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2014年度事業報告書発⾏に際して 

⽶国聖公会宣教師チャニング・ムーア・ウィリアムズ主教によって設⽴された⽴教学院は、昨

年、2014年5⽉に、創⽴140年を迎えました。この間、⽴教⼤学が社会に送り出した卒業⽣は、さ

まざまな分野で活躍しております。1874年に築地の地から始まった⽴教の教育が、⻑きにわたり

続いておりますのも、創⽴当時から変わらず、ウィリアムズ主教の建学の精神を⼩学校から⼤学ま

での各校が受け継ぎ、教育・研究の発展・充実に取り組んできたこととともに、児童・⽣徒・学

⽣、保護者、卒業⽣、就職先の企業・団体、そして地域社会の皆様のご⽀援によるものと⼼より感

謝いたします。  

さて、本書「2014年度事業報告書」をご覧頂くとお分かりのように、2014年度も学院各校で

は、さまざまな教育・研究活動の充実に向けた取り組みが⾏われました。⽴教⼤学は、⽂部科学省

の「スーパーグローバル⼤学創成⽀援」に採択され、21世紀の⼤学教育のモデルを⽰す役割を担

うこととなりました。新座中⾼も、「スーパーグローバルハイスクール・アソシエイト」に採択さ

れ、グローバル・リーダーを育成するための教育の開発・実践を⾏ってきました。⼩学校、池袋中

⾼も、これまで培ってきた少⼈数による英語教育をさらに充実させるなど、近年、ますます教育機

関に求められるグローバル⼈材の育成を中⼼に、各校が教育・研究活動の研鑽に努めてまいりまし

た。また、池袋キャンパスの再開発計画を終え、2014年度は新座キャンパスの再開発に着⼿し、

新座中⾼の新校舎、体育館、および⼤学と中⾼が共同で利⽤するセントポールズ・フィールド、セ

ントポールズ・アクアティックセンターが完成し、さらに充実した授業・課外活動の展開が可能と

なりました。  

このように、各校が教育・研究活動のさらなる充実・発展に邁進できるよう、経営基盤の安定

と強化に努めるのが、私ども理事会の⼤きな役割であります。学院本部が中⼼となり、各校と連

携・協⼒しながら、さまざまな経営課題の解決と、経営効率の向上を図り、教学・研究の向上と改

⾰を⽀えてまいります。  

140年を越える⽴教学院の伝統に⽢んじることなく、建学の精神と教育理念の浸透とともに、

児童・⽣徒・学⽣の揺るぎない基礎学⼒とそれを⼟台とした⼀貫連携教育の強化を進め、ひとりの

⼈間として⾃⽴し、真に社会に寄与する⼈材育成に努めてまいります。皆様のさらなるご⽀援とご

協⼒をお願いする次第です。  

⽴教学院理事⻑ 

神⾕ 昭男 
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Ⅰ．法⼈の概要 

1874(明治 7)年        ウィリアムズ主教、築地に私塾を開校 
             (同年中に「⽴教学校」と命名された)  
1883(明治16)年      ⽴教⼤学校と改称。 
1890(明治23)年     ⽴教学校と改称。 
1896(明治29)年     ⽴教専修学校と⽴教尋常中学校を設置。 
1899(明治32)年      総称としての「⽴教学校」を 
              「⽴教学院」へ改称。 
1907(明治40)年      専⾨学校令により、⽴教⼤学として 
          発⾜。⽂科、商科および予科を設置。 
1918(⼤正 7)年         ⼤学を池袋に移転。 
1922(⼤正11)年      ⼤学令による⼤学として認可。 
                  ⽂学部、商学部および予科を設置。 
1923(⼤正12)年      ⽴教中学校、関東⼤震災で校舎を 
                  焼失し池袋へ移転。 
1925(⼤正14)年      池袋に中学校校舎竣⼯。 
1931(昭和 6)年         財団法⼈⽴教学院設⽴。 
1948(昭和23)年      新制中学校、⾼等学校、⼩学校開設。 
1949(昭和24)年      新制⼤学として発⾜。⽂学部、 
                          経済学部、理学部を設置。 
1951(昭和26)年      学校法⼈⽴教学院設置（財団法⼈から 
                                                                          組織変更）。 
1958(昭和33)年      ⽴教⼤学社会学部を設置。 
1959(昭和34)年      ⽴教⼤学法学部を設置。 
1960(昭和35)年      ⾼等学校を新座へ移転。 
1990(平成 2)年         ⼤学新座キャンパス開校。 
1998(平成10)年      ⽴教⼤学観光学部、コミュニティ 
                  福祉学部を設置。 

2000(平成12)年      中学校を⽴教池袋中学校と改称し、 
                                                                          ⽴教池袋⾼等学校を併設。 
                                                                          ⾼等学校を⽴教新座⾼等学校と改称し、 
                                                                          ⽴教新座中学校を併設。 
2002(平成14)年    ⼤学院に3つの独⽴研究科を設置。 
2004(平成16)年    ⽴教⼤学⼤学院法務研究科開設。 
2006(平成18)年    ⽴教⼤学経営学部、現代⼼理学部を設置。 
2008(平成20)年    ⽴教⼤学異⽂化コミュニケーション学部を 
                                                                          設置。⽴教セカンドステージ⼤学開校。 
2009(平成21)年      ⽴教⼤学⼤学院キリスト教学研究科設置。 
2014(平成26)年      創⽴140周年を迎える。 

 
 

２．⽴教学院の沿⾰  

１．⽴教学院の教育理念と⼀貫連携教育  

 ⽶国聖公会から派遣された宣教師チャニング・ムーア・ウィリアムズ主教によって設⽴された⽴教学院は、
「キリスト教に基づく教育」を建学の精神に据え、⽇々の教育活動を⾏っています。「キリスト教に基づく
教育」とは、⼀⼈ひとりの⼈間が、それぞれ異なった⼈格と資質の持ち主として尊重されること、そして、
他者を尊重することを⼟台に、あらゆる束縛から解放され、⾃由に真理を追い求める場に導くことです。そ
こで、⼩学校から⼤学にいたる各校に共通した教育テーマとして、「真理を探究する⼒」「共に⽣きる⼒」
を育てることを掲げています。他者から与えられるのではなく、⾃主的かつ⾃律的に⼈々や⾃然と共に⽣き
る視点を持つことで、⾃分や⾃分を取り巻く社会や環境、原理原則、ひいては真理を知ることができるので
す。  

教育理念  

 ⽴教学院の⼀貫連携教育は、ただ各校間の連携を密にするというだけにとどまりません。「真理を探究する
⼒」「共に⽣きる⼒」を育むという共通した教育⽬標に向かって、それぞれの学校が責任を持ち、学校の特
性を⽣かしながら、児童・⽣徒・学⽣の年齢や学習の進度に応じ、学問はもちろん⽣活や精神⾯まで、総合
的な教育を⾏うところに⽴教学院の特⾊があります。そして、各校がその教育を尊重しつつ、互いに連関し
ながら⼀貫性と統⼀性を図ることで、常に謙虚に既存の知の体系に疑問を持ち、⾃ら問いを発信し、それに
よって⾃ら知識を求めようとする、知的好奇⼼・探究⼼を持った⽴教⼈、⼈間・異⽂化・他⺠族・⾃然との
共⽣の喜びを育て、深い感受性と寛容性、⾼い倫理感と品位を備えた⽴教⼈を育成します。  

⼀貫連携教育  
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３．設置する学校・学部・学科名称、⼊学定員および在籍者数  

Ⅰ．法⼈の概要     
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４ 役員・評議員の概要  

理事⻑                                                                         神⾕  昭男（東京トヨペット株式会社 顧問） 
常務理事（企画・国際連携担当)   ⽩⽯  典義（⽴教⼤学統括副総⻑ 経営学部教授） 

常務理事（社会連携担当）        ⻄原  廉太（⽴教⼤学副総⻑ ⽂学部教授） 
常務理事（研究推進担当）        加藤   睦（⽴教⼤学副総⻑ ⽂学部教授） 
常務理事（総務担当）                      ⽜崎   進 
常務理事（財務・事業担当） ⼭中   ⼀ 
常務理事（総務・募⾦担当） ⻄⽥  邦昭（⽴教⼤学副総⻑） 
理  事                                                           広⽥  勝⼀（⽴教学院院⻑） 
                                                                                           吉岡  知哉（⽴教⼤学総⻑ 法学部教授） 
                                                                                          渡辺  憲司（⽴教新座中学校・⾼等学校校⻑） 
                                                                                          鈴⽊   弘（⽴教池袋中学校・⾼等学校校⻑） 
                                                                                          ⻄村 由紀夫（⽴教⼩学校校⻑） 
                                                                                          植松   誠（⽇本聖公会⾸座主教） 
                                                                                          ⼤畑  喜道（⽇本聖公会東京教区主教） 
                                                                                          奥村   隆（⽴教⼤学社会学部⻑ 社会学部教授） 
                                                                                          村上  和夫（⽴教⼤学観光学部⻑ 観光学部教授） 
                                                                                          ⽥尾  兵⼆（株式会社アリミノ 代表取締役会⻑）         

