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令和３年度 学校法人國學院大學栃木学園事業報告書

１ 法人の概要

（１）学校法人の沿革

昭和35年 4月 学校法人國學院大學（事務所 東京都渋谷区）は、栃木県知事の認可を得て

國學院大學栃木高等学校（全日制普通科 入学定員160人）を創設

昭和38年 3月 学校法人國學院大學栃木学園を設立し、高等学校の経営を学校法人國學院

大學から継承

昭和39年 3月 高等学校に全日制商業科（入学定員40人）を設置、普通科の入学定員を240

人に変更

昭和40年 3月 國學院大學栃木二杉幼稚園（総定員 200人）を設置

昭和41年 1月 國學院大學栃木短期大学（入学定員 国文科50人・家政科50人）を設置

昭和43年 2月 短期大学に初等教育科（入学定員 50人）を設置

昭和50年 3月 高等学校の普通科入学定員を500人・商業科入学定員を150人に変更

昭和50年12月 短期大学の国文科入学定員を100人・初等教育科入学定員を100人に変更

昭和58年 1月 短期大学の国文科入学定員を150人・家政科入学定員を100人・初等教育科入

学定員を150人に変更

昭和60年12月 短期大学に日本史学科（入学定員100人）を設置し、これを機に既設の科の名

称を国文学科・家政学科・初等教育学科に変更

平成元年 3月 高等学校の普通科入学定員を650人に変更

平成元年12月 短期大学に商学科（入学定員 150人）を設置、また初等教育学科入学定員を

100人変更

平成 3年 6月 高等学校の商業科を国際情報科に科名変更

平成 7年11月 國學院大學栃木中学校（入学定員 80人）を設置

平成13年 2月 幼稚園の収容定員200人を210人に変更

平成13年 7月 高等学校の収容定員を普通科1,800人、国際情報科480人に変更

平成13年12月 短期大学の収容定員を国文学科200人、商学科を200人に変更

平成20年12月 短期大学の商学科入学定員を６０人に変更

平成21年12月 短期大学の国文学科入学定員を80人・家政学科入学定員を70人・初等教育学科

入学定員を80人・日本史学科入学定員を70人に変更

平成23年 6月 短期大学既設の国文学科・家政学科・日本史学科・初等教育学科・商学科を

募集停止し、日本文化学科（定員200人）・人間教育学科（定員160人）を設置

平成24年 8月 高等学校国際情報科を募集停止し、普通科にグローバルコース(80名)を設置

することにより、普通科収容定員を2,040人に変更

平成25年11月 短期大学の日本文化学科の入学定員を160人・人間教育学科の入学定員を

140人に変更

平成27年 5月 高等学校の国際情報科を廃止

平成27年11月 短期大学の日本文化学科の入学定員を120人・人間教育学科の入学定員を

130人に変更

平成29年 3月 幼稚園を幼稚園型認定こども園に変更

令和元年12月 短期大学の日本文化学科の入学定員を150人・人間教育学科の入学定員を

100人に変更



2

（２）設置する学校等

國學院大學栃木短期大学 日本文化学科 人間教育学科

國學院大學栃木高等学校 普通科

國學院大學栃木中学校

認定こども園國學院大學栃木二杉幼稚園

（３）当該学校・学科等の入学定員、学生数の状況

学校名 学科名 収容定員 入学定員 1年 2年 3年 合 計

國學院大學 日本文化学科 300 150 129 156 － 285

栃木短期大学 人間教育学科 200 100 55 65 － 120

計 500 250 184 221 405

國學院大學 学科名 収容定員 入学定員 1年 2年 3年 合 計

栃木高等学校 普通科 2,040 680 416 423 467 1,306

國學院大學 学科名 収容定員 入学定員 1年 2年 3年 合 計

栃木中学校 － 240 80 55 59 58 172

