の関係（サッカー）」等  

・高校 2年：研究例 「食事と体力の関係」「 にきびと体調」 「 膝と靴の関係」     

「汗と疲労」「代謝を良くする方法」「スポーツウェアのデザイン」  「動

体視力と運動能力」「 声と応援」等  

１０月～２月 スポ学講座の開講 

・高校 1年：「筋肉のつながりを考えてみよう！」併設大学 江戸優裕先生 

「女性のからだとスポーツ」併設大学 西村 沙紀子先生 

           「心理条件による心拍数の変化を知る」併設大学 長野祐一郎先生 

      「テーピング講座（足首）」了徳寺大学 

・高校 2年：「動きのコツを学ぼう」併設大学 佐藤俊彦先生 

「テーピング講座（膝）」了徳寺大学  

       「暑さに負けない体づくり」（株）味の素 

「チタンとテーピング」（株）ファイテン 

 

 

○主なスポーツ、芸術活動 

    ・中学バレーボール部  第 52回関東大会 優勝  第 47回全国大会 ベスト８ 

                東京都新人大会 優勝 

    ・高校バレーボール部  東京都高校総体 第 3位 

全日本高校選手権大会（春高バレー）東京都予選 3位 

                春高バレー出場 

・中学新体操部     東京都中体連 春季団体戦 2位 

東京都学年別新人大会 中学 2年 優勝 

    ・高校新体操部     東京都高体連 関東大会東京都予選 団体 6位 

                東京都高体連 インターハイ予選 団体 5位 

    ・中学サッカー部    選抜中学校女子サッカー大会 7位 

    ・高校サッカー部    全国総合体育大会（インターハイ）東京都予選 3位 

    ・中学ソフトテニス部  私学大会団体戦 東京都 3位 

    ・高校ソフトテニス部  東京インドア選抜大会 5位 
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 ・硬式テニス部     第 57回東京都高等学校テニス選手権大会 団体ベスト８ 

 ・カラーガード部    全国ダンスドリル選手権大会 トールフラッグ部門 2位 

    ・チアダンス部     全国高等学校・全国中学校ダンスドリル冬季大会 出場 

    ・吹奏楽部       東京都吹奏楽コンクール 銅賞 

  東京都アンサンブルコンテスト 銀賞 

 ・書道部        第 33回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会 日本武道賞 

他入賞 12名 

 ・ローラースケート  全日本インラインロードレース選手権大会 100m 1位(日本新) 

               ワールドローラーゲームズ 2017(世界選手権) 500m 3位(日本新) 

 

○進学実績 

 これまでの体制から大きく方向転換して、コース制を敷いた最初の学年です。生徒達は、高等

学校入学段階から国際教養、理数キャリア、スポーツ科学の各コースに所属し、それぞれの総合

学習や探究活動、キャリア指導を組み合わせて行ってきました。それぞれが、学力だけに偏向せ

ず、主体的に社会と関わる視点を身につけ、学びに向かう力を育みつつあります。その結果とし

て従来の偏差値に基づいた、いわゆる有名大学にこだわることなく、進路選択を進めています。

本校生徒達の中に醸成されつつあるこのような姿勢は、これから本格的に明らかになる、新大学

入試制度に対応した教育の中でも力を発揮していくことになると考えます。今後は、学力という

視点（知識、技能の習得）との均衡を図りつつ、3 つのコースの特性を進路指導に反映させていき

ます。3 年間の指導の連続性の中から、生徒達の持つ多様な進路希望の実現を目指します。 

 

 

＜文京幼稚園＞ 

○子育て支援の充実 

園では、保護者の子育てや子どもの園生活における悩みに関して、園内で担任や園長が保護者の

面談を請け負うことを続けてきましたが、さらに本年度より月 1 回の「育児相談カウンセラ

ー」を配置することとしました。子どもの発達に関してや、保護者自身の悩みを相談できる臨床

心理士の必要性が感じられたためです。利用したい保護者が直接カウンセラーに申し込み、カウ

ンセリングの場所は大学応接室で実施することにより、利用者は毎月複数人あり好評でした。ま

た、カウンセラーには、空いた時間に園で「指導を要する園児」を観察してもらい、指導に関す

るアドバイスを教員が受けられるようにしたことで、園児のケアを今まで以上に進められました。 

  「預かり保育」に関しても、時間延長を実施して 2 年目の年となったが、利用園児がさらに増 

 加してきています。園児の安全面を最重視し、年度途中で「申し込み定員数」を設けることにな

りましたが、ほぼ定員数の中で利用希望者は収まっています。 

 

 

＜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人でした。13日間毎日利用された方は、1名で就労によるものでした。他の利用者

も就労が主な理由でしたが、中には、保護者のリフレッシュのための利用もありました。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

すると考えられます。 
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 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す。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り、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

なりました 

 

 〇経営的視点「管理運営」：保護者との連携強化（保護者との信頼関係の確立） 

  ・クラス担任だけでなく、誰にでも相談ができる環境的な配慮をすることに重点を置きました。

そのために、一人ひとりの教員が小まめに声掛けをしていくことを大切に致しました。 

  ・幼稚園からの配布物は保護者にとってより分かり易い内容になるよう改善を加えました。具体

的には、簡潔な文章表現や視覚的配慮を改善項目として掲げて充実させました。 

 〇教育的視点「表現」：豊かな感性を基に自分の表現を楽しむことを教育的重点目標と致しました。 

  ・生活の中で心を動かす出来事に触れることができるような環境づくりに配慮しました。 

  ・感じたことや思い巡らしたことを表現できるような場を設定するとともに子どもたちの意欲が

さらに高まるような配慮をしました。 

 

これらの成果として、学園全体の教育力の向上、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、

具体化・加速化している高等教育改革を踏まえた新たな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）が制定、それがＰＤＣＡ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２９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３０年度の重点目標と事

業計画についてご説明して参ります。 
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Ⅱ．平成３０年度 

 

１． 平成２９年度総括と平成３０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、今後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。 

川邊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。それに従って、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こととしました。現在、平成 29 年度の振り返り

（Check）とともに平成 30 年度の実行計画を策定（Action）し、今年度の計画を実行し始めている

ところです。今年度は実行 2 年目に当たります。さらに、実行委員会は平成 30 年度の大きな目標と

して、この「B’s ビジョン 2024」をその実効性を確認しながら、学内外に公表し得るようその表現

形式や説明の仕方を整え、大学としての説明責任を果たすことを目指します。 

以下に、10 重点戦略の中長期計画及び平成 30 年度の計画を大変簡略化した形式ですが提示します。 
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ブランディングイメージ戦略 

中長期：(1)「伝えることでイメージ形成効果が高いもの」をピックアップし、それを素材として

広報展開を図っていく。実体づくりと表裏一体で進めるわけで、これを確実に展開して

いくことが第一の課題 (2)望ましいイメージ形成に必要な情報発信量を明らかにしつつ、

どう確保していけるかが、第二の課題 (3)「何をどう伝えるか」の全体プランを、費用

対効果を勘案しつつどのように描くかが第三の課題 

今年度：①広報委員会の活動推進：マスメディアを通じた情報発信、大学ホームページの運営管

理の継続 ②入試広報との係わりづくり：大学広報活動と入試広報活動の連携を強化し

つつブランドイメージを高める ③キャリアとの係わりづくり：「質」の高い就活実績

づくりと発達障害を持つ学生へのキャリア支援をブランディングに結び付ける切り口の

検討 

 

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

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 ①今年度より心理学科に必修科目として開設された「ストレスマネジメントの心理学」の

状況から他学科・学部への拡張可能性を検討 ②卒業生を中心とした社会人のリカレント

教育および教育環境の整備について、各学部・学科での検討を依頼 ③カリキュラムマッ

プ、ナンバリング、シラバスの整備をさらに推進し、全学的に統一的方法の開発に着手 

④3 ポリシー実践に対するアセスメントとしては４年間の学習成果の把握（DP）から取り

組み、各学部・学科で具体的に検討を開始し、PROG 以外の全学的なアセスメントも模索 

⑤教学 IR 委員会、学生委員会、キャリア委員会と連携し、データ分析に基づいた教育的ア

プローチを探索するとともに、各種データの紐づけを検討 ⑥GPA の活用と基準を再検討

し、学生の認知度も検証 

 