                                                                                          砂井  康男（東和不動産株式会社 取締役） 

                                                                                          飯島  匡夫  
                                                                                          佐々⽊ 新⼀（住友商事株式会社 代表取締役副社⻑執⾏役員） 

                     養⽥   博（ジュピターコーヒー株式会社 参与） 
常任監事                                                          ⼩出  康之（ケーベルマネージメント研究所 代表） 

監  事                                                                 ⼩林  章⼦ 
                                                                                                 北岡  修⼀（東京メトロポリタン税理⼠法⼈ 統括代表） 

５ 校地・校舎の概要  

役 員 （2015年3⽉31⽇現在） 

⽴教学院本部                                                                      〒171-0021 
                                                                                                                           東京都豊島区⻄池袋3-34-1 
⽴教⼤学池袋キャンパス                          〒171-8501 
                                                                                                                           東京都豊島区⻄池袋3-34-1 
⽴教⼤学新座キャンパス                          〒352-8558 
                                                                                                                           埼⽟県新座市北野1-2-26 
⽴教⼤学富⼠⾒総合グラウンド〒354-0004 
                                                                                                                           埼⽟県富⼠⾒市下南畑1343-1 
⽴教新座中学校・⾼等学校                 〒352-8523 
                                                                                                                           埼⽟県新座市北野1-2-25 
⽴教池袋中学校・⾼等学校                 〒171-0021 
                                                                                                                           東京都豊島区⻄池袋5-16-5 
⽴教⼩学校                                                                               〒171-0021 
                                                                                                                           東京都豊島区⻄池袋3-36-26 
⽴教学院事業部                                                             〒171-0021  
                                                                                                                           東京都豊島区⻄池袋5-10-5 

理事 
校 地 等 所 在 地 

⼟ 地 の ⾯ 積 

校舎⽤地 
  東京都豊島区⻄池袋                                                                        86,069.76 ㎡ 
  埼⽟県新座市                                                                                                106,952.90 ㎡ 
運動場⽤地 
  東京都豊島区⻄池袋                                                                        13,952.40 ㎡ 
  埼⽟県新座市                                                                                                      87,925.67 ㎡ 
  埼⽟県富⼠⾒市                                                                                            86,844.00 ㎡ 
研究所⽤地 
  神奈川県横須賀市                                                                                  50,405.59 ㎡ 
その他 
  ⻑野県北佐久郡軽井沢町他                                          14,941.22 ㎡ 
 
                                                                                                                          計                                             447,091.54 ㎡ 

（2015年3⽉31⽇現在） 

（2015年3⽉31⽇現在） 

評 議 員 

相澤  牧⼈ 
⿇⽥  恭⼀ 
池上  岳彦 
池⽥  伸⼦ 
植松   誠 
⼤畑  喜道 
⽚桐  俊⼀ 
神⾕  昭男 
川瀬   清 
菊池  秀之 
⽊澤  克之 
⼯藤  秀夫 
⿊⽥  智明 
⼩出  ⼀三 
⼩坂  ⽂乃 
⼩林  芳夫 
砂井  康男 
坂⽥  周⼀ 
静間  俊和 
渋⾕  秀樹 
鈴⽊  育三 
鈴⽊  秀⼀ 

鈴⽊   弘 
曽⼭   茂 
⽥尾  兵⼆ 
髙⽥  智⼦ 
⾼野  之夫 
⽥代  正⾏ 
⽥原  直⼦ 
⽥森  侑⼦ 
⽥⾕  禎三 
樋⽥  康⾏ 
中島  敬男 
⻄村 由紀夫 
濱野   亮 
肥⽥  隆雄 
広⽥  勝⼀ 
福井  次⽮ 
福原   章 
藤原  芳⾏ 
前⽥  ⼀男 
増⽥   毅 
松本   康 
箕⼝  雅博 

村上  和夫 
村川  和夫 
⼭内  ⾠治 
吉井  昭⼀ 
吉岡  知哉 
若林  ⼀美 
和⽥  成史 
渡辺  憲司 

６ 教職員数(※「学校基本調査」データより)  

 教員 教員（兼務） 職員 

学院本部事務局 0 0 86 

⼤学 608 1685 295 

新座中学校・⾼等学校 70 63 13 

池袋中学校・⾼等学校 38 55 9 

⼩学校 35 8 6 

Ⅰ．法⼈の概要                                         
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１ ⽴教学院本部の事業概要 

 

 

1．⼀貫連携教育の推進体制                                                                                             
          ⽴教学院では、⼩・中・⾼・⼤の各校がそれぞれの
特性を活かし責任を持ちながら、児童・⽣徒・学⽣の
⼼⾝の成⻑や学習の進度に応じて、学問のみならず⽣
活⾯や精神⾯までを視野に⼊れた総合的な教育を⾏っ
ています。その特⾊は、⼩学校から⼤学まで⼀貫性、
⼀体性、系統性を持たせ、単なる「⼀貫教育」ではな
く「⼀貫連携教育」としているところにあります。学
院全体を貫く共通の教育⽬標としては「テーマを持っ
て真理を探究する⼒」「共に⽣きる⼒」を育むことを
掲げ、⽬標達成のために、学院教学常務会の下に各種
委員会を設置し組織的な活動を⾏っています。                                  
            2014年度も、⼤学の各学部による「⾼⼤連携特別
授業」などの講座の開講、児童・⽣徒・学⽣および教
職員がかかわる「⽴教学院清⾥環境ボランティアキャ
ンプ」の実施や「東⽇本⼤震災復興⽀援」活動、グ
ローバル化に対する連携活動、⼤学⽣による児童・⽣
徒に対する授業や課外活動へのサポート活動などを
⾏ってきました。                                                                                                                                                                    
          また、各校の教員は⾃らの教育⼒向上のために教科
ごとに研究活動や研修活動を⾏っており、2014年度は
各校の英語教員による『⼀貫連携英語教育をどう構築
するか』を発刊しました。  

２．⽴教学院振興基⾦による⼀貫連携教育、        
                        課外活動の推進                                                                                                                                        
           ⽴教学院振興基⾦は、本学院の特徴的な教育活動や
各校を代表する課外活動を重点的に援助する制度で
す。                                                                                                                                                                                                                                
   2014年度は⼤学7件、新座中学校・⾼等学校1件、
池袋中学校・⾼等学校3件の課外活動に対し、3,838万
円の⽀援を決定しました。第1期募集分（2012年度〜
2014年度の3ヵ年計画）が終了し、総額1億600万円
の⽀援を⾏いました。  

 

１．⽴教学院の施設整備                                                                                                                
  2014年度に⽴教学院で主に実施した施設整備は以
下のとおりです。これらの施設は教育・研究活動の充
実、課外活動のさらなる発展、学⽣･教職員のウエル
ネスの向上に活⽤されます。詳細は各校の事業報告に
記載しています。  

 

 

 
 
1．ＭＩ推進活動について                                                                                                     
  MI推進室は、経営効率の向上を主たる⽬的とし
て、各種コスト削減プラン策定と事務職員業務の⾼度
化を図るため、2011年度より活動を⾏ってきまし
た。                                                                                                                                                                                                                            
           2014年度はこれまでの活動の総括を⾏い、より教
学改⾰の取り組みと密接に連携を図りながら、経営効
率の向上を進めることが重要であるとの観点から、
MI推進室を廃⽌し、新たに「経営課題検討会議」を
設置しました。  

2．戦略的⽅針に基づく財政運営を                                                     
                   めざした取り組み                                                                                                                             
  多様化の⼀途をたどる教育研究活動を⽀えるの
は、明確な⽅針に根ざした資⾦投⼊を可能とする財政
運営だといえます。この考え⽅に⽴って「⽴教⼤学中
期財政⾒通し」を作成し、今後5年間の⼤学財政が抱
える課題を確認しました。⾒出した課題は⼤学だけで
なく、⼩中⾼を含む学院全体にかかわるものであるた
め、理事⻑を座⻑とする経営課題検討会議を設置し、
解決に向けた具体的⽅策の策定に着⼿しました。各学
校内部でも取り組みが進んでおり、⼤学では個々の学
部が⾃らの裁量で⽀出内容を決定できる予算制度につ
いて、より⾃由度を⾼める制度変更を決定しました。 