認定こども園 認可定員 利用定員 3歳未満 3歳 4歳 5歳 合 計

國學院大學栃木 229 140

二杉幼稚園 23 33 33 32 121

合 計 2,920 1,150 688 736 557 2004

（４）役教職員の概要

① 法人役員の概要

役員名 定 員 現 員 備 考

理 事 11人～14人 11人 理事長含む

監 事 2人 2人

評議員 34人～42人 35人

役職名 氏 名 寄附行為等の選任区分

川福 基之 國學院大學理事長又は同人の推薦する者

林田 孝和 國學院大學栃木短期大学学長

青木 一男 法人の設置する学校の長（短大学長を除く）

栗原 和子 〃

小堀 良江 栃木市議会議長

理 事 佐野 正行 神社関係者

小藤 清 評議員の互選

石原 敬士 法人の功労者

吉田 健彦 〃

大川 吉弘 学識経験者

中 信 〃

監 事 後藤 利夫

三上 隆
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小藤 清 石坂 昌圀 太田 映子 飯村友希子

實島 範朗 西沢 敏 大塚 伸一 中川 雅之

長谷川 孝 前橋 陽子 中麿 輝美 矢田 一則

和賀 良紀 赤塚 徹 石塚 透 白山 実

評議員 後藤 正人 塚越 義幸 黒川 正邦 青木千津子

広瀬 義明 南斉 好伸 沼部 春友 小林 一成

阿部 憓 川福 基之 林田 孝和 青木 一男

栗原 和子 小堀 良江 佐野 正行 石原 敬士

吉田 健彦 大川 吉弘 中 信

学校法人向け役員賠償責任保険契約の状況

保険名称：日本私立短期大学協会 学校法人向け会社役員賠償責任保険

保険期間：契約期間：令和３年７月１日～令和４年７月１日

被保険者：本学園理事・監事・評議員

補填内容：損害賠償金・訴訟費用他特約 支払限度額 総額３億円

保 険 料：３６０,０００円

引き受け保険会社：三井住友海上火災保険㈱

代理店：ＭＳＫ保険センター㈱

② 教職員の概要

國學院大學栃木短期大学

職 名 人 数 備 考

学 長 １

教 副学長 １

教 授 ２１

准教授 １４

専任講師 ５

員 助 手 ７

非常勤講師 ５７

計 １０６

職 名 人 数 備 考

事務長 １

課 長 ３

職 主 任 １

書 記 ７

司 書 ３

員 学芸員 １

技術員 ２

嘱 託 ５

計 ２４

学 校 計 １３０
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國學院大學栃木高等学校

職 名 人 数 備 考

校 長 １

教 教 頭 １

教 諭 ７４

専任講師 ０

員 常勤講師 ４

非常勤講師 １３

計 ９３

職 名 人 数 備 考

事務局長 １

職 事務局次長 １

課 長 ２

主 任 ０

書 記 １４

員 技術員 １１

嘱 託 １０

計 ３９

学 校 計 １３２

國學院大學栃木中学校

職 名 人 数 備 考

校 長（兼） （１）

教 教 頭（兼） （１）

教 諭 １３

員 常勤講師 ２

非常勤講師 ０

計 １５

職 名 人 数 備 考

職 書 記 １

員 嘱 託 １

計 ２

学 校 計 １７

認定こども園國學院大學栃木二杉幼稚園

職 名 人 数 備 考

教 園 長（兼） （１）

主任教諭 ２

教 諭 ８

員 非常勤講師 １３

計 ２２

職 職 名 人 数 備 考

技術員 ２

員 計 ２

学 校 計 ２４
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設置する学校全体の教職員数（非常勤教員を含む）

職 名 人 数 備 考

教 員 ２３６

職 員 ６７

合 計 ３０３

※ 以上 （３）（４）表の人数は令和４年３月３１日現在
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２ 事業の概要

