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２０１５年度（平成２７年度）の主要な事業計画
Ⅰ

学校法人帝塚山学院の平成２７年度事業展開方針

[１]

本学院を取り巻く環境と本学院の状況
わが国における少子化は年々スピードを増して来ており、その影響は今や社会
の隅々にまで及んでいます。とりわけわが国の教育業界に与える影響は甚大であ
ります。これから進学期を迎える１２才、１５才、１８才の年齢層が、これから
１０年毎に約１０万人ずつ減少していくという人口統計があります。すなわちそ
の時期に中学入試、高校入試、大学入試を迎える若者達が学校さえ選ばなければ
全入が保証されているとはいえ、少しでも人気のある学校や進学や就職が有利な
学校へ入学したい、させたいという本人及びその保護者達の間の競争は激化の一
途をたどっており、昨年度からの中学入試などは二日間に入学試験を計４回も設
けるという日程で、一日でも早く、一人でも多く、一点でも高い点数を取った生
徒を獲得したいという有名校間の競争が激化し、関係者全員が疲労困憊するとい
う状況でありました。
幸い、本学院の高以下の各校においては、校長はじめ関係教職員の献身的なご
努力のお蔭をもちまして、入学生定数を充足していただき、住吉中などは定員２
１０名のところ、入学予定者２６０名という近年にない好成績を収めていただき
ました。関係校の校長をはじめ全教職員に対して感謝と御礼を申し上げる次第で
あります。しかしながら、他方、本学院大学の応募状況は極めて深刻な状況にあ
ります。大学においても学長以下、アドミッション関係の教職員やリクルーター
などの職員の皆様が懸命な努力をしていただいていたことには変わりなかった
のですが、結果として来年度の定員割れ必至の事態に立ち至っていることに対し
て、かねてより大学入試において、２０１８年度問題があることはよく十分承知
しておりながらも、それが四年前に到来するとは想定できずに適切な広報体制や、
教職員一体となってのアドミッション体制などの整備が不十分であったことに
対して、法人及び大学執行部は真摯に反省すると共に応分の責任を取らせていた
だくつもりであります。
少子高齢化が加速するわが国の将来が、極めて厳しいものになるという状況の
下で、世界の中でわれわれがしっかりと生きていくためには優れた人材の養成が
重要であることに異論のある人はいないと思います。しかしながら教育業界の経
営者や教職員は総じて現状や将来についての認識が甘く、改革も少々の例外を除
いては、あまり行われていないように思われます。具体的には、
「教育の質」の向
上の必要性をどう解決していくのか。例えば大学は、①大学進学率の上昇に伴う
学生の基礎学力低下の問題にどう対処していくのか。 ②社会が求める問題解決
能力を具備させるための工夫がどれほど行われているのか。 ③急速に進むグロ
ーバル化への対応 ④わが国が「世界のフロントランナー」となっていくための
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先端技術の開発やトップリーダーの養成等は喫緊な問題であり、その解決のため
1
には、教育の抜本的な改革が必要と思われますが、それらの緊急性を十分自覚し
て真に実効性のある政策を実行していると胸を張って言える大学が何校あるので
しょうか。
私学においては、経営の問題も大変重要であります。定員割れ大学や赤字法人
が全体の４割前後という現状や１８才人口の減少傾向からみて、この業界は構造
的不況業種であると思います。その行きつく先は学生の募集停止や破綻の急増で
ありましょう。それを回避するためには、各大学が「教育の質」の向上に全力を
挙げるとともに人件費をはじめ諸経費の圧縮による財務基盤の強化を果敢に実施
することでありましょう。これからの私学経営の基本は「縮小均衡」の実践であ
ります。教育内容を充実して「優秀な卒業生を輩出すること」と他方において縮
小均衡を実践するということは言うは易く、行うは難い典型例でありますが、わ
れわれはいかにそれが多難であろうともそれを実行する以外に道がないと思われ
るのであります。
下記の法人が来年度実行しようとしている諸施策は本学院の各設置校はもとよ
り、特に学院大学においては教職員が一丸となって遂行されることを衷心よりお
願いいたす次第であります。

[２]

学校法人における「ガバナンス」体制の強化と重要課題である「人材育成」
現在では統治、統制、管理などという意味で使われることが多いこのガバナン
スという言葉の起源は、古代ギリシャにあり、その意味は「船の舵を取る」こと
であると言われている。プラトンの対話集の「国家」では、「舵を取る」は組織
運営を論じる比喩として使われている。人が集まるところに組織あり、組織ある
ところに船頭がいるといったところでしょうか。
現代のわが国においては、平成の世になってからコーポレートガバナンスに代
表されるように色々な場面でこの言葉が使われるようになった。教育界において
使われるようになったのは、平成 10 年に大学審議会が発表した「21 世紀の大学
像と今後の改革方策について」の提言の頃からのように思います。
その審議会答申では、知的活動の一層の強化のための高等教育の構造改革を進
めることを大きな課題として捉え、その改革方策の一つとして「学長のリーダー
シップの下に、適時適切な意思決定を行い実行できる組織運営システムが確立さ
れなければならない」という提言と共に、これを実現する方策として、国立大学
の法人化、公立大学法人制度の創設、学校法人制度の改善のための私立学校法の
制度改正が行われました。
国公立大学法人において「学長のリーダーシップ」が強調されているのは、そ
れらの法人においては学長が理事長を兼任しているからであります。他方、平成
17 年 4 月 1 日に施行された改正私立学校法においては、学校法人の管理運営機能
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の強化として「学校法人に理事をもって組織する理事会を置く」
「理事会は、学校
法人の業務を決し、理事の職務を監督する」という条文が追加されました。
それまでは、私立学校法の中に「理事会」という言葉は存在しておらなかったの
でありますが、この時点より「理事会」が学校法人の最高意思決定機関であると
法的に位置づけられたのであります。
法解釈上では、この頃から、教授会や職員会議と理事会の位置が逆転したとい
えるかもしれません。
中央教育審議会は、平成 17 年の答申の中で、新時代における高等教育機関
の在り方として、私立大学については、
「各大学の多様な発展を一層促進するため
には、それぞれの建学の精神に則った自主的、自律的な運営を確保することが不
可欠であり、先般の私立学校法改正による学校法人制度の管理運営面の改革の趣
旨を積極的に活かすことが期待されている」と述べられています。これを受けて、
組織運営体制の充実、理事長、学長のリーダーシップの強化、監事の権限強化、
学内組織の役割分担の明確化等が必要であるとされ、この時の答申の文言が現在
までのガバナンス改革のベースとなりました。しかし、中央の掛け声が全国の私
立大学の隅々にまで行き渡ったかといえば、未だに否と云わざるを得ない状況で
あり、実際には、ガバナンスの整備は遅々として進んでおりません。
わが法人においても私学振興財団その他から講師を招いて、管理職者に対す
る 講演をして頂いたり、法人も数回にわたり教職員に対してパンフレットを発行
して新しいガバナンスの在り方を説明したつもりでありますが、学長のリーダー
シップによる全学的な合意形成が不可欠であり、それを実効あらしめる全学的な
ガバナンスを支える組織体制や財政基盤の確立については、過去数年間にわたり
努力してきたつもりではありますが、未だに組織の隅々にまでは浸透していると
は言い難い状況にあります。
本年の平成 27 年 4 月 1 日から、学校教育法の改正案（92 条 4 項、93 条）が施
行されることになります。
これは、平成 24 年の中央教育審議会大学分科会に組織運営部会が設置され、
そこにおいて「大学のガバナンス改革の推進について」
（審議のまとめ）が作成さ
れたのを受けて、昨年の 6 月から 12 月にかけて作成された原案に基づくもので
す。その内容は、 ①学長のリーダーシップの確立、人事予算の確保、ぶれない
方針で責任ある改革を実行するガバナンスの強化 ②学長の選考・業績評価→
大学のミッションと法人のミッションのマッチングが重要 ③教授会の役割の明
確化 → 決定機関ではなく、学長に意見を述べ審議する機関に ④監事の役割
の強化 → 常勤でガバナンス監査を強化するといったところであります。本法
人においても文部科学省から各大学に通知された「大学における内部規則・運用
見直しチェックリスト」を基に施行期日までに改定出来るよう、内部規則が法改
正の趣旨を適切に踏まえたものかを総点検し、必要な見直しを行っているところ
であります。平成 27 年度においては改定した規定を運用していくことで、大学
の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップが発揮できる組織及
び運営体制を構築します。
4

またこの法改正とは直接関係しませんが、現在大学選出の法人理事は、学長、
学長の任命による副学長 2 名、学部長 2 名と合計 5 名が就任することになってい
ますが、責任と権限を明確にするとともに迅速かつ正確な意思決定が実行できる
体制とするため、学部長は学内の改革および充実に専念するべきとの理由で、平
成 27 年 4 月 1 日以降、原則として理事には就任しないことが理事会常務委員会
で確認されました。
何故、ガバナンス改革が必要になったのか。社会環境の多様な変化の中で、大
学に対する社会からの期待の高まりがあり、それに応えるべく教育、研究、社会
貢献機関の最大化を図っていくのが社会の公共的大学の使命であるとされ、その
ことを実現するために自ら変革して時代の変化に対応した自己改革を行っていく
べきであり、そのことを推し進める前提としてガバナンス改革が必要であるとさ
れてきたということでしょう。
この 10 年で私立学校法と学校教育法が改正され、ガバナンスのフレームは大
体整ってきたというものの、大学を動かしていくのは生身の人間であります。つ
まり大学が社会の負託に答えようとするならば、仮に大学を船とすると、舵を高
機能なものに取り換え（ガバナンスの改革）ても、凡庸な舵取り（旧来的な人材）
に任せて、目標をもなく予測困難な大海原を走らせていたのでは、到底目的地に
は辿り着かない。向かっていくべき目標を正確に指し示す海図（将来ビジョン）
と舵を上手く操る舵取り（有能な人材）が必要であります。では、どのようにす
れば有能な人材が育てられるか。
結論的にいえば、有能な舵取りは経験と勘では育てられない。
きちんとした養成プログラムが必要であります。ガバナンスの整った後の最重
要課題は人材育成です。
本法人としても、このような観点から、現在、法曹の力をお借りして学則をは
じめとする関係諸規定の整備に着手しており、その成果の賜物として ①教職連
携の強化、実践プログラムの導入 ②F.D 、S.D の徹底 ③内部規則、運用の見
直し ④責任と権限の明確化 に取り組もうとしています。
中でも、火急的速やかに実践しなければいけない事項が、学生の入学、卒業に
関連する具体的な教職連携プロジェクトの立ち上がりと実践です。それらについ
ては次に述べます。

[３]

「Student First」と「面倒見の良い大学」を実現するためのプロジェクト
チームの創設と具体的な人材育成の実践
本大学は長年にわたり「面倒見のよい大学」を標榜してきました。最近では
「Student First」なる標語も使われてきました。しかしながら、実体はそれらは
言葉だけだということが、入学者不足、退学率の高さ、就職率の低さなどから言
えると思います。そこで有効なのが、「教職協働」であると思います。
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学内資源の中核であるマン・パワーを十二分に活用することだと思います。
大規模大学や人的資源に余裕のある大学であれば、高度化、複雑化した問題に
対応できる組織を確立し、そこに十分なスタッフを得ることは可能でしょうが、
多くの大学においては、それは現実的ではありません。
「教職協働」は教員の業務負担軽減を図るためでも、職員の能力育成を実現す
るためでもなく、何よりも優先すべきは、学生を大学になじませ、学生の成長を
促し、この大学に入学して良かったという感想をもって卒業して貰いたいためで
あります。これはすでに本法人の両中高において取り入れられて実績を重ねられ
ていることでもあります。
どのような課題に対して「教職協働」が有効かというと現在の必要度からみて、
それはアドミッション業務、学生のケアに関連する業務及び就職に関する業務で
あると思います。
さらに言えば「教職協働」に基づく活動は、明確な目標を有する課題で営ま
れる必要があり、その課題に対する何らかの解決案が提示されるか、結果がでた
ところで終了する有期期限な活動、アウトプットの明確な活動であることが望ま
しいと思います。
「プロジェクト型教職協働」の主な利点は次の３点です。
第一に、これまでの委員会方式の弊害を克服できることです。これまでの委員
会の委員は学内規定に則り、学部、学科から選出された委員によって構成され、
議事を審議、承認、決定する仕組ですが、多くの教員は、職務上仕方なく委員を
引き受け、会議の議論を所属の学部、学科に報告すれば職務を全うしたと考えら
れているようです。
結果として、当事者意識や責任意識をもって議論に参画することは少ない、いわ
ば無責任体質になりがちであります。
これに対してプロジェクト型の場合、多くの学内規定に拘束されずに設置するこ
とができ、目的に応じて適任者や目的に賛同する意欲のある人を集めることも可
能になり、無責任体制を防ぐことができます。
第二には、プロジェクト構成員における教員と職員の対等性が確保されやすい
ことです。原案を審議することでなく、原案を自ら作成することに主眼があり、
全ての構成員の創造性やアイデアを担保するためには、職種、職位、在職年数と
いった違いは意味をなさないからであります。学生を成長させるしくみ作りには、
教員、職員といった区別は不要であると思います。
第三には、大学、法人、経営者と一般教職員との意思の疎通が図りやすいこと
であります。さらに上記のような仕事を通しての教員と職員の交流は、職員がそ
の業務を通して教員を超える量の知識を持つことにもなると思います。
最近の少子化の中で、キャンパスに溢れる程の学生を集められた某大学の例で
は、リクルーターが高校の進路指導等の幹部を訪問する、他方で、教職員が在学
生の出身高校の 3 年卒業時の担任教員を一人で訪問されて、その学生の近況を伝
えることを 1 年間で 3 回行われてきたとのことで、大学内のアドミッション職員
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はその際使用するデータ作りを担当されていたとのことです。
このようなプロジェクト型教職協働を各学科、アドミッション、キャリアセンタ
ー、教育開発・支援センターにおいて早急に検討して頂き実行されたいと思いま
す。
リベラルアーツ学部において、平成２８年度の認可を目指してこども学科新設
の手続きを開始すると目標を掲げておりましたが、平成２７年１月３０日の理事
会において、平成２８年度の設置を延期することとしました。この改革案につき
ましても、学院改革会議・大学部会を中心に継続して検討してまいります。

[４]

大学教員に対する人事評価制度導入にあたって必要な教員人事基本ポリシーの導入
元国際キリスト教大学学長の 絹川 正吉 先生が、1980 年頃大学教員にも人事
評価制度が必要であると喧伝されてからすでに 35 年が経過した。今や国公立大
学では全大学が、私立大学においても約 90%以上の大学が「教員評価」を実施し
ていると推測されていますが、昨年から文科省主導による教学データの一般公開
が実施されることになり、今から教員評価を実施しようとする本学は、後発もい
いところであり、本年度からは必ず実施して頂きたいと考えています。
この 35 年の間に、この制度の導入を巡って賛成派、反対派から実に多彩な議
論が活発に行われてきており、今なお結着を見ていないので、
「教員評価」に先行
して、
「教員人事」についての本法人の基本的ポリシーの策定が肝要であると思い
ます。
そのためにこれまでの議論から主要な 10 点を選び、下記に記すのでそれらにつ
いて大学で十分検討願いたいと思います。しかしながら、教員評価はその議論の
帰趨を問わず、来年度から実施されたい。
１）

大学教員は「大学という教育機関」の一員として、教育、研究を本務と
する組織人である大学教員は私塾を経営する個人事業主ではない。
２） 専任教員は、週 5 日は出校し、研究室、実験室等をベースに終日仕事
に従事されたい。研究日に出校しないのであるならば、個人研究室は不
要である。
３） 専任教員と称するためには、最低週 4 日は出校し、他所に定常的な仕
事を持つ場合は、任用契約においてそれを明確化して、学長の承認を得
て頂きたい。
４） 専任教員の他大学等における兼任は原則として禁止する。特に必要な
場合は学長の承認を要す。
５） 教育課程は、専任教員の担当授業科目を主体に編成し、そのコアカリ
キュラムが自ずと各学科の特色になるように編成する。
６） 教員の四大職務、すなわち教育、研究、経営管理、社会貢献に対する
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各人のウエイトは、前年度末迄に自己申告をして大学執行部と協議の上
決定されたい。
７） 大学教員を教育系教員と研究系教員に種別化し、今後は募集採用時に
その別を明示する。
本学のような教養系大学においては教育系教員を優遇する。
８） 教育系教員は、
「ティーチング・ポートフォリオ」を毎年作成する。そ
してそれに対する事後感想文を書く。
９） 研究系教員は、大学の附属研究所・研究センターを本務とし、研究費
用は国・自治体・民間の公募等外部資金で調達すると共に、企業等との
共同研究でまかなって頂く。
１０）学生による授業評価アンケートは各学期末に実施し、その結果は 3 ヶ
月以内に公表する。
大学において、上記の教員人事の基本ポリシーを踏まえて、実行可能なもの
から、他大学の教員評価の例等を参考にして、今年度より教員評価を実施され
たい。初年度は一種の「試行期間」とし、第二年度からは本格的に評価制度を
導入されたい。その結果は勤勉手当に反映されるものとする。

Ⅱ

学校法人帝塚山学院の事業計画

[１]

創立 100 周年（平成 28 年）記念事業関係の諸計画

１）記念事業内容の現時点で確定している概要
・記念式典
２０１６年５月８日（日）
場所：大阪中之島・大阪国際会議場メインホール（最大 2,754 席）
日時：１３：００～１５：３０ 受付：１２：００より ※控室等全館貸切
当日のリハーサルは１０：００頃から使用可能
＜式次第＞
開式前の学院歌（演奏：泉ヶ丘中高管弦楽部…約７０～８０名）
帝塚山学院ＤＶＤを上映（約２０分）
① 司会進行 桶谷 知美（本学大学卒業、総合司会業、元NHKDJ）
② 理事長挨拶（約１０分～１５分）
③ 学院創立 100 周年記念事業実行委員長挨拶（約５分）
豊島 久真男（100 周年記念事業実行委員長、理事）
④ 来賓祝辞（約５分☓５名） 文部科学大臣
大阪府教育長
日本私立学校・振興共済事業団理事長
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私立大学協会関西支部長
大阪府私学総合連合会会長
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

祝電披露（約５分）
３世代、４世代表彰（約２０分）
能楽「高砂」（約２０分）
学院長謝辞（約５分）
祝歌斉唱（帝塚山学院高等学校音楽コース生…約６０名

２）記念祝賀会
２０１６年５月８日（日）
場所：大阪中之島・リーガロイヤルホテル「光琳の間」
※国際会議場から徒歩５分（最大 2,000 人）
日時：１６：００～１８：００ 受付：１５：００より
開式前はＢＧＭ（クラシックなどテープによる演奏）
①
②
③

司会進行
理事長挨拶（約３分）
来賓祝辞（約５分☓３名） 大阪市長、堺市長、大阪狭山市長

④

鏡開（５名☓樽３つ）

⑤
⑥
⑦
⑧

理事長、学院長各同窓会、教育後援会長、
その他来賓
乾杯
野村 明雄（理事、元大阪商工会議所会頭）
卒業生による催し物（２～３団体）同窓会に推薦依頼
祝歌斉唱（演奏：住吉中高ギターマンドリン部…約４０名）
学院長謝辞
手土産…「100 周年記念誌―写真で見る学院 100 年の歩み」
「大学開学 50 周年記念誌」
「ＤＶＤ―学院の歴史と現在」、「学院オリジナル切手」
「引き菓子（福壽堂秀信）」