■池袋キャンパス 

⽴教学院展⽰館 2014年5⽉竣⼯ 

■新座キャンパス 

セントポールズ・フィールド 2014年7⽉竣⼯ 

セントポールズ・アクアティックセンター 2015年3⽉竣⼯ 

⼀貫連携教育の推進体制 

施設整備計画 

経営効率の向上 

Ⅱ．事業の概要 
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3．⼈事政策・業務改善                                                                                                                     
 （１）職務遂⾏⼒評価制度の運⽤                                                                                       
         職務遂⾏⼒評価制度は、2009年度から本格的に取り
組みを開始し、2013年度の評価結果を2014年度の賞
与から反映することとしました。また、⽬標管理制
度・職務遂⾏⼒評価制度の精度を向上させるため、管
理職に対する評価者研修を実施しました。                                                   
 （２）職員・⼈事給与制度で検討課題となっている   
                              事項への着⼿                                                                                                                                                           
  2014年度は、選択定年制、再雇⽤制度、休暇制度
の⾒直しについて検討を開始しました。                                                              
 （３）国際化推進に対応した職員研修プログラム   
                               および短期海外視察研修の実施                       
          職 員 の 外 国 語 能 ⼒ に つ い て 、2017年 度 ま で に
TOEIC730点以上を保有する職員⽐率(⺟数：⼤学職
員)20％（約60名）以上を⽬標とし、国際化を推進す
るための研修プログラムを開発・実施しています。      
           2014年度は、中堅職員を対象とした「短期海外視
察研修」を新規に実施し、国内での英語の集中研修
と、アメリカ合衆国の⼤学視察を⾏いました。      

          創⽴135周年記念募⾦「⽴教未来計画」終了後、更
なる教育研究基盤整備に向けて、「⽴教⾚レンガ募
⾦」（2015年4⽉より「⽴教サポート募⾦」に名称変
更）を開始しました。主にグローバル化推進、奨学⾦
の充実、課外活動⽀援、東⽇本⼤震災被災学⽣⽀援等
の事業に活⽤することにご賛同いただいた校友、個
⼈、法⼈の皆様⽅から、単年度の⽬標2.5億円に対
し、４億円を超えるご寄付をいただきました。この
他、⼩学校の「教育環境改善資⾦」、池袋中⾼の「教
育充実資⾦」、新座中⾼の「教育研究事業振興資
⾦」、⼤学の「教育振興資⾦」等、各学校在校⽣の保
護者の⽅からの寄付⾦も約2.5億円に達しました。  

 

 

1．⽴教学院広報活動                                                                                                                             
          2014年度は「創⽴140周年」、⽴教⼤学のスー
パーグローバル⼤学創成⽀援採択に向けた「国際化推
進」、新座キャンパス新施設を中⼼とした「学院広
報」の３項⽬を重点項⽬とした広報活動を実施しまし
た。                                                                                                                                                                                                                            
          「創⽴140周年」広報では、シンボルデザインの制
作、特設サイト、「⽴教⼤学 by AERA」制作等を
実施、「国際化推進」広報では、リーフレット
「Rikkyo Global 24」を制作、記者発表を⾏い、
スーパーグローバル⼤学創成⽀援採択に貢献し、採択
発表後は事後広報を⾏いました。「学院広報」では、
⽴教新座中学校⾼等学校のオープンキャンパスや「セ
ントポールズ・アクアティックセンター」完成に関す
る広報活動等を⾏いました。   

2．⽴教学院展⽰館                                                                                                                                         
  ⽴教学院各校の歴史展⽰を通し、⾃校教育の場と
して、また、校友・保護者・地域の⽅々をはじめ社会
⼀般に、⽴教の歴史と伝統、教育と研究の取り組みを
発信する場として⽴教学院展⽰館がオープンし、すで
に約1万⼈が来場しました。タッチパネルディスプ
レーや映像などの最新デジタル技術を駆使した展⽰設
備や貴重資料を通して、⽴教の140年にわたる歩みを
体感できます。  

3．危機管理体制の整備                                                                                                                 
          ⽴教学院では、東⽇本⼤震災より前から危機管理体
制の整備を進めてきており、「⽴教学院危機管理基本
規程」「危機管理基本マニュアル」「地震リスク対応
マニュアル」の整備、学⽣や教職員その家族を対象と
した「緊急連絡システム」の導⼊、各種避難訓練の実
施、災害⽤備蓄品の充実のほか、豊島区との間で「帰
宅困難者対策の連携協⼒に関する協定」の締結などを
⾏ってきました。                                                                                                                                                                
           2014年度は「帰宅困難者対応マニュアル」を策定
しました。  

その他 

創⽴135周年記念募⾦終了後の新たな募⾦活動の推進 

Ⅱ．事業の概要                                         
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4．省エネルギー対策の推進                                                                                            
          ⽴教学院では、節電や空調温度のコントロールなど
省エネルギー対策を恒常的に実施するとともに、全学
的な組織である「省エネルギー推進連絡会」を中⼼に
環境保全にかかわる基本⽅針や組織体制の検討を進め
るとともに、設備⾯ではガス空調機の更新やLED照明
へ切り替えなどCO２排出量のさらなる削減に努めまし
た。  

5．⽴教学院150年史編纂事業の推進                                              
          ⽴教学院は2024年に創⽴150周年を迎えます。本学
院が⾃らの歴史を振り返り、そのあるべき姿、進むべ
き道筋を定める際の拠り所とするため、『通史』を中
⼼とした「150年史」の編纂事業を進めています。
2014 年度は「⽴教学院150年史編纂委員会」「同専
⾨委員会」で⽬次案をほぼ確定しました。また150年
史資料集『THE SPIRIT OF MISSIONS⽴教関係記事
集成 別巻FORTH』を刊⾏。「京都教区寄贈ウィリ
アムズ主教資料」の整理（仮⽬録完成）、デジタル化
（約530点）なども実施しました。  

 

 

 ⽴教学院の収益事業部⾨である事業部は、本学院の
児童・⽣徒・学⽣・教員・職員の福利厚⽣の拡充を⽬
的とするとともに、本学院の財政および業務運営に寄
与するため、さまざまな収益事業を展開しています。 
          2014年度の売上⾼は、3億3,727万円（前年度3億
2,114万円，前年度⽐105.0％）、当期純利益は619
万円（前年度799万円，前年度⽐77.4％）となり、学
校会計への繰⼊額は1億円（前年度9,400万円）とな
りました。                                                                                                                                                                                        
          広報⾯では事業部ホームページ「セントポールプラ
ザ・サイト」を運営し、情報提供・利便性向上に取り
組んでいます。また、⽴教カード取扱⼿数料の収益の
⼀部を⽴教⼤学学⽣が参加する各種課外活動の奨励⾦
に充てるなど、校友、学⽣保証⼈、保護者などの多く
の学院関係者に⽀えられた事業として展開していま
す。  

 

⽴教学院事業部の事業概要 

Ⅱ．事業の概要     
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２ ⽴教⼤学の事業概要 

 2014年は、アメリカ聖公会の宣教師で後に主教に
任ぜられるチャニング・ムーア・ウィリアムズが、
東京築地で「⽴教学校」を始めてから140周年の年に
あたります。⽴教⼤学では⼤きな周年記念⾏事を⾏
いませんでしたが、いくつかの点で本学にとって⼤
切な年となりました。                                                                                                                                           
           第⼀に挙げるべきは、⽴教⼤学の国際化に関係す
るものです。まず2014年5⽉に、⽴教⼤学の国際化
戦略を⽰す『Rikkyo Global24』を発表し、数値⽬標
を伴う指針を提⽰しました。これに基づいて作成し
た改⾰構想は、⽂部科学省の「スーパーグローバル
⼤学創成⽀援」のタイプB（グローバル化牽引型）に
採択されました。「グローバルリベラルアーツ×リー
ダーシップ教育×⾃⼰変⾰⼒―世界で際⽴つ⼤学への
改⾰―」という構想名称が、リベラルアーツ教育の
伝統と、⾰新的なリーダーシップ教育を活かした⽴
教らしい国際化の⽅途を⽰しています。海外展開の
拠点となる海外事務所もソウル、ニューヨーク、ロ
ンドンに開設し、各地の教育研究機関との連携も着
実に拡⼤しています。                                                                                                                                           
          国際化と共に教育の充実と⾼度化を進めるために
構想されているのが、学⼠課程全体の再構成である
「学⼠課程統合カリキュラム」です。4次にわたる全
学的な議論は学⼠課程統合カリキュラム検討委員会
の答申としてまとめられ、2016年度の実施に向けて
具体化のプロセスに⼊っています。「学⼠課程統合
カリキュラム」は、全学共通カリキュラムと専⾨教
育、正課教育と正課外教育・課外活動の区別を超え