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 教育力日本一実現のための研究として 

①以下の研究を共同研究助成の優先枠として設定する。 

・ICT 活用授業の開発と発展に関する研究の促進 

・学部、学科を超えた研究促進。 

・他大学、他機関、地域との研究促進。 

②文京学院大学総合研究所叢書４の刊行：5 月に原稿の締め切り、10 月に刊行予定 

③文京学院大学総合研究所叢書５の出版企画：教育力日本一実現のための研究の公開と位

置づけ、出版の企画を行う 
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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する検討の継続 ②昨年度導入したストレス耐性の正課

外教育「アサーション（自己表現）トレーニング」の参加推進 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、講座開設に向け準備を続行 ④学修サポート

システムの構築に関し、2020 年 4 月より始動を目標として準備 

 

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連携プログラム春への参加候補との協定（テネシー大学など） ②光云大学とのダブ

ルデグリー協定の可能性をさぐる、高雄餐旅大学との関係修復 ③交換フィールドワーク

について GCI プログラムとの不平等を解消する、補助金獲得を支援 ④大学院生の留学に

関する規程の整備、現地生活の安全のための教育を徹底 ⑤交換留学生の受入人数の増加

と寮生活、日常生活、履修に関する指導の徹底 ⑥春学期の 2019 正式発足の準備（パイ

ロットプログラム、広報を含む） ⑦CBS/SJU30 周年準備タスクフォースのたちあげ 

⑧連携秋学期の予定科目を外国語学部の通常科目にする準備 ⑨事務体制の見直し、

NAFSA 参加 ⑩国際交流部の充実、双方の交換留学生が国際交流活動に参加 ⑪宮本町

会との連携強化、明治神宮との連携 

 

国際化戦略（GCI） 

中長期 (1)GCI 設立目的の実現 (2)大学のグローバル化対応モデルの確立 

今年度 ①1 年次修了時の GCI 生の TOEIC スコアの平均を 500 点以上にする ②語学異文化理

解留学の参加率を 60%以上にする ③何らかの海外プログラムに参加して卒業する比率を

90%以上にする。④卒業後に「グローバル」な進路に進む学生の比率を 10%以上にする 

 

入試・広報戦略 

中長期 (1)教育改革と将来構想に沿った長期・中期学生募集戦略 (2)18 歳人口の減少への対応と

戦術施策 (3)定員の確保に向けた具体的な戦術施策 (4)3 つのポリシーに沿う学部・学科

ごとの学生募集活動 (5)補助金の確保と新たな入試戦略 (6)予算規模にあった相応の入試

広報活動計画 (7)大学院の在り方と将来構想、学生募集活動 (8)大学院の在り方と将来構

想、学生募集活動 

今年度 ①従来の入試を行いながら、「高大接続改革」に関する入試改革の準備を行う ②「英語

外部試験利用制度」の基準を見直すと共に、ＧＣＩプログラムのＰＲを強化する ③単位

認定プログラムの更なる拡充（参加学部、参加高校の拡大）を検討。入学前教育について
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も関係部署と連携を取りながら、改革を検討する 

 

キャリア支援戦略 

中長期 (1)再就職支援、転職支援 (2)キャリア支援活動の充実、就職実績の向上、きめ細かいキ

ャリア支援 (3)女性の社会進出・活動・キャリア開発・同窓会との連携 (4)生涯学習セン

ターと連携を図りリカレント教育の充実 (5)「育児支援」託児、育児終了後の再学習、再

就職斡旋 (6)卒業後３年経過後の卒業生アンケートの回収率の向上 (7)卒業生相談記録に

より面談内容、内定に至る過程などを検証 (8)海外提携校でのキャリアアップ教育の充実 

(9)ストレス耐性のあるタフな中堅管理スタッフとして活躍できる人材の育成 (10)就職し

た卒業生から定期的なアンケートによる失敗経験の収集と周知。また、離職率や各職場で

の立ち位置（管理職、中堅社員等）の情報と、在学時の失敗素養との関連性を統計的に分

析できる体制の確立（IR） (11)３年程度で簡単に退職しないストレス耐性をつけた教育

をしてきたことを、企業・施設等に説明し、採用実績を積み重ね信用を得ていく (12)

「商品開発支援」研究テーマと実績の開示を行い、実業企業との共同研究を増やす (13)

卒業生同士のビジネスマッチング (14)「金融紹介」ベンチャー支援のための金融機関と

のマッチング (15)「創業支援」ベンチャー支援のためのインフラレンタル 

今年度 ①再就職支援相談件数は年間 10 件。うち再就職紹介件数 5 件障がいをもった卒業生への

支援 ②2018 年度に問題解決型海外インターンシップの実施を３件実施 ③内定者アンケ

ート満足度の項目を 2018 年度は、大いに満足、ほぼ満足を合わせて合計 86％達成を目標。

卒業生アンケートの結果も検証 ④女子学生を対象とした指標の設定は総合職の割合を 5

割、平均勤続年数 5 年。管理職輩出率 1 割を５年以内の目標とする ⑤ 新卒応援ハローワ

－クのスタッフと追跡調査の可能性などを調整 ⑥卒業後３年以内アンケートの回答内容

の分析と回答率２割を 5 年以内の目標とする ⑦卒業生相談記録を分析の結果入社理由仕

事研究を促進し、仕事のやりがいを 30％とすることを目標 

  

地域連携戦略 

中長期 文京学院大学×ロンドン芸術大学 

    (1)桐生プロジェクト (研究・教育、地域産業活 性事業) (2)岩槻プロジェクト (研究・教

育、地域産業活 性事業) (3)★(新規教育プログラム) 川越プロジェクト(人間学部プログラ

ム) (4)★（新規）ロンドンデザインフェスティバルへの ブース参加  

    社会貢献活動事業 

    (5)外国人向け防災マップ制作プロジェクト (地域連携・社会貢献事業) (6)障がい者向け

合理的配慮 リーフレット「WITH」制 作プロジェクト (地域連携・社会貢献事業) (7)

「産後うつ対応 マニュアル」の制作 (地域連携・社会貢献事業) (8)（新規教育プログラ

ム）「『川越唐桟』商品開発プロジェクト」(地域創生・社会貢献事業) 

今年度 ①桐生プロジェクト：現在平成 30 年 8 月～9 月にプログラムを実施する方向で、UAL と

協議 ②岩槻プロジェクト：新商品を開発し、3 月に記者発表を行い各メディアに掲載。

本年 6 月の販売開始を予定 ③川越プロジェクト：現在平成 30 年 8 月～9 月にプログラム

を実施する方向で、UAL と協議 ④ロンドンデザインフェスティバル：昨年度同様参加予

定 ⑤外国人向け防災マップ制作プロジェクト：阪神・淡路大震災記念人と防災未来セン

ターより展示依頼があり、その準備体制に入る ⑥障がい者向け合理的配慮 リーフレット

「WITH」制作プロジェクト：日本銀行をはじめ、各企業から利用依頼があり。今後更な

る PR 活動を実施していく ⑦「産後うつ対応マニュアル」の制作：厚労省の HP に紹介
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された後、様々な行政、団体、個人からの利用・配布依頼があると同時に HP ダウンロー

度数も増加しており、今後は行政とタイアップ版を制作し、共同活動を目指していく ⑧

（新規教育プログラム）「『川越唐桟』商品開発プロジェクト」を開始：本格的な新商品

開発に向け、来年度川越唐桟振興会と㈱丸広百貨店及び本学で 3 者間連携教育協定締結に

向け協議に入っている 

 