Ⅰ 教育事業の概要

教育目標

本学園の建学の精神すなわち國學院大學の建学の精神に基づく教育活動を設置する学

校において顕現発揚し、日本国に貢献できる有為の人材を育成する目的を達成すべく、

以下の事業を実施した。

１．短期大学

短期大学は、令和３年度、学長のリーダーシップのもとで、本学の高等教育機関とし

ての使命の遂行と健全な教育運営をはかるため、教育の方針（学位授与、教育課程、入

学者受入）を再確認し、教育の目的（建学の精神に則った教育、学科が育む人間像）を

明確にした。一層の地域貢献と学修効果を支援するため行政・大学・博物館との協力関

係を推進した。

特に、令和３年度も新型コロナウイルス感染症対応に万全をきした体制での運営に尽

力した。授業は対面授業を中心に遠隔授業をも併用し修了することができた。学生の課

外活動は制限付きで実施され、行事は一部を除き中止とした。年度終了を迎える時期に

新型コロナウイルス感染症第六波拡大対策により、第５５回卒業式は簡素化し、卒業証

書・学位記授与式を行った。

（１）各学科の教育

日本文化学科

３フィールド（日本文学・言語文化・日本史）が設けられている。学生は、志願時に

フィールドを選択して受験をし入学する。学科共通の基礎教育・キャリア教育と各人が

選択した分野の学習とで知識・技能を修得し、建学の精神を基盤とした人格形成教育を

通して、広い視野をもって社会に貢献できる教養豊かな人材を育成することを目的とし

ている。第５５期卒業者の資格取得は、教員免許状（中学国語・社会）２９名、図書館

司書２２名、学芸員２４名、情報処理士など実務系資格は延べ５７名であった。國學院

大學（文学部・経済学部）、他大学等へ８２名が編入学した。大学編入学者は日本文化学

科卒業生の５４．３％に当たる。

人間教育学科

子ども教育（幼稚園・保育専攻、小学校・幼稚園専攻）フィールドと生活健康フィー

ルドが設けられている。志願の状況は幼稚園・保育専攻が主体であるのが現状である。

本学科では、地域社会と連携した実践的指導を通して、要望に応える幼稚園教諭・保育

士養成に尽力すると同時に、伝統ある小学校教諭・養護教諭・家庭科教諭養成と採用試

験対策・支援に力を注いでいる。第５５期卒業者の資格取得は、小学校教員免許状１２

名、幼稚園教員免許状４０名、保育士資格２９名、養護教諭免許状２０名、中学家庭科

教諭０名、医療管理秘書士１７名、医療情報事務士１４名、保健児童ソーシャルワーカ

ー１８名であった。國學院大學人間開発学部初等教育学科、他大学へ１１名が編入学し

た。

（２）教学の指針

①高等教育では、建学の精神を基にした、私学の独自性を特化した教育での学修の成果

が求められている。本学は、建学の精神とその精神の根源に立ち返り掲げた「四つの

約束」をもとに、日本人としての主体性を成長させていく教育に努力している。その

実践は、１年次学科必修科目｢日本文化概説」・「人間教育概説」(理事長・学長・学科



7

長・フィールド代表・事務局代表によるオムニバス授業)を軸に、具体的に行ってい

る。

②第二期間の「第三者評価」で、認証機関（短期大学基準協会）により適格認定が与え

られた。第三期認証評価を令和４年度に受ける計画で、自己点検・評価報告書の作成

をＡＬＯをリーダーとして進行させている。

③令和３年度、１学年定員（250名）充足率は82.8％（令和２年度97.6％）であった。中

期計画学生募集充足率目標値には達しなかった。日本文化学科の充足率が88.7％（令

和２年度108％）、対する人間教育学科の充足率は57％（令和２年度65％）である。学

科単位の充足率は安定が見られない。将来に向けての構想検討を推進する。

④文部科学省が推進する高大連携教育の趣旨を踏まえた教育に取り組んだ。入学前事前

教育、入学時の基礎学力診断調査に取り組んでいる。学長の提示のもと教務委員会が

中心となり、入学者の基礎学力診断を実施して、実態を把握し、その結果に基づいて

対策・支援講座を企画している。

⑤学生募集については、学長直属委員会として「募集促進委員会」を設け、教職員が一

体となって、学校訪問の拡充、高校との連携強化に努め入学率の向上に努力している。

また、入試制度の「國學院大學受験者対象入試」に力を入れ、國學院大學入学課の協

力も得て入学者確保に励んでいる。

（３）短期大学の運営について

策定した短期大学中期計画に基づいて、健全な経営、教育効果の向上、施設設備整備

に努めている。近年の２学科への志願者・入学者傾向から、現実を直視した学科定員

の改革・改善を行いながら運営を行うこととする。

（４）学校評価の実施

令和４年には、第三期間の認証評価を受けることを目途に、令和２年度からの取り組

みを開始し、自己点検・自己評価報告書の作成に務めている。

（５）中期計画の進捗状況

令和３年度の中期計画進捗状況は以下の通りである。

校舎・施設・整備計画については計画通りに進行している。専任教員構成については、

たてている高年齢化の是正をすすめ、人間教育学科においては令和３年度末において

平均年齢を3.3才是正できた。学生募集については、日本文化学科においては平成29年

度～令和２年度は目標値以上であったが人間教育学科においては達成には至らなかっ

た。令和３年度は両学科とも新型コロナウイルス感染症の影響を受けた。教務計画は

計画通り進行している。なお、学園全体の校舎・附属施設の運用改善から短期大学専

用施設の一部を高等学校施設へと転用することを計画に盛り込むこととする。
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２．高等学校