て、4年間の学⽣⽣活全体を学⽣の全⼈格的な発達の
過程として総合的に捉えるものです。「導⼊期」「形
成期」「完成期」という学修期に沿ったカリキュラム
を展開するとともに、国際化戦略と緊密に連動するこ
とで、豊かな国際性を持つ「専⾨性に⽴つ教養⼈」を
育成します。                                                                                                                                                                                  
          施設⾯においては、学⽣の⾃発的、⾃律的な学修を
⽀援する場としてのラーニング・コモンズがさらに充
実しました。池袋、新座それぞれの図書館の利⽤者数
も着実に増加しており、両キャンパスは勉学の場とし
ての機能を⼀層⾼めています。また、池袋キャンパス
の旧図書館には⽴教学院展⽰館が開設され、⼀貫連携
教育の理念を⽀える⾃校史教育の場となっています。
体育施設については、新座キャンパスに新たに50ｍ×
25ｍの公式プールが完成しました。これによって、
池袋、新座の両キャンパスおよび富⼠⾒総合グラウン
ドにおける⼤きな施設整備⼯事は⼀段落を迎えること
になり、静かな勉学環境が戻っています。                                                  
          科学技術の進歩とグローバリゼーションの進展に
よって社会は激しく変化していますが、このような時
代だからこそ、建学の精神に基づく教育研究を着実に
進めることによって、豊かな国際性としなやかな知性
を備え、社会に貢献できる⼈間の育成を進めていきた
いと考えています。                                                                                                                                                      
           皆さまの⼀層のご⽀援、ご協⼒をお願いいたしま
す。   

1．国際化推進 
2014年度に本学は国際化戦略「Rikkyo Global 

24」を公表し、また、⽂部科学省「スーパーグロー
バル⼤学創成⽀援（グローバル化牽引型）」に採択さ
れました。                                                                                                                                                                                              
          ⽴教⼤学の伝統であるリベラルアーツ教育を中軸に
据えたグローバル化を進めるべく、2014年度に⽂部
科学省「スーパーグローバル⼤学創成⽀援（グローバ
ル化牽引型）」に申請し、本学の構想である「グロー
バルリベラルアーツ×リーダーシップ教育×⾃⼰変⾰

⼒ ―世界で際⽴つ⼤学への改⾰―」が採択されま
した。本構想は2023年度までの10年間にわたる計画
であり、今後は構想の実現に向けて、全学を挙げて
推進していきます。                                                                                                                                                     
           また、2014年度には、ロンドン、ニューヨーク、
ソウルの3か所に海外拠点を設置しました。いずれも
全世界に広がるキリスト教の聖公会ネットワークを
活⽤したもので、広報活動や留学⽣⽀援、⾼等教育
機関との連携構築を進めています。  

国際化、国際連携 

リベラルアーツ教育の充実と国際化への⾶躍  

⽴教⼤学 総⻑  

吉岡 知哉  

Ⅱ．事業の概要                                         
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2．海外留学・研修の充実                                                                                                 
          本学学⽣の留学意欲は⾮常に⾼まっています。異
なる⽂化を体験し、広い視野を獲得するためにも、
海外留学・研修は重要です。現在年間約1,000⼈の
学⽣が海外経験を積んでいますが、今後4年間で学⽣
の半数が、そして、10年後の2023年度には、全員
が卒業までに⼀度は海外留学・研修を経験するよう
に、制度を整えていきます。                                                                                                          
          2014年度は、国際センター主催の短期留学プログ
ラムを増やし、夏休みに加えて春休みのプログラム
を開始するとともに、オーストラリア、東南アジア
でのプログラムの開発を進めました。さらに、各学
部・研究科におけるそれぞれの特⾊を⽣かした短期
留学プログラムを開発しました。また、池袋、新座
両キャンパスに、グローバルラウンジを開設し、留
学に関⼼を持つ学⽣向けの⾏事や留学⽣との交流⾏
事等を40回実施し、多くの学⽣が参加しています。    
          2013年度に設置したグローバル教育センターで
は、全学共通カリキュラムに「『国際協⼒⼈材』育
成プログラム」および「グローバルリーダーシップ
プログラム」を展開するとともに、「国連ユースボ
ランティアプログラム」を実施しました。   

３．⼤学間協定・学部間協定校の拡⼤                                
          学⽣、研究者の交流の拡⼤を⽬指し、今後10年間
で⼤学間協定・学部間協定校を現在の135校から、
300校に拡⼤します。また、各学部・研究科におけ
るそれぞれの特⾊を⽣かした学部・研究科間協定の
拡⼤を⽀援します。                                                                                                                                                  
          2014年度は新たに12の⼤学と協定を締結し、全
学で135校と142件の協定を締結しています。ま
た、NAFSAなどの国際会議や海外で開催される留学
フェアに参加し、本学のプレゼンスを⾼め、留学
先、さらには、学術交流提携先としての認知度向上
に努めました。   

４．留学⽣受⼊体制の整備                                                                                            
           留学⽣の受⼊数を、現在の約500名から、今後4年
間で1,000名に倍増し、キャンパスの国際化を推進
します。また、そのための環境整備として、国際交
流寮の増設を⽬指します。                                                                                                                    
          2014年度は、国際交流寮にレジデントサポーター
制度を導⼊し交換留学⽣へのサービスの向上、⽇本
⼈学⽣との交流促進による寮内のさらなる国際化を
推進しました。                                                                                                                                                                      
          また、2014年度より職員研修として20〜30代の
若⼿・中堅職員のアメリカでの海外研修を実施し、
語学⼒向上を含めた事前研修と事後の振り返り、ア
メリカでの⼤学教職員との交流を通して、国際的感
覚の涵養と海外の⾼等教育機関の実態を把握するこ
とで、国際業務を担うことができる職員の育成を進
めました。  

 

1.学⼠課程統合カリキュラムの2016年度実
施                                                                                                                                                                                                                                       
               新たな「⽴教⼤学 学⼠課程統合カリキュラム」
を2016年度から実施するにあたり、これまで４次に
わたる検討委員会で、⽴教⼤学の学部4年間の教育は
いかにあるべきか、という議論を続けてきました。
「学⼠課程統合カリキュラム」は、中核となる専⾨教
育を全学共通カリキュラム、キャリア、正課外の各教
育と有機的に結合させた現代的リベラルアーツ教育に
よって、「⼈間社会で⽣きる⼒」を育成することを⽬
的としています。                                                                                                                                                                   
           2014年度は、これまでの議論をもとに2016年度か
らの実施に向けた各種の条件および学修⽀援や教室環
境などの要件を固めつつ、各学部において具体的なカ
リキュラムの設計を進めました。                                                                                             
  また、学⽣を対象とする「学修状況調査」を実施
し、学⽣の学修成果を把握するとともに、「学⼠課程
統合カリキュラム」の具体化にとって有益な分析を⾏
いました。  

２．教育活動の活性化                                                                                                                   
 （１）外部資⾦による教育プログラムの展開                                          
           教育活動の充実に向け、⽂部科学省をはじめとする
競争的資⾦への申請に取り組み、2014年度は以下の
採択プログラムを展開しました。                                                                                     

 （２）学内助成による教育プログラムの展開                                          
           学内の学部・研究科・事務部局において⾏われてい
る教育活動や取り組みをさらに発展するよう奨励する
ため、「⽴教⼤学教育活動推進助成(⽴教GP)」制度の
もと、学内助成を⾏いました。  

教育改⾰ 

Ⅱ．事業の概要     
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3．9⽉⼊学の実施                                                                                                                                         
           2014年度秋学期から、海外留学の促進や外国⼈
留学⽣の受け⼊れ拡⼤などを⽬的に、経営学研究科
と異⽂化コミュニケーション研究科（⾔語科学専
攻）の2研究科で9⽉⼊学制度を導⼊しました。
2014年度は、経営学研究科で独⽴⾏政法⼈国際協⼒
機構が実施する「アフリカの若者のための産業⼈材
育成イニシアティブ」による外国⼈留学⽣3名を9⽉
⼊学で受け⼊れました。  

４．新座キャンパスの充実                                                                                           
          新座キャンパスは、本学の先端的・特徴的な教
育・研究の拠点であり、ソフト・ハード両⾯での⼀
層の活性化を図っています。2014年度は、学⽣の主
体的な学びを⽀援するラーニング・コモンズ「しお
り」に加え、キャンパス内での国際交流を促進する
グローバルラウンジを設置しました。グローバルラ
ウンジでは、学部の特性に適した催しなど新座キャ
ンパス独⾃の企画を実施し多くの学⽣が参加しまし
た。  

 

 

１．キャンパス環境の拡充                                                                                           
          ⼤学内での⽣活は、授業を受けるだけでなく、講
義やゼミの予習・復習、クラブ・サークル活動など
を通じた友⼈との交流なども⼤切です。2014年度よ
り池袋キャンパスでは、図書館として使われていた
メーザーライブラリー記念館の２階・３階に、学修
⽀援スペース「メーザー・ラーニング・コモンズ」
を設置しました。双⽅向型の授業に対応し、また学
⽣の⾃主的な活動を活性化させるさまざまなメディ
アが充実したラウンジ機能、グループ学習機能を兼
ね備えたスペースで、多くの学⽣に利⽤されていま
す。新座キャンパスにおいても、新座図書館ラーニ
ング･コモンズ「しおり」に加えて、図書館の⼀部を
学修⽀援スペースとして拡充しました。  