【 式典祝賀会の共通案内招待者 】
文部科学省、大阪府知事、大阪市長、堺市長、大阪狭山市長、大阪府教育委員会、
大阪市教育委員会、堺市教育委員会、大阪狭山市教育委員会、
日本私立学校・振興共済事業団理事長、私立大学協会、大阪府私学総連合会、
大阪府私学経営者協議会、帝塚山学園、これまでに招待を受けた他校（各校別招待者）
理事、監事、顧問、評議員、各校ＰＴＡ、各同窓会、教育後援会役員、
大学コンソーシアムおよび私大協会加盟大学、中高連加盟校、私小連加盟校、
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幼稚園連盟加盟校、100 周年記念事業発起人、募金委員、記念誌編纂委員、音楽祭お
よび芸術展実行委員、旧役員、旧職員、旧ＰＴＡ役員、住吉村常磐会理事長および副
理事長、学院設立関係者のご子息・庄野家、阪田家、竹内家、羽場家、船橋氏、企業、
塾、学生の主要就職先、３世代・４世代表彰対象家庭、
６万円以上寄付者（２月現在３５０名）など
記念式典のみ…各校学生、生徒、児童、園児の代表者
記念祝賀会のみ…記念誌編纂協力者
【場内看板】「帝塚山学院創立100周年記念式典、帝塚山学院大学開学50周年記念式典」

帝 塚 山 学 院 創 立 100周 年
帝塚山学院大学開学50周年

記念式典

３）100周年記念音楽祭
①（第Ⅰ部）
場 所：フェスティバルホール 2,700席
開催日：２０１６年１２月１１日～１７日迄のいずれか１日
幼小中高の全生徒・全教員を動員した学校行事として開催する。（保護者は
希望観覧）「芽生えから飛翔へ～100年目を」をコンセプトにした内容。
②（第Ⅱ部）
場 所：いずみホール 821席
開催日：第Ⅰ部の前か後の数日以内に開催予定。
４）100周年記念芸術展
場 所：堂島リバーフォーラム（大阪市福島区福島1-1）
開催日：２０１６年11月３日（木）～６日（日）の４日間の予定
（11月２日（水）搬入、11月６日（日）搬出）
５）学院創立100周年・大学開学50周年記念 記念茶会
2016年秋に記念茶会を開催する。千宗守武者小路千家家元にお願いしている。
６）記念事業施設
顕彰記念ホールの資料室に収蔵する資料の第二次整理作業の検討を行う。
７）帝塚山派文学学会の発足
本年11月１日（日）に学会設立総会と記念講演会を行う予定。
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８）物故者追悼式
昭和18年５月12日に瓜破霊園に供養塔を建立した際の慰霊祭や創立60周年記念
物故者慰霊祭等を参考にして、100周年記念の物故者追悼式をどのように行うかを
検討する。
９）100周年記念グッズ
① 100周年記念オリジナル切手シート（82円切手10種類10枚）を制作する。数量
については、祝賀会の引出物用、予備保存用等を考慮して決定する。
②「学院100年の歩み」ＤＶＤ
学院の100年を振り返った写真で見る学院の100年と現在の学院の様子を示す
ＤＶＤを作成する。
10）中高グラウンドの人工芝化
安全性と費用を再調査した上で、入札を実施し業者を選定する。
泉ヶ丘中学校高等学校グランドは、本年度より工事に着手し、出来れば本年の運
動会迄の完成を期する。
住吉校については、関係学校及びＰＴＡ、同窓会等との間の協議を進め、合意が
得られたならば来年度に着工する。

[２]

創立 100 周年記念事業募金の状況

来年 5 月に迫ってきた本学院創立 100 周年記念募金の目標額達成に向け、こ
れから全力を挙げて取り組んでいきます。現在の帝塚山学院奨学基金（目標 3
億円）、在校生・同窓生のための有用な施設・設備（目標 2 億円、住吉校・泉ヶ
丘中学校高等学校グラウンド人工芝化）の達成率は、個人からの寄付が中心と
なっていますが、本年からは企業や団体に対して寄付金額の全額が損金に算入
できる制度等をアピールし、本募金にご理解とご協力をお願いするつもりです。
この募金に無償奉仕でご尽力を願っている設置各校の同窓会や、在校生のご父
母や、その他関係団体、企業のご代表の委員の方々にも最後のラストスパート
をお願いすると共に、企業募金にも一層のご協力をお願い致したいと思います。
募金委員の方々から、教職員の募金額が極めて少数でかつ少ないという御指摘
を受けていますので、教職員におかれましては、これからの 1 年間にお一人当
り 6 万円を目処に創立 100 周年募金に 6 万円ご寄付をいただきたくご努力をお
願い致したいと思います。
・ 平 成２ ７ 年２ 月 末現 在募 金 達成 額 は 、延 べ 595 人 か ら 金額 に して 合 計
137,966,000 円の募金を頂戴致しております。この金額は、帝塚山学院奨学基
金、在校生および同窓生のための有用な施設・設備に充当致します。同基金募
金目標額 5 億円に対する現在のところの達成率は、28%です。
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【 記念事業募金 集計 】
企業

団体

個人

計

申込金額

2,830,000 円

1,193,000 円

138,509,000 円

142,532,000 円

寄付金額

2,830,000 円

1,193,000 円

133,943,000 円

137,966,000 円

寄付件数

8件

11 件

576 件

595 件

【 個人拠出者別内訳 】
申込金額

寄付金額

件数

役員

30,211,000

27,615,000

47 件

元役員

18,234,000

16,837,000

28 件

教員

7,890,000

7,603,000

32 件

職員

932,000

834,000

32 件

3,773,000

3,753,000

24 件

帝塚山同窓会

10,130,000

10,091,000

103 件

大学同窓会

20,309,000

2,219,000

55 件

3,648,000

3,648,000

47 件

泉ヶ丘同窓会

11,850,000

11,850,000

13 件

その他同窓生

61,000

61,000

7件

36,901,000

36,862,000

173 件

110,000

110,000

1件

12,460,000

12,460,000

14 件

元教職員

短期大学同窓会

学資負担者
学生
その他

【 100 周年記念事業募金寄付金拠出者別並びに寄付件数拠出者別割合 】

企業
教職員 2%

団体
1%

9%

企業
1%

学生
0%

その他
9%

その他
2%

役員
32%
同窓会
20%

団体
2%

教職員
15%

同窓会
38%

保護者
27%

寄付金拠出者別割合

学生
0%

役員
13%
保護者
29%

寄付金件数拠出者数
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[３] 『学校法人帝塚山学院一〇〇年史』および
『写真で見る帝塚山学院一〇〇年の歩み』(仮題)の編纂と刊行についての計画
平成 21 年 10 月 29 日開催の第 876 回理事会常務委員会において、帝塚山学
院創立一〇〇周年記念誌編纂小委員会の設置が決定された。そして、翌月から
八木孝昌編纂委員長のもとで、原則として月１回編纂委員会が開催され、以降
５年余の準備が進められてきた。平成 26 年度末の段階で、通史に相当する『学
校法人帝塚山学院一〇〇年史』および記念誌に相当する『写真で見る帝塚山学
院一〇〇年の歩み』（仮題）の原稿がほぼ出揃うに至っている。
『一〇〇史』の構成は、第Ⅰ部大正期編、第Ⅱ部昭和戦前・戦中編、第Ⅲ部
昭和戦後編、第Ⅳ部各学校・大学編、第Ⅴ部二一世紀編、第Ⅵ部同窓会編であ
る。原稿の総量は四百字詰原稿用紙で 2,000 枚を超える見込みである。なお、
年史以外に、全役職員の記録を巻末に収録する計画である。
『一〇〇年史』の原稿はいったん編纂委員会報の分冊で刊行することになっ
ているので、残る会報７号以下の３分冊を理事会常務委員会の原稿点検を経て、
平成 26 年度末から 27 年度当初にかけて発行する必要がある。
他方、『写真で見る帝塚山学院一〇〇年の歩み』は『一〇〇年史』のビジュア
ル版として、同じ構成によって原稿を準備しており、こちらも平成 26 年度末
の段階で、原稿がほぼ出揃うに至っている。なお、ビジュアル版の原稿以外に、
「児童・生徒・学生の活躍の記録」等を巻末に収録する計画である。ページ数
は 150 から 200 の間になると想定される。
平成 27 年度においては、まず、分冊として刊行された通史の最終的な精査
を編纂委員会と理事会常務委員会において行って、
『一〇〇年史』の原稿の確定
を行い、同様に『写真で見る帝塚山学院一〇〇年の歩み』の原稿についての精
査も編纂委員会と理事会常務委員会において行い、その上で両原稿の印刷・製
本を担当する業者の選定を行う計画である。業者選定の時期的な目安は夏前と
し、秋には業者に原稿を渡す段取りとしたい。
納品は平成 28 年３月末を予定する。部数は理事会常務委員会において決定
するが、編纂委員会では暫定的に『一〇〇年史』と『写真で見る帝塚山学院一
〇〇年の歩み』のセットを 3,000 部、別に『写真で見る帝塚山学院一〇〇年の
歩み』を 1,000 部以上制作する案が考えられている。

[４]

入試広報計画
入試・広報計画では、学院の知名度向上を図るために、様々な広報媒体を活用
し、学内情報をステークホルダーに提供することにより、社会が本学の魅力を感
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じてもらう事を目的として、主として下記の広報活動を展開する。
（広報関係）
① マスコミ等へのパブリシティ
学内のニュースの素材を収集し、マスコミ等へ配信して記事にすることによ
り、本学の一般社会における認知度アップを目指す。
② 地域密着型の広報活動
前年度に引き続き地元の住吉区役所との連携により帝塚山という土地の知名
度の向上、それに伴い本学のそれの向上を目指す。
③ 広報誌「学院通信」の発行
学院の“いま”を伝える、広報誌「学院通信」の１８号、１９号の発行を
予定している。

（広告関係）
① 南海電鉄・泉北高速鉄道のドア横額面広告
一般的に額面広告は乗客が集中するドアの横に位置し、かつ乗客の目線上に
あるため注目率・到達率は相対的に高いといわれている。この広告を、学院の
いわば「社会の窓」として使用するため南海電鉄３９週、泉北高速鉄道 1 年間
契約し、各部のイベント等の告知広告のみならず「帝塚山学院物語」も掲載し
幅広いステークホルダーに学院ブランドを訴求する。
②

インターネット関係
ホームページの問題点や課題を発見し改善するためにホームページのアクセ
スログを解析し、結果を各部へフィードバックしてボトルネックなっている部
分等を改善し運用するというホームページの戦略的管理をおこなう。さらに、
要望のある部に関してはリスティングやリターゲティング広告もおこなう。

③

新聞、雑誌関係
朝日新聞の市内版・府内版の朝刊に各部のオープンスクールや説明会のイ
ベント告知のための広告（半二段）を定期的に掲載する。雑誌等に関しては、
各部の募集等の状況に応じて記事掲載をすることとする。

④

Web 広告
近年、主流になってきている Web 広告に、本学院も学校紹介のみならず、
教員インタビューや生徒インタビューなどを取材し、より学校の中身を知っ
てもらうような記事を掲載することとする。
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[５]

平成 27 年度における財政基盤の強化策

① 各設置校による入学定員確保
学院の経営の安定化を図る上で、志願者を増やし入学定員を確保すること は
最重要課題であり、各設置校の定員充足状況を分析し、収支均衡を図るための課
題を明確にし、その課題解決に向けて財務計画を検討・策定する。
特に大学においては、既設の学部学科の定員充足と財務状況から将来の改組改変
に向けた財政の課題を明確にする。その上で、学生生徒納付金等の収入の予測を
行い、人件費を含めた諸経費を算出し、収支バランスのとれる計画を策定する。
なお、中途退学者の抑制に向けて効果が上がっている取り組みについては引き続
き実行していくとともに、教員と職員が連携できる横断的な組織を編成し、具体
的な対策を検討・実施する。

②

競争的補助金の獲得
私立学校において、収入の中で学生生徒等納付金収入に次いで多くを占める補
助金等外部資金の確保は欠かす事は出来ない、その積極的な確保に向けて国や地
方公共団体等の補助金動向を適時把握し、積極的な補助金申請とその確実な獲得
を行う。
特に科学研究費補助金等の競争的資金を獲得するために、教員への積極的な働き
かけを行うとともに申請する書類の不備をチェックする支援体制を強化し、採択
率の向上を目指す。

③ 募金制度の充実
学院創立 100 周年記念事業募金のこれまでの取り組みを総括した上で、今後の
事業スケジュールを再点検し、必要に応じて計画の見直しを行い、記念事業募金
の目標額を達成できるよう、今後の募集方法等について検討を行う。

④ 資金運用方針
資金運用方針については、現在の低金利下においてハイリスクハイリターンな
投資手法は取り入れず、現状の堅実な運用による収入の獲得に努め、より安全な
運用方針を今後も維持する。

⑤ 各設置校別会計の導入
複数の学校を設置している本法人においては、設置校ごとに収支状況の適正化
を図る必要があり、そのため帝塚山学院型の部門別会計の検討・導入を目指すと
ともに部門ごとに年間を通してのＰＤＣＡサイクルによる事業計画の管理を徹底
する。
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[６]

平成 27 年度の予算編成
① 来年度の大学の帰属収支差額は、1 億円を超えるマイナスと推定されるので、
全学院財政の健全化のために、来年度の予算においては、支出に聖域なき減額
を断行し、収支均衡した予算編成とその運用を行う。
②

来年度の予算における、第 1 の減額対象支出項目は人件費であります。
しかしながら、教職員の皆様の基礎給（基本給や諸手当）の減額は行いません。
また原則として、毎年 1 号俸 UP の定期昇給と、毎年 4 月に行う、同月の大阪
市の一般消費者物価指数に基づくベース・アップも計画通り実施致します。

③ 第一の人件費のカットは、既に昨年 4 月から実施している常勤役員の年俸カ
ットです。その削減額は、年額にして 120 万円～320 万円、率にして年俸の 10%
～20%です。来年以降も財政の推移を見ながら実施します。
④

第二の人件費のカットは、現在大学には総数 200 名を超える非常勤講師が担
当しており、その支出総額は 1 億 4,000 万円を超えています。27 年度において
は、受講学生 10 名以内のクラスでは合併講義又は隔年開講にするなど対応策
を実施して頂きたいと思います。なお、28 年度は現在の支出を 70%に抑えるべ
く、早期に各学科においてカリキュラムの抜本的改革に取り組む努力を行って
いただきたい。

⑤

第三の人件費のカットは、教職員に支給している賞与と勤勉手当の減額を実
施することです。本学院はこれまで夏期と冬期の賞与、勤勉手当の合計４．６
ヶ月分と１０万円を支給してきました。この総額は固定したものではなく、財
政の結果如何により、当然加減するものです。しかしながら、26 年度において
は大学専任教員の方々には、年度末に支給予定の勤勉手当を年度当初に予告し
たとおり、0.6 ヶ月分をカットさせていただきます（年額に換算して約 3.6％
です）。このような措置を取らなければならないことは、極めて遺憾なことで
ありますが、法人全体の決算が赤字になる可能性が大きい場合、極めて硬直性
の高い私立学校法人予算においては、全構成員が何らかの型でその赤字を償わ
なければなりません。
法人に責任があることは明白でありますので、とりあえず上記の形で法人の
責任の一端を明らかにさせていただきましたが、27 年度は、大学の学長、副
学長をはじめ、参与の方々や、特任教授の方々にも減額をお願いしております。
これまで学院の財務状況が苦しい状況のとき全員が公平に負担してきたとい
う意識が学院構成員にはあります。ただ、27 年度の帰属収支差額が赤字にな
ること、大学におけるここ数年による学生納付金収入が毎年平均１億円ずつ減
少していることをふまえると、全力を尽くして学生指導にあたってこられた食
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物栄養学科の先生方には誠に申し訳ない次第ですが、大学の全専任教員の先
生方の27年度支給予定の勤勉手当は、26年度と同様に0.6ヶ月分のカットをお
願い致します。大学全体としての定員割れという事実を重く受け止めていただ
き、予算単位の一つである大学の専任教員全員が応分の責任を共有するという
ことをご理解いただきたいと思います。
また、大学においては平成 29 年度に評価機関の認証評価を受審することが決
定しております。その評価基準の中にある「財政基盤と収支」の項目において
の「適合」の評価を受けるためには、大学の収支を黒字にすることが必須条件
となります。その具体的方策の検討を早急に大学学内で着手していただきたい
と思います。
⑥

第四の予算カットの対象項目は、教育研究費です。来年度も 1 千万円の共同
研究費予算を、本年も昨年通り 1 年間はさらに凍結させていただきます。また、
個人研究費も来年度から一人当たり 5 万円を削減させていただきたいと思いま
す。

⑦

第五の予算カット対象項目は、法人戦略予算です。その中で各校の入試・広
報予算の費用は重要ですので、確保するつもりですが、業者との契約金額は出
来得る限り節約に努めて、減額をお願い致します。
教育研究予算についても同様です。さらに来年度の施設関係予算は、緊急に必
要なものを除いて、来年度は 0 にする位の覚悟で予算の請求をして下さい。

[７]

本法人の経営状態
―私立学校振興財団の「定量的経営判断指標に基づく経営状態の区分（法人全体）」
による―
私立学校振興財団は、前々から経営判断指標に基づく私立大学法人の経営状態
を診断する方式を編み出し、それぞれの質問に対する 2 件法による回答の結果
を、D3（破綻寸前の最悪の経営状態）から A1（最良の経営状態）までの 14 分類
（区分）にして診断するという方式を発表してきました。質問の配列や質問の
内容は毎年改定されてきましたが、次頁に掲載している表が、昨年 3 月末日で
会計年度が終了する平成 25 年度版のものです。
昔の経営状態を問う質問の第 1 問は、「帰属収支差額が 2 年連続で赤字か」
（現在の質問 6 に類似）というものでした。そして、第 2 問は、「外部負債を
10 年以内に返済できるか」（現在の質問 4 と同じ）であり、この２つの質問に
対する答えがいずれも「はい」であった平成 16 年～平成 18 年の本学院の診断
は、赤信号で最悪でした。
さて、現在の本学院の経営状態はどうかと言いますと、次頁に示されている
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通り A3（正常状態）にあります。しかし、本年度決算で帰属収支差額が赤字に
なり、来年度にまで赤字が続けば、直ちに BO（イエローゾーンの予備的段階）
に落ち込む危険性があります。さらに修正前受金保有率が 100％未満となると、
B1（イエローゾーン）に落ちることになります。現在の本法人の修正前受金保
有率は 1,277%（67 億 8,200 万円÷5 億 3,100 千万円）ですので、次年度の入学
金や授業料等を食いつぶしているという状態ではなく、直ちに B1 に落ち込む
ことはありません。しかし、一段階上の A2 には当分の間なれないという状態
でもあります。
現在の経営状態を改善するには何をすればよいのかと申しますと、本年度及
び次年度以降の帰属収支差額のプラスを維持し続けることです。それを実現す
るためには、各校の入学生徒・学生定数を充足する以外に道はありません。
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平成２６年度版

Ⅲ

学院第二世紀に向けた教学理念の策定
本学院の「建学の精神」あるいは「教学理念」は、帝塚山学院小学校開校時に
庄野貞一初代学院長が起草した「帝塚山学院小学部趣意書」の中で提唱されてい
る「力の教育」と「自学主義」を基本としてきた。同時に、10 項目にわたる「本
学院教育目的」と詳細な「教育実施要項」からなる「学院教育綱領」が策定され、
それに基いて「帝塚山教育」が推進された。
その後、昭和 58 年に泉ヶ丘中学校高等学校の開校に際しては、
「力の教育」を
継承した４項目からなる「教育目標と教育方針」が決定され、また、前世紀の終
りには、21 世紀を前にして、新しい「教学理念」として、
「人間として生きる力
を育てる――高い志 豊かな感性 他への思いやり」が決定された。
このような経過の上に、学院は創立 100 周年を迎える。この大きな節目のとき
にあたって、本学院はこれまでの歩みを踏まえつつ、来るべき第二世紀に向けた
教学理念を策定する。策定は、本年７月頃までに終える予定である。
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Ⅳ
[１]