運営戦略 

中長期 ①４ビジョンの効果的効率的な管理プロセス ②多文化・多言語キャンパスを目指す 

③ストレス耐性教育の広報 ④教育力日本一を目指す運営 

今年度 (1) ４ビジョンの効果的効率的な管理プロセス：次年度も継続して大学運営会議での報告

のフォローを行う (2) 多文化・多言語キャンパスを目指す：建築計画の実施に向けて、

仕様決定などで国際交流委員会を支援していく (3) ストレス耐性教育の広報：研修会の

毎年の開講は難しいが、ストレスチェックを教職員が受け、メンタルヘルスやストレス体

制について理解できるように本部と協業する (4) 教育力日本一を目指す運営：学部間連

携共同研究に向けて、総合研究所と連携をとっていく 

 

経営戦略 

中長期及び今年度 ①８戦略部門(ブランディング戦略、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、キャリア戦略、地域連携戦略)から提案される長期・

中期達成目標と計画及び、2017 年度の振り返りと 2018 年度の具体的な達成目標と実行計

画について、実行委員会としてまとめられた内容を、学長、理事長とよく相談の上、理事

会、大学運営会議、木曜会議に諮り、経営戦略として位置づけていく。 ②正式に承認さ

れた長期・中期達成目標及び実行計画について、2017 年度より、教職連携によって具体的

に実行していく。その際には、運営戦略部門(両キャンパスディレクター)が、事務組織を動

かし、活動支援を行う 

 進捗状況 ①理事会及び評議員会：平成 30 年 5 月 25 日開催予定の理事会及び評議員会において、

平成 30 年度学園の事業計画概要案を通じて報告する ②大学運営会議：平成 30 年 4 月 19

日開催予定の大学運営会議において、櫻山副学長より、B’s ビジョン 2024 実行計画につい

て、各部門から提出された実行計画をもとに報告がなされ承認された ③木曜会議(事務部

門の部長会議) ：B’s ビジョン 2024 を踏まえて、大学の経営目標として、創立 100 周年を

越えて持続的に発展していく大学を掲げ、目標を支える四つの視点(学生、内部、財務、成

長)を定め、その四つの視点を支えるメルクマールとして平成 29 年度から具体的な項目と

数値目標等を掲げた。さらに 29 年度期中より部署ごとのグループ目標管理表を制定し、数

値目標等を入れるようにして進捗管理を行い評価していく 
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◇経営目標 

 上記「B’sビジョン２０２４」を踏まえて、経営目標を定めています。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。 

 

◇部署毎の目標管理表制定 

  更に、経営目標を踏まえて、各部門の職員が「経営目標達成のために自グループでは何を目標に

どのように活動するか」を明確化、共有化するために２９年度より「グループ目標管理表」を制

定しました。各グループがグループ毎の数値目標を毎年定め、PDCA に沿って、進捗管理、評価す

るためのツールです。この管理表で掲げる目標は、従来業務フローの延長線上ではなく、新たな

打ち手・工夫を加えた項目としており、必ず数値目標を定めることとしています。 

 （具体的な数値目標の一例として、次葉の「四つの視点を支えるメルクマール」欄に「数値目標

等」として掲げています。） 
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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 

                  HPアクセス件数、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       

    
 

図書館利用件数       

    
 

各委員会加入者数     

    
 

ICT研修開催件数       

  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率     

    
 

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)   

    
 

本学HPアクセス件数       

      メディア掲載件数       

内部 組織 
 

職種別人員数       

    
 

時間外削減率   

    
 

コース・課程：学生ニーズに則しているか   

  プロセス   稟議件数削減率       

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           

  CO2排出削減率・電気使用量削減率 
  

  

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 

教員の研究活動は総合研究所が主体となって科研費・共同研究助成費につきこれを支援して

います。これらの概要は以下の通りです。 

 

(1) 科研費の獲得状況と平成３０年度目標 

平成２９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１６名、新規１０名の合計２８名でした。学部別にみると、

保健医療技術学部が１４名、人間学部が５名、外国語学部が８名、経営学部が１名です。交

付総額は、研究者が使用できる直接経費が２５，８００，０００円、法人が使用できる間接

経費が、７，７４０，０００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、延べ３３名が研究分担者となっており、直

接経費の総額は７，０７６，０００円、間接経費が２，１２５，５００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３０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３０年度の共同研究助成費は、採択件数が、外国語学部４件、経営学部４件、人間学

部２件、保健医療技術学部１３件の計２３件で、総助成費総額は、１，３３６万円の見込み

です。 

 

外国語学部 

 

 

 

 

内容言語統合型学習（CLIL）のための質的研究：語彙とコンテントの効果的

学習を目指して 

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 

文化財の国際的保護のための国際法及び国際私法上の諸問題 

English Teaching in Thailand 

経営学部 

 

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 

アジアの独立系 CG アニメーション作品の現在と可能性 

「コンテンツの副次的デリバティブ展開の実地検証」（１） 

日系企業の海外マネジメントとマーケティング（新規） 

人間学部 高齢期の心理的健康に及ぼす有用感と達成動機 

エイジズムに関する社会構造的分析 2-東アジアにおける比較文化研究を 

もとに-Ⅱ 

保健医療技術学部 

 

 

 

姿勢変化が呼吸ポンプ作用に及ぼす影響 

加齢が歩行時の下肢に生じる捻じれ応力に及ぼす影響 

発達障害児とその保護者に対する親子 SSTプログラムの効果 

若年性認知症者が参加する地域貢献活動の取り組み 
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保健医療技術学部 

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２ 

ストレス評価としての顔側面部血液量・自律神経活動・睡液成分の有効性 

多変量解析を用いた腫瘍関連抗原による腫瘍個性診断システム構築 

家族性骨髄異形成症候群の分子発症機構の解析 

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 

Propionibacterium acnes の年齢別検出率と Clindamycin 耐性株の疫学調査 

腎・尿路系細胞由来エクソソームの機能解析 

看護技術の習得を促進するバーチャル・リアリティ教材の開発 

祖父母の認知症を孫が受け止めるプロセスとその支援の在り方 

 

 (3) 学長裁量経費の成果と平成３０年度予算とテーマ 

    上記以外にも、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２９年度のテーマは、「ストレス耐性のあ

る人材育成」、または「永久サポート大学」あるいは両方及び「アクティブ・ラーニング

による教育改革」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「アクティブ・ラーニングによる教育改革」 

① 「食品廃棄問題の解決」「スポーツ推進の環境整備」（共通の副題：学生と企業との 

連携による問題解決） 

 申請者       外国語学部    渡部吉昭 

 採択金額  ２００，０００円 

② 「大学教職課程におけるアクティブラーニング導入の研究」 

 申請者   代表者 外国語学部    小泉博明 

           外国語学部    清水公男 

           教職課程センター 大久保幸夫 

           教職課程センター 棚橋信雄 

           教職課程センター 勝田大輔 

 採択金額  １５０，０００円 

③ 「産官学連携によるサービスラーニング・プログラムの開発」 

申請者   代表者 人間学部     木村浩則 

          人間学部     奈良 環 

          人間学部     茂井万里絵 

          人間学部     梶原隆之 

          人間学部     渡辺行野 

          人間学部     木村 学 

          人間学部     柄田 毅 

          人間学部     文野 洋 

採択金額  ３００，０００円 

④ 「他者との協働を通じて表現力を育てる演習方法の検討」 

 申請者   代表者  人間学部     森下葉子 

           人間学部     渡辺行野 

           人間学部     椛島香代 

           人間学部     木村 学 

           人間学部     日名子孝三 
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 採択金額   ７８，０００円 

 

    テーマ「ストレス耐性のある人材育成」 

① 「リーダーシップ開発プログラム」の試験的導入 

   申請者  代表者 経営学部      草野千秋 

            経営学部      絹川直良 

            経営学部      小松香爾 

            経営学部      池田芳彦 

            経営学部      川崎 清 

            経営学部      大野和巳 

 採択金額  ４３２，０００円 

       

② 「大学キャンパス内の居場所と回復環境 2」 

  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 ４５０，０００円 

       