２．奨学⾦                                                                                                                                                                               
  本学は、学⽣が安⼼して勉学に励むことができる
よう、経済的な⽀援を⾏うために⼤学独⾃の奨学⾦
の充実を進めています。2012年度に、経済的理由に
より修学が困難な学⽣やひとり暮らしの学⽣を⽀援
する奨学⾦を総額で1億円増額した結果、奨学⾦を
申請した学⽣のうち4割を超える者に⽀給できるよ
うになり、2014年度も同様の結果を達成しました。 
          ⼀⼈暮らしの学⽣に対してはこれまで通常の奨学
⾦とは別に「⼀⼈暮らし応援奨学⾦」を⽤意してき
ましたが、2014年度からは、さらに、⾸都圏以外の
優秀な者に対する⼊学前予約型奨学⾦『⽴教⼤学

「⾃由の学府」奨学⾦』を創設し、52名の学⽣が受給
しました。⼊学前に経済的⾒通しを⽴て、安⼼して⼊
学できる環境を整えることができるようになりまし
た。また、東⽇本⼤震災で被災した学⽣への経済⽀援
を⽬的とした⼊学⾦・学費減免も、引き続き実施しま
した。                                                                                                                                                                                                                       
          その他、既存の各種奨学⾦の⾒直し、国際化推進を
⽬的とする新たな奨学⾦制度の創設などに向け、委員
会を設置し検討を開始しております。    

３．しょうがい学⽣の⽀援                                                                                                     
  2014年度は、「⽴教⼤学しょうがい学⽣⽀援⽅
針」に基づいて策定された⾏動計画および実施計画
（2013〜2015年度）に沿って、⽀援体制や施設･設備
の整備、情報発信、調査・情報の活⽤、ネットワーク
形成等を⾏いました。                                                                                                                                                 
         また、発達しょうがい学⽣への対応について、「発
達しょうがい学⽣⽀援組織検討ワーキンググループ」
を設置して検討を進めた結果、2015年度より専⾨員を
配置し、学内組織と連携して発達しょうがい学⽣への
⽀援を開始します。  

４．体育会活動⽀援                                                                                                                                         
  2014年度は体育会活動を⽀援するための制度であ
る「第Ⅲ期体育会活動奨励⾦」および「第Ⅱ期体育会
特別指導者招聘制度」の実施2年⽬を迎え、⽴教⼤学
校友会からの協⼒を得ながら、各部の⽬標実現に向け
て、さらなる⽀援を進めました。                                                                                               
          学業⾯においては「学業・スポーツ活動両⽴⽀援委
員会」を中⼼に、教員部⻑および部⻑幹事が連携した
助⾔・指導体制のもと、継続的に⽀援しています。               
          また、2007年度から開始した「アスリート選抜⼊
試」は、2014年度で8年が経過しました。これまでの
総括と⼊試制度のさらなる改善に向けて検討を進めて
います。   

■⽴教⼤学しょうがい学⽣⽀援⽅針 

⽴教⼤学は、卒業後の⾃⽴的な社会⽣活を⾒据え、
しょうがいのある学⽣が、主体的に⼤学⽣活を送るこ
とができるよう、積極的に⽀援を⾏います。そのため
に、しょうがいのある学⽣にとって利⽤しやすい⽀援
内容と体制を確⽴します。また、施設・学習設備⾯の
アクセシビリティ環境の向上に取り組み、しょうがい
の有無に関わらず、学⽣が相互に学び合い、共に⽀え
合う、開かれたキャンパスを⽬指します。 

学⽣⽀援 

Ⅱ．事業の概要                                         
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５．キャリア⽀援および就職⽀援の融合と
推進                                                                                                                                                                                                                     
  卒業後の進路選択に向けて学⽣を⽀援していくこ
とは、⼤学の重要な役割です。そのため本学は、
キャリア⽀援と就職⽀援両⾯の充実と1年次から4年
次までの⼀貫した⽀援活動を⽬的として、全学部か
ら選出された委員により構成される「キャリア⽀援
委員会」を設置しています。この委員会を中核とし
て、初年次から学年進⾏に対応した計画的なキャリ
ア⽀援および就職⽀援の充実について議論を進めて
おり、2016年度から開始する「学⼠課程統合カリ
キュラム」の構想と合わせて、全学的なキャリア⽀
援計画を定めるとともに、各学部・研究科・学⽣⽀
援部局などにおけるキャリア教育・⽀援プログラム
の開発や協⼒・連携を引き続き⽀援しました。                           
          また、学部の特性やニーズに合わせ、多様な⽀援
活動を展開するため、キャリア⽀援専⾨職である
「学部キャリアサポーター」を各学部に配置し、各
学部の教員やキャリアセンターと連携しながら、学
部におけるキャリア教育の推進や国内外のインター
ンシップの実施、学部独⾃の就職⽀援プログラムの
開催などに取り組んでいます。                                                                                                 
          2014年 度 の 主 な 取 組 は 以 下 の と お り で す 。 

①インターンシップ                                                                                                                                                   
         企業が就職活動時期の変更を⾒据え採⽤広報を意
識したインターンシップを増加させていくなかで、
本学は引き続き、学⽣の成⻑の可能性を重視したイ
ンターンシップとキャリア⽀援プログラムの開拓と
提供を積極的に進めました。  

②外国⼈留学⽣への就職⽀援                                                                                                           
          国際化推進の⼀環として、外国⼈留学⽣を対象
に、企業によるパネル形式の就職⽀援プログラムを
実施しました。  

③⼤学院⽣（博⼠課程前期課程）へのキャリア⽀援       
          博⼠課程前期課程を修了する⼤学院⽣へのキャリ
ア⽀援を充実させるため、2013年度に実施した⼤学
院⽣調査を分析し、前期課程修了後の進路希望（就
職希望者と博⼠課程後期課程への進学希望者）に応
じたキャリア⽀援を検討しました 。

 

１．学内助成の充実と外部資⾦の獲得                                        
          ⽂部科学省「私⽴⼤学戦略的研究基盤形成⽀援事
業」（私⽴⼤学の経営戦略に基づき⾏う研究基盤の形
成）の申請に意欲的な学内の研究組織を積極的に⽀援
し、本学の研究拠点化を促進しました。2014年度は
すでに採択されたものを含め、以下のプログラムを展
開しました。  

また、2014年度は科学研究費助成事業の新規申請
件数は131件となり、そのうち55件が採択されていま
す。新規採択率は42.0％で、私⽴⼤学全体では第2位
でした。2015年度新規申請件数は、137件となってい
ます。 

２．研究者情報の充実と交流促進                                                     
          本学に所属する研究者の活動に関する情報は、研究
者相互の交流の促進、学外への広報、の双⽅の観点に
おいて重要です。2014年度は、⼤学ホームページ内
の「研究者情報」の充実に取り組みました。Ｗｅｂ上
に存在する様々な情報にリンクを貼れるよう仕組みを
整えるとともに、担当科⽬情報など各教員の情報を充
実しました 。 

 

 

１．社会連携の推進 
2014年度は、池袋キャンパスにおいては、豊島区

との連携による「池袋モンパルナス」や「としまコ
ミュニティ⼤学」といった⽂化・⽣涯学習関連プログ
ラムの継続開催に加え、新たに東京芸術劇場との連携
による「池袋学」を開講しました。また、2020年東
京オリンピック関連として組織委員会との協定をコ
ミュニティ福祉学部等の協⼒を得て締結し活動を開始
しています。  

研究推進 

社会連携 

Ⅱ．事業の概要     
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新座キャンパスにおいては、新座市との協⼒のも
と、教養講座、スポーツ教室、コンサートなどで構
成される「新座市内⼤学講座」を実施し、1,000名
を超える市⺠が参加しました。「新座市⺠総合⼤
学」では「観光都市づくり学科」を設置し全18回の
カリキュラムを展開しています。                                                                                       
          これからの⼤学教育において重要となる、社会、
地域との連携を⼟台とし、社会、地域を第2の教室と
位置づけ、そこでの体験を教育に取り⼊れた「⽴教
サービスラーニング科⽬」については、先⾏実施科
⽬（3科⽬）、先⾏実施プログラム（1件）の実施と
円滑な事務運営の仕組みづくりを進めました。  

２．校友会との連携の⼀層の強化                                                         
          校友会組織は、⽴教⼤学のネットワークの基礎で
あり、先輩から後輩への、さまざまな⽀援のための
最も重要な組織です。2014年度は特に海外の⽴教会
との連携を推進し、ハノイ、サイゴン、ジャカル
タ、韓国の各⽴教会への公式訪問を⾏い、海外⽀部
との関係強化を図りました。国内では、⿅児島⽴教
会の協⼒を得ながら⽴教⼤学シンポジウムを開催
し、地元メディアにも⼤きく取り上げられたほか、4
地区における⽴教デーを前年度に続き開催していま
す。   