各設置学校の事業計画
大学・大学院の事業計画

大学は、ここ数年定員割れをおこし、今なおそれに歯止めがかからないまま今日に
いたっている。平成 27 年度は、大学があらたな執行部体制になり２年目となる。1
年目の目標は、教職員一丸となるための「チーム帝塚山」の確立であったが、道半ば
である。特に入学・広報に関わるアドミッションセンター、就職に関わるキャリアセ
ンターにおける教職員の有機的結合が不十分であった。
今年度の大学の目標は、第一に、学長のガバナンスのもとにアドミッションセンタ
ー、キャリアセンターと各学科および教職員が一丸となって入学者確保、教育の質の
確保、就職先の確保にむけて成果をあげるよう努めることである。
第二は、教職員の意識改革の向上である。
教職員については前年度末、レポートの提出をお願いした。テーマは①大学の現状
をどのように考えているのか。②それぞれの立場で、大学のために何ができるのかで
ある。これらの内容をとりまとめ、すぐにでもできる改革や今後の施策の資料とする
のと同時に、教職員間で話し合う機会を増やしていきたい。今までも繰り返し言われ
ている意識改革は地道な取り組みの中からでしか進まない。
第三は、学生へのきめ細やかな指導の強化である。
在学生については、マナーの徹底的な指導を行い、生活態度や学習環境を整える。
また、ICT センターの協力の下、学生ポートフォリオを完成し活用できる体制を整え
ていく。前年度から４月はじめに全学生にアンケートを行い、それらはすでにポート
フォリオに取り込んでいる。アンケートは各学年により質問項目を変えた内容となっ
ている。そこには入学時の学生カード、入学試験、入学後の成績など学生指導にあた
って必要となるデータを集約する形に作り上げていく。個人情報であるからその扱い
については十分な管理体制のもとに管理されるものとする。また、従来から行われて
いる保護者セミナーとは別に、食物栄養学科で実施されている保護者を含めた個別の
三者懇談会を広めるなど家庭との連携を密にして学生生活の円滑化をはかる。
継続する４月初めの学生アンケートとは別に、学生満足度調査を行う。授業やクラ
ブ活動、食堂やクラブボックスなど施設面、学習環境面まで、学生生活全般にわたる
内容とし、今後の大学改革に活かしていく。
さらに、教職課程の強化を図っていく。平成 26 年度実施の大阪府教員チャレンジ
テスト（合格者は教員採用試験の１次試験が免除）の合格者が５名おり、今後も学生
の教職支援を強化するとともに、いままでの教職支援室を教職実践研究センターに組
織して、教員採用試験に関する支援、教員免許状更新講習のほか、地域の教育機関と
の連携事業などの役割を担うセンターとして位置付け、教員体制も強化する。
第四に大学の認証評価にむけた取り組みである。
法 律 改 正 に 基 づ い た 学 則 は じ め 大 学 規 定 の 見 直 し を す す め 、 FD(faculty
development）、SD(staff development)の活性化をすすめ、認証評価に備える。
今年度の事業計画書には、各学科の入学者数、進学者数、退学者数、卒業者数、就
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職者数の目標値を定め、それらを達成するための具体的取組みについて記載すること
とした。

（１）リベラルアーツ学部
はじめに
平成 27 年度より人間科学部にキャリア英語学科が設置されるのに伴い、リベラル
アーツ学科では、従来の「英語」専攻を発展的に解消して、新たに「グローバル言語・
文化」専攻を置くことになった。これは、従来の「多文化・地域研究」専攻に英語学
習の要素を加え、さらに複数の言語学習をも可能にすることによって、これまでリベ
ラルアーツ学科が力を入れてきた外国語専攻分野の強化と各専攻のコラボレーショ
ンによる学びの創出を推し進めようとするものである。併せて、残りの６専攻の名称
を「中国語・中国文化」
「韓国語・韓国文化」
「日本文学・文化」
「歴史・伝統文化」
「児
童文学・子ども文化」「芸術文化」として統一性を持たせ、各専攻間のつながりが一
見してわかるように整備した。
また、従来は芸術領域や児童文学領域において開講してきた創作系の科目を「日本
文学・文化」専攻にも広げ、高校生にとってより魅力あるカリキュラムを展開して多
くの受験生の獲得をめざす。同時に、高校生・大学生のみならず社会人の関心をも喚
起できるようなイベントの開催を通じて、地域社会における学科の知名度の上昇に努
める。

＜リベラルアーツ学部 リベラルアーツ学科（入学定員 100 名）＞
目標とする人数
入学者数 100 名（入学定員の 100％）
卒業者数 入学者の 90％以上
退学者数 入学者の 10％以内
就職者数 卒業者の 85％以上
進学者数 若干名
数値目標
① 入学者数（率）
100 名（100％）
本学科の入学者数はここ数年連続して減少しており、27 年４月の入学者数は 70 前
後に留まっている。本学科としても入学者増のため努力を続けているが、27 年度は下
記「具体的施策」に掲げる新機軸を打ち出して広報に努め、100 名の入学生を確保し
たい。
②卒業者数率
入学者の 90％以上
上本学科の卒業者率は平成 25 年 3 月卒業の 09 年度生が 62.6％、翌年の 10 年度生
が 64.6％と、極めて低水準であると言わざるをえない。その理由としては前述の高い
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退学率に加え、留年率（留学したために卒業が遅れた者を含む）と除籍者率の増加が
あげられる。とりわけ除籍者率は、09 年度生が 3.9％、10 年度生が 6.2％、11 年度生
が３年次までで 7.7％と、上昇傾向が著しい。留年者については教員がきめ細かな指
導をすることで減少に努めるつもりだが、主に経済的理由で除籍される学生に対して
は何らかの救済手段が講じられることを切望する。
② 退学者数率
入学者の 10％以内
すでに卒業した 09 年度生、10 年度生と、27 年 3 月卒業見込みの 11 年度生の退学
率は 20％前後で推移しており、由々しき状態であると言わざるをえない。26 年度か
ら新入生研修や１回生のホームクラス制度などの対策を講じており、今年度は個々の
学生へのケアをさらに徹底させることで退学率の減少をめざす。
③ 就職者数率（内定率＝内定者／就職希望者）卒業者の 85％以上
本学科の 4 回生の特徴として、就職を希望しながら実際にはほとんど就職活動を行
っていない学生が多いことが挙げられる。一人ひとりの学生が就職意欲を維持して就
職活動を継続するよう、ゼミ担当者等によるケアを強化して、85%以上の就職率を目
指す。
⑤進学者数
若干名
例年進学希望者は少なく、実際に進学したとしても主たる進学先は専攻領域とは関
連性の低い専門学校であることが多い。よって、学科として積極的に進学指導はして
おらず、進学者数（率）の目標値は若干名とする。

上記の目標を達成するための具体的取り組みを以下に示す。
①

「グローバル言語・文化」専攻の新設
「世界」「コミュニケーション」「自由」「未来」をキーワードに、グローバル化す
る世界―アメリカ・ヨーロッパ・オーストラリア・アジア・中国・韓国そして日本―
に目を向け、ツールとしての言語とコンテンツとしての文化を学ぶ。世界を知り、日
本を知り、他者を理解し、「同じ」と「違う」にこだわる真の地球人を育成する。
外国語は、英語とフランス語、フランス語と中国語、中国語と韓国語など、二つの
言語の習得をめざす。そのために、約１ヵ月の短期留学、カリキュラム内の半年留学、
１年留学といった複数の留学プログラムを整備して、高い学生のニーズに応えていく。
また、国内での国際社会体験として５日間のグローバルキャンプを、海外プログラム
としてマレーシアでのフィールドスタディーズを予定している。
② 「日本文学・文化」専攻における創作系科目の新設
「日本文学・文化」専攻の特徴の一つに、入学時必ずしも日本文学を志していなか
った学生が、学年を追うごとに多く日本文学を専攻するようになる、ということがあ
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る。逆に言えば、本専攻は日本文学・文化の魅力を高校生・受験生に十分には伝えら
れていなかった。この観点から、現在高校生に人気のあるサブカルチャーおよび創作
を今年度よりカリュキュラムに取り入れ、従来の科目との融合を図りながら、リベラ
ルアーツという幅広い教養をめざす本学科の特質を活かして運営する。芸術文化専攻
や児童文学・子ども文化専攻の創作系科目との連動を図り、専攻を横断する「創作コ
ース」としてアピールしていきたい。
具体的には、「創作研究（ライトノベル）」「創作研究（小説）」「物語の心理学」を
新科目として立ち上げるとともに、「リベラルアーツ入門Ⅱ」「専門基礎演習」「専門
応用演習」「卒業研究」などの既存科目にもサブカルチャー研究と創作を志す学生の
要望に応える内容のゼミを設けて指導する。また、著名なアーティストや作家の協力
を得て、高校生をも巻き込んだワークショップを開催することも計画している。
②

副専攻の充実、整備
従来主専攻以外の専攻から選択するとしていた副専攻の選択肢を増やし、学生にと
ってより魅力的なものにする。新設する副専攻は、(A)心理学、(B)メディア、(C)健
康スポーツ、(D)日本語教員、(E)社会教育主事を予定している（名称はいずれも仮称）。
(A)～(C)は他学科が開講する科目の中から当該学科の了承を得て設定する。(D)(E)は
本学科内の当該資格取得のための科目をこれに充てる。同時に、学科内の従来の副専
攻についても各専攻が改めて副専攻科目の設定を行い、学生がより体系的に学習でき
るよう整備する。また、卒業証書にその学生の主専攻名・副専攻名を記載して、学び
の専門性を明確化する。
③

学内イベントや広報活動の強化、活性化
各専攻に関わる講演会やワークショップのほか、複数の専攻を横断する形の各種イ
ベントを開催する。それぞれのイベントについては学生の主体的な参画を促し、企
画・運営・実務を体験させて就職への関心・意欲を喚起する。また、学外の著名人や
外部機関と連携することによってそれら企画を多彩で魅力あるものにし、受験生や地
域住民に発信して受験生の増加につなげていく。広報活動については、26 年度はニュ
ーズレターを４回発行して学科に資料請求をした受験生に送付し、本学 HP に掲載し
たが、27 年度は６回の発行をめざし、送付の範囲も拡大する。
⑤ フィールドスタディーズと半年留学などの体験型学習の充実
本学科のセールスポイントの一つとなっているフィールドスタディーズや半年留
学を、学生がより参加しやすい形で提供する。フィールドスタディーズでは、各専攻
の魅力あるカリキュラムについて積極的に発信し、受験生にアピールしていく。カリ
キュラム内半年留学については、留学準備講座を 15 回開催するなど、すでにきめ細
かな指導を行っているが、今年度は留学する学生に対する経済的なバックアップの強
化や、帰国生による報告会の開催などを通じて、学生たちの潜在的なニーズの掘り起
こしに努める。
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⑥

教職コースの充実
国語教諭免許、英語教員免許の取得をめざす学生を責任を持って養成するために、
平成 25 年度入学者から履修可能な科目として設置した「教職特別演習（教育実践）」
「教職特別演習（教科）」
（ともに２回生および３回生配当）について、引き続き充実、
強化を図っていく。本科目は、卒業後教壇に立つ強い意欲をもつ学生のために、教員
志望者としての高い意識をもたせ、教員採用試験合格に必要な実践的な実力を身につ
けさせる目的で置かれたものである。選択科目ではあるが、教職志望者には履修を強
く勧めるようにすると同時に、受験生にも本科目の存在を積極的にアピールしていく。
⑦

入学前教育の強化、充実
AO 入試の合格者等、早期に本学科への入学が決まった生徒たちの学習意欲を高め、
入学後の大学生活をよりスムーズなものにするために、教育開発・支援センターの実
施する入学前教育に加えて、本学科独自のプログラムを二つ用意する。秋季に参考書
やドリルを用いて行う日本語学習と、入学式前日に行う研修である。後者については、
大学における学びの基本を学習させると同時に、新入生同士が互いに親しむ機会を提
供するという意味合いも大きく、中途退学防止プログラムの一環として開催するもの
でもある。
⑧

個々の学生の個性や能力に合わせた指導
一人ひとりの学生を適切に指導するためには、早い段階からそれぞれの能力を把握
することが重要である。１回生前期履修の「大学基礎講座」では、平成 25・26 年度
実施のホームクラス制度の成果を踏まえ、少人数授業によって担当教員と学生との信
頼関係を築きやすくする。大学生としての基礎知識や心構えを養う一方、そのことに
よって高校までの成績に表れにくい学生の才能・個性を見きわめると同時に、それぞ
れの短所・欠点を把握し、個々の能力・興味に合った情報やアドバイスを提供する。
後期には「日本語表現技法」の教員がその任に当たる。前期・後期で異なる教員が担
当することで、一人の教員では見落としてしまいがちな学生の才能・個性を伸ばし、
２回生以降の演習科目（ゼミ）へとつなぐ。
このように個々の学生それぞれの力を伸ばせるような柔軟な体制を取ることで、学
科の学生全体の能力の底上げを図る。
⑨

FD 活動
平成 26 年度、本学科では FD 活動として、学習困難な学生の対応に関する研修会を
開催し、また、大学教員の講義科目教授方法スキルアップを目指して、専任教員相互
の開講科目聴講を実施した。いずれも本学科の抱える問題の所在が明らかになるなど
一定の成果を見ることができたが、それらの改善方法を探るには至らなかった。よっ
て、今年度も同様の研修会の開催と専任教員相互の授業聴講を行い、さらなる課題の
追究に努める。
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（２） 人間科学部
はじめに
本年度より「キャリア英語学科」が発足し、人間科学部は４学科の構成となる。各
学科から、教育内容の充実など学生の満足度を上げるための対策と、定員充足に向け
た方策が計画されてるが、これに加え、例えば「食と情報」
「心理と食」
「キャリア英
語と情報」など各学科間の連携を緊密にすることで、単独の学科ではできなかった学
びの領域が広がり、さらなる魅力や特徴が創造できる。ワーキングチームをつくり、
自由な発想で検討・提案を進めていきたい。
また、すでに実施している e-learning システム(テヅカドリル、SPI 講座)の利用・
活性化を図ることで「基礎学力の確かな定着」、「学習意欲の向上」を促進する。

＜人間科学部 キャリア英語学科（入学定員 50 名）＞
目標とする人数
入学者数 50 名（入学定員の 100 %）
卒業者数 平成 27 年度開設のため該当者なし
退学者数 入学者の１％以内
就職者数 平成 27 年度開設のため該当者なし
進学者数 平成 27 年度開設のため該当者なし

上記の目標を達成するための具体的取り組みを以下に示す。
① オープンキャンパスの充実
・オープンキャンパスへの集客を図るために、「国際ビジネスマナー講座」等
の学科独自のイベントを計画する。
②

高大連携の強化
・高等学校との英語教育研究会や英語授業のサポートを通じて高校教員との連
携を図り、帝塚山学院大学の英語プログラムを PR し、志願者等に繋げる。

③ 生活態度、学習習慣および学習環境を整える
・すべての基本となるマナーを徹底し、生活習慣マナーを身につける。
・4 月オリエンテーション期間中に 1 泊オリエンテーションを実施し、さまざま
なコミュニケーションワークを通して、学生同士の交流を徹底して図るととも
に、本学科の特色であるグループ学習、体験型、課題解決型の学習への理解を
図る。
・学生の英語力改善・強化サポートを徹底して行い、学生の出身校にその評価を
持ち帰ってもらって PR していく。
・主体的な学習力を高めるために、学生自身が学習環境を整える力をつけること
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をめざす取り組みを実施する。
・ラーニング・コモンズの有効活用
キャリア英語学科では、既存の科目履修やゼミ等だけでは、目標とする人材
を育成するのに不十分だと考えており、学生が、相互にコミュケーションする
機会を授業外でも増やすことが重要である。そこで、狭山キャンパスＦ棟ラー
ニング・コモンズを利用して、学生が普段から学校に長く留まり、交流するこ
とで、学生の社会人基礎力の向上を図りたい。また、さまざまなイベントを学
生主体で運営させたい。
なお、単なる「溜まり場」としないため、学科自らが主体的に運用に関与し、
授業外の教育的指導も行う。より効率的な運用にしていくために、CEDS、キャ
リアセンターとの連携強化、補完、協働推進なども課題としたい。
④

社会人との交流を推進する。
キャリア英語学科の３つの特色あるプログラム（「未来をてらす」Design My
Future Program・
「社会にふれる」Link Next Program・
「自らいどむ」Project-based
English Program）を結び付け(Link)、社会人との交流を通じてキャリアの形成と
スキルの獲得を実現させる取り組みとして“TEZ-LINK”を立ち上げる。
1 回生前期において、ゆるやかな進路希望（職業カテゴリー）別にグループで当
該職業の内容を研究することからスタートする（Design My Future Program）。そ
して、職業カテゴリーごとに社会人を招聘し、交流することを通じてビジネスと社
会人を理解する（Link Next Program）。その後、簡単な課題に取り組み、自分の特
性、適性を見極め、興味を深める（Project-based English Program）。

⑤

マレーシア短期英語研修
KDU University College(マレーシア)への 3～４週間研修留学を企画する。英語
研修に加えて、マレーシアの社会と文化に対する理解、異文化コミュニケーション
力の育成、グローバル・ビジネスに対する基礎的な理解等をめざす。

⑥

資格取得支援
英語系、ビジネス系で目標とする資格を明確にし、それらの資格取得支援を徹底
する。
１回生全員が TOEIC®スコアの 100 点アップをめざす。また、 ビジネス能力検定
３級の合格をめざす。

⑦

学生のニーズ、学習の達成度および満足度の把握
４年間を通して、学生の生涯にわたる職業意識の基礎形成と、卒業時の就職イメ
ージ、具体的な就職先までを確保するために徹底した個人管理（個人カルテの作
成）および出口管理を行う。また、英語教育においては「自立する学習者」の養
成をめざし、学習ポートフォリオにおいて管理を行う。
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⑧

FD 活動
教員の指導力の強化を目標として行う。合宿形式で年３回ほどを予定。
学科４年間の教育プログラム運営について徹底した議論を行う。さらに、アクテ
ィブラーニングの実践方法、ディベートの授業への活用方法等をトピックとする。

＜人間科学部 情報メディア学科（入学定員 70 名）＞
目標とする人数
入学者数 70 名（入学定員の 100％）
卒業者数 入学者の 90％以上
退学者数 入学者の 10％以内
就職者数 卒業者の 85％以上
進学者数 若干名

上記の目標を達成するための具体的取り組みを以下に示す。
①

カリキュラム改革－新カリキュラムへの移行－
情報メディア学科は、平成 27 年度入学生より、従来の３コース制（情報デザイン
コース、マスコミ・メディアコース、マネジメントコース）から、３つの系（情報ツ
ール系、情報コンテンツ系、メディア・コミュニケーション系）を横断的に学ぶ新カ
リキュラムへ移行する。これは、10 年後の情報メディアを見据えたカリキュラム構成
となっている。
②

情報科教員資格取得への支援
平成 25 年度から始めた「教職課程登録制」を維持。引き続き C-ラーニング等の授
業支援システムの活用、教職支援室との連携によって、モチベーションの維持、きめ
細かいサポートを行う。
③

学生サービスの充実
平成 26 年度に引き続き、C-ラーニング授業支援システムを活用し、学生の出席管
理を行い、学生の就学意欲や学生生活状況などを把握する。
とくに 1 年生においては、「大学基礎講座」と連携してアドバイザーと学生との関
係を密にして、アドバイスクラス単位、学科単位でお互いの顔が見えるクラス作りを
行う。
これらにより、きめ細かな指導、退学者減少に向けた体制作りを強化する。
④

教職以外の資格取得支援
MOS 検定の Word 部門または Excel 部門のどちらか、または両方を 1 年生終了時に取
得させる。学内で MOS 検定を受験できることから可能になってきた。１年生の時点で
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一つでも就職に有利な資格を持っていることはその後の学業への自信につながる。そ
のため、従来学部共通科目の「情報活用Ａ」「情報活用Ｂ」で行っていた MOS 試験対
策授業を、新規に設定した情報メディア学科の専門基礎科目「情報基礎演習Ａ」で動
機づけとスキル向上の指導を行う。IT パスポート「情報活用Ｃ」、CG・マルチメディ
ア検定「情報活用Ｄ」においても受講後速やかに受験することを勧めていく。
学生スカラシップ制度などの充実により資格取得に向けての経済的支援を行う。
⑤