（１）教育目標

國學院大學の建学の精神に則り、人格の陶冶に重きを置いて、理性と情操豊かな視野の広

い人間形成を教育目標としている。そして、「たくましく 直く 明るく さわやかに」の

校訓のもと、「鍛える教育」を掲げ、生徒一人ひとりの頭と心と体の３つの力をバランスよく

鍛えて、社会に貢献できる人材を育成する。

○コース制

・生徒一人ひとりの志望・学力に合わせた適切かつ有効な指導を行うため、５つのコース

制をとっている。

１）特別選抜 Sコース
３０人定員の少人数クラスで、東京大学・京都大学などの旧帝大・国立大医学部・

早稲田・慶應などの最難関大学を目指す。そのため高いレベルの授業・講習を実施、

さらには、東大や医学部を目指す生徒たちに対して徹底的な個人指導を行う KTベク
トル・プロジェクトや演習時間を多く取り入れた講座などを行い、少人数制によるき

め細やかな指導をした。特に昨年度は、一人ひとりに対して志望校に合わせた添削指

導を徹底的に行った。

２）特別選抜コース

５教科対応のカリキュラムで、難関の国公立大学を目指す。そのため、３年次には

入試に向けた演習を多く取り入れることによって実戦的な力をつけ、また、国語（古

典）・数学・英語・理科では習熟度別授業を行った。また、国公立大学の推薦入試対

策にも力を入れた。

３）選抜コース

理系は英数理、文系は英国地歴に特化したカリキュラムで、難関の私立大学を目指

す。早朝や放課後、長期休暇中の学習プログラムについては、特別選抜 Sコースや
特別選抜コースと同様に実施し、推薦入試だけではなく、一般入試に取り組む姿勢や

実力をつけていった。

４）文理コース

私立大学・國學院大學への進学を目指す。学力選抜クラスを設置し、首都圏を中心

とした上位校への進学を目指す。他のコース同様に学習に力を入れ、希望制であるが、

多くの生徒たちが様々な特別講習に参加している。また、英検や漢検の対策を行い、

資格取得に力を入れていった。特に英検や GTECについては、以前に比べ合格状況
や得点状況が良くなっており、その指導の成果が現れていた。

○他に附属中学校からの持ち上がりである中高一貫コースがあり、特別選抜 Sコース
や特別選抜コースと同じカリキュラム、学習プログラムで教育し、医学部を始め医療系

の志望者に対しては、個々にその対策指導を行った。

（２）学力の向上

昨年度も新型コロナウイルスの感染拡大のため、緊急事態宣言が発出された時期には時差登校

としたが、それ以外は、様々な授業の制限があったものの通常登校とし、検温、手指消毒（教室

等も消毒）、マスク着用、換気などの感染防止対策をしながら授業を行った。

◎ ICT教育の推進 ー 生徒一人ひとりにタブレット型 PC（iPad） ー

一昨年度より ICT教育推進委員会を設置し、授業での ICTの活用、休校時のオンライン授
業について検討・研究を重ねていたが、昨年度、生徒一人ひとりがタブレット型 PC（iPad）
を持ち、授業はもちろんのこと探究学習や様々なプレゼンテーション、学校と生徒・家庭との
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コミュニケーション・ツールとして活用していった。

そのため、今後、タブレット型 PCが様々な面で有効的な使い方ができるように、次のよう
な取り組みを行った。

１）委員会が企画し、ドコモの担当者を講師として２回、本校教員を講師として２回、計４

回の校内研修を行った。

２）栃木県の支援による私学中学高等学校連盟主催の研修が３回実施されたが、それぞれに

教員を参加させた。

３）約１か月間、ドコモの支援員を雇い（費用は栃木県の支援から）、全員が必要な時に質問

ができるようにした。

４）「ICTの有効的な活用」をテーマにして各教科の研究授業を行った。
＊ ICT教育の環境を活かし、引き続き「学びを止めない」を合い言葉に、登校できない生
徒に対して次のような取り組みを行った。

１）インターネットの「Classroom」アプリで、教材を配信した。
２）YouTube等で授業を配信した。
３）「スタディ・サプリ」や「Classroom」のメール配信機能によって、生徒とコミュニ
ケーションをとり、生徒の「心のケア」や進路・学習指導を行った。