３．東⽇本⼤震災復興⽀援活動                                                          
          東⽇本⼤震災から４年が経過しました。しかし、
被災地の復興はなかなか進まず、現在も多くの⽅々
が仮設住宅での暮らしを余儀なくされ、震災の⾵化
も進んでいます。                                                                                                                                                             
          本学は「東⽇本⼤震災に伴う⽴教⼤学の復興⽀援
活動指針」を策定し、⽴教⼤学東⽇本⼤震災復興⽀
援本部を中⼼に、学部等諸部局、学⽣団体が様々な
活動を続けてきました。本学の⽀援活動の重点⽀援
地域である岩⼿県陸前⾼⽥市、および岩⼿県⼤槌
町、宮城県⽯巻市、気仙沼市、南三陸町などの被災
地域に赴く取り組みに加え、被災地域から避難して
いる⽅々を対象とした活動や震災を⾵化させないた
めの取り組みを⾸都圏でも⾏ってきました。2014年
度は、コミュニティ福祉学部の被災地域への学⽣派
遣や社会学部による唐桑ツアーの実施などの他、陸
前⾼⽥市において、本学出⾝の上橋菜穂⼦⽒による
公開講演会を、また若⼿職員のボランティア研修を
実施しました。  

 

 

 

          より安⼼・安全なキャンパス作りのため、⽼朽化し
た施設の更新と学⽣の過密化への対応を⽬指し、2011
年度に⽴教学院全体の施設計画として、「キャンパス
メーキング計画基本構想」を策定しました。                                             
          2014年度は、「キャンパスメーキング計画基本構
想」に基づいて、以下の整備を実施しました。  

①「セントポールズ・フィールド」（陸上競技、およ
び各種競技⽤フィールド）                                                                                                                             
           新座中学校・⾼等学校との共⽤施設として直⾛路8
コース、曲⾛路6コースの400メートルトラックを有す
る第4種公認陸上競技場「セントポールズ・フィール
ド」を2014年7⽉に竣⼯しました。トラック内は、跳
躍・投擲競技（砲丸投げ）場として、また、ラグ
ビー、アメリカンフットボールなどで利⽤できる⼈⼯
芝のフィールドとして整備しました。   

②「セントポールズ・アクアティックセンター」（屋
内プール、50ｍ×10コース、25m×8コース×2⾯）            
          新座中学校・⾼等学校との共⽤施設として50ｍ・
25m国内基準競泳プールである「セントポールズ・ア
クアティックセンター」を2015年3⽉に竣⼯しまし
た。⼤学の正課、および正課外で利⽤すると同時に、
地域連携のひとつの形として、新座市⺠への開放を
2015年度中に開始する予定です。   

教育・研究環境の整備  

■⽴教⼤学復興⽀援活動指針 

・息の⻑い復興⽀援活動を展開します（活動時
期）。                                                                                                                                                                                                   
 ・被災地での復興⽀援活動だけではなく、復興⽀
援活動の企画⽴案や関東圏域での⽀援活動も視野
に⼊れた活動を展開します（活動地域）。                                 
 ・教育、研究、および社会貢献活動という⼤学業
務のあらゆる分野において、復興⽀援活動を展開
します（活動分野）。                                                                                                                         
 ・復興⽀援活動にあたっては、学⽣・教職員への
事前研修、事後のフォローやリスク管理を徹底す
るとともに、被災地域の⼈々のニーズに⼗分配慮
します（活動倫理）。 

Ⅱ．事業の概要                                         
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３ ⽴教新座中学校・⾼等学校の事業概要 

愛と正義を持った⼈材の育成 

本校では、⽴教学院の⼀貫連携教育の理念のも
と、⽴教⼤学のグローバル展開をバックボーンに、
この⼀年間スーパーグローバルハイスクールアソシ
エイト認定校として活動してきました。その活動の
中核は、キリスト教に基づく、愛と正義を持った
ヒューマニティーあふれる⼈材の育成です。 地球的
視野に⽴った「共に⽣きる」精神を互いに共有しな
がら、未来を切り開くエリートを育てる努⼒を重ね
てまいりました結果、⼈間味豊かな＜愛される⼈＞
＜愛する⼈＞を育てることにつながり、多くの⼈を
幸せに導く真のリーダーを輩出することができまし
た。同時に、コミュニケーション能⼒の陶冶に努
め、⾔語の習得はもとより、基盤となる⽂化⼟壌の

理解などにも積極的プログラムを組み、⼀⼈ひとりの
個性を⼤事にする教育を⾏い、公正な判断⼒を培って
まいりました。他⽅、勉学・⽂化活動・スポーツ活動
においても、多くの成果をあげました。2014 年 4 ⽉
に完成した本館校舎と総合体育館の活⽤も⼤きな⼒と
なりました。さらに7⽉には、全天候型のセントポール
ズ・フィールドが完成し、教科体育の充実はもちろ
ん、ラグビー・アメリカンフットボール・陸上競技な
どでも⽬覚ましい活躍がありました。また、2014年度
末、2015年３⽉にはセントポールズ・アクアティック
センター（室内温⽔プール）も竣⼯しました。  

 

１.教育プログラム整備・充実                                                           
 (１）グローバリゼーションへの取組                                                                     
          本校では、語学⼒とともに幅広い教養や問題解決
⼒などを⾝に付け、将来いろいろな分野において国
際的にリーダーシップを発揮する⽣徒を育成したい
と考えています。そのために、多⾔語活⽤能⼒の育
成、リーダーシップの育成、異⽂化理解能⼒の育成
を3本の柱としたグローバル教育を展開し始めまし
た。その結果、⽣徒たちは、論⽂作成や議論をする
活動などを通して、⽇本語はもとより英語で論理的
に物事を述べる能⼒を⾝につけつつあります。ま
た、⾃分が所属するグループの⽬的が達成できるよ
う、必要な情報を交換したり、各⾃の取り組みを設
定したりすることにより、組織内で⾃分を⽣かし他
者を⽣かす⼿法を学びました。さらに、⽇本の伝統
⽂化を学びつつ、留学⽣や外国の学校との交流、短
期間の留学などをおこなうことにより、さまざまな
⽂化を⽐較し理解しました。コミュニケーション能
⼒も向上しました。これらのことは、⽂部科学省の
スーパーグローバルハイスクール事業とも連携しつ
つ、今後も継続していきます。  

 

 
 

 

（２）中学校全学年６クラス化                                                                                                          
  中学校では、すべての学年のクラス数を6クラスに
増やしました。その結果、1クラスの⽣徒数が34名程
度となり、よりきめの細かい学級運営や授業展開をす
ることができるようになりました。このことは、⽣徒
それぞれの個性を伸ばしていくことにもつながると考
えています。   

（３）新しい施設の利⽤                                                                                                                                        
  本館の教員室が中⾼両⽅の⽣徒たちの教室からアク
セスしやすい位置にできたことで、教員室前に設置さ
れた交流ラウンジを利⽤しながら⽣徒と教員の交流
が、より活発におこなわれるようになりました。ま
た、各教室に配備された映像提⽰装置の活⽤により、
これまで紹介することが難しかった資料などを容易に
提⽰することができるようになりました。全天候型の
フィールドでは、今までとは違う授業や部活動などの
取り組みがおこなわれるようになりました。  

２．学習・⽣活環境の整備                                                                                                    
 （１）本館校舎、総合体育館  (2014年4⽉竣⼯)                                 
 （２）新学友会館(2014年4⽉利⽤開始)                                                                 
 （３）セントポールズ・フィールド(2014年7⽉竣⼯)     
 （４）セントポールズ・アクアティックセンター                         
                          （室内温⽔プール）(2015年3⽉竣⼯) 

⽴教新座中学校・⾼等学校 校⻑  

渡辺 憲司  

Ⅱ．事業の概要     

教育活動 
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４ ⽴教池袋中学校・⾼等学校の事業概要 

⽴教池袋中学校・⾼等学校では､キリスト教に
基づく⼈格の形成を⽬的とする⼈間教育を理念と
し､神を愛し、神の前に謙虚で感謝を持って⽣き
られる⼈間の育成を⽬指しています。                                                     
          ⽴教学院⼀貫連携教育構想で定めた⽴教学院各
学校共通の教育⽬標である「テーマを持って真理
を探究する⼒」と「共に⽣きる⼒」を育てるこ
と、更に「豊かで的確な⽇本語」と「⽣きた英
語」の習得を⽬指した教育を推し進めてまいりま
す。  

  

          2014年度は、このような教育⽬標の実現に向け
て、2013年度に竣⼯した新しい教育環境を最⼤限に
活⽤し、次のような教育改⾰を進めました。                                      
          そのひとつは英語の特化教育を初めとした各教科
指導の充実を図るため本校独⾃の新しいカリキュラ
ムによる授業を実現しました。                                                                                                  
          もうひとつは、少⼈数教育実現のため全学年4クラ
ス制を開始しました。                                                                                                                                          
          今後も継続して、本校の使命を反映した⽴教らし
い特⾊ある教育展開と環境整備に、さらに鋭意努⼒
を重ねてまいります。  