高大連携の強化と学科独自の広報活動
近隣の総合科や情報科コースを有する高等学校との連携を強化する。出前授業や教
員の研修講座等、連携を図り学生確保に繋げる。
ソーシャルメディアをより活用する。すでに、情報メディア学科のフェイスブック、
LINE を開設しているが、あらゆる媒体を利用して情報発信により力を入れていく。
⑤

学外の共同利用施設－梅田グランフロント北館 C 棟 9F のビズラボの利用－
梅田グランフロント北館Ｃ棟９Ｆに総務省系の研究所の NICT の部屋がある。ここ
は VisLab Osaka として、主に映像系の研究をして、部屋はそれぞれの大学の担当者
権限で、24 時間 365 日予約制で使える。
ここに平成 27 年度から共同研究として参加することにより、３Ｆの The Lab のブ
ースに期間限定で出展も可能。学科のオープンキャンパスとして、各種勉強会の拠点
として利用する。
⑦

就職率向上への取り組み
ゼミ指導において社会人基礎力（コミュニケーション力、挑戦力、プレゼンテーシ
ョン能力、課題解決力等）の定着を確認する。
SPI 試験対策システムの活用をはじめとして、就職活動に関わるシステム・技術・
情報を積極的に取り入れるように学生に強く指示し、就職への意欲を高める。教育・
開発支援センターやキャリアセンター等と緊密な連絡をとり、ゼミ担当者を中心とし
て、就職力向上に協力的な体制をつくる。
⑧

FD 活動
講師を招きセミナーと討論会を開催する。講義のいつも話す部分（知識付与型講義）
を VOD 化し、反転授業的な講義を準備する。スタジオの多目的活用につなげる。

＜人間科学部 心理学科（入学定員 150 名）＞
目標とする人数
入学者数 150 名（入学定員の 100 %以上）
卒業者数 入学者の 90％以上
退学者数 入学者の 10％以内
就職者数 卒業者の 85％以上
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進学者数

入学者の 10 %

数値目標
① 入学者数（率）
150 名（100％）
アドミッションセンターとの連携をもとに従来の活動に加えて、学科独自の情報
も含めた葉書や「ニュースレター」を送付する。
②

卒業者数率
入学者の 90％以上
キャップ制に加え３年次の「演習Ａ」科目の履修制限を設けることによって、計画
的な単位修得をめざし、卒業率の向上に繋げる。留年者を減らし修業年限内の卒業率
を年次ごとに漸増させる。
④

退学者数率
入学者の 10％以内
1 年次の退学者率の推移（11H→14H 年度生）は 11.8%、 10.2%、 4.1%、 0.7%と著
しい改善がみられる。
「大学基礎講座」を軸としたアドバイスクラス体制の強化が 1
つの要因であると思われる。この状況を維持し、平成 27 年年 12 月の時点での退学
者率を２年次までで 4%未満に、１年次では 1%未満に抑えたい。

⑤

就職者数率 （内定率＝内定者／就職希望者） 卒業者の 85％以上
1 年次より、キャリア教育や就職支援活動を積極的に実施する。したがって就職
率の改善結果を見るには今後２-３年間の猶予が必要である。１月から３月にかけて
就職活動継続中の学生に具体的な企業を提案し就職先の確保に繋げたい。

⑤進学者数率
入学者の 10％
帝塚山学院大学院、心理学を専門とする他大学院、資格（精神保健福祉士・言語聴
覚士）を狙う専門学校など、関連分野へ進もうとする学生への援助が必要である。
まずはアドバイスクラスやゼミでの対話を通して助言や援助を行う。

上記の目標を達成するための具体的取り組みを以下に示す。
① きめ細やかな指導に基づく教育環境の整備と就職支援の充実
アドバイスクラスからゼミまでの授業を通じて、１回生から４回生に至る個々の
学生に対する担当教員を配置し、各学生の個性をよく理解したうえでのきめ細やか
な指導を行う。これまで通り、実習や実験をはじめとした少人数の双方向的授業を
数多く展開しつつ、この体制を基盤として、授業や各種大学行事のなかで学生一人
ひとりに適した活動・表現機会を提供していく。また、様々な問題を抱える学生に
対しては、保護者との密な連携をはかりながら対応していく。その他、就職支援と
して、
「就職活動セミナ－」や大学基礎講座の活動を充実させるとともに、２回生対
象の基礎演習を利用してインターンシップ、SPI への参加の促進、就職意識の活性
化を推進する。さらに出口戦略として、一般企業就職のみならず、公務員、教職志
30

望学生などについても担当教員を決めて就職支援活動を具体化していく。
② 教育の質の確保と指導の徹底
・C-ラーニングを活用して、
「出席管理」や「授業評価アンケート」を実施し、
「相
談室」機能を利用してきめ細かな個別指導していく。
・「（仮称）英語復習・ランクアップ・TOEIC 試験対策勉強会」を企画運営する。
・公務員試験や、教員採用試験、一般就職試験にも出題が多い英語力強化に力を注
ぎ、外国語科目のうち、英語４単位を必修とする。
・学科の教育目標を達成するために、授業科目を担当するすべての専任および非常
勤教員との連携を密にして、学生への指導方法を徹底する。平成 27 年度は年２
回の連絡会を開催する。
・AO 入試や特待生制度を充実し、目的意識の高い学生確保を目指す。
③

問題を抱えた学生への対応
アドバイスクラスやゼミでの緊密な教員との関係の中で、問題を抱えた学生の早期
把握や対応に努める。学生相談室との連携をより緊密にし、早い段階で問題に対応
する。さらに、学生の自己効力感が高まるよう、自主研修会や FD 研修の開催を重ね
て対応していく。

④ 養護教諭課程の改革
・養護教諭課程の改編
「特別支援教育」、
「養護教育活動」、
「看護技術（医療的ケア）」などの科目設定。
『医療的ケア』のできる養護教諭養成のための教育環境の整備
・教員採用試験対策の強化
教職支援室との連携による学習支援体制の強化
チャレンジテスト対策講座
・学習環境整備
学生同士の自主学習会への支援
自主学習会のためのセミナールームの確保
養護教諭課程関連の専門図書の充実
⑤

ワーキンググループを窓口とした教職員連携
心理学科では、喫緊に解決すべき課題についてワーキンググループ（以下 WG）シス
テムが機能している。平成 27 年度より、課題解決のために実効性を早めるため、積
極的かつ自主的に関係部署へと働きかけて、WG で課題を整理して解決していく。これ
まで学科主任へと集中した各関係部署からの情報を、WG を窓口とし主任へ集約して学
科内で共有するシステムを展開する。
⑥

FD 活動
・C-ラーニングでさまざまな機能を活用するための研修会を開催し、十分活用し
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ていく。

＜人間科学部 食物栄養学科 管理栄養士課程 （入学定員 80 名） ＞
目標とする人数
入学者数 88 名（入学定員の 110 %）
卒業者数 入学者の 95％以上
退学者数 入学者の１％以内
就職者数 卒業者の 90％以上*
*国家試験合格発表が年度末であるため就職先決定が翌年度に亘ることがある
進学者数 若干名

上記の目標を達成するための具体的取り組みを以下に示す。
① 管理栄養士国家試験高合格率の維持とその環境整備
本課程では、これまで第１期生（06 生）〜第５期生（10 生）にわたって、全国の
管理栄養士養成課程平均合格率を常に上回る合格率を維持してきた。平成 27 年度
もこの高い合格率を維持できるように力を入れて取り組む。本取り組みは、入学者
数をはじめとして、上記すべての目標を達成するために最も重要である。
具体的には、
１）少なくとも２回生の講義から、国家試験問題を意識した問題や解説を講義内
容に組み込み国家試験受験に対する意識と知識を早期より高める。各講義担
当教員の責任のもとに行う。
２）国試対策講義の充実
４回生対象の管理栄養士国試対策講義をゼミ毎の卒研空き時間等に組み込
み積極的指導体制の構築を行う。３回生へも講義の空き時間には４回生の国
試対策講義への参加を促す。ゼミ担当教員並びに国試対策講義担当教員の協
力態勢のもとに行う。
３）臨地実習の充実
３、４回生の夏期休暇期間を中心として行う臨地実習を、就活にも積極的
に応用できるように充実させる。臨地実習担当教員の責任のもとに行う。
４）夏期休暇の有効利用
夏期休暇期間にある臨地実習の空き時間に学生主導の国試対策を取り入れ、
国家試験受験に対する高いモチベーションを維持する。学科主任を中心とし
て、関連教員の協力態勢のもとに行う。
５）内定の早期獲得
ゼミ単位で、早期から就職に対するアドバイスを積極的に行う。職種によ
り応募時期が異なるが、キャリアセンターと密に連携して可能な限り夏期休
暇までに内定を得、夏休み以降は、国家試験受験勉強に専念できるようにす
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る。ゼミ担当教員を中心として、関連教員の協力態勢のもとに行う。
６）ゼミ室の整備
２）〜４）のために、各ゼミが１年を通して使用可能なゼミ室の確保と国
家試験関連書籍の整備を行う。学科主任を中心として、法人や学部と相談し
て進める。
②

学生のニーズ、学習の達成度および満足度の把握
全教員が C-ラーニングを積極的に利用し、出欠調査のみならず授業内容の改善、
学生とのコミュニケーションの向上、学生の学習意欲・知識力向上をめざす。そし
て、小テスト・ドリルの実施で学生の理解度を把握する。また、学科内連絡や各種
委員会等に広く適用できるようにする。
これらにより、学生のニーズ、学習達成度及び満足度の把握が可能である。そし
て、把握した事項に対し、教員が適切な行動を取ることが出来る。
全教員が C-ラーニングを活用できるよう、学科 FD 活動を積極的に展開していく
（下記学科 FD 活動参照）。

④

他学科との連携促進
管理栄養士業務を行うにあたって、グローバル化への対応、精神保健分野や介
護・福祉分野の知識ならびには情報処理技術は不可欠である。この点、同じ人間
科学部内にある他３学科との連携を深め、各種知識や技術等の取得を促進する。
全教員で指導、相談にあたる。

⑤

就活スキルの向上強化
SPI 試験対策システムの活用をはじめとして、就活に関わるシステム・技術・
情報を積極的に取り入れるよう学生に強く指示し、時には介入することによって
就職率向上を図る。教育・開発支援センターやキャリアセンター等と緊密な連絡
を取り、ゼミ担当教員を中心として、関連教員の協力態勢のもとに行う。

⑥

地域貢献と実践力養成の推進
臨地実習とリンクできれば地域病院、行政、高齢者施設、教育機関と連携し、
可能な限り健康教育プログラムやボランティア活動を実践する。スポーツ栄養に
関連した活動として、関連企業とのコラボにも取り組む。これらは、地域貢献の
みならず就活に幅を持たせ、就活を有利に展開する事にも繋がる。
健康実践栄養士課程と協力し、可能な限り講演や地域活動を通して堺市や大阪
狭山市などと共同して地域の活性化に貢献する。大阪産等の地域農産物を利用し
たスイーツや食品メニューの開発を地域企業と共同で開発に取り組む。

＜人間科学部 食物栄養学科 健康実践栄養士課程（入学定員 40 名） ＞
健康実践栄養士課程は、平成 26 年 4 月より栄養士養成課程として指定された課程
であり、栄養士に加えて他の「資格」や「特技」を習得するなど実務教育に重点を置
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く。そして、２つ以上の資格を活用して幅広い分野で活躍する栄養士の養成をめざす。

目標とする人数
入学者数 44 名（定員の 110 %）程度
卒業者数 平成 27 年度は該当者無し
退学者数 入学者数の１％以内
就職者数 平成 27 年度は該当者無し
進学者数 平成 27 年度は該当者無し
上記の目標を達成するための具体的取り組みを以下に示す。
①

栄養士以外の資格取得のための環境整備
１）栄養士、フードスペシャリストに加え、３回生で健康運動実践指導者資格を取
得するために、筆記試験対策および実技試験の受験対策を授業科目内と、受験
対策講座の両方で行う。また、４回生の健康運動実践指導者資格取得者に対し
て健康運動指導士の資格取得のための受験対策講座を行う。
資格取得の学生を支援するための資金面は、一部大学の援助による。
２）栄養士、栄養教諭２種の資格に加え、保育士資格取得のため国家試験受験対策
講座を開講し、筆記試験および実技試験対策を行う。
資格取得の学生を支援するための資金面は、一部大学の援助による。
３）栄養士に加え、フードスペシャリストの資格を取得し、食と健康の専門知識に
加え、日本および世界の食文化と料理、食品の開発等の知識を加える。さらに、
美味しく、栄養バランスを考えた食品の商品開発や外食産業のメニュー開発に
取り組むことができる栄養士をめざすことから、この課程では、食品企業や飲
食店等と共同開発を行う拠点を作り、運営の方法や流通手法を構築する。
4）ゼミ室の確保
上記１）〜３）のために、各学年の学生が 1 年を通して使用可能なゼミ室の
確保と資格試験関係の書籍の整備を行う。学科主任と課程主任を中心として、
法人や学部と相談して進める。

②

学生のニーズ、学習の達成度および満足度の把握
C-ラーニングを積極的に利用し、出欠調査のみならず授業内容の改善、学生との
コミュニケーションの向上、学生の学習意欲・知識力向上をめざす。また、小テス
トの実施で学生の理解度を把握し、学習の達成度の確認をする。さらに、学期はじ
め、学期の終わりや必要に応じて、学生にアンケート調査や面談を行い、学生のニ
ーズ、学習の達成度および満足度の把握を行う。

④

語学、情報、心理分野との連携
社会のグローバル化に伴い、英語をはじめ会話ができると世界が広がる。また、
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心理関係の分野や情報処理関係の知識を得ることは、社会に出てからも大いに役
立つ。さらに、商品開発などの基礎的な知識を学ぶために企業関係者の講義を取
り入れる。
⑤

就職について
健康実践栄養士課程では、上記①-③を積極的に行い、行政主催のボランテイア
活動や食品関係企業等へのインターンシップ制度などを活用し、就職に繋げていく。
１回生からあらゆる活動の場を予測して、授業科目や資格について説明を行い、学
生自身がキャリアデザインできるようにする。また、学生の適正やコミュニケーシ
ョン力をつけるために、実験・実習、学外臨地実習、ボランテイア活動、インター
シップなどにおける学生の様子を体系的に把握し、指導する。

⑥

地域貢献と実践力養成の推進
行政自治会、保健所等の健康関連機関、保育所、教育機関と連携して、ボラン
テイア活動や食育活動を実践する。具体的には、「食習慣」と「運動習慣」による
予防医学の考えをベースとする特徴を活かして、南大阪の住民を対象に「南大阪健
康 plaza」を立ち上げ、下記(1)-(4)について講義や実習を行う。
(1) 生活習慣病（メタボリックシンドローム、最近話題のロコモテイブシンドロ
ーム−老化による筋肉の低下−対策
(2) 自分の身体を知ろう（Inbody で自分の体脂肪量や筋肉量を測定する）
(3) 自分の健康を守る料理教室（オーダーメイドレシピの作製）
(4) 身体を動かそう
これらを受講した後、自分で目標を決め、継続的に「食習慣」と「運動習慣」を実
行してもらう。約半年後に再び体組成を測定し、問題点を考え、さらに改善してい
く。その結果を踏まえて、今後さらに継続的に行う。
上記(1)-(4)とは別に、「いざという時のために（震災に備えて）」などのテーマに
ついても講義や実習を行う。⑤に関するすべての取り組みに関し、堺市および南区
の後援をあおぐ。

⑥
FD 活動
・学生のニーズ、学習の達成度および満足度の把握のために、全教員が C-ラーニン
グを積極的に利用・活用できることが必要になる。このような中、教員により使
用頻度や活用レベルが異なっているのが現状である。このため、全教員が同様な
レベルで C-ラーニングを積極的に利用・活用できるように、全教員の協力のもと
FD 活動を展開していく。
・ 国試対策講義達成度の把握のため模擬試験採点のスピードアップを図る。この
ため、若手教員を中心としてマークシート採点・評価系のシステムを理解し使用
できるようにする。
・ 教員対象に研修会を開催する。
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（３）教育開発・支援センター
教育開発・支援センターの業務は多岐にわたるが、その基本は学生の教育や活動を
積極的に支援し、そのために必要な情報の収集や研修を実施することにある。本年度
は特に以下の点を重点項目として、役割の明確化を図る。
① 共通教育カリキュラムのスリム化
非常勤講師の比率が非常に高い共通教育の見直しを行い、適正な状態を提案する。
② 入学前スクーリングの見直し
入学前スクーリングについて、その対象と目的も含め見直しを行い、全教員の協
力体制を確立する。
③ CEDS プログラムと正規カリキュラムとの連携
外国語科目の補習を含め、正規カリキュラムとの連携のシステム化を可能にする
方策を考え、試験的に取り組む。
④ 基礎教育のサポート
自主学習ツールであるテヅカドリルも含め、大学カリキュラム受講の基礎となる
力を定着させるために専任教員が責任を持って取り組めるような環境を整備する。
⑤ 資格取得を推奨する
ライセンススカラシップ制度を徹底し、語学検定をはじめ、各種基礎能力検定の
取得を促すため、受験対策講座等の開講について整備する。
⑥ 学習面談の実施
従来から行っている相談面接について、その結果をポートフォリオに反映させ、
中途退学者の減少につながるよう、アドバイザー教員との連携を強化する。
⑦ ケアを必要とする学生のサポート
昨年度試験的に請け負った学生ケア連絡会について、そのシステムを整理し、学
生部、学生相談室との連携システムを構築する。
⑧ 活躍している学生のサポートならびに養成
社会的活動を含め、意欲のある学生については、これを奨励し HP 等で紹介すると
ともに、活躍の場について情報を提供する。また、学生が意欲を持って様々な活
動に取り組めるよう、リーダー養成講座を開催し、大学各種行事との連携を整備
する。
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⑨ 近隣自治体との連携
堺市や大阪狭山市をはじめとする近隣自治体と大学の各部局との連携強化に資す
る取り組みを提案、推進する。
⑩ 保護者向け教育相談セミナーの実施
過去４度行ってきた保護者向け教育相談セミナーについて、実施時期、回数、内
容も含め見直しを行い、保護者との連携をより強化する。

（４）ICTセンター
ICTセンターは、全学の情報教育システムの支援や、全学のネットワーク支援等とそ
の業務のICTを活用した効率化を図り、新たな事業に向けての調査や、全学的なステ
ム作りに向けた検討を始める。
① 継続事業(効率化をはかる)
・情報教育の支援
-TA・SAの演習への割当
-ICTセンターへの質問に訪れる学生に対する対応
・施設の管理
-開室、閉室、備品の管理(ハードとソフト)
・PCの貸し出し
・サーバ機器の管理
-ADサーバー・ファイルサーバー・DNSサーバー等の運営・管理
-シンクライアントサーバーと瞬快サーバーのひな形作成・運営・管理
・ネットワークの管理
-対外接続、キャンパス間、キャンパス内
-無線LAN
・学部、学科、研究科のICT支援
-教育、事務、図書システムで利用するPC及び周辺機器の購入に関して
アドバイス及び見積もりをとる。
・購入後、導入及び設定、その後のトラブル対応を支援する。
-ICT関連機器の操作補助・使用マニュアル作成事務等のICT支援
-新入生のシステムへの登録
-教員や学生のメール(Yahooメール)の登録、継続申請、管理
-C-ラーニングやテヅカドリルなどの学内システムへのデータ登録・管
理・運営及び サポート
-図書館システム支援
・ICTセンターのホームページの充実
②

新規事業
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・セキュリティポリシーの策定
-セキュリティポリシーではセキュリティポリシーの考え方を示し
-セキュリティガイドラインでは箇条書き的に許可や禁止を定める。
・全学共通基盤の構築の平成27年度稼働に向けての調査
-学生一元管理:ポートフォリオ構築の基盤ともなるように一元的なベータ
ベース
・システム構築
-SSO(Single Sign On):最初のログイン/オンでほとんどのシステムが利用
可能になる環境
-認証基盤:学認(全国共同電子認証基盤)の利用を視野に入れて調査を開始
・ポートフォリオの構築にむけて
-学生の各講義に対する理解度と教官から示される到達目標の達成度が教
職員も学生もあまり負担がかからず互いに評価できるシステムの構築を
目指す。
-学生に対する品質保証も視野に入れる。
・ICTセンター間のグループウェアを含めたテレビ会議システムの活用
-平成27年度以降は大学全体や法人全体への利活用を勧める
-議論しているWORDやEXCELやPDFやURLを共有化し、かつ更新できるグルー
プウェアの利用
③