     テーマ「ストレス耐性のある人材育成」及び「アクティブ・ラーニングによる教育改革」 

① 「ストレスマネジメントを目的とした学生による学習環境改善の試み」 

   申請者      人間学部      長野祐一郎 

   採択金額  ３９０，０００円 

平成３０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３０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」 

 

 

2) 教育改革に関する事項 

◎本学の様々な教育改革のための取り組みの大きな特徴はいずれも学部の専門領域から一歩

踏み出したプロジェクトであることです。以下、その主なものを紹介します。 

 

(1) ロンドン芸術大学（以下；UAL）とのコラボレーション 

～経営学部に加えて人間学部学生も福祉・心理視点を活かして力を発揮～ 

昨年に引き続き今年度も平成２９年７月から８月にかけて、本学と UAL 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の考案等を行う取り組み

です。今年度は「Kawagoe Wayfinding Project」として、埼玉県川越市にスポットを当て、

今まで以上に多くの外国人観光客を招き、ストレスのないスムーズなガイドで小江戸川越観

光を楽しんでもらおうという内容です。UAL との協働プロジェクトについては２８年度は

経営学部の学生が主体でしたが、今回のこのプロジェクトは「Wayfinding」と呼ばれるユ

ニークな案内板を活用するもので、外国人観光客だけではなく、高齢者や障害のある方や子

どもにも配慮した優しい道案内作りを目指したものです。 
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従って UAL からの６名の学生との協働は従来の経営学部学生に加えて、人間学部人間福

祉学科及び心理学科学生も専門分野でのノウハウを活かして参加、学部横断の協働プロジェ

クトとなりました。 

    その成果は、川越市仲町観光案内所にて「Wayfinder」と題して、外国人観光客向け案内 

版として一般公開されました。 

     一方、９月には、ロンドンで開催された「London Design Festival」にて UAL との 

    「伝統工芸教育プログラム」を「TRANSFORM」と題して展示発表しました。会場では、 

    桐生織物（群馬県桐生市）、岩槻人形（埼玉県さいたま市）といった工芸品や着物の展示・ 

    試着等も行い、どのコーナーでも日本の伝統文化について熱心に見学する姿が見られました。 

平成３０年度についても更に学部横断的なこの教育プログラムを発展させてまいります。 

（平成３０年度予算：１，２００万円） 

 

(2) 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 

～経営学部に加えて人間学部及び保健医療技術学部の教育にも活用～ 

      本学では、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する等、全学的に取り組んでいます。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しており、その成果の一つである外国人向け「地震 防災

マニュアル」が日本では「2017 年度版 グッドデザイン賞」、米国でも「PR Daily 2016 

Social Impact Design 特別賞」を受賞しました。このほかにも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」や産後うつ

予防啓発リーフレット・動画「ママから笑顔がきえるとき」はともに、全国の多くの自治体

から提供依頼が寄せられており、社会貢献活動にもつながっています。 

このプログラムも当初は経営学部で導入を開始しましたが、「WiTH  共に豊かに生きてい

く」は人間学部人間福祉学科の教育プログラムとして、また「ママから笑顔がきえるとき」

は保健医療技術学部看護学科の教育プログラムとしてそれぞれ取り入れられており、学部横

断プログラムとして着実に成果を上げています。 

    平成３０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３０年度予算：１，７００万円） 

     

(3) ＧＣＩ  

～外国語学部を中心に全学部の教育に導入されている横断型グローバル人材育成プログラム

として更なる発展へ～ 

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
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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 UAL へのフィールド

ワーク等を通じて学ぶ ESP プログラムの展開等、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。特に ESP プログラムについては、２９年１１月にシンポジ

ウムを開催、「英語学習動機付けのための ESP の導入と効果について」をテーマに活発な

ディスカッションが行われたところです。 

GCI プログラム全体には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３０年度予算：２，２００万円） 

 

    主な交流・提携大学（含む GCI） 

     ヴェリコ・タルノヴォ大学            ブルガリア 

     アンカラ大学                  トルコ 

     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 

     國立高雄餐旅大学                台湾 

     光云大学                    韓国 

     タマサート大学                 タイ 

     マラ工科大学                  マレーシア 

     マレーシア国民大学               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) 第３回「新・文明の旅」 

～2018 年 3 月に 4 学部全ての学生合計 17 名が海外へ。カザフスタン・ウズベキスタンを

訪問。～ 

 「新・文明の旅」とは 2010 年に始まった本学独自の教育プログラムです。2024 年の本

学創立 100 周年まで、ユーラシア大陸を東ヨーロッパから、中国そして朝鮮半島まで 3 年

に一度 2～3 週間で 3～4 ヶ国を訪問します。このプログラムの特質は、グローバリゼーシ

ョンに代表されるアメリカの視点からのみではなく、ユーラシア大陸の多様な視点を学ぶこ

とで、これまで触れたことのなかった異なる知識を身につけ、何かをクリエイトできる、自

己と日本を発信できる人間を形成することにあります。これまで、第１回(2012 年)はトル

コ・ブルガリア・ルーマニア、第２回(2015 年)はポーランド・リトアニア・ラトビアを訪問

しました。第３回は 2018 年 3 月に４学部１７名の学生が選抜されて、カザフスタン・ウズ

ベキスタンを訪問、現地で日本語を学ぶ大学生との交流等、新たな学びを深めました。 

(平成３０年度予算：１，１００万円) 

(5) 人間学部コミュニケーション社会学科・人間福祉学科 
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～福祉マネジメントコース導入；福祉イズムをビジネス領域で活かす企業人の育成～ 

    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。 

   また、人間学部人間福祉学科については、福祉専門職を養成するソーシャルワークコース

と福祉の知識・スキルと経営の知識を合わせ、ビジネス領域で活かせる企業人の育成を行う

福祉マネジメントコースの２コース制を導入します。福祉マネジメントコース履修者につい

ては、平成３０年度入学生より、１・２年次はふじみ野、３・４年次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３０年度入学生が３年次になる平成３２年度から

本郷で学びます。 

  （平成３０年度予算：４億６，０００万円） 

 

 

3) ＩＣＴ教育等学習支援態勢の充実に関する事項 

まず、ICT 環境については、本郷キャンパスでは、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みました。平成３

０年度も同様に、CALL 教室の設備リプレイスやラーニングコモンズの利用促進のための設

備増強等 ICT 教育充実のために取り組んでまいります。 

一方、ふじみ野キャンパスでは、平成２３年度に導入したパソコンの SSD 化を平成２９年

度に実施し、反応速度の改善に努めました。この施策によって平成３２年度まで運用を続け

たいと考えております。 

なお、平成３０年度は人間学部での入学者増加により、既設の設備では台数が足りず急遽

一部 PC 教室の台数を増やすこととなり、機器の移設・再設定を実施する等にて対応致しま

した。 

 続いて図書館の状況です。本郷図書館は平成２５年度に館内にラーニングコモンズを設置

し、その後も無線 LAN の整備やノートパソコンの貸出等、順次、学習環境の向上を図って

きました。入館者数は平成２８年度・58,054 名（前年比 4％増）、平成２９年度・66,760 名

（前年比 15％増）と増加の傾向にありますが、授業関連の資料の充実に加え、文学書など

様々なジャンルの蔵書も紹介して学生の読書を促進したいと考えております。 更に平成３

１年度からの人間学部コミュニケーション社会学科学生の本郷での授業開始に備え、ふじみ

野図書館と連携して資料整備を進め、学生用 PC の増設など設備面の補強も予定しておりま

す。 

他方、ふじみ野図書館は入館者数が微減傾向にあります。 インターネットの普及や学術デ

ータベースの充実で来館せずに調べ物を済ませていることが考えられますので キャンペーン

の実施、特集コーナーの設置、館内利用者用パソコンの情報教育設備との統合など来館する

ことで受けられるサービスの質的向上を進めております。（追加あり） 

    （平成３０年度予算：１億８，２００万円） 
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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２９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３０年度も採択され