 

１.教育プログラム整備・充実                                                             
(１) 教育改⾰プロジェクト  

① 中学校・⾼等学校の全学年で４クラス制   
                      を開始しました。                                                                                                                           
 ② ⾼等学校新学習指導要領によるカリキュラム     
                       変更を⾼等学校１、２年で実施しました。   
 ③ ＩＣＴによる新しい教育の実現のためのプロ     
                       ジェクトが始動しました。                                                                         
 ④ グローバル教育を推進するプロジェクトの           
                      発⾜を決定しました。                                                                                                    
 ⑤ これからの学校でのクラブ活動のあり⽅を検  
                       討するプロジェクトの発⾜を決定しました。 

(２) 国際理解プログラムの整備  

          継続的な国際理解プログラムに加え、さらに留
学しやすい環境作りのために⾼校海外留学規程を
⾒直しました。  

 (３) ⽴教英国学院との教育連携の推進  

① ⽴教英国学院⾼等部への留学制度をスタート      
                     しました。                                                                                                                                                   
 ② ケンブリッジ⼤学でのサイエンスワーク                         
                      ショップに共同で参加しました。                                                      
  ③ 国際バカロレア（ＩＢ）の導⼊に関連した     
                       検討を共同で⾏いました。  

④ 2015年夏のロンドン⼤学でのグランドチャレ 
                    ンジセミナーに共同で参加することを決定し      
                    ました。   

 

 

(4)  教育相談体制の充実  

          専属スクール・カウンセラーの出勤⽇数を1⽇増や
し週5⽇としました。  

２．学習・⽣活環境の整備                                                                                              
          (1) ⼩教室（10教室）すべてに配備した電⼦⿊板
や、全普通教室に設置した液晶テレビを有効活⽤
し、メディアを駆使した授業展開を⾏いました。 
(2) 新体育館の有効活⽤、とりわけ温⽔プール（50
ｍ）による⽔泳指導や、アリーナ、多⽬的フロアを
使⽤し、充実した体育の授業やクラブ活動を展開し
ました。                                                                                                                                                                                                   
 (3) 新教室棟・⼈⼯芝グラウンドおよびテニスコー
ト等の新しい施設を有効活⽤し、併せて安全性の検
証等を実施しました。  

 3．その他                                                                                                                                                                                   

将来の施設改修・建設⼯事等に備えるための 資⾦留保    

 キャンパス緑化（植栽等）の推進 

男⼦校における家庭科教育の充実                                                                       

防災⽤備蓄の整備  

 

⽴教池袋中学校・⾼等学校 校⻑  

鈴⽊ 弘  

Ⅱ．事業の概要                                         

教育活動 

何を変え何を守るのかを⾒極めながら次のステージへ  
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５ ⽴教⼩学校の事業概要 

⼼を尽くし、⼒を尽くして 

 ⽴教⼩学校はキリスト教信仰に基づく教育を、設
⽴以来確固として守り続けながら、神さまによろこ
ばれる⼦どもの育成に携わってきました。                                            
          授業の始まりや⾷事の前に、そしてチャペルでの
礼拝で⼿を合わせて祈ることが学校⽣活の中に⾃然
と溶け込み、神さまが私たちの傍にいてくださるこ
とを実感できる環境がここにはあります。                                            
          ⽣まれてきたことに祝福を与えてくださる神さま
のもとで、私たちは神さまから⽣きるための役割や
使命・テーマを常に投げかけられているのです。⽣
きるテーマを創造する、それこそがキリスト教信仰
に基づく教育です。

 ⽴教学院⼀貫連携教育の中で、⼩学校は学習の基礎
の部分を担っていますが、児童がゆっくりとそして
じっくりと学習に向かい合うことにより、学習習慣が
定着していくことを⽬指しています。知識の量だけで
なく、⾃発的に⼦どもたちから進んで物事に取り組
む、そんな姿勢を⼤事にしたいと考えています。    
          学び合う学習集団の中で、⼀⼈ひとりの個性や能⼒
を引き出し、⾃発的・積極的な学習へ発展させる取り
組みを実践しています。⼀貫連携教育の⽬標である
「テーマを持って真理を探究する」、「共に⽣き
る」、この2つテーマを充分満たす能⼒と姿勢を養い、
感性豊かな⽴教⼈を育て、社会で活躍できる⼈材を送
り出していきます。                  

 

１.教育プログラム整備・充実                                                                          
          ⽣活指導⾯においては、男⼦校としての独⾃性を
⽣かし、男⼦校における「いのちの教育」に取り組
んでいます。⾼学年の保健の授業を専⾨家の指導を
受けながら、より解りやすく、⼼の成⻑ができるよ
うな授業を展開しました。学習⾯においては、60年
以上も続く英語教育・⽇記指導・読書教育などを毎
年ふり返りさらに充実させました。また新しい試み
として、3年⽣からタブレット端末のiPadを導⼊し
た情報科の授業も始まり、情報社会における、情報
モラル教育を基礎として学習を展開しました。 
 教員の教育⼒向上のために、公開授業をはじめ、
⼩⼤研究会、外部⼤学教授・講師による指導・授業
研究を実施しました。数多くの各種研究会と授業公
開によって、⼀⼈ひとりの教員の能⼒向上に努めま
した。                                                                                                                                                                                                            
   ⽴教⼤学教育学科の学⽣によるラーニングサポー
トシステムや⼤学体育会の学⽣によるスポーツ指導
も毎年盛んに⾏われ、その指導内容も技術も向上し
ています。また、年間⾏事（キャンプ・グローバル
エクスカーション・フィールドワーク・学習発表
会・聖劇・お別れ会等）を昨年度の反省をもとにさ
らに充実させました。  

 

 

２．学習・⽣活環境の整備                                                                                                      
          児童の安全を優先し、施設の計画的な整備を⾏うこ
ととし、今年度は特に耐震を中⼼に外壁・講堂天井の
改修を実施しました。                                                                                                                                                  
          最新式のコンピュータシステムの構想・構築・機種
の更新を⾏ったり、iPad miniを3年⽣から個⼈持ちと
し授業を展開しました。                                                                                                                                        
          給⾷業者・給⾷⾷器等の⾒直しを実施した後、⾷育
の改善を図るため定期的な話し合いを⾏い、より美味
しい安全な給⾷を提供しました。  

3．その他 
教育活動 スキー教室（４年希望者）、オーストラリア

ホームステイの旅（4･5年希望者）を継続実施 
⾃学学習教室（3年-6年）・朝読書・学⼒強化
週間の継続実施 

施設設備 ⽣活科の畑拡充・整備、作物の収穫体験拡充 
災害時に備え、⾮常⾷セット等の整備 

その他  校舎建て替え計画に備え、建設資⾦へ 

 1億6,000万円の積み増し 

⽴教⼩学校 校⻑  

⻄村 由紀夫  

Ⅱ．事業の概要     

教育活動 
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Ⅲ．財務の概要 
１ 2014年度決算の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 各計算書および⼀覧表において、単位未満を四捨五⼊しているため、合計などに差異が⽣じる場合があります。 
１．収⽀計算書の状況 
①消費収⽀計算書 
 当該会計年度の消費収⼊および消費⽀出の内容を明らかにし、消費収⽀の均衡状態を⽰すものです。 
〈内容の要点〉 
 学⽣⽣徒等納付⾦、補助⾦、事業収⼊は予算⽐で減少したものの、⼿数料、寄付⾦、資産運⽤収⼊、資産売却差
額、雑収⼊が予算を上回lり、帰属収⼊はほぼ予算通りとなりました。消費⽀出は予算⽐では、約8億円減少し、こ
の結果、帰属収⽀差額⽐率は2.5％となりました。 
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Ⅲ．財務の概要     

②資⾦収⽀計算書 
 当該会計年度の諸活動に対応するすべての資⾦の収⼊および⽀出の内容と、⽀払資⾦の収⼊および⽀出について
その顛末を明らかにするものです。 
〈内容の要点〉 
 前受⾦収⼊は、翌年度⼊学者の学納⾦が主なものですが、⼤学の⼊学⾦を2015年度⼊学者から減額したことによ
り、予算⽐で減少しています。⽀出⾯では、施設関係⽀出が8億3,000万円予算⽐で減少しました。これは⼀部の建
設計画の実施が2015年度に繰り延べとなったことや施設整備を実施する過程で、緻密な発注管理を⾏い費⽤の圧縮
を実現した結果によるものです。 

２．貸借対照表の状況 
 ⼀定時点（3⽉末現在）における財産の状況を明らかにするものです。 
〈内容の要点〉 
 有形固定資産のうち、⼟地は近隣⼟地の購⼊により増加しました。建物は新座中⾼旧校舎取り壊しや減価償却の
進⾏等により、減少しています。 
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Ⅲ．財務の概要                                         