狭山キャンパスにおける講義のVOD化の支援システム

（５）アドミッションセンター
入学定員確保への取組
①
教職員の情報の共有・連携・連動を密に図るとともに、法人と一体となった
組織的な学生募集活動を展開する。
②
大学執行部、アドミッションセンター担当教員（各学科）等とのワーキング
チームを設置しデータに基づく戦略広報プランを策定し、PDCA サイクルを進め
次のアクションにつなげる。
以下に具体的な取組を示す。
【具体的な取組】
① 年間広報戦略の作成
・各学科の数値目標にむけて、データ分析に基づいた効果的な広報戦略を立てる。
・強化する募集エリアを定めて、戦略的な広報活動や重点化した訪問活動を実施す
る。
・教育開発・支援センターで活動している「学生ファシリテーター」を、オープン
キャンパス、入学前教育の行事に参加させて、入学生に対して学科内容や学習相
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談などの支援を行っていく。
・大学の広報について、学生自身の声を聴く「学生による広報会議」を開催し、学
生の意見を積極的に取り入れる。
・在学の活動を、母校に紹介する母校訪問を実施する。
② 入試制度の改革
・各学科ごとの競合する大学についての情報収集と分析に基づき入試の科目選択等
を決定する。
・Web 出願についても早急に対応する。
・ファミリー入試を全学科に導入する。
・社会人を積極的に受け入れる方策を検討する。
・特待生制度の充実を図る。
・入学前教育から、４年間の学修、卒業後の進路までを一貫した支援体制を構築し、
信頼される大学として広報していく。
③ 高大連携の充実
・高等学校に導入される基礎学力テストや、大学入学希望者学力評価テスト等の入
学者選抜の改革を見据えて、あらたな高大連携プログラムを実施する。
高大連携を主担とする窓口担当者を置いて、プログラム検討を始める。
④ オープンキャンパス企画の見直し
・各学科の特色を活かしたオープンキャンパスの企画を実施していく。
⑤ アドミッションセンター員に対する研修
・他大学の情報やデータ分析、広報戦略など、アドミッションセンター員が積極的
に外部の研修会への参加、大学内での SD 研修を強化する。

（６）キャリアセンター
① 個別支援の強化
一般社団法人日本経済団体連合会は、平成28年3月卒業生から「就職活動に奪わ
れていた時間をキャリア育成や専門教育に振り向け、即戦力となる社会人を育て
る狙いがある。｣として、広報開始は12月1日から3月1日に、選考開始は4月1日か
ら8月1日に４ヶ月後倒となる「採用選考に関する指針」を発表した。
今年就職活動を迎える4回生や、3回生に対し「４ヶ月後ろ倒しとなった採用活
動にどのようなスケジュールで指導を行っていかなければならないか」をセンタ
ー職員が自覚し、指導していく。
また、前述の「採用選考に関する指針」が発表されたにもかかわらず、マスコ
ミ上では「従前と変わらない採用活動が行われている」「インターンシップ等を
活用し早期に採用活動が行われている」等の情報もあり、それにそくした学生の
39

個別支援の強化とともに、企業の採用活動ならびに、他大学の情報等も積極的に
収集できるような体制作りを構築する。
②

共通教育科目群の「キャリア教育」とキャリアセンターの「キャリア支援」の
連携強化
現在のカリキュラムでは１、２年次必修科目の「キャリア教育科目群」が「教
育」に近い形で構成、教授されている。このため、３年次からキャリアセンター
が行う「キャリア支援」と「キャリア教育」が一つの流れになっていない現状が
ある。
今年度から「キャリア支援」に繋がるような形の「キャリア教育」の運営を教
職員が一体となって取り組んでいく。
学生のキャリア形成を支援する講座を前年度より多く開設する。講座の運営方
法については、実施する業者の協力を得ながら一層の学生のキャリア形成に役立
つ講座を検討する。

③

学部との連携強化
入学前教育で使用されているテヅカドリルの有効活用は基礎学力不足を補う有
効な手段となっているが、入学後の利用率がなかなかあがらない。学部、学科の
協力を得ながら、1学年次の必修科目である「大学基礎講座」等の授業時間内でテ
ヅカドリルやSmart SPIを練習させる時間を割いて頂くなど実効ある方策を検討
する。

④

ゼミ担当教員との連携
就職等に関するイベントやセミナーの情報提供、学生に対しての就職意識やキ
ャリア形成に関する意識の向上については、ゼミを通じて担当教員、キャリアセ
ンター職員が直接学生に訴えかけていく。ゼミ単位の就職内定状況調査について
は夏期休暇前、10月、冬期休暇前、卒業時に行う。

⑤

企業情報等の整備充実
平成26年度に企業データの整備がほぼ完成した。今年度はOB、OG情報の精度を
高めたデータ作成を目指す。
就職内定状況の調査結果を毎月１日で作成し、過年度比較を容易にする。

⑥

採用担当者と接する機会の提供
平成26年度から恒常的に実施している「学内企業説明会」を毎月実施するなど
して、学生が企業と話できる機会を多く設定する。また、他団体が企画する「企
業研究会」「企業面接会」等の開催をできる限り本学に誘致する。

⑦

インターンシップの整備
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平成26年度はプロジェクト型インターンシップを見直し、プロジェクト数を広
げるのではなく、数を絞り、企業を精査して、学生のキャリア形成に資する形に
した。今年度も引き続きプロジェクト数を絞った形で実施する。
企業、コンソーシアムが実施するインターンシップについては昨年度同様の形
で実施する。
⑧ 学外の関連組織との連携
全国私立大学就職指導研究会、関西学生就職指導研究会、私立大学協会、大阪
府下就職問題連絡協議会、大学コンソーシアム大阪、南大阪地域大学コンソーシ
アムなどキャリアセンターの業務に深く関連する団体との連携については、昨年
度と同様の関係を保持する。

[２]

中学校高等学校の事業計画

住吉中高の教育理念である「時代を創る女性（ひと）づくり」を基盤として、生徒
ひとり一人の持つ個性を大切にする環境作りを実現する。多くの学校が陥りがちな大
学合格だけを最終的なゴールと捉える姿勢を越えて、その先にある長い人生を真に豊
かに生きることのできる力の育成を目指す。本校に根ざす女子教育の伝統を受け継ぎ、
女性がその資質を開花させるための豊饒な多様性を維持していく。
（１）

学校経営・組織体制

目標：①

②

③

外部評価を元にした組織改善
・保護者アンケート等の学校評価の分析と課題設定
・授業見学会、授業研修会の設定
教育的多様性の維持
・学校目標、学年年間目標の設定
・学年主任会議による縦の課題共有
教員研修会の充実

（目標達成の方策）
① 保護者へのアンケートを元にした学校評価から導き出された課題を、短期と
中長期に区分して解決・改善の方法を模索する。また、学校の質を決定する要
は日々の授業であると考え、学期毎の授業アンケート結果を分析的に各教員へ
フィードバックすることでその向上を目指す。また、教員間の授業見学習慣や、
教科の枠を越えた全体での授業研究会を通じて、授業スキルや方法論の相互伝
達を行う。
② 担任団は当該の生徒集団を観察した結果、その学年で達成すべき教育目標を
設定し、統一感のあるきめ細やかな指導へとつなげていく。生徒たちには各月
毎に守るべき道徳的な指針を提示し、集団内の規範意識の醸成を促し、いじめ
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につながる生徒間トラブルの抑止を行う。
③ 学期毎の教員研修を通じて、生徒の安全管理から私学を取り巻く環境に至る
まで、その時点で最も必要と思われる内容を教員全体で学んでいく。また、学
外での研修についても各教科や各部署において現状の改善に有効と思われる場
合は参加を促していく。

（２）

進路指導

目標：①

②

③

キャリア教育の推進
・「キャリア教育―職業体験」のプランニング
・大学教育の体験
・「適性検査」中高継続実施
・キャリアセンターからの発信
・卒業生からの発信
進路指導の充実
・発信力の育成
・6 年一貫教育の充実
・学力推移調査（中学校）と総合学力模試（高校）の分析
・模試デジタルサービスおよび e-learning の活用
・泉ヶ丘校との連携
進学の数値目標
・住吉中高内部進学率 100%
・帝塚山学院大学推薦合格者数前年比 20%増
・帝塚山学院大学Ｂ推薦合格者数前年比 20%増
・関関同立合格者数 100 名以上
・国公立大学進学者数前年比 10%増

（目標達成の方策）
① 高校での「キャリア教育」は、
「職業ガイダンス」や「適性検査（R-CAP）」、卒
業生の講演やパネルディスカッション等を通して行ってきているが、自分の将来
像を明確に持っている生徒の学習意欲が相対的に高い傾向にあることを踏まえ、
そうした活動を、中学校１年生の「生活合宿」から始めていく計画である。中学
校からの大学キャンパス見学と初歩的な模擬授業を通して、高校卒業後の進路に
ついても早くから意識を高める工夫をする。従来高校１年生でのみ行ってきた
「適性検査（R-CAP）」を中学校２年生で実施し、高校での再実施を通して、中高
継続したキャリア教育の一環として活用する。本年度の高校での進路ガイダンス
で、
「自分の将来について考える」
「大学生の就職事情」等をキャリアセンターの
方に講演をお願いした。また進路ガイダンスではできるだけ卒業生の声を、在校
生と在校生保護者に届ける機会を持った。実際に大学生の就職現場に携わってい
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る方々、および大学生活・就職活動にいる卒業生の声を聴かせることで、自分の
将来についての意識を高める指導を継続して行う。
② 中学校での「総合的学習」、高校での「創究講座」で、レポート執筆やプレゼ
ンテーション等、住吉校では発信力を鍛える機会が多く与えられている。高校３
年生のプレゼンテーション能力は平均して高く、その成果が窺える。関西学院大
学主催の「Go Global Japan Expo 2014」において、「高校生英語プレゼンテーシ
ョン大会」に高校３年生関学コースの生徒が、予選を勝ち抜いて出場している。
ＡＯ入試、自己推薦入試でも、難関大学への合格者が増えている。発信力をはじ
め、６年一貫教育をより充実させ、中学校１年生から高校３年生までの生徒の成
長が見える取り組みを充実させる。中学校での「学力推移調査」と高校での「総
合学力模試」を、６年間のスパンで分析し、どの時期にどのような指導が必要な
のかを教員で共有し、より効率的な指導の端緒とする。中学校では、学年途中の
模試実施において成績の向上傾向があるが、新学年最初に実施では、下降傾向が
見られる。３学期の指導および春の長期休暇中の講習と課題設定に工夫が必要で
ある。中学校の学力推移調査、高校の総合学力テスト等のデータを蓄積して、全
教員の指導の一助としたい。また、インターネットを活用した教育サービスが充
実してきている。帝塚山学院大学の e-learning と似たサービスを、すでに希望
生徒に活用させているが、授業単位での導入を試みる。またベネッセ模試のデジ
タルサービス等も活用し、自学自習ができる生徒を増やす。進学指導で成果を上
げている泉ヶ丘校から学び、連携を深めて、お互いの指導力向上を図りたい。
③ 中学校から高校への内部進学を、家庭的事情（転居等）を除いて、100％の実
現を目指す。進路保障に向けた丁寧な指導を充実させ、どのレベルの生徒にも魅
力的な内部進学を理解させる必要がある。帝塚山学院大学への進学指導は、日程
を工夫する等、帝塚山学院大学の各学科のアピールポイントを端的に強く理解さ
せられるような説明会を実施することが必要である。また、高大の教員懇談会
を通して、よりよい進学指導を模索する機会を設ける。帝塚山学院大学への進
学を促進する一方で、関学コースを含めた数字ではあるが、関関同立合格者数
を 100以上とし、難解私立大学への合格者数を増やしたい。そのためには、安易
な指定校推薦への受験を抑える指導を、担任団を中心に進めていく必要があ
る。指定校で他大学に流れる生徒を帝塚山学院大学に向け、一般入試や公募制
推薦で難関私立大学、国公立大学を狙える生徒を育成していく必要がある。

（３）

生活指導

目標：①

②

生活習慣の確立
・遅刻指導
・ベル席の達成率 80%
礼節の女子教育
・TPO に合わせた基本的マナーの習得
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③

・マナー講習、DLS 講習会等の継続
・苦情件数 0 件
いじめの早期発見
・行事を通して情操教育の徹底
・担任、保健室、カウンセラーとの連携強化
・教職員対象、学内研修会の充実
・保健室での適切な健康管理および生活習慣の確立

（目標達成の方策）
① ６年一貫校における中学１・２年生での生活指導の意味は大きく、基本的
な生活習慣の確立は、以後の学校生活、とりわけ学習習慣の確立に大きく影響
する。まずは、日々の遅刻を防止することが大切である。遅刻を繰り返す生徒
に対して、一人ひとりの生活の状況を丁寧に確認し、個々に応じたきめ細かい
指導を行い、生活習慣の改善を促していく。学習に対する基本的な姿勢を高め、
時間厳守を習慣化していくために、ベル席の徹底を図る。各生徒が始業のチャ
イムが鳴る前には着席し、次の授業の準備をしておくようにする。これにより
授業時間のロスを減らし、学習活動の効率化を促す。
② 社会人として、挨拶は最低限の礼儀である。人として他者と関わる時に必ず必
要である挨拶の励行を徹底したい。教員間も生徒たちの見本となるべく、積極
的に挨拶を行う。朝礼、学校行事や日常の学校生活の場面で、全教員が意識し
て指導にあたる。また、外来者への挨拶を徹底させ、良好な学校イメージの醸
成を図る。公的な場所でのマナーとして、学校の制服をきちんと着ることを指
導していく。外面への無頓着は内面の意識とも相関していると想定し、時宜に
応じた適切な指導を行うと同時に、スカート丈や校章の位置など、制服の正し
い着用を教えていく。また、本校の制服が受け継いできた伝統的な意義を啓蒙
し、生徒たちが学校への誇りを持てるよう指導する。
③ 2013 年に「いじめ防止対策推進法」が施行され、いじめの未然防止の重要性が
指摘されている。そのため、すべての生徒が安心・安全に学校生活を送ること
ができ、毎日の授業や行事に主体的に参加・活躍できる環境を作ることが不可
欠である。授業をはじめとして、学校生活のあらゆる場面において、他者と関
わる機会を設け、違いを認め合う仲間づくりができ、そこから来る自己肯定感
から自尊感情が育つような教育活動を行うことが必要である。コーラスコンク
ール・学院祭・スポーツデーなどの学校行事や、宿泊行事での体験活動を通し
て、対人交流に心を通わせる能力の素地を培いながら、他者の感情や痛みに共
感するための想像力と感受性、社会性と規範意識を育てながら、ストレスに適
切に対処できる力を育んでいきたい。教職員に対しては、平素からいじめにつ
いての共通理解を図り、生徒の言動からそれぞれの置かれた生活状況や精神状
態を推し量るよう促す。些細な気づきの大切さを認識することが大切であるた
め、カウンセラーを初めとする専門家の力を借りながら、カウンセリング能力
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等の向上のため学内研修を充実させる。
いじめの早期発見のため、子ども同士で悩みを聞き合うことのできる環境づ
くりを行う。定期的な面談や教育相談窓口の周知など、生徒が相談しやすい体
制を整えるとともに、家庭と連携して生徒を見守ることが必要である。現在、
カウンセラーによる教育相談室を開設しているが、これもさらに周知したい。
また、養護教諭やカウンセラーを含む支援委員会での情報共有を深め、生徒支
援の体制をより適切に機能させていく。生徒の訴えに対し、受容・共感的態度
で、個々の生徒に応じた対応を心がけている。
保健室では、年間を通して内科的な症状と悩み・相談で来室する生徒が多い。
一学期前半は、新しいクラスや環境になじめないなどの理由で来室者が増加す
る。二学期に入ると緊張感がなくなり、規則正しい生活が送れずに体調を崩す
生徒が多い。来室時に自らの生活や行動を振り返ることができるよう指導を行
う。また、保健だよりや掲示物などを通して、疾病予防や感染症予防に関する
ことや、女子中高生の流行や興味・関心のある事柄について着目し、そこに潜
む危険性や正しい知識を伝える。生徒の健康問題を把握し、担任・学校医・ス
クールカウンセラーとも連携し、チームで解決を行う。

（４） 学習指導
目標：① 総合的な学習の時間の効果的な運用
・プレゼンテーションへつながる発信力の涵養
・学部選択など、進路を通じたキャリア教育
② 学力層に応じた検証可能な評価法およびシラバスの設定
・中学での基礎学力および学習習慣の定着
・高校での学力層に応じた学習指導と評価

（目標達成の方策）
① 中学校の総合的な学習の時間を体系的に利用し、
「見つける力」
「調べる力」
「ま
とめる力」「発表する力」という表現に関わる４つの力を中心とした学びを展開
する。学んだことを構造化して他者に伝えるコミュニケーション能力の向上を目
標とし、学期毎にプレゼンテーションを実践する機会を設ける。また、身につけ
たスキルを他教科の学習にも応用できるようにしていく。高校の総合的な学習の
時間（創究講座）では、各学年に大学での専門分野を意識した多様な講座を準備
する。それぞれの講座では座学にとどまらず、ワークショップやディスカッショ
ンなども積極的に取り入れ、自ら考える力を育成する。発表やレポート作成を義
務付け、学んだことを他者に伝える力をさらに伸ばすことを目指す。同時に、生
徒一人ひとりが自分自身と向き合い、将来のキャリア像を作り上げるためのサポ
ートを行う。
② 中学校では、基礎学力の定着と学習習慣の確立を図る。各教科の宿題や提出物、
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小テストの状況を学年担当者が共有し、着実に習慣づけるシステムを確立する。
スローラーナーに対する補習および指名者講習、成績上位者を対象としたヴェル
ジェプロジェクトや希望者講習を効果的に配置する。学力層に応じたきめ細やか
な指導で生徒のモチベーションを向上させ、学校全体としての学力アップを目指
す。高校では、各専攻の専門性を生かしつつ、学力層に応じた目標の設定とその
達成度の確認を生徒一人一人が理解できる形で明示する。具体的には、各教科・
科目の達成目標と評価方法を開示した上で、授業を行うことで、学力上位者には
さらなる成績向上を、スローラーナーには具体的な努力目標を提示できる。

（５）

特別活動

目標：①
②

クラブ入部率 80%
クラブ顧問の育成

（目標達成の方策）
① クラブの入部率は 80%前後で推移しており、公立校が 60%程度であることを
考えれば、非常に高い数字と言える。クラブに入ることは学校への帰属意識を高
め、日々の生活にも充実感を与える。特に中学生はこの傾向が顕著であり、今後
は入部率が 100%に近づくよう指導していく。
② クラブ活動は人間育成に大きく影響を与える重要な要素である。また、強豪ク
ラブの存在は生徒の愛校心を高めるとともに、対外的には学校の教育力の大きな
宣伝となる。クラブを強化し適切な運用を行うために、顧問の育成が求められる。