るように目標を定めます。平成２９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２９百万円を獲得す

ることができています。平成３０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３０年度入学定員に対する手続者数は、全体では１,３４７人を確保しました。

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、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、児童発達学科、心理学科）は定員以上

となったものの、保健医療技術学部（作業療法学科）人間学部（人間福祉学科）は定員未満

となりました。 

 入学定員(a) 手続者数(b) 手続者数/入学定員(b÷a) 

外国語学部 ２６０人 ３１７人 １２１．９％ 

経営学部 ２６０人 ２９２人 １１２．３％ 

人間学部 ４００人 ４３０人 １０７．５％ 

保健医療技術学部 ３００人 ３０８人 １０２．７％ 

４学部計 １,２２０人 １,３４７人 １１０．４％ 

 

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、昨年度に続き

多数の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
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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、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

推進や前出ESP プログラム導入の検討等による安定した志願者の確保を目指します。 

保健医療技術学部は、従来は本学の伝統、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してきました。平成３０年度入学生については、入学

定員充足率規制厳格化の影響等もあり、作業療法学科で定員未充足となりましたが、学部全

体では完成年度を迎えた看護学科を始めとして定員を確保しています。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、志願者増につ

なげます。 

人間学部は、この数年４学科それぞれが教育改革を進めてきており、その成果が現れてき

ています。 

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

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た

結果、今年度は定員を上回る多くの志願者を集めました。 

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、

依然として厳しい募集環境が続いています。そのような中で、前述通り、平成３０年度より

福祉専門職を養成するソーシャルワークコースと、福祉の知識・スキルと経営の知識を合わ 

せ、ビジネス領域で活かせる企業人の育成を行う福祉マネジメントコースの２コース制を導

入します。福祉マネジメントコース履修者については、平成３０年度入学生より、１・２年

次はふじみ野、３・４年次は本郷で基本的に授業を行うことになります。本郷キャンパスを

拠点に福祉ビジネス企業へのインターンシップ等も予定しており、新たな教育面の取り組み

を伝えてまいります。 

児童発達学科はこの数年定員未充足状況が続いていましたが、平成３０年度は定員を確保

できました。保育施設不足が従来以上にクローズアップされる環境下、以前より併設にふじ

み野幼稚園、更には開かれた保育実習施設「ふらっと文京」を備えていることに加え、高大

接続の流れの中での入学前教育の拡大等、地域に密着した教育方針がご理解頂けたものと考

えております。 

心理学科も定員未充足状況でしたが、同様に平成３０年度は定員を確保できました。これ

は、平成２９年度から一斉に導入された「公認心理師」養成への対応に関して、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たことを評価頂いた

と考えております。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。 

 

 

＜大学院＞ 

 (外国語学研究科) 

外国語学研究科は英語コミュニケーション専攻を設置しています。 

募集状況は厳しく、入学者の確保に向けて教職員一体となって、①内部進学意向者への説明
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会の実施に加えて、②一般の進学意向者に対する大学院の教員紹介、研究内容の広報を目的に

「公開ＦＤ」、「公開授業」を開催、③大学付属の生涯学習センターとの連携を強化し、広報を

兼ねた連携講座の実施、④同窓会・校友会との連携、⑤キャンパスに設置されているデジタルサ

イネージを活用した前述取組み活動の広報強化、⑥大学院紹介リーフレットの作成、活用等の取

組みを行なっています。 

 

(経営学研究科) 

経営学研究科はビジネス・マネジメントコース、コンテンツ・マネジメントコース、税務マネ

ジメントコースの 3 コース（専攻）で編成されています。 

募集定員 30 名に対し平成 30 年度入学者は 18 名。在学生の 2 年生 24 名と合わせて収容定員

の 60 名に対して在学生は 42 名となっています。 

募集への取り組みは入試説明会実施の他、ビジネス・マネジメントコース、コンテンツ・マネジ

メントコースについては、中国の北京第二外国語大学・吉林動画学院、北京第二外国語大学との

協定等を通じた意欲ある留学生受入に注力してまいります。 

一方、税務マネジメントコースは修了後に安定した就職が見込まれます。在学生、修了生の多

くは、大手税理士法人等に勤務しています。また修了後に税理士開業する例も多く 28 年度 8 名、

29 年度 7 名、30 年度は 15 名が予定しています。なお、修了生の中には 2 年間の修士課程の経験

を活かして専門書に執筆した事例もあります。 

 

(人間学研究科) 

人間学研究科は、人間学専攻と心理学専攻の 2専攻で編成されています。 

このうち、人間学専攻には保育学コースと社会福祉学コースがあります。 

保育学コースの 3 名の入学者のうち、1 名は本学の学部卒業生、1 名は科目等履修生、1 名は教員

の著作を読んだ上での外部からの応募でした。それぞれ動機も応募のプロセスも異なるため、今

後とも幅広い広報活動が必要であると考えています。また、3 名とも臨床発達心理士の資格取得

を目指しています。同コースでは、臨床発達心理士の指定科目の全てを授業でカバーできるよう

になっており、その点を強調した広報を進めていく方針です。 

社会福祉学コースでは、学部で社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の資格を取り、現場

で働く人材がほとんどのため、大学院進学を目指す人が少ないのが現状です。 

 また、心理学専攻には、心理学コースと臨床心理学コースの 2 コース制となっています。 

心理学コースは、研究者養成という観点では博士課程がないため、研究者を目指す人材の応募が

少ない上、修了後取得可能となる資格も少なく、厳しい募集状況です。 

他方、臨床心理学コースは、これまでは臨床心理士の養成課程という位置づけで応募者も多く、

今後は、更に臨床心理士養成課程も継続しながら、公認心理師の養成も行うことで、応募者の増

加が期待しうると考えております。実習施設の確保等万全の態勢で臨んでまいります。 

各コース共通の課題は入学者の確保です。学部生からの進学増のみならず、社会人からの進学を

増やすため、ホームページ、リーフレットの配布、オープンキャンパスでの広報活動の充実を注

力してまいります。また、まずは科目等履修を活用し、その後、仕事を続けながら大学院進学へ

の移行、というステップについても積極的に紹介していきます。 

 

 (保健医療科学研究科) 

保健医療科学研究科は保健医療科学専攻として健康推進・リハビリテーション分野と検査情報

解析分野の 2 分野で構成されています。 
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募集定員 20 名に対して平成 30 年度入学者は 22 名。在学生の 2 年生 27 名と合わせると収容

定員の 40 名に対して在学生は 49 名となっており、内部進学者、一般入学者を併せて確実に入学

者を確保できています。 

募集への取組みは引き続き保健医療技術学部の進学指導相談会で大学院の説明を実施し、一般

の進学意向者の HPからのお問合せへの回答を実施してまいります。また、国際学会での発表や海

外の学術雑誌での研究発表における実績を広報活動につなげてまいります。 

また、複数の外資系企業からの委託に基づく研究を行っている他、就職状況についても良好で、

病院勤務（理学療法士、作業療法士、臨床検査技師）、福祉施設・高齢者施設に勤務、企業に勤

務する研究者、博士課程への進学等の実績があります。 

 

 

 

＜中学校・高等学校＞ 

平成 30 年度入学者は、依然として女子校を取り巻く募集環境が大変厳しい中、中学高校とも

に前年から増加しました。 

（中学） 

中学は前年度入学者 99 名から 108 名と 9 名増となりました。100%の結果には至りませんで

したが、志願者増加率が都内私立中学全体の 10 傑にランクイン出来た事、本校と同じ偏差値帯

にある他校が軒並み定員半数割れの現状から見ると、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コース制１期