２ 経年⽐較 
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Ⅲ．財務の概要     

３ 主な財務⽐率⽐較 

４ その他 
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Ⅲ．財務の概要                                         
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Ⅳ．データファイル 

⼊学試験の状況  

各校の⼊学試験の状況は以下の通りです。 
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Ⅳ．データファイル                        

2015年度⼤学⼊試状況 
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Ⅳ．データファイル     
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就職・進学状況 

 

 ⽴教⼤学では、学⽣⼀⼈ひとりが「⾏動を起こす⼒」「発⾒する⼒」「想像する⼒」「勇気をもって現実にあた
る⼒」を⾝につけられるよう学⽣⽀援を展開しています。就職⽀援もこうした⽅針に基づき、基本プログラムであ
る就職ガイダンス、⾃らの課題克服をめざすステップアップ講座、キャリアカウンセラー資格を有した職員による
個⼈相談の3つを柱に、就職活動とそれらを通した学⽣の⾃⽴を⽀援しています。                 
          こうした⽀援と就職状況の好転の結果、卒業者に対する就職率は81.6%となっており、全国平均と⽐較しても
例年⾼い成果を収めています。就職先はさまざまな業種・規模におよんでおり、この数年の傾向に変化はみられま
せん。  

 2014年度(2015年3⽉卒業者)進路決定状況                                
  卒業者 4,476名（男⼦ 2,092名、⼥⼦2,384名） 

 2014年度(2015年3⽉卒業者)学部別進路決定状況 

 2014年度(2015年3⽉卒業者)学部別進路決定状況 

Ⅳ．データファイル                        
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2014年度業種別主な就職先⼀覧  

■農業・林業・⽔産・鉱業・建設                                         
㈱ＬＩＸＩＬ ⼤和ハウス⼯業㈱ 積⽔ハウス㈱ 旭化成ホームズ㈱ ㈱⻑⾕⼯コーポレーション 東京セキスイハイム㈱ ⾼砂熱学⼯業㈱ 
三井ホーム㈱ 三井不動産リフォーム㈱  東芝エレベータ㈱ ⼤東建託㈱ タマホーム㈱ 東急リロケーション㈱ ㈱きんでん      
㈱太平エンジニアリング ㈱ヤマダ・エスバイエルホーム ㈱⼤林組 清⽔建設㈱ ㈱錢⾼組 ㈱⽵中⼯務店 

■製造業                                                    
⽇本アイ・ビー・エム㈱ ㈱マイナビ ⼤⽇本印刷㈱ ⽇本電気㈱ パナソニック㈱ ㈱⽇⽴製作所 ⽇本発条㈱ 富⼠通㈱ 第⼀三共㈱  
三菱⾃動⾞⼯業㈱ キヤノン㈱ ㈱トゥモローランド 凸版印刷㈱ ㈱コーセー ゼリア新薬⼯業㈱ 理想科学⼯業㈱ ヤンセンファーマ㈱ 
住友電装㈱ ㈱バンダイ スタンレー電気㈱ 

■運輸・通信                                                  
ＪＴＢグループ ⽇本航空㈱ 全⽇本空輸㈱ 東⽇本旅客鉄道㈱ 東⽇本電信電話㈱ ソフトバンクグループ ㈱ＪＡＬスカイ       
㈱エイチ・アイ・エス ⽇本通運㈱ ＡＮＡエアポートサービス㈱ ㈱近鉄エクスプレス ＫＤＤＩ㈱ 郵船ロジスティクス㈱       
ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ ㈱旅⼯房 ⻄⽇本鉄道㈱ ㈱住友倉庫 ⼭九㈱ ㈱⽇本旅⾏   ㈱ＮＴＴドコモ 

■情報                                                     
ＴＩＳ㈱ ㈱エヌ・ティ・ティ・データ 楽天㈱ ㈱インテージホールディングス 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ エン・ジャパン㈱  
ヤマトシステム開発㈱ ㈱レジェンド・アプリケーションズ キヤノンシステムアンドサポート㈱ 富⼠ソフト㈱             
㈱ワークスアプリケーションズ ディップ㈱ ㈱ティーケーピー フューチャーアーキテクト㈱ ＮＥＣソリューションイノベータ㈱    
ＳＣＳＫ㈱ ㈱⽇⽴ソリューションズ 兼松エレクトロニクス㈱ ⽇本電⼦計算㈱ ㈱あとらす⼆⼗⼀ 

■放送・広告                                                  
㈱博報堂 ㈱アサツーディ・ケイ ⽇本放送協会 ㈱ＵＳＥＮ デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱ ㈱フジテレビジョン   
㈱東京コンサルト ㈱テレビ東京 札幌テレビ放送㈱ ㈱電通 ㈱電通九州 ㈱ベクトル ㈱オプト ㈱フォーミュレーションＩ．Ｔ．Ｓ． 
㈱リクルートホールディングス ㈱テレビ愛媛 朝⽇放送㈱ 福島テレビ㈱ ㈱⽇本経済社 ㈱ムサシノ広告社 

■不動産・電気・ガス                                              
イオンモール㈱ 野村不動産㈱ 三井不動産リアルティ㈱ 東急不動産㈱ 東急リバブル㈱  スターツコーポレーション㈱        
住友不動産販売㈱ ㈱東急コミュニティー ㈱レオパレス２１ 三井住友トラスト不動産㈱ 野村不動産アーバンネット㈱         
三菱地所プロパティマネジメント㈱ 三井不動産レジデンシャルサービス㈱ 東京⽡斯㈱ ㈱パルコ ㈱ケン・コーポレーション       
㈱⻑⾕⼯アーベスト 住友林業ホームサービス㈱ 東急リゾート㈱ みずほ信不動産販売㈱ 

■⾦融・保険                                                  
㈱三菱東京ＵＦＪ銀⾏ ㈱みずほフィナンシャルグループ ㈱三井住友銀⾏ ㈱りそなホールディングス 東京海上⽇動⽕災保険㈱       
損害保険ジャパン⽇本興亜㈱  あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 三井住友海上⽕災保険㈱ ㈱千葉銀⾏ 野村證券㈱ 三井住友信託銀⾏㈱ 
ＳＭＢＣ⽇興証券㈱ ⽇本⽣命保険(相) 明治安⽥⽣命保険(相) 三菱ＵＦＪニコス㈱ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱      
㈱武蔵野銀⾏ みずほ証券㈱ ⼤和証券㈱ ㈱横浜銀⾏ 

■卸・⼩売                                                   
㈱丸井グループ ㈱ニトリ ㈱三越伊勢丹 ⽇本⽣活協同組合連合会 興和㈱ ㈱ユニクロ ㈱⼤塚商会 ㈱セブン－イレブン・ジャパン  
アイア㈱ ㈱ローソン 豊⽥通商㈱ 伊藤忠商事㈱ ⽇鉄住⾦物産㈱ 兼松㈱ ㈱⼭善 ⽇本ユニシス㈱ ㈱⽇⽴ハイテクノロジーズ    
稲畑産業㈱ ㈱アダストリアホールディングス 住友商事㈱ 

■教育                                                     
東京都教員 千葉県教員 埼⽟県教員 ㈱スプリックス ㈱ベネッセコーポレーション (学)⽴教学院 神奈川県教員 横浜市教員     
さいたま市教員(学) 東京医科⼤学 東京⼥⼦⼤学  東京農業⼤学第三⾼等学校 ㈱イーオン (学)埼⽟医科⼤学            
㈱ＡＢＣＣｏｏｋｉｎｇＳｔｕｄｉｏ (学)聖路加国際⼤学 ㈱⽇本公⽂教育研究会 千葉⼤学 ㈱河合塾マナビス (学)東洋⼤学  

■サービス                                                   
⽇本郵便㈱ ㈱インテリジェンス ㈱パソナ ㈱リクルートキャリア ㈱ザイマックスビルマネジメント 東銀リース㈱          
三井住友ファイナンス＆リース㈱ 三菱ＵＦＪリース㈱ ㈱博報堂プロダクツ ⾼⾒㈱ レイスグループ ⼤和総研グループ        
有限責任監査法⼈トーマツ ＮＴＴファイナンス㈱ ㈱リクルートスタッフィング リコーリース㈱ 成⽥国際空港㈱ ㈱リクルートジョブズ 
㈱トーカイ 有限責任監査法⼈あずさ 

■公務                                                     
東京都特別区 国家公務員⼀般職（旧国家公務員２種） 埼⽟県庁 東京都⼈事委員会 横浜市役所 国税専⾨官 さいたま市役所     
千葉県⼈事委員会東京消防庁 市川市役所 船橋市役所 埼⽟県警察本部 ⼋王⼦市役所 川崎市役所 警視庁 神奈川県⼈事委員会    
⻑野県⼈事委員会 伊勢崎市役所川⼝市役所 新座市役所 

Ⅳ．データファイル     