（６）

募集・広報活動

目標：①

中学校 220 名、高等学校 240 名の入学者数確保
・入試説明会の内容の最適化
・アドミッションとのより緊密な連携
② 学内の改革に対する適切な情報の提供

（目標達成の方策）
① 内部小学校からの進学者については、保護者に向けた情報発信の質と密度
を高めると同時に、児童の進路指導に当たる担任団との連携を行う。府下の
小学六年生人口に占める中学受験の割合は減少の一途をたどっている。京阪
神および大阪・奈良の県境エリアへアプローチを続け、従来は住吉校を受験
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の選択肢に入れていなかった層への関心を喚起する。主要駅周辺での出張説
明会を継続する。本来の募集基盤である大阪南部地域についての広報・営業
戦略をさらに精査する。募集エリアを拡大した結果、近郊からの募集が減少
する、所謂「ドーナツ化現象」を防ぐことが目的である。周辺地域へのより
効果的な広報戦略の構築に努める。アドミッションセンターと連携し、志願
者動向の分析精度をより向上させる。接触者数は飽和状態に達しており、今
後は歩留まりを高めることをねらう。競合他校の研究をいっそう深め、個々
の接触者へのアプローチの質を高める方法を引き続き検討する。
② 志願者数の増加に伴い、住吉校全体の成績レベルは年々上昇している。教
育内容で生徒と保護者の満足度を向上させたい。また、めまぐるしく変わる
外部状況を適宜フィードバックすることにより、必要な教育改革の提案を行
い、教育内容の向上につなげる。

（７）

施設・設備の拡大

目標：①
②
③

教室のホワイトボード化
ラーニングコモンズ・イングリッシュコモンズ等の環境の整備
エンロールメントマネジメント室の準備

（目標達成の方策）
① ICT 化が進む中、本校におけるデジタル教材の導入率は、各教科におい
て
年々高まっている。チョークの粉塵は精密機械の故障原因となるため、各教室
の黒板を順次ホワイトボードへと置き換えていく。ホワイトボードはスクリー
ンとしても利用でき、デジタル教材との親和性も高いと思われる
② パソコン室の老朽化に伴い、PC の入れ替えを行う。昨今のノートパソコ ン
はデスクトップパソコン並みに高性能であり、これに置き換えることで教室利
用の多目的化を実現する。プレゼンテーションやグループディスカッションを
行う「ラーニングコモンズ」として、また、グローバル社会における英語の重
要性がますます高まる中、生徒たちが各自のモチベーションに応じて自由に英
語へアクセスできる「イングリッシュコモンズ」環境としての整備を進める。
大阪府の教育支援事業へ申請を行い、CALL 教室機能実装を同時に行う。必ずし
も本年度で完成を見るわけではなく、数年に渡る中期的な達成目標とする。
③ 現在、入学以降の生徒情報を各部署が別々に把握している状態である。これ
をエンロールメントマネジメント室に統合することで、入学段階からの生徒情
報を包括的に管理する。成績状況と生活状況の相関を調べるなど、経年のデー
タ蓄積で適宜必要な指導を予測できるようなデータベース作りを行うための基
礎作りを行う。

47

[３]

泉ヶ丘中学校高等学校の事業計画

公立学校の改革、とりわけ小中一貫校や中高一貫校の設置は、今後の私立学校の募
集に大きな影響を及ぼすことは必至である。また、私立高校の授業料無償化の実施の
有無も私学の生き残りには大きな要素となる。そのような厳しい状況下で、泉ヶ丘校
も自らの生き残りをかけた取り組みが必要となる。新たな教育内容の充実、指導体制
の確立は喫緊の課題であって、早急に対応する必要に迫られている。
(１) 進路指導
（目標）
①「キャリア教育」の推進
・中学１・２年生での取り組みをさらに充実させる。
・中学校低学年の段階から理系女子を育成する。
・中学３年生の「キャリア教育―職業体験」のさらなる充実。
・プレゼンテーション能力の育成。
② 進路指導の充実
・中学校段階での学力推移調査の分析による弱点項目の改善。
・高等学校の模擬テストの効果的な在り方を考える。
・進路保証のための補講体制を充実させる。
・中学校から高校国際科への進学を実現する。
③ 進学の数値目標
・中学校から高等学校への進学 １００％
・帝塚山学院大学受験者数
１０名以上
・難関国公立大学進学者数
３０名以上
・国公立大学進学者数
１００名以上
・医学部医学科進学者数
２０名以上（私立大学を含む）
・大学合格率
９０％以上
・大学進学率
８５％以上
（目標達成の方策）
① 平成２４年度より実施している中学３年生の「キャリア教育―職業体験」も３年
間実施し、ある程度の評価を得ているが、平成２７年度には中学１・２年生に対し
ても、従来の年間１、２回の卒業生の講演だけではなくいろいろな職業に従事して
いる保護者の協力も得ながら、ワークショップ的な作業にも挑戦することで、進路
や職業を考える機会を多く持たせる。 特に、中学校女子生徒に対して、各方面で
活躍している女性の方々から話をお聞きする機会等、多くの体験の場を設定する。
さらに日常の授業においても、数学や理科に興味を持てるよう、理科における実験
回数を増やす等、授業内容、方法の工夫をする。
また、中学３年生の「キャリア教育―職業体験」についても、訪問企業・機関・
施設をさらに拡大し、内容の充実を図るとともに保護者や下級生たちへの発表時の
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プレゼンテーションにおいて、技術面・内容面ともに充実させる。また、「キャリ
ア教育」として、高校への繋がりを明確にし、具体化する。
② 中学校段階での学力推移調査では、生活習慣・学習習慣の調査内容を詳細に分
析・検討することで、学力の背景にある日常生活の在り方を確認し、個々の生活実
態を改善することから始める。特に、中学校段階では、規則正しい生活を確立する
ことが、今後の学習、学力定着の大きな要因となる。
高等学校においては、模擬テストの実施時期、実施対象学年、実施内容等の検証
を行い、より効果的な模擬テストの在り方を考える。特に、生徒の学力実態に応じ
た模擬テストを選ぶことが、学力向上への近道である。不得意分野や未習熟分野の
確認からの対応策が、学力向上には効果的である。また、模擬テスト等で確認でき
た弱点に対して、よりきめ細やかに対応できるよう学年ごとのねらいや目的意識を
持った補講体制を整える。生徒が参加しやすい、生徒個々の実情に合わせた補講の
組み立てを考える。
中学校から国際科への進学に関しては、現在「国際科改革委員会」で議論を重ね
ているが、具体的には、現中学１年生の学年から実施できるよう生徒への説明内容、
指導手順等、具体化への取り組み作業を行っている。
③ 中学校から高等学校への内部進学に関しては、家庭の事情や進路変更以外の生徒
への生活指導を含めた教科指導を、日々の学習指導において学年の体制として組み
立てることで、１００％の進学率が実現できる。教科毎に個々の生徒を対象とし個
別指導を徹底させる。入学させた以上は責任を以って指導し、学力を保証すること
で全員を高校へ進学させる必要がある。
帝塚山学院大学へは、これまで学院大学の説明会や情報交換会を行ってきている
が、今後は出前授業・見学会・進路相談会等で直接体験できるような組み立てを考
えることで、帝塚山学院大学や大学の先生方に興味が持てるようにしたい。特に、
先生方と触れ合える場というものが必要である。
まずは、１０名以上の生徒の受験機会を確保することから始めたい。
平成２７年度の高校３年生は、泉ヶ丘校としては新しく改革を行った学年であり、
募集活動から始まり授業の組み立てや補講の体制を含め、改革を実践し、それらの
結果が試される学年でもある。今後の具体的な進路指導においては、進路指導部を
中心に一人ひとりの成績状況、進路志望状況を細密に分析し、具体的な学習指導を
見据えた進路指導を心掛ける。過去の大学合格者の最大数を上回れるよう、指導体
制を強化する。また、個々の志望別の補講体制を組むことで、生徒それぞれの進路
を叶えるようにする。合格者数、とりわけ進学者数において、好結果が出るように
したい。

(２) 生活指導・健康づくり
（目標）
① 基本的生活習慣の確立
・挨拶の励行を徹底する。
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・学校及び授業等の遅刻を防止する。
② 学校生活の充実
・「いじめ」の未然防止対策。
・生徒へのサポート体制の拡充。
③ 生活指導の数値目標
・年間の遅刻者率
全校生徒数に対し、１日 １％以下
・中途退学者数
０名
（目標達成の方策）
① 中高６年一貫校における中学１・２年生での生活指導の意味は大きく、低学年
での基本的な生活習慣の確立は、以後の学校生活、とりわけ学習習慣の確立に大
きく影響する。まずは、機会あるごとに挨拶の励行を促すという意味で、学校行
事や学年集会等で徹底した指導を行う。教員の側からの挨拶での呼びかけが最も
効果的である。教員間の共通認識として指導の徹底を図りたい。高校３年コース
においても、新入生の段階で徹底した挨拶の指導を行うことが必要であり、挨拶
をきっかけに生徒との距離を縮めることも可能となる。また同時に、時間厳守の
意味から、日々の遅刻を防止することが大切である。生徒一人ひとりの生活の状
況を丁寧に確認し、不規則な生活習慣の改善を促したい。
② 「いじめ防止対策推進法」が成立、施行されて、未然の防止という観点の重要
性が指摘されているが、日常の指導において個人面談を繰り返すことで一人ひと
りに対するきめ細かな指導を行いながら、個々の学校生活の状況を把握し、「い
じめ」につながるような事象に対する指導を徹底する。早期の発見が重大な事態
への進行を食い止める有効な手段となる。特に、初期段階での対応に注意するこ
とが大切である。
また、保健部、体育科を中心として各学年の担任団と協力しながら、生徒の健
康管理・安全の維持を図る。特に、全学的な学校行事等において、授業とは異な
る生徒の状況を把握し、懸命に打ち込む姿勢の育成を目指すとともに、生徒を知
る機会と捉え、生徒との交流の場とする。日常的には、校内での日々の清掃を徹
底し、清潔で明るい環境の中で学習することの快適さを感じさせたい。清潔な環
境が学習の効率を高めることも実感させたい。
さらに、３年前から実施している教育相談は、精神的な不安を抱えている生徒に
対するケアーとしては大きな実績を上げている。初期段階からの相談・指導によ
り大事に至らず、本来の学校生活に戻るケースも多くなっている。平成２６年度
は週３日の体制であったが、丁寧な対応により予定時間を大幅に越えるような相
談件数があり、平成２７年度はもう少し週の回数を増やすことで万全の体制がと
れるようにしたい。また平成２６年度は、保健室での学習等のサポーターを週３
日の体制で配置しているが、生徒たちも安心して指導をうけているようで、大き
な効果が見られる。今後は保健室以外の適当な場所を設定し、より効果の上がる
体制を確立したい。
③ 規則正しい生活習慣の確立という点においては、遅刻指導は大きな要素である。
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不規則な生活の繰り返しが、生活のリズムを狂わせる大きな要因であり、そのた
めに学習時間も阻害される。時間を守ることが規則正しい生活を取り戻す方法で
あって、遅刻を無くすという指導の意味は大きい。現状の全校生徒数に対し２％
近くある１日の遅刻数を、まずは１％以下にすることを目標とする。また、中途
退学者についても、日々の学習指導の成果もあり多くは見られないが、基本的に
は０人を維持できるようにしたい。

(３) 学習指導
（目標）
① 基礎学力の定着
・学習習慣を確立する。
・中学低学年での基礎力を定着させる。
・高校３年コース生の基礎学力の補充。
② 実力養成
・学力養成の組み立てを強化する。
・進路実現のための補講体制の確立。
・特色ある取り組みの充実。
③ 学習指導の数値目標
・自宅学習時間
中学…毎日１時間以上
高校…毎日２時間以上
・英検 中学…全員３級以上
高校…準２級以上
・数研 中学…全員３級以上
・漢検 中学…全員３級以上
・ニュース検定 中学３級以上
高校２級以上
（目標達成の方策）
① 中高６年一貫コースは、中学校が医進コース２クラスの５クラス体制（中学２
年は６クラス）であり、中学校としての体制が定着しつつある。特進コースも入
学時には特進Ａ、特進Ｂと分かれていて、１年間の基礎力向上の指導をすること
で２年次より区別をなくしているが、基本的には入学時点での区別をなくし、特
進コースとして一括で募集できるよう検討に入る。そのためにも特進コースの基
礎学力向上に向けて、授業の在り方、補講体制、個別指導体制を再検討し、学力
推移調査の学習習慣・生活習慣調査を分析することで、個々の生徒の学力の状況
を見極め、安定した基礎力を養成したい。
中高６年一貫コースの高等学校としては、中学校でのキャリア教育や学習習慣
の確立を踏まえ、さらに自ら学び自ら考える姿勢をしっかり持てるよう、スタデ
ィサポート等の実態調査の内容を踏まえ、志望の進路達成に向けてサポートして
いく。また、日々の学習に関しては、泉ヶ丘校の特徴であるきめ細やかな補講体
制・個人指導の体制をより強化することで確実な学力になるよう指導する。
高校３年コースに関しては、入学時からそれぞれ「普通科理数コース」と「国
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際科」を独立したものとして位置づけ、それぞれの特徴を際立たせるようにする。
また、中高６年一貫コースとの進度差をなくすための基礎補習を徹底し、２年次
終了時点では中高６年一貫コースと進度をそろえる。高校３年コースは主に公立
中学からの入学生であるので、特に数学においては基礎力をしっかりつけるため
の補講体制を強化する。
② 中学校においては、まず授業そのものを充実させる。興味、関心が持てるよう
な授業の工夫が、生徒の実力養成には必須条件である。授業から得るものの大き
さをしっかり理解し、丁寧な授業計画を立てる。授業が実力養成の要であること
を理解したうえで、より多くの生徒を引き付けられるような授業内容を心掛ける。
その上で、個々の力を見極めての補講体制を組み立てる。自らの得意科目を伸ば
すための希望者補講と、弱点科目克服のための指名者を含む基礎補習を両立させ
る。特に、個人指導に関しては一人ひとりと向き合う機会と捉え、積極的に活用
する。
高校段階においては、上記中学校での補講体制を踏まえ、自ら学ぶ姿勢を持っ
て臨めるよう指導する。自ら学ぶ意欲が実力向上の一番の近道であり、本来の実
力の在り方でもある。
各自の進路を実現するための補講体制の根本は、それぞれの学習に対する意欲
であり、その意欲が逆に補講体制の充実を保証している。きめ細やかな補講体制
を支えているのは、生徒一人ひとりの自らの進路に対する強い意志であることを
知る必要がある。
高校３年コースでは、数学・英語のアドバンストコースでの少人数補講体制に
より、成績上位者の学力をより確かなものにすると同時に、高校３年次における
中高６年一貫コースの上位クラスである医進コース・理Ⅰコースへの移動もより
スムーズに行われるよう学力をつけたい。また、国際科で新たな改革として取り
組んでいる、ネイティブ英語教員による放課後の TOEIC、英語検定等の資格取
得講座を、より多くの生徒が受講できるような組み立てをし、さらに高い目標を
達成できるよう継続指導を行う予定である。また、国際科の授業においては、４
教室を国際科専用教室とし、プロジェクター・スクリーン・スピーカー等の IT
機器を設置し、国際科独自の授業展開を実践することで進路実現へと繋げたい。
なお、１学期末と２学期末に実施している生徒による授業評価アンケートを活
用して、各教員がそれぞれの授業改善を図り、また、新任の教員を中心とした研
究授業、その後の反省会・分析会等を行うことにより授業改善を図る。教科中心
に広く研究授業を実施し、さらに外部研修会での研修内容も教科・学年で共有す
ることで生徒の実力を高め、進路実現をサポートする。
③ 家庭での学習習慣は、学力向上の大きな要素である。学校での授業を生かすた
めにも、家庭での予習・復習は欠かせない。毎日の授業を考えた場合、中学生と
しては少なくとも毎日１時間以上の学習は必要であり、保護者とも協力しながら
家庭学習の習慣を確立させたい。毎日の学習時間帯を設定し、少しずつでも習慣
化させることで成績向上による達成感を得、さらに継続できるよう指導する。高
校生は、進路意識を高めることや具体的な進路目標を設定することで、自ら学習
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する姿勢を育てる。自らの学力や目標に応じた家庭での学習時間を設定し、自己
管理を徹底するよう指導する。
各種検定については、中学・高校共に具体的な数値目標を設定することでそれ
ぞれが達成感を得、さらに高い目標へと進んでいく。達成可能な課題をこなし、
目標へと少しずつ近づいていくことで満足感、充足感を得ながら、大きな目標達
成へと向かえるよう指導する。可能な目標の達成を繰り返すことで、大きな目標
の達成へと導く。

(４) 特別活動
（目標）
① 生徒会活動の活発化。
・自主性のある活動。
・委員会活動の充実。
② 学校行事・課外クラブ活動の充実。
・学校行事への意欲的な取り組み。
・課外クラブ活動への積極的な参加。
・課外クラブ活動の実績向上。
③ 特別活動の数値目標
・課外クラブ活動の加入率
中学校…９０％以上
高等学校…７０％以上
・課外クラブにおける堺市内での優勝、大阪府内での上位進出・近畿大会出場。
（目標達成の方策）
① 生徒会は、基本的には自主的に活動する組織であり、学校行事、特に「泉ヶ丘
祭（文化祭）」
「体育大会」の企画・運営を主体的に行う。現状としては、毎年行
事を中心に活動している。生徒会の執行委員会も例年活発に運営が行われている
が、さらにより多くの生徒たちの支援を得て、大きな力となるよう期待している。
学校としては、生徒の自主性育成のために、生徒会活動に対してはサポート体制
を強化したい。また、委員会活動も、学級委員会・体育委員会・図書委員会・保
健委員会・文化委員会とあり、日常業務から学校行事に至るまで各委員会が担当
しているが、企画内容や仕事内容を工夫し、より広い視野での活動を生徒会活動
の一環として取り組めるよう、生徒と教員が一体となって考えていきたい。
② 学校行事や課外クラブ活動は、クラスや学年の単位とは異なり、ある目的意識
の下で他の多くの生徒たちや教員と関わる機会となっている。集団活動という意
味で、規律やルールが重んじられる活動でもある。また、日常の授業や学習活動
とは違う場での、生徒同士や教員とのつながりを強くするという点においても大
変有効な活動である。より多くの経験をする機会という意味で貴重な時間であっ
て、協力し合って目標を達成する機会としても有効な活動である。
課外クラブ活動については、進学校ということもあり日々の練習時間が非常に
53

短い中ではあるが、
「楽しさ」という活動そのものの持つ本来の在り方を大切にし
たい。また、効率のいい練習方法を考えながら、好成績を残してきているという
現状も踏まえ、結果の出せる活動という目標も設定したい。
③ 本校の課外クラブの持つ「楽しさ」で、現在も多くの生徒が加入しているが、
より多くの生徒が、自ら選んで友人たちと共に活動することの喜びを味わえるよ
う、活動場所や設備、また専門的な技術指導者等の支援を行っていきたい。課外
クラブの加入率が現状より１０％以上向上するよう、活動状況の改善、活動の活
発化を進めたい。さらに、近年は近畿大会に出場するクラブも出てくるようにな
り、多くの生徒たちの励みになっている。学習活動との両立を果たしながら、効
率のいい練習計画の下に実績を積み重ねることで、堺市内での優勝、大阪府内で
の上位進出から近畿大会への出場という大きな成果達成に向けた取り組みをす
る。