生の高校 1 年次（4 年次）への進級に伴い、2020 年入試を見据えた、進学実績を強く意識した

探究活動を含む多様化する入試改革に対応できる進路指導に重点を置くことが求められると考え

ています。また、昨年度の募集活動における広報施策において、「小学生向け英検チャレンジ講

座」の実施、「子女・姉妹入学金減免枠」の拡大、「コース別新思考力入試」の導入を新機軸に

展開しましたが、「小学生向け英検チャレンジ講座」においては、小 6 受講者 41 名中 24 名

（58.5%）が入学に結びつき低学年層への訴求力が高く、次年度以降も大いに効果が期待できま

す。理事会にてご承認頂いた「子女・姉妹入学金減免枠」の拡大政策も前年対象者 5 名に対し

本年度 17 名と 3 倍以上に及ぶ効果が見られました。また、「コース別新思考力入試」では出願

者そのもの数は多くはありませんでしたが、国公立の中高一貫校を併願する極めて優秀な生徒の

入学誘因につながりました。しかし、本校の入試の根幹を成すのは第 1 回受験者（第一希望

者）であり、大多数の志願者の入学要因である、「教育理念」と「面倒見の良い学校」の実践を

入学者に徹底していくことで、在校生の満足度を高め、今後の募集活動のアピールポイントとし

て確立していきたいと思います。 

 

（高校） 

高校は昨年度、国際教養コースの減少幅が大きく影響し、178 名から 133 名と入学者数が 45

名減少する結果となりました。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、今年度は、

同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しました。また、2020 年大学入試

改革に対応するために、アドバンスト（AD）クラスとスタンダード（ST）クラスというコース

内クラスをシンキング（TH）クラスとアクティブラーニング（AL）クラスに変更して広報活動

を展開した結果、国際教養コースの志願者数（38 名増の 154 名）、入学者数（15 名増の 88

名）は、ともに増加しました。他方、理数キャリアコースでの志願者数（10 名増の 77 名）、入



- 25 - 

 

学者数（5 名増の 45 名）はやや伸び悩み、全体では 151 名の入学となり、19 名の増加に留まり

ました。今年度は、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、各教科の授業に一定の方向性を義務付け、各学年での進路指導の

連動性を構築することで、入学生、在校生の満足度を高めていく教育の強化と徹底を図ると同時

に、その教育を効果的に広報していくことで、さらなる入学者の増加につなげていきたいと考え

ています。 

 

◇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、主体性のある学びから思考力・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、30 年度高校入学生から、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実施していく。 

(2)  各コースの教育センター（SGH・SSH・スポ学）に設置したセンター長の他に副センタ

ー長を設置し、コースリーダーの指揮の下、各学年、教科会が一体となり、学年を超えた

中高プログラムの連動性を構築していくことで、6 ヶ年あるいは 3 ヶ年のスムースなコー

スでの教育の発展を実現していく。 

(3)  昨年度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していく。 

(4) 各学年で昨年度から導入したＩＣＴ教材を利用した教育をさらに推進していく。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」、高校 2、3 年は受

験力を高めるための「スタディサプリ」の活用頻度を上げていく。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。 

(5)  今年本格導入 4 年目を迎える、3 コース制の特色の現れた幅広い進学実績の向上を図る。

中学では、多様化する 6 年後の進路を見据えた進路指導を体系化し、授業外学習指導

（成績優秀者・不得意科目の多く抱える生徒等への講座）の展開を図る。高校では、こ

れまで学年単位で展開されがちであった進路指導に関して、まずは高校 3 学年の連動性

を意識した体系を構築していく。理系においては、国公立大学を目指した進路指導を強

化していくことで、伸び悩んでいる理数の入学者増加につなげていく。また、一般受験

を前提とした進路指導を強化してきたが、各コースの探究活動で培った力を活かすこと

のできる 2020 年に向け増加傾向にある、AO、推薦入試に対応するための指導も強化し

ていく。 

(6)  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

活全般を通して、規範意識を高める生徒指導と共に、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。また、中高生を取り巻く SNS の環境と利用状況をし

っかりと把握し、適切な指導を実施していく。 

(7)  人材育成制度導入の 3 年目となり、各教員が設定した目標を達成できるように、教員

に対するバックアップを強化する。新任等の若手教員の校内研修を定期化していくこと

と同時に、中堅以上の教員への各分野での外部研修会への参加を推進していく。 
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＜文京幼稚園＞ 

(1) 新幼稚園教育要領の検討 

新教育要領を意識し、内容を実践できるよう園の重点目標に、具体的項目を取り上げる。 

(2) 新規採用教員育成 

新卒教員を、教職員全体で育てるとの意識を持つ。副担任がサポートすることや、チュ

ーター制度を引き続き実施する。 

(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) カリキュラムマネジメントの充実：新幼稚園教育要領の実施 

(2) 非認知能力向上のための子ども主体の教育・保育の展開 

(3) 育休から職場復帰した教員への配慮 

(4) 人材確保（スカウティング）の体制強化 

(5) 幼稚園及び教員組織の将来構想 

 

 

＜その他学園としての重点課題＞ 
(1) 創立９５周年更には１００周年を念頭においた「各設置校の事業構想」継続検討 

～大学学部・学科の在り方、中高コース制定着化、大学院将来構想他～ 

    (2) 高大接続改革スケジュール等も踏まえた学園、各設置校間の連携強化 

(3) 職員力の強化 

  学園創立１００周年を越えて持続的に発展していく強い組織の実現のためには、 

時代に即応し、自らプロデュースできる職員の育成が不可欠です。 

以下のような様々な職員育成施策を実施致します。 

① 施策提案制度導入 

② 管理職職員・中堅職員向け新たな研修制度開発 

③ 大学院進学・学位習得を目指す職員への支援検討 

④ 若手職員の学園誌編纂参加 

～足跡振り返りを通じた学園アイデンティティ確認～ 

 

 

２．施設・設備の整備関係 

平成２９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 平成２

８年３月１８日改定）」の２年度目にあたり、これに沿って施設整備を行ってきました。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、安全性向上に向けて、本郷キャンパス及びふじみ野キャンパス学生ラウンジの天井落下

防止対策工事（照明のＬＥＤ化工事も同時実施）、ふじみ野キャンパス東館西面外壁タイル剥落
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防止対策修繕工事を実施し、また、次のステップとして、本郷キャンパス共同研究棟及び駒込キ

ャンパス進学棟の外壁タイルの健全性調査を実施いたしました。バリアフリー化の推進として本

郷キャンパス C 館・D 館、ふじみ野キャンパス東館及び駒込キャンパス本部棟・進学棟の手摺

を増設いたしました。老朽化施設の修繕として、本郷キャンパスは、建築後２５年以上を経過し

た C 館・D 館受電設備及び体育館電動カーテン装置（既存カーテンも含め）更新を実施いたし

ました。ふじみ野キャンパスは、西３号館及びドームふじみ野 A 棟では建物の基本機能である

外壁・屋根（屋上防水）全面修繕工事を実施いたしました。視聴覚設備更新工事として、本郷キ

ャンパス D 館１教室、ふじみ野キャンパス西館２号館・３号館教室、ふらっと文京を行いまし

た。アクティブラーニング化工事として、ふじみ野キャンパス西館の教室を行ないました。省エ

ネルギー化の推進として、本郷キャンパスでは既存天井照明器具の調査を順次実地すると同時に、

B 館・D 館廊下照明スイッチの人感センサーへの交換工事を実施いたしました。仁愛ホール照

明の LED 化へ向けた第一段階としての照明調光盤・照明操作卓更新を実施いたしました。ふじ

み野キャンパス事務室・アトリウム・学生ホール・図書館等及び駒込キャンパス本部棟・進学棟

廊下で、ＬＥＤ化への改修工事を実施いたしました。さらに設備関連では、空調機更新工事（ふ

じみ野キャンパス東館・西館教室、文京幼稚園旧保育室等）、空調機保全工事（仁愛ホール）を

実施し、さらに教育環境向上もあわせて駒込キャンパス進学棟体育館では新たに空調機を新設い

たしました。 

 