◎「新たな学び」への対応 ー 探究学習の推進 ー

２０２０年より、現行の大学入試センター試験に代わり、大学入学共通テストが実施された。

また、２０２２年度より学習指導要領が変わり、求められる学力の質も変わる。それは、「知識・

技能」、「思考力 判断力 表現力」「学びに向かう力、人間性」であり、それらの力を養うために、

次のような取り組みを行った。

１）授業研究部が中心となって「主体的・対話的で深い学び」を目指した授業の展開を推し

進める。

２）定期試験、校内実力試験、校内模擬試験などで、特に思考力や表現力を問うような記述

式問題の割合を増やす。

３）探究学習・SSH推進委員会が中心となって「総合的な探究の時間」の在り方を考え、年
間計画を立て、ゼミ形式で課題に取り組ませた。最終的に生徒たちが、その研究結果をポ

スターセッションや ICTを活用したプレゼンテーションによって発表した。

○生徒一人ひとりのさらなる学力向上と志望大学への現役合格を目標とし、進路学習指導部

を中心に、次のような学習プログラムを実施した。

１）放課後、長期休暇中に特別講習を実施し、徹底的に基礎力や応用力を磨いた。

２）オンラインによる外部講師による進路説明会、大学説明会等を行うことによって学習

意欲の向上を図った。

３）東京大学や医学部を目指す上位者のためのプロジェクト（KTベクトル・プロジェクト）
を実施、一人ひとりに対し、専属の教科担当者がついて、課題設定や添削指導を行った。

４）英検・漢検・数検の資格取得は、多くの大学で優遇制度があるため、対策講座も実施し、

積極的に受験するよう指導した。

＊特に國學院大學の推薦入試においては、資格取得が必須となっている。

＊一昨年度に引き続き、文理コースの生徒の学力向上を学校全体の課題と考え、様々

な特別講習に参加させる指導をし、英検・GTEC対策にも力を入れた。
＊新型コロナウイルス感染拡大のため、毎年実施されているサマースクールは一昨年

度に続いて中止した。

＊國學院大學を始めとする大学の出張講座は、対面及びオンラインで実施した。

○理数教育にも力を入れ、次のような取り組みを行った。

１）宇都宮大学の iP-Uプログラムに２名の生徒が参加し、大学の教授から直接指導を数回
受けた。
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２）「科学の甲子園」に出場し、栃木県で上位の順位に入る成績を収めた。

３）数学検定試験への積極的な受験を生徒に促し、その結果、本校を会場として２００人以

上の本校生が受験した。

４）探究学習・SSH推進委員会が中心となり、スーパーサイエンス・ハイスクールの認定校
を目指し、文部科学省に申請した。

○教員の指導力向上を目指し、次のような取り組みを行った。

１）授業研究部が中心となって企画した研究授業を実施し、授業力向上に努めた。

２）佐藤学氏（東京大学名誉教授）を招き、授業研究、授業の指導、講演を実施した。

３）様々な分野、例えば、ICTの活用、人権教育などの講師を招き、月に１，２回、研修を
行った。

４）「Find! アクティブラーナー」という教員向けの Web教材を授業研究部から発信し、そ
れを各自が視聴した。

（３）学校行事

一昨年同様に新型コロナ感染拡大のため、修学旅行を始めとする文化祭、体育祭、マラソン大

会、創立記念式典・講演会、百人一首カルタ大会など、宿泊を伴う、または密になる行事は中止、

また、海外渡航が不可能なため、グローバル人材の育成を図るために実施していたアメリカ語学

研修、ドイツ国際研修、韓国国際研修、タイ・カンボジア国際研修など、すべての国際研修を中

止した。

ただし、校内競技大会は、密にならない競技を選び、感染対策を工夫しながら２日間を１日に

短縮して実施した。さらに予餞会においては、部活動や教員の公演などをビデオで撮って各教室

のモニターテレビに映し出し、３年生に（後に１，２年生も）観てもらった

また、入学式、卒業式、朝礼などにおいては、１学年を会場に入場させ、他は教室のモニター

テレビで視聴させるという形で感染予防対策を講じながら、学校長の式辞、講話に関してはすべ

て行った。

（４）進学実績

平成４年度入試の結果として、東北大学、筑波大学、金沢大学、横浜国立大学などの難関大学

を始めとする国公立大学に６３名合格、また、私立大学も國學院大學に９７名、早稲田大学、慶

應大学、上智大学、東京理科大学に１５名、GMARCHと言われる学習院大学、明治大学、青山
学院大学、立教大学、中央大学、法政大学に２６名、獨協医科大学医学部など、延べ３９９名合

格した。（詳細は別表にて）

昨年度もコロナ禍を受け、個々の大学で様々な入試変更等があったが、生徒たちは教員とのコ

ミュニケーションを密にとって受験校を選択し、対策を立てていった。これからも授業を中心と

した指導に加え、様々な学習プログラム、そして、教員の「寄り添った指導」によって、生徒一

人ひとりの学力を向上させ、進路目標を達成させたい。
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【國學院大學 ９７名合格】