(５) 募集・広報活動
（目標）
① 入試広報活動の充実
・効果的な広報活動。
・入試説明会での工夫。
② 定員の充足・生徒の安定確保
・入試状況の正確な分析。
・入試制度の改革。
・徹底した募集活動。
③ 募集・広報活動の数値目標
・中学プレテスト…７００名以上の参加
・中学校…１９０名～２００名の入学者確保。
・高等学校普通科…４０名以上の入学者確保。
・高等学校国際科…３５名以上の入学者確保。
（目標達成の方策）
① まずは、従来の入試広報活動全般の分析・検証を進め、より効果的な生徒募集
の方法について調査研究を行う。もっとも効果的であったのは、ホームページ・
学校紹介ビデオであった。Web 環境の発達により、様々な情報手段が開発されて
きている中で、日常生活の中でいかに的確に、効果的に情報を提供していくかが
広報活動の要であって、募集活動を大きく左右する要因である。とりわけホーム
ページを含めたメディア対応で、こまめな更新と斬新な方法により多くの受験生、
保護者を引き付けたい。また、学校案内についても、最初に目にするアイテムと
いうことで、わかりやすくインパクトがあるようにリニューアルすることを心掛
けたい。そのうえで、実際に足を運んでもらい、直接目にし、耳にすることで本
校を知っていただく。これが、一番効果的な方法であると思われるので、まずは
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学校へ来ていただける機会を多く設けたい。これまでも、入試対策部、アドミッ
ション（行政）が一体となった体制を目指してきたが、教員と職員との連携が大
きな効果をもたらすことは明らかである。入試説明会での教員・職員が一体とな
った対応は、きめ細やかな丁寧さと相俟って、大きな効果を生み出す。
② 平成２６年度募集に関しては、中学校入試では充分に定員を確保でき、高等学
校入試も無事に定員を確保することができた。ただし、他の私学の改革状況や公
立学校の新たな取り組みをみると、本校の今後の募集活動は決して楽観できる状
況ではなく、全体の状況を確認しながらの改革を速やかに実行しなければならな
い。募集環境としては、相変わらず厳しいといえる。
入試形態については、中学入試において、1 次入試・２次入試・後期入試の日
程、専願・併願という出願体制が定着し、
「専願者」＝「入学者」という認識も定
着してきた。まずは、専願者の確保が当面の大きな課題となる。より効率のいい
募集体制を展開するためにも、後期入試の在り方・目的については改めて検証す
る必要がある。また高校入試においては、入試科目を３教科型と５教科型で選択
とし、国際科においては、英語を重視した判定方法に変更をした。一方で、私立
高校の授業料無償化の継続の有無、公立高校の学区制の廃止、公立中学校調査書
の絶対評価導入、さらには公立中高一貫校や小中一貫校の設立等、受験生を取り
巻く環境は大きく変化してきている。今後については、各年度の入試結果を分析
しながら対策を立て、状況を見極めることにより、本校独自の募集の在り方を考
えていかなければならない。
対策の中心にあるのは、公立中学校や塾への訪問による募集活動である。直接
足を運ぶことでの信頼関係の構築は、地道な活動ではあるが大きな成果につなが
る。Web やメディアによる広報活動も、時代を考えるとそれなりに効果はあると
思うが、何よりも直接会うことによる対話には、信頼という繋がりを得るという
大きな効用がある。募集活動の基本であるように思う。
③ 中学校募集においては、事前の広報活動が大きな効果を生む要因となる。特に、
11 月のプレテストの人数の集まりが 1 月の入試本番の人数に大きく影響する。そ
のためにも、少なくとも従来のプレテスト参加者を上回る７００名以上の参加者
を目標としたい。学校での説明会や塾等に対する呼びかけ、丹念な、繰り返して
の塾への訪問、学校の特徴を具体的に説明することで、泉ヶ丘校の魅力ある教育
内容を理解していただく。
また、中学校入試においては、定員の充足はもちろん、高いレベルの生徒を１
９０名～２００名確保したい。学校見学会や説明会、塾訪問等あらゆる機会をと
らえて学校としての魅力を訴える。特に、学校に来ていただいて、学校の様子を
しっかり見ていただくことが何よりも効果がある。そのためにも、個別の学校見
学を充実させる。
高等学校においては、普通科理数コースと国際科をそれぞれの特徴を際立たせ
るようにし、公立中学校を中心に訪問を重ね、泉ヶ丘校の特色を理解してもらう。
普通科理数コースは４０名以上の入学者確保し、国際科では少なくとも３５名の
入学者を確保したい。何よりも受験生や保護者、さらには公立中学校の先生方に
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も泉ヶ丘校に直接来ていただくことで理解をしてもらう。実際に見聞きしていた
だくこと、教員や生徒に接して肌で感じていただくことが、何よりも効果的であ
る。
なお、帝塚山学院小学校や帝塚山学院土曜スクールの児童からの入学生で、特
に高い英語力を有する生徒に対しては、本校ネイティブ教員による指導や高校３
年コースで開設している放課後実施の TOEIC、英語検定等の資格取得指導へも
参加させたい。また、海外からの留学生との交流・サポート、ネイティブ英語教
員の授業でのサポート、ネイティブ教員・留学生等との交流を通して、英語力を
生かしながら楽しく英語を学べる場も設定したい。

(６) 学校経営・組織体制
① 学校法人帝塚山学院の一員として、まずは募集定員を確保するための教育内容
の充実、広報・募集体制の強化を目指す。学校としては、何よりも安全で安心し
て通える場であることを最優先し、危機管理体制や設備の充実を図る。さらに、
生徒の志望進路実現のためのサポート体制、楽しい学校生活を保証する学校行
事・課外活動の充実等、本来の学校のあるべき姿を実現する。生徒が充実した学
校生活を送るという、学校の在り方そのものが、結果的には募集活動の重要な要
因となる。
② 指導する教員の側の体制としては、信頼関係を基盤とした協力体制の確立が必
要である。情報の共有、生徒指導での協力体制の確立、教員間の連携等、組織と
してのそれぞれの役割を明確にし、迅速に実行できる体制を作る。従来、学校評
価（自己評価・学校関係者評価）を行い公表してきているが、その評価を参考と
し、自らの状況を客観的に把握することで、学習指導・生活指導等を含めたすべ
ての教育活動において、今後の生徒指導、学校としての体制強化に生かしていく。

(７) 施設・設備の拡充
① 泉ヶ丘校は創立後３２年を経過し、全ての施設・設備の老朽化が進んでいる。
特に、生徒の安全という点では今後検討を要する課題が多くある。
平成２４年度には１００周年記念事業の一環として６教室の増築を、また開校当
初からの１８教室については以前に改修も済ませ、最後に残る教室 B 棟６教室の補
修を完了したい。生徒用トイレについても、換気装置の更新及び和式便器から洋式
（ウォシュレット対応）へと更新したい。生徒の学校生活、特に学習環境として最
も重要な教室等の整備は、生徒募集においても大きな要素である。最近は受験予定
者の学校見学が特に多くなったこともあり、泉ヶ丘校を直接実感していただく場と
いうことでの教室の整備は早急な課題である。学習環境の良さを訴えることで、受
験生増加へと繋げていきたい。
② ３０年以上経過した多くの施設・設備について、定期的な点検、確認・補修が必
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要であり、学校の安全性に関わる部分については特に配慮しつつ、年次的に計画を
進めていく必要がある。平成２６年度までに、図書館や文化ホール等のエアコンは
補修された。体育館においても、使用頻度が高く、また大きな施設である点を踏ま
え、補修個所を事前に確認しながら早急に改善する必要がある。
③ バリアフリー化への取り組みは年次的に実施しており、エレベーターの設置、玄
関のスロープ、多目的トイレの設置等行ってきたが、残っているのは食堂へのスロ
ープの設置である。具体的に検討することで早急に実施し、学校としてのバリアフ
リー化の主要部分を完成させたい。
④ 平成２６年度に４教室を国際科専用とし、プロジェクター・スクリーン・スピー
カー等の IT 機器設置を導入し授業で活用しているが、その成果を踏まえ、学校全
体の IT 化について検討すべき時期にきていると思われる。今後、多くの教科での
活用を試みながら、学校全体としての取り組みとして利用できるような環境整備・
施設改善が急がれる。

[４]

小学校の事業計画

少子化、経済不況など、近年の私立小学校の募集は年々厳しさを増し、特に大阪の
南部の私立小学校では定員を割っている学校が多い。私たち帝塚山学院小学校でも厳
しい募集状況が続いている。
伝統に甘んずることなく、日々の革新を続け、教職員一体のなった教育内容の充実
で在校生、保護者の信頼を勝ち得て募集活動につなげ、新たなブランド力の構築につ
なげたい。
（１）目指す教育について
（目標）
帝塚山学院の建学の精神である「人間として生きる力を育てる」ために、知・情・
意・躯幹の全てに力の漲る人の育成、言い換えれば、偏ることのない全人教育を目指
し、児童自ら能動的に問題解決を考える「自学主義」教育を推し進める。
「基礎的な知識及び技能」
「これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・
判断力・表現力等の能力」「主体的に学習に取り組む態度」という、三つの重要な要
素（いわゆる「学力の三要素」）から構成される「確かな学力」を育む。
（目標達成の方策）
① 人間力育成のための多彩な行事の原点回帰と充実
行事の原点に回帰し、建学の精神である「力の教育」の具体的実践を推進する。
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【主な行事】
・ 七夕祭り（昭和３年第１回開催。）笹飾りから始まり、学院制定の浴衣を着て
運動場いっぱいに学院音頭を展開する。「お供え物をし、祈りを込めてお祭りを
する。」という儀式に則り、伝統を積み重ねていく夏の楽しい行事である。
・ 臨海学舎（大正６年第１回開催。）現在は山口県萩市にて実施。５泊６日の生
活を通して、体力、泳力を鍛え、集団で生活する協調性や奉仕の精神を学ぶ。
教員は救命救急の研修を重ね、危機管理・安全管理にあたる。平成１９年度大
阪府より先導的モデル事業としての認可を受けている。「人間として生きる力を
育てる」重要な行事として位置づける。
・ キャンプ（大正１２年第１回開催）自然の中に入り、自然とともに生活をし、
自ら食事を作り、寝るところを準備する。「人が生きる」原点を経験していく。
共に働き、協調していくことを集団の中で学んでいく。臨海学舎と同様に「人
間として生きる力を育てる」力の教育の一つである。
原点に立ち返って実施内容、実施場所の見直しを行いたい。
・ 音楽会（今年度第３４回を数える。）さやかホールにおいて開催。
授業で学習したことを、大きなホールで発表するという醍醐味を体験する。
本校が目指す情操教育の一環であり、表現教育の大きな役割を担う。
低学年での子どもらしい表現から、技術的にも感性も磨かれていく難易度の高
い高学年の表現など幅広い演奏活動を実践している。
・

美術展（今年度第３９回を数える。）ＣＡＳＯという倉庫を改装した大ギャラ
リーで開催。プロが発表する場所で、額装された３００余点の作品が並ぶ。作品
の大きさだけでなく、児童のもつエネルギー、のびやかさ、しなやかさ、感性の
豊かさが会場の大きさに負けることなく存分に発揮されている。本校美術教育の
レベルの高さが展開されている行事である。
こうした学校行事において、特に過密気味な夏の臨海学舎、キャンプ行事の当
初の目指した意義を再確認し、選択と集中も含めて時期、期間、参加学年、内容
等の検討を始める。

② 「基礎的な知識及び技能」を徹底するために、昨年度より始めた朝の計算力テ
スト、何年か前からの漢字検定などの他に、「基礎的な知識及び技能」の定着度
を何を持って、どう把握し、その対策をどうするかを決めて取り組んでいく。
また、「帝塚山百撰」に代表されるすべての基礎になる「読書」をさらに活発
にする。また読書とともに、国語力、作文力につながる児童の「日記を書く」取
り組みを、より意欲的に取り組むために、児童の日記の中で「素晴らしい日記の
紹介」などの活動で充実させる。
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③ 「自学主義」を現代的に体現するもの、
「グローバル時代を生き抜く力の育み」、
「課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等の能力」「主体的に学
習に取り組む態度」の育成のための「探究型学習」のあり方を試行、確立する。
今までの５年間の「探究型授業」の試行を元に、自ら学び、自ら考え、周りと答え
のない問題を探り、その考えを表現すると言った、学院独自の能動的な「探究型授業」
のカリキュラム体系・評価のあり方・研究体制などの確立に向けて研修会、職員会議
等で探っていく。「探究型だけでなく、日常の教科学習においてもアクティブラーニ
ングの導入を試行する。
④

２年前から取り組んでいる、目指す子ども像

（１）「自ら深く考える子ども」
（２）「コミュニケーション力のある子ども」
（３）「自ら動く子ども」
（４）「何かを創りだす子ども」の学校生活、授業、学校行事での意識化と具体化
を図る。
⑤

国際コミュニケーション力育成のために、英語教育の充実と教育成果の確立。
１年から４年までの英会話では、コミュニケーション力の強化を図る。５，６
年の英語においては１クラスを２分割し、より密度の高い授業を展開する。また、
中学校とも連携し、充実した英語教育を実践する。 今後、英語のイマージョン
教育で成果を上げている土曜学校（TSS）との連携や一体化も含めて５、６年生の
週３時間の英語授業時間拡充の方向を考える

⑥

理科・サイエンス教育の充実
現在も、３年生からは理科の専科教員が、理科の授業を担当し、児童の科学的
な思考力、実証力、観察力、論理的思考力、探究力の育成に当たっていて、充実
した理科教育が行われている。この成果をもう少し外部的に広報する必要がある。
また、昨年度から取り組みを始めた「レゴロボット同好会」でも、レゴロボッ
トのプログラミングや制作が行われてきた。今年度は、いよいよ大会参加も含め
てさらに飛躍と充実を目指す。

⑦

現在行っている教科研究授業、新人教員研修、探究型授業研修を今年度も活発
に行い、教員の授業力を向上させる
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⑧ 教師の研修時間の充実のために、校務支援システムの充実。
昨年導入した校務支援システムを活用し、教員の日常校務を支援し、授業や児童
に対応する時間を充実させる。

（２）心身のケアについて
（目標）
①

メンタルサポートチームを中心としたメンタルケア、いじめ対策体制の確立。

②

毎日の給食を通して食育の確立。

（目標達成の方策）
①

スクールカウンセラーを軸に、教員、養護教諭などがメンタルサポートチーム
を作り、児童の支援にあたる。カウンセリング室だけでなく、オープンルームな
どでの対応も実施。いろいろな角度からの支援を展開する。
前年度より、メンタルサポートチームを中心として学級担任、学年担当者で「い

じめ対策チーム」を発足させ、校内外でのいじめ問題に対応する。
②

他の学校にない食育と美味しい給食を目指す。今年度、安全を第一にさらに特
色ある給食を目指したい。

（３）感性，創造力、芸術教育の充実について
（目標）
「本物と出会い、本物から学ぶ」をコンセプトに、多彩な体験型授業、美術、音楽
などの感性、情操教育、新しいものを創りだす発想力、構想力、表現力教育をさらに
充実させる。
（目標達成の方策）
①豊かな感性を育む「能」「歌舞伎」「落語」などの本物体験さらなる充実。
②豊かな感性、発想力、構想力、表現力を育む芸術教科の授業内容のさらなる充実。
③発想し、構想し、そしてそれらをプレゼンテーションする表現体験の充実。
（４）ICT 教育について
（目標）
ICT 教育の推進として、児童が今後持つであろうタブレット端末を授業の中でどう
使うのか、教材やソフトはどんなものがあるのか？双方向の試みの可能性などの研究
60

体制と試行環境を整える。
（目標達成の方策）
①ICT教育推進委員を組織し、今後のICT教育研究を行う。
②PTA にも協力を依頼し、１クラス分のタブレット端末を購入し デジタル教材の是
非、調べ学習、双方向の試み等を 実際に授業で試行してみて、今後の一人一台
のタブレット端末の導入に向けて研究する。
（５）国際交流について
（目標）
・異文化理解、国際交流研修の再確立。
（目標達成の方策）
現在オーストラリア・アーミデイルスクールと交流研修が夏に隔年で行われている。
今後、異文化理解の観点で本物の文化芸術に触れ地元の人々と文化交流するイタリア
などの文化先進国との異文化理解研修などの交互の実施も含めて今後の国際交流の
あり方を検討していく。
今年度は、４月にフィンランドから交流として生徒、保護者合わせて５０人近くが
来校予定であるので、昨年度のフィンランドでの交流をさらに発展させる。夏に予定
されているオーストラリアでの国際交流を充実させる。

（６）生活指導について
（目標）
挨拶、言葉遣い、他への思いやりを様々な学校生活の場面で徹底する。
公共の場での過ごし方、特に電車やプラットホームでのマナーを徹底させる。
（目標達成の方策）
①挨拶をきちんとできる児童を目指し、全職員で取り組む。
②電車など公共の場での過ごし方をクラスで、全校で話し合い、保護者の方々にも
協力を仰ぎ、全校的に取り組む。
（７）進路指導について
（目標）
住吉・泉ヶ丘両校への内部進学を中心に進路指導をしていく。
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（目標達成の方策）
住吉校に５０人、泉ヶ丘校に２０人の内部進学を目指す。

（８）放課後学習クラブについて
（目標）
社会参加されている保護者層の増化などもあり、昨年度放課後プログラム改革に取
り組み参加児童増につながった形をさらに充実させる。
（目標達成の方策）
昨年度と同様

・対象学年とプログラム
１～４年生対象。
低学年（１・２年）プログラム
→・ベーシック・スポーツ・パソコン・イングリッシュ
中学年（３・４年）プログラム
→・パソコン・イングリッシュ・算国フォローアップ・算国ステップアップ
プログラムを行い、プログラム内容もさらに充実させる。
（９）募集・広報活動について
（目標）
私立小学校全体の定員充足の危機的状況や、少子化による受験生減という情勢はさら
に加速すると思われる。
帝塚山学院小学校の教育力として、「人間力育成のための多彩な行事」「豊かな芸
術教育」「探究型による答えのない問題解決能力の育成」「グロ−バル人材としての
異文化理解・国際コミュニケーション力育成」を柱にした教育活動を実践映像を通し
てアピールする。
（目標達成の方策）
・学校説明会、体験授業などで教職員一体で募集、広報活動にあたる。
・内部保護者、児童の満足度、充実感を持ってもらう。
・ポスター、パンフレット、 WEB 等での広報の充実。伝統と革新をキーワードに「未
来につながる学び」を広報のコンセプトに置く。
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（１０）学校運営・組織体制について
（目標）
一体化した組織運営を目指す。そのため、情報の共有化と各分掌、各学年が明確な
目標を掲げ検証を実施し、次年度に継承していく体制を確立する。
（目標達成の方策）
校務運営会議（校長・教頭・各主任）を原則、毎週主催し、学校運営の施作を協議
立案し、職員会議に図る。

[５]

幼稚園の事業計画

少子化や子育て制度の変化に伴い、幼稚園を取り巻く環境は変転している。そして
保護者が求める教育内容も多様化しているが、本園では幼児教育として最も大切な子
どもたちが安定した情緒のもと自己を存分に発揮できる保育環境作りに努めたい。ま
た、２０１５年度から始まる、正課での英語プログラムを安定させ、今後さらに発展
できる方向を検討したい。

（１）保育活動と保育者の姿
【今年度の目標と方策】
・ 園児の誰もが安定した情緒のもとで自己を十分に発揮できるよう、保
育者は惜しみない愛情を注ぎ園児との信頼関係を築く。
・ 幼児期の豊富な体験はその後の人格形成に大きく影響することを踏まえ、
様々な実体験を保育活動にとりいれる。
・ 豊かなコミュニケーション能力を身に付ける。
【今年度の重点的取り組みと目標】
①

園児の誰もが、気持ちの良い「挨拶」ができるよう指導する。

②

情操教育の充実として「絵本の扉」を利用し絵本への興味関心を高め
る。担任は年間１００冊以上の読み聞かせを目標とする。

また、季節の移り変わりを園庭の木々などの変化から感じ取れるよう、
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観察活動を活発に実践する。
③

コミュニケーション能力を高める取り組みとして、自分の感じた事や
思ったことを「ことば」で表現する活動を豊富に実践する。自己紹介・
絵日記・観察記録など。

（２）健康指導と食育活動
【今年度の目標と方策】
・ 自分たちの成長に必要な事柄や生活習慣について学ぶ機会を設け、高い意
識を持たせる。
・ 園内の菜園で季節の野菜を育て、その成長に関心が持てるよう活動を
工夫するとともに、食に対して興味を持つよう導く。
【今年度の重点的取り組みと目標】
①

基本的生活習慣を確立するために、「早寝早起き朝ごはん」を推進し家庭

の理解を求める。
②

食事が自分たちの成長と大きく関わりを持っていることが理解できるよ
う、給食やクッキングの際に、様々な食材の働きについて学ぶ機会を設け、
五感を大いに刺激する活動となるよう工夫する。