平成３０年度は、「改訂キャンパス整備基本デザイン」の３年目の節目として、目標達成に

向けて順次対策を進めると同時に、本郷キャンパス リニューアル計画を創立９５周年事業と位

置づけ、以下の整備を進めてまいります。 

 (1)安全対策として、学生の利用頻度が高い、ふじみ野キャンパス東館学生ラウンジ及びアト

リウムの天井落下防止対策工事（同時に照明のＬＥＤ化を推進）・東館外壁（南西面）タイ

ル脱落防止対策工事を実施いたします。また、駒込キャンパスでは、本部棟及び進学棟外壁

タイル補修工事、第一体育館の耐震設計を実施いたします。耐震化工事は授業への影響を最

小限とするために、次年度といたします。 

(2)ふじみ野キャンパス西４号館及び文京幼稚園旧館はともに竣工後３３年が経過し、屋上防水 

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、修繕をいたします。 

(3)更新工事として、本郷キャンパスと、ふじみ野キャンパス等との遠隔授業ができるとしては

じめて導入したテレビ会議システムを更新し、教育力向上をはかります。（Ｂ-410 教室

等） 

(4)空調設備の更新は、本郷キャンパス（記念館の仁愛ホール以外）、ふじみ野キャンパスでひ

きつづき順次進めてまいります。また、駒込キャンパスでは、本部棟吸収式冷凍機整備等工

事を順次実施してまいります。 

(5)省エネルギー化については、優先的に教室のＬＥＤ化をいたします。本郷キャンパス、ふじ 

み野キャンパス、駒込キャンパスで実施いたします。 

(6)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。 

(7)本郷キャンパス リニューアル計画は、人間学部再編に伴う本郷キャンパスの教育・研究施

設・幼児教育施設・福利厚生施設の集約による利便性の向上・相乗効果を図りながら、受け

皿となる施設整備、留学生宿泊施設の再整備を、新築と既存施設の部分的リニューアルを行

なうことにより、教育環境の向上を図ってまいります。それらに伴い、以下の工事を実施し

てまいります。 
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(仮称)法人事務局棟（平成３１年１２月竣工予定）を新築し、法人事務局を移転し、跡地

となるＳ館８階を、教室、人間福祉学科研究室に改修いたします。同時に留学生受入れ体制

の充実やＣ館７階研究室の一部、記念館２階教務スペースの受け皿として、(仮称)新学生交

流会館（平成３１年１２月竣工予定）を新築致します。その他に、C 館１階を改修し、学部

横断型の教育機能としてのまちラボを新設いたします。 

 

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１,０３６百万円（一般施

設・設備の整備等予算５６１百万円、本郷キャンパス リニューアル計画に基づく予算４７５百

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・設備の整備等の予算 

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。 

① 本郷キャンパス（西・東キャンパス） 

 a. 体育館窓硝子飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼り ３百万円  

 b. 教室照明 LED 化工事 １０百万円  

 c. 記念館(仁愛ﾎｰﾙ以外)空調機更新工事 ７６百万円  

 d. 記念館守衛室監視ｶﾒﾗﾘﾌﾟﾚｲｽ工事 ３百万円  

 e. C 館非常用発電機排気煙突ｱｽﾍﾞｽﾄ封じ

込め工事 

１７百万円  

 f. ﾒﾄﾛ入口側通用口監視用 ITV 新設工事 １百万円  

 g. 設備機器費（給水ﾎﾟﾝﾌﾟ、換気扇等） ５百万円  

 h. 高額備品購入費（印刷機、ｺﾋﾟｰ機） ５百万円  

 i. 厨房機器ﾒﾝﾃﾅﾝｽ・修繕対応費 １百万円  

 j. 変電設備整備費 ３百万円  

 k. 本郷ｷｬﾝﾊﾟｽ再整備設計料 ５百万円  

 l. 保管中の PCB 含有安定器の処分費等 ４百万円  

 m. 教室視聴覚設備保守 ３百万円  

 n. C 館ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ分解清掃 １百万円  

 o. B 館全熱交換機分解清掃 ２百万円  

 p. ﾌﾛﾝ法改正に伴う各種設備定期点検 １百万円  

 q. 非恒常修繕費 １５百万円 小計１５５百万円 

② ふじみ野キャンパス 

 a. 東館ｱﾄﾘｳﾑ天井落下防止対策工事 ６０百万円  

 b. 東館学生ﾗｳﾝｼﾞ天井落下防止対策工事 ４２百万円  

 c. 東館外壁ﾀｲﾙ(南西面)脱落防止対策工事 ７７百万円  

 d. 教室照明ＬＥＤ化工事 １０百万円  
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 e. 空調機更新工事(3 分割,平成８年設置） ３０百万円  

 f. 西４号館屋上防水更新工事 １０百万円  

 g. 東館ｱﾄﾘｭｳﾑﾊﾟｰﾃｨｰｼｮﾝ設置 ３百万円  

 h. ひかり電話化（電話交換機更新工事） ８百万円  

 i. 旧緑ヶ丘寮維持管理費(ﾌｪﾝｽ工事) ３百万円  

 j. 大会議室 AV 設備改修工事 ９百万円  

 k. 東館雨樋修繕 ３百万円  

 l. 西１号館階段上裏塗装補修工事 ３百万円  

 m. 厨房機器ﾒﾝﾃﾅﾝｽ・修理費用 １百万円  

 n. 変電設備整備費 １百万円  

 o. 教室視聴覚設備保守 ３百万円  

 p. ﾌﾛﾝ法改正に伴う各種設備定期点検 １百万円  

 q. 非恒常修繕費 １７百万円 小計２８１百万円 

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. 進学棟外壁ﾀｲﾙ補修工事(調査に基づく) ５百万円  

 c. 本部棟外壁ﾀｲﾙ補修工事(調査に基づく) ２百万円  

 d. 照明器具ＬＥＤ化工事 １０百万円  

 e. 本部棟吸収式冷凍機整備工事(3 分割) ３百万円  

 f. 本部棟吸収式冷凍機補助動力系ｲﾝﾊﾞｰﾀ

ｰ制御化工事ﾞ 

１０百万円  

 g. 進学棟ｸﾞﾗﾝﾄﾞ人工芝張り替え工事 ８百万円  

 h 本部棟図書館側屋内階段板改修工事 ３百万円  

 i. 外部ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ補修工事 ２百万円  

 j. 本部棟壁修繕工事 ５百万円  

 k. 本部棟ｼｽﾃﾑ天井更新工事 １百万円  

 l. 厨房機器更新、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ及び修繕 ３百万円  

 m. 教室ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄｸﾘｰﾆﾝｸﾞ（2 年目） １百万円  

 n. 非恒常修繕費 ６百万円 小計 ６９百万円 

④ 文京幼稚園 

 a. 旧館屋上防水更新工事 ９百万円  

 b. 幼稚園ｹﾞｰﾄ新規設置工事 １百万円  

 c. 非恒常修繕費 １百万円 小計 １１百万円 

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） 
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 a. 非恒常修繕費 １百万円 小計 １百万円 

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. 入退室管理ｼｽﾃﾑ 防犯ｶﾒﾗ設置 １百万円  

 b. 非恒常修繕費 １百万円 小計 ２百万円 

⑨ ドームふじみ野（学生寮） 

 a. 階段室・廊下壁ｸﾛｽ更新 ３百万円  

 b. 非恒常修繕費 ２百万円 小計 ５百万円 

⑩ 軽井沢セミナーハウス 

 a. 防犯ｶﾒﾗ設置工事 １百万円  

 b. 厨房機器更新工事 １百万円  

 c. 高圧受電設備機器更新(4 分割) １百万円  

 d. 設備維持管理費・設備機器更新他 ２百万円  

 e. 非恒常修繕費 １百万円 小計 ６百万円 

⑪ 法人関連 

 a. ﾃﾚﾋﾞ会議ｼｽﾃﾑ更新(本 C-6F,B-410 他） ３百万円  

 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 ２２百万円 小計 ２８百万円 

合    計  ５６１百万円 

 