③

特に年中組・年長組は１つの食材について１年間学ぶことで深くかかわ
り、知識を深める。例：「麦」「大豆」「米」など。

（３）安全教育と安全点検
【今年度の目標と方策】
・

園児の多くは自分自身で危険な状態を把握することができないため、
災害が発生する可能性があることを知らせ、正しい避難の仕方を知らせる。

・

園児の遊び場や、保育室など園児に関わる施設の安全点検を定期的に行
う。

【今年度の重点的取り組みと目標】
①

避難訓練を年に２回実施し、火災時の正しい避難の仕方を知る。また、

火事を起こさないための約束を学ぶ。
②

地震の際の防災訓練を１学期に１回（年３回）実施し、園児が自主的に

避難行動を取れるように訓練をする。また、幼稚園内の安全な場所
や危険な場所を園児に知らせる。
③

遊具の点検は専門業者により年１回実施し、砂場の消毒は年２回実施

し、衛生面での安全を守る。
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（４）家庭との連携・子育て支援
【今年度の目標と方策】
・

核家族化が進み子育てに悩む家庭も少なくないため、出来る限り各家庭

とのコミュニケーションをはかるよう努力する。
・

ホームクラスを出来る限り年間を通して開園し、共働き家庭の子育てを

援助する。
・ 成長に偏りがある子どもが増えているため、専門知識を持つ「臨床心理士」
に協力を依頼し、担任とともに多面的に園児の成長を見守る。
【今年度の重点的取り組みと目標】
①

園児の成長や、園内での活動の様子について懇談時は勿論であるが、降

園時や給食当番時にも出来る限り積極的に伝えるよう努力する。
②

園の教育方針や、子育てについてブログなどを通して出来る限り多く発

信する。
③

親の子育ての悩み軽減に繋がるよう、
「子育てカンファレンス」を年に数回開
催する。

（５）教育環境の充実
【今年度の目標と方策】
・

園児の好奇心や、興味関心を最大限に引き出すことができるよう、教育
環境の充実をはかる。

・

園児が利用する施設において傷みや、老朽化している箇所を点検しその
具合に応じて速やかに対応する。

【今年度の重点的取り組みと目標】
①

園庭は子どもたちの主体的な活動を支える大切な環境である。引

き続き、園庭環境の充実や整備を行う。
②

園児が定期的に行っている観察活動を更に充実させるため、ICT

を活用した学びができるよう環境を整える。
③

園児の利用する机や椅子、保育室内の傷みについては常に各担任

が注意を払い、必ず学期ごとに点検する。
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（６）募集活動と進学
【今年度の目標と方策】
・帝塚山学院幼稚園の現在の活動や幼稚園の体制を広く広報する。
・幼・小・中・高

１５年一貫教育のはじまりとして小学校との連携をは

かるようにする。
【今年度の重点的取り組みと目標】
①

現在幼稚園が行っている保育活動の様子や、教育理念について分かりやすく
説明会で説明するとともにその実績についても紹介する。また、受験が保護者、
受験時の負担にならないよう安心して入園できるような体制を整える。
３年保育：定員の確保
３年保育・２年保育：転入も含め定員充足を目標とする。

②

広報活動としては、塾での説明会を積極的に行うとともに、インターネット
を利用した広告を実施しできるだけ広く園庭開放やイベントの案内を広め来園
者数を増やすように努める。

③

進学については、積極的に小学校のイベントに参加するよう紹介し、進学に
ついての不安や心配について保護者と丁寧に懇談を行い、各家庭が安心と納得
を持って進学出来るようにサポートする。
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Ⅲ.2015年度（平成27年度）予算の概要
平成27年度予算について、その概要を報告いたします。なお、金額は千円未満を四捨五入して示しています。

［１］資金収支計算
資金収支計算について、その主な内容を報告いたします。

大阪府の高校に対する授業料支援補助金や幼稚
園に対する就園奨励費補助金の合計2億6,070万
円（前年度比63万円増）は、納付金でなく補助金収
入に計上しております。それらを含めて比較する
と、納付金収入は1,956万円の増額となります。

資金収支総括表
（収入の部）
科

(単位 : 千円)
目

学生生徒等納付金収入

27年度予算
4,361,976

26年度予算

増

4,343,858

減
18,118

手数料収入

52,348

57,651

△ 5,303

寄付金収入

83,050

113,984

△ 30,934

補助金収入

1,273,435

1,300,367

△ 26,932

資産売却収入

324,400

322,000

2,400

付随事業・収益事業収入

272,448

256,974

15,474

24,779

22,429

2,350

雑収入

199,855

172,648

27,206

借入金等収入

102,800

102,800

0

前受金収入

531,132

545,763

△ 14,631

受取利息・配当金収入

その他の収入
資金収入調整勘定
前年度繰越支払資金
収入の部合計

1,421,120

1,848,819

△ 427,699

△ 729,208

△ 669,743

△ 59,466

3,220,447

3,533,603

△ 313,156

11,138,582

11,951,153

△ 812,571

要因は、高校以下では入学者数および在籍予定
者数が増加したこと、および納付金を値上げした効
果で4,634万円の増額を見込みますが、大学におい
ては入学者数および在籍予定者数が減少したた
め、納付金の値上げを実施したにもかかわらず
2,678万円を減額計上したことによるものです。
大学経常費補助金については26年度算定基準に
より、27年度の生徒数を基に積算し2,000万円の減
額を計上しています。
固定資産のうち、特定資産組み入れ債券の年度
内償還額のみを計上しています。
27年度は、定年退職者13名の退職金財団からの
交付金（1億7,545万円）を計上しています。
特定資産の債券や定期預金満期による取崩収入
及び前期末未収入金（26年度退職者の退職金財
団からの交付金）を計上しています。
27年度定年退職者分の退職金財団よりの交付金
（期末未収入金）及び26年度前受金（前期末前受
金）を計上しています。

（支出の部）
科

目

人件費支出

27年度予算

26年度予算

増

減

4,181,087

4,085,465

95,622

3,845,084

3,838,707

6,377

336,003

246,759

89,244

1,064,846

1,026,929

37,917

449,910

454,929

△ 5,018

借入金等利息支出

9,539

13,010

△ 3,471

借入金等返済支出

276,920

278,420

△ 1,500

施設関係支出

201,833

209,160

△ 7,327

（教・職員人件費、役員報酬）
（退職金支出）
教育研究経費支出
管理経費支出

設備関係支出

132,940

166,891

△ 33,950

資産運用支出

1,639,760

2,173,448

△ 533,688

その他の支出

269,752

552,048

△ 282,295

50,000

50,000

0

△ 359,545

△ 279,594

△ 79,952

3,221,539

3,220,447

1,092

11,138,582

11,951,153

△ 812,571

[予備費]
資金支出調整勘定
次年度繰越支払資金
支出の部合計

（注）上記の表の金額は千円未満を四捨五入しているため、合計及び増減の数値が
計算上一致しない場合があります。以下の表についても同様です。

67

今年度人事計画に基づく教職員の採用、退職、昇
給等を勘案し、本俸、期末・勤勉手当を積算しまし
た。27年度については収支の均衡を図るため、役
員報酬の20％～10％カットや大学教員の手当の
一部を減額計上しました。退職金については定年
退職者の退職金を計上しています。
①法人戦略予算は、学生・生徒等の安全を第一優
先に、次に入学志願者の増加・中途退学者の減
少・就職率の向上に対して重点的に予算を配分す
るなど全体的には抑制的ではあるが費用対効果
を考えた限られた予算の有効的配分を行いまし
た。②泉ヶ丘高校及び住吉高校において大阪府の
「私立高等学校等授業料支援補助金」に伴う法人
負担額（標準授業料58万円との差額）を奨学費支
出として4,822万円計上しました。③大学部門にお
いて非常に厳しい収支状況を鑑み、昨年度に引き
続き本年度も大学の共同研究費を計上せず、また
大学の個人研究費は一律5万円をカットしました。
特定資産の債券満期による繰入れ及び減価償却
引当特定資産へ5千万円を繰入れを計上していま
す。
平成26年度退職金支払による前期末未払金を計
上するとともに、平成21年度のﾘｰｽ取引関する会
計処理変更に伴い、平成27年度中に支払うﾘｰｽ資
産の金額を計上しています。
平成27年度退職金支払による期末未払金を計上
する。

活

動

区

分

資

金

収

支

計

算

書

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで
科

教
育
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

(単位 千円)
金 額
4,361,976
52,348
0
83,050
1,273,435
267,948
199,855
6,238,612
4,181,087
1,064,846
449,910
5,695,843
542,769
47,271
590,039
金 額
0
0
0
340,000
340,000
201,833
132,940
390,000
724,774
△ 384,774
206
△ 384,567
205,472
金 額
102,800
324,400
0
375,360
50,000
50,000
450,000
1,352,560
24,779
4,500
1,381,839
276,920
324,400
0
375,360
50,000
50,000
450,000
1,526,680
9,539
1,536,219
△ 154,380
0
△ 154,380
50,000
1,092
3,220,447
3,221,539

目

学生生徒等納付金収入
手数料収入
特別寄付金収入
収 一般寄付金収入
入 経常費等補助金収入
付随事業収入
雑収入
教育活動資金収入計
人件費支出
支 教育研究経費支出
出 管理経費支出
教育活動資金支出計
差引
調整勘定等
教育活動資金収支差額 … ①

科 目
施設設備寄付金収入
施設設備補助金収入
収
施設設備売却収入
入
減価償却引当特定資産取崩収入
施設整備等活動資金収入計
施設関係支出
支 設備関係支出
出 減価償却引当特定資産繰入支出
施設整備等活動資金支出計
差引
調整勘定等
施設設備等活動資金収支差額 … ②
小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額） … ① ＋ ②
科 目
借入金等収入
有価証券売却収入
第３号基本金引当特定資産取崩収入
退職給与引当特定資産取崩収入
学校債引当特定資産取崩収入
収
法人諸引当特定資産取崩収入
そ 入
創立100周年記念引当特定資産取崩収入
の
小計
他
受取利息・配当金収入
の
収益事業収入
活
その他の活動資金収入計
動
に
借入金等返済支出
よ
有価証券購入支出
る
第３号基本金引当特定資産繰入支出
資
退職給与引当特定資産繰入支出
金
支 学校債引当特定資産繰入支出
収
出 法人諸引当特定資産繰入支出
支
創立１００周年記念引当特定資産繰入支出
小計
借入金等利息支出
その他の活動資金支出計
差引
調整勘定等
その他の活動資金収支差額 … ③
［予備費］
前年度繰越支払資金
… ④
支払資金の増減額（ ① ＋ ② ＋ ③ － ④ ）
前年度繰越支払資金
翌年度繰越支払資金
施
設
設
備
等
活
動
に
よ
る
資
金
収
支

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。
項目

資金収支計算書
計上額

教育活動による
資金収支

(単位：千円)
施設整備等活動に
よる資金収支

その他の活動に
よる資金収支

前受金収入
前期末未収入金収入
期末未収金収入
前期末前受金
収入計

531,132
155,760
△ 183,445
△ 545,763
△ 42,316

531,132
155,760
△ 183,445
△ 545,763
△ 42,316

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

前期末未払金支払支出
前払金支払支出
期末未払金
前期末前払金
支出計

269,752
0
△ 359,203
△ 343
△ 89,793

246,759
0
△ 336,003
△ 343
△ 89,587

22,994
0
△ 23,200
0
△ 206

0
0
0
0
0

47,477

47,271

206

0

収入計‐支出計
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［２］事業活動収支計算
事業活動収支計算について、その主な内容を報告いたします。

事業活動収支計算書
科
目
学生生徒等納付金
収 手数料
入 寄付金
の 経常費等補助金
教 部 付随事業収入
育
雑収入
活
教育活動収入計
動
科
目
収
人件費
支
支
出 教育研究経費
の 管理経費
部 徴収不能額等
教育活動支出計
教育活動収支差額
目
収 科
受取利息・配当金
入
教
育 の その他の教育活動外収入
活 部 教育活動外収入計
動 支 科
目
外 出 借入金等利息
支 の その他の教育活動外支出
出 部
教育活動外支出計
教育活動外収支差額
経常収支差額
目
収 科
入 資産売却差額
の その他の特別収入
特 部 特別収入計
別
科
目
収 支
支 出 資産処分差額
の その他の特別支出
部 特別支出計
特別収支差額
[予備費]
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額
翌年度繰越収支差額
（参考）
事業活動収入計
事業活動支出計

27年度予算
4,361,976
52,348
83,050
1,273,435
267,948
199,855
6,238,612
27年度予算
4,092,755
1,573,785
479,136
0
6,145,676
92,936
27年度予算
24,779
4,500
29,279
27年度予算
9,539
0
9,539
19,740
112,676
27年度予算
0
47,059
47,059
27年度予算
0
0
0
47,059
50,000
109,735
△ 420,299
△ 310,564
△ 8,929,797
285
△ 9,240,077

26年度予算
4,343,858
57,651
113,984
1,300,367
252,474
184,919
6,253,253
26年度予算
4,169,269
1,518,214
483,840
0
6,171,323
81,929
26年度予算
22,429
4,500
26,929
26年度予算
13,010
0
13,010
13,919
95,848
26年度予算
0
0
0
26年度予算
0
0
0
0
50,000
45,848
△ 424,115
△ 378,267
△ 8,551,530
0
△ 8,929,797

(単位 : 千円)
差異
18,118
△ 5,303
△ 30,934
△ 26,932
15,474
14,936
△ 14,641
差異
△ 76,514
55,571
△ 4,704
0
△ 25,647
11,006
差異
2,350
0
2,350
差異
△ 3,471
0
△ 3,471
5,821
16,828
差異
0
47,059
47,059
差異
0
0
0
47,059
0
63,887
3,816
67,703
△ 378,267
285
△ 310,279

6,314,950
6,155,215

6,280,182
6,184,334

34,768
△ 29,118
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本業の収支にあたる教育活動収支
の部では平成26年度に比べて
①納付金、付随事業（スクールバ
ス、給食、TSS等）、雑収入（退職金
財団からの給付金等）の増
②経常費補助金、寄付金（100周年
記念事業寄付金は当初予算では計
上せず）の減
③人件費の減(要因は主に退職給
与引当金繰入額の減)
④教育研究・管理経費の増(奨学
費、委託費、減価償却費の増)
以上の要因により、1,101万円増加
の9,294万円の黒字となります。

教育活動外収支の部では、
⑤収入として受取利息・配当金収入
2,478万円および収益事業収入の
450万円を
⑥支出として私学事業団からの借
入金に対する利息954万円を
それぞれ計上し1,974万円の黒字と
なります。

学校法人としての経常的な収支は、
教育活動収支差額および教育活動
外収支差額の合計1億1,268万円の
黒字となります。
平成26年度補正予算作成時以降に
発生した退職者に関する退職給与
引当金繰入額を再計算した結果、
その差額をその他の特別収入とし
て4,706万円を計上します。
上記の結果、予備費を含めた基本
金組入前当年度収支差額（帰属収
支差額）は1億974万円となります。
当年度収支差額は基本金組入れお
よび取崩により3億1,028万円の支
出超過となり、翌年度繰越収支差
額は△92億4,008万円となります。
これは基本金組入れ対象となる資
本的支出である施設・設備支出が
増加することによるものです。

［３］貸借対照表
貸借対照表について、推計を行いましたので報告いたします。

貸借対照表（推計）
資産の部

(単位 : 千円)
科

目

固定資産
資

有形固定資産
特定資産
その他の固定資産

産

流動資産
合

計

27年度末

26年度末

増

20,699,050

20,852,784

△ 153,734

減

17,179,572

17,396,396

△ 216,824

3,484,418

3,434,418

50,000

35,060

21,971

13,090

3,483,222

3,454,445

28,777

24,182,272

24,307,229

△ 124,956

27年度末

26年度末

増

①有形固定資産は減価償却によ
り減少します。②特定資産は減価
償却引当特定資産へ5,000万円を
計上します。③流動資産は27年度
退職者に対する退職金財団から
の交付金が主である未収入金が
2,769万円増額となります。
以上の主な要因により資産総額で
は1億2,496万円の減少となりま
す。

負債の部
科

目

固定負債
負

2,080,775

2,390,373

△ 309,598

長期借入金

194,390

361,010

△ 166,620

学校債

509,320

515,320

△ 6,000

41,595

43,181

△ 1,586

1,335,470

1,470,862

△ 135,391

1,327,345

1,252,439

74,906

短期借入金

166,620

166,620

0

1年以内償還予定学校債

110,300

111,800

△ 1,500

1,050,425

974,019

76,406

3,408,121

3,642,812

△ 234,691

長期未払金
退職給与引当金
流動負債
債

減

未払金・前受金・預り金
合

計

純資産の部
科

目

27年度末

26年度末

30,014,228

29,594,214

420,014

△ 9,240,077

△ 8,929,797

△ 310,279

20,774,152

20,664,417

109,735

24,182,272

24,307,229

△ 124,956

事業活動支出

6,205,215

6,234,334

△ 29,118

運用資産

6,782,911

6,731,819

51,092

外部負債

1,541,518

1,626,187

△ 84,669

内部留保資産比率(％)

13.96%

12.71%

1.25%

運用資産余裕比率(年)

0.84

0.82

0.03

12,630,376

12,163,746

466,630

基本金
消費収支差額
合

計

負債及び純資産の部合計

減価償却累計額

（注）事業活動支出＝教育活動支出＋教育活動外支出＋特別支出（予備費を含む）
運用資産＝現金預金＋特定資産＋有価証券
内部留保資産比率＝（運用資産－総負債）／ 総資産
外部負債＝総負債－（退職給与引当金＋前受金）
運用資産余裕比率＝（運用資産－外部負債）／ 事業活動支出
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増

減

④固定負債のうち、長期借入金は
27年度返済予定額の1億6,662万
円減少します。⑤流動負債につい
ては27年度退職者の退職金が主
である未払金が7,995万円の増加
となります。
以上の主な要因により負債総額
では8,318万円の減少となります。

施設支出、設備支出、借入金の返
済などにより第１号基本金への組
入れを行い、基本金は4億2,001万
円の増加となります。基本金から
翌年度繰越消費収支差額を減じ
た、1億974万円が正味資産の増
加となります。(資産－負債)
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⑦

幼稚園

計

①～⑨

⑧+⑨

泉ヶ丘校

合

⑨

中学校

総

⑧

高等学校

(泉ケ丘校)

計

⑥

小学校

④+⑤+⑥+⑦

計

中・高等学校

計

⑤

中学校

住吉校

④

高等学校

(住 吉 校)

④+⑤

①+②+③

大

学

③

大学院

計

キャリア英語学科

1,194

5,500

5,380

2,168

2,094

1,222

156

159

442

735

745

455

1,277

1,190

752

627

572

767

650

618

2,138

362

281

食物栄養学科

2,064

682

696

人間学科・心理学科

39

540

589

文化学科・情報ﾒﾃﾞｨｱ学科

人間文化学部・人間科学部②

39

1,584

5月1日現在

5月1日現在

1,566

在籍者数

在籍者数

平成21年度

515

等

平成20年度

459

学)

科

文学部・ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ学部①

(大

学

[４]学生生徒等数推移表

5,496

1,182

459

723

2,192

152

729

1,311

644

667

2,122

46

-

369

673

471

1,513

563

5月1日現在

在籍者数

平成22年度

5,453

1,191

496

695

2,188

152

710

1,326

644

682

2,074

47

-

371

693

419

1,483

544

5月1日現在

在籍者数

平成23年度

5,507

1,287

557

730

2,204

146

697

1,361

672

689

2,016

47

-

357

682

371

1,410

559

5月1日現在

在籍者数

平成24年度

5,466

1,332

598

734

2,222

149

688

1,385

682

703

1,912

47

-

362

662

321

1,345

520

5月1日現在

在籍者数

平成25年度

5,418

1,374

613

761

2,230

150

679

1,401

699

702

1,814

46

-

396

641

275

1,312

456

5月1日現在

在籍者数

平成26年度

1,525

427

167

260

683

48

116

519

258

261

415

15

20

151

110

44

325

75

予想入学者数

5,322

1,322

577

745

2,281

150

682

1,449

718

731

1,719

37

20

453

585

236

1,294

388

予想在籍者数

平成27年度

1,662

464

180

284

674

50

114

510

250

260

524

22

50

132

150

70

402

100

予想入学者数

平成28年度