◇本郷キャンパス リニューアル計画に基づく予算（平成３０年度予算計上分） 

① 本郷キャンパス（西・東キャンパス） 

 a. C 館７階ｺﾐ社共同研究室改修工事他 ６百万円  

 b. 記念館書架(旧図書館事務室)設置工事 ７百万円  

 c. (仮称)法人事務局棟新築工事  ２００百万円 ※１ 

 d. 旧古河印刷外壁補修・塗装、修繕工事 ５百万円  

 e. 学研倉庫仮 CLEC 改修工事他 ６百万円  

 f. C 館１階まちラボ改修工事 ４１百万円  

 g. (仮称)新交流会館新築工事 １７５百万円 ※２ 

 h 予備費 ３５百万円  

合    計  ４７５百万円 

     ※１、※２新築工事は、２年度に跨るため、予算の 1/2を計上 
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３．平成３０年度予算編成  

 

平成３０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９日、４月２７

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

３年目の節目として、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記念館空調機更新工事を含めた整備工事（１５５百万円）、

ふじみ野キャンパスでは東館アトリウム・学生ラウンジ天井落下防止対策工事や東館外壁タ

イル脱落防止対策工事を含めた整備工事（２８１百万円）、駒込キャンパスでは体育館耐震

設計や照明器具 LED 化工事を含めた整備工事（６９百万円）、文京幼稚園整備工事（１１百

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２８億２千

５百万円となります。 

一方、収入面では２９年度は大変厳しい募集環境を受けて、大学の一部学科、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。

３０年度は大学を中心とした入学者増により、学生生徒等納付金収入は７１億９百万円（対

前年１億６千６百万円増）の見込みとなりました。また、補助金収入は９億７千７百万円

（対前年２千５百万円減）となり、経常収支は単年度で２億４千８百万円の支出超過、基本

金組入前当年度収支差額で３億５百万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 28 年度実績 平成 29 年度実績 平成 30 年度計画 

人 件 費 比 率 
（対事業活動収入比率） 

５８．２％ ５８．１％ ５８．５％ 

人件費依存比率 
（対学生生徒等納付金比率） 

７２．２％ ７２．０％ ７０．９％ 
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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 経 費 比 率 

（教育研究費／事業活動収入） 

平成 28 年度実績 平成 29 年度実績 平成 30 年度計画 

３０．３％ ２９．９％ ３２．８％ 

 

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 28 年度実績 平成 29 年度実績 平成 30 年度計画 

１１．１％ １１．４％ １１．５％ 
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［役員および監事の氏名及び役職名］ 

（平成３０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、文京学院大学特任教授 

理事 大学教学 GCI 担当 本 名 信 行 文京学院大学特別顧問 

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 元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 

学校法人文京学園法人事務局副事務局長 

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３０年５月１日現在） 

名        称 
入学 

定員 

３０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 １８ （    ９）    ６０ ４２ 

  大 学 院  人間学研究科    ３０ １３ （  ３）    ６０ ２７ 

  大 学 院  外国語学研究科    １０ １ （  ０）    ２０ ４ 

  大 学 院  保健医療科学研究科    ２０ ２２ （  １４）    ４０ ４９ 

  経 営 学 部  経営コミュニケーション学科   ２６０ ２９２ （１３８）   ９９０ １,０７３ 

  人 間 学 部  コミュニケーション社会学科    ６０ ９８ （ ５８）   ２４０ ２２０ 

                児童発達学科   １３０ １４３ （ １９）   ５２０ ５０７ 

                人間福祉学科   １１０ ６７ （ ３０）   ４４０ ２７７ 

                心理学科   １００ １２２ （ ６０）   ４００ ３７０ 

  外国語学部  英語コミュニケーション学科   ２６０ ３１７ （１０６） １，０００ １,０６９ 

  保健医療技術学部  理学療法学科    ８０ ８７ （ ３４）   ３２０ ３４６ 

                作業療法学科    ４０ ３５ （ １０）   １６０ １６２ 

臨床検査学科    ８０ ８６ （ ２２）   ３２０ ３４２ 

                看護学科   １００ １００ （  ６）   ４００ ４０５ 

大   学   計 １,３１０ １,４０１ （５０９） ４,９７０ ４,８９３ 

文京学院大学女子高等学校   ３２５ ２１９    ―    ９７５ ７１３ 

文京学院大学女子中学校   １５０ １０８    ―    ４５０ ３１２ 

文京学院大学文京幼稚園    ６０ ６７ （ ３２）   １８０ １９２ 

文京学院大学ふじみ野幼稚園   １００ ８８ （ ４０）   ３６０ ２７２ 

合        計 １,９４５ １,８８７ （５８２）  ６,９３５ ６,３８２ 
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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３０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） （ ６） 

人間学部 ３０  １９  ６  

 

３ ５８（±０） （１５） 

外国語学部 １６  ９  ３   ― ２８（▲３） （１０） 

保健医療技術学部 ２３  

 

 １０  ２６  １５ ７４（▲２） （４９） 

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 ８８ ４３ ３７ １８ １８６（▲５） （８２） 

 

 

（2） 高等学校・中学校等、幼稚園教員 ［専任基準］（平成３０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    ４０ ４０  （▲３） （ ６） 

文京学院大学女子中学校    ２１ ２１  （±０） （ １） 

文京学院大学文京幼稚園    １４ １４  （＋２） （ ７） 

文京学院大学ふじみ野幼稚園    ２２ ２２  （▲１） （１３） 

合    計 ９７ ９７  （▲２） （２７） 

 

 

（3） 職員 ［専任基準］（平成３０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  １１８ ６ １２４ （＋３） （２４） 

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   ２５ ３ ２８ （±０） （ ６） 

合    計 １５６ ９   １６５（＋３） （３４） 
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Ⅲ  平成３０年度収支予算 

 

 

科　　　目

 学生生徒等納付金収入 7,109,460 5,004,460

 手数料収入 126,610 1,882,070

 寄付金収入 17,340 904,800

 補助金収入 976,820 0

 資産売却収入 0 1,000

 付随事業・収益事業収入 126,340 712,520

 受取利息・配当金収入 29,000 285,220

 雑　収　入 228,159 489,000

 借入金等収入 1,000 945,629

 前受金収入 1,404,560

 その他の収入 479,205 50,000

 資金収入調整勘定 △ 1,640,241 △ 498,229

 前年度繰越支払資金 6,030,034 5,111,817

14,888,287 14,888,287

 学生生徒等納付金 7,109,460  資産売却差額 0

 手  数  料 126,610  その他の特別収入 6,060

 寄  付  金 17,340

 経常費等補助金 976,820  特別収入計 6,060

 付随事業収入 126,340  資産処分差額 12,590

 雑  収  入 238,529  その他の特別支出 0

 教育活動収入計 8,595,099

 人件費 5,043,500  特別支出計 12,590

 教育研究経費 2,824,900 △ 6,530

 管理経費 987,880

 徴収不能額等 0

 教育活動支出計 8,856,280

△ 261,181

 受取利息・配当金 13,000 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 △ 304,710

基本金組入額合計 △ 647,540

 教育活動外収入計 13,000 当年度収支差額 △ 952,250

 借入金等利息 0 前年度繰越収支差額 △ 7,538,562

 その他の教育活動外支出 0 翌年度繰越収支差額 △ 8,490,813

 教育活動外支出計 0 （参考）

13,000 事業活動収入計 8,614,160

△ 248,181 事業活動支出計 8,918,870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
の
部

教
育
活
動
外
収
支

事

業

活

動

収

入

の

部

事

業

活

動

支

出

の

部

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

事

業

活

動

収

入

の

部

 その他の支出

資 金 収 支 予 算 書（要約）

平成３０年４月  １日から

平成３１年３月３１日まで

事 業 活 動 収 支 予 算 書（要約）

平成３０年４月  １日から

教
育
活
動
収
支

事

業

活

動

支

出

の

部

教育活動収支差額

科　　　目

収入の部合計

（単位：千円）

（単位：千円）

収入の部

予　算　額 予　算　額

 資産運用支出

 予　備　費

 借入金等返済支出

 施設関係支出

 設備関係支出

教育活動外収支差額

特
別
収
支

平成３１年３月３１日まで

予　算　額 予　算　額

事

業

活

動

支

出

の

部

特別収支差額
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