【國學院大學栃木短期大学 １１名合格】

【国公立大学・大学校 ６３名合格】

合 格 校 人数 合 格 校 人数

東北大学 １名 弘前大学 ２名

筑波大学 １名 福島大学 ２名

金沢大学 １名 山形大学 ４名

横浜国立大学 １名 山梨大学 １名

東京農工大学 １名 奈良教育大学 １名

千葉大学 １名 東京都立大学 １名

宇都宮大学 ７名 高崎経済大学 ３名

埼玉大学 ４名 秋田県立大学 １名

群馬大学 １名 兵庫県立大学 ２名

茨城大学 ５名 防衛医科大学校（看護） １名

愛媛大学 １名 防衛大学校 ８名

信州大学 １名 その他の国公立大学 １１名

【私立大学 ３９９名合格】

合 格 校 人数 合 格 校 人数

早稲田大学 ２名 自治医科大学 ２名

慶應大学 １名 獨協医科大学（医）（看護） ２名

上智大学 ２名 東京女子大学 ４名

東京理科大学 １０名 日本女子大学 １名

学習院大学 ４名 昭和女子大学 ５名

明治大学 ６名 芝浦工業大学 ５名

青山学院大学 ３名 東京電機大学 ４名

立教大学 ５名 東京農業大学 ３名

中央大学 １３名 東京薬科大学 ２名

法政大学 ７名 明治薬科大学 ３名

同志社大学 １名 星薬科大学 １名

立命館大学 ２名 駒澤大学 ３名

成蹊大学 ２名 専修大学 １４名

成城大学 ２名 東洋大学 ７名

明治学院大学 ５名 その他の私立大学 ２８１名

（５）部活動の活躍 （全国大会レベル）

令和２年度は、新型コロナ感染拡大のために地区大会、県大会、関東大会はほとんど中止、ま

た、野球の甲子園大会を始め、８月に実施される全国高校総合体育大会（インターハイ）、国民体

育大会という生徒たちが目標としていた全国大会も中止され、非常に残念な状況であった。

しかし、令和３年度は縮小されたり様々な制限があったものの、ほぼ例年通りに各種大会が実

施され、コロナ堝のため限られた練習時間ではあったが、生徒たちは遺憾なくその力を発揮して

くれた。中でも、男子ラグビー部が花園での全国大会において準優勝に輝いたことは特筆すべき

ことであった。（ラグビー部は関東大会で優勝、７人制で全国準優勝している。）

ところで、最近の本校の部活動の特徴は部活動と学習の両立であり、毎年、本校の部活動を希

望する生徒の中で、成績優秀者が数多く入学するようになった。例えば、野球部を始めサッカー
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部、柔道部、ハンドボール部などの運動部員が、難関校を目指す特別選抜 Sコースや特別選抜
コースに入ることが多くなっている。そのため生徒全体の学習する姿勢も非常に良くなってきて

いる。今後、一人ひとりの両方での目標が達成できるように、進路学習指導部の指導を受けなが

ら、部と担任との連携をさらに強め、学力を伸ばしていきたい。

・昨年度の全国大会レベルの成績は以下の通りである。

○令和３年度全国高校総合体育大会「輝け君の汗と涙 北信越総体 ２０２１」

令和３年７月～８月

開催地：福井・新潟・富山・石川・長野・和歌山の６県

・柔道部女子 ６３㎏級 青田れもん

７８㎏級 菊池あいり

・なぎなた 団体（枝 絢美、藤沼明日香、大塚優希）

○第８回全国高等学校７人制ラグビーフットボール大会 令和３年７月

開催地：長野県 菅平高原スポーツランド

準優勝 （６年連続７回目の出場）

○第１０１回全国高等学校ラグビーフットボール大会出場 令和３年１２月～令和４年１月

準優勝 （２２年連続２７回目の出場） 開催地：大阪府 花園ラグビー場

○第７４回全日本バレーボール高校選手権大会出場 令和４年１月

３５年連続３６回目の出場 開催地：東京都 東京体育館

○第２３回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会出場 令和４年３月

ベスト８ 開催地：埼玉県 熊谷ラグビー場

○第４４回全国高等学校柔道選手権大会出場 令和４年３月

開催地：東京都 日本武道館

・女子６３㎏級 青田れもん

○第１７回全国高等学校なぎなた選抜大会出場 令和４年３月

開催地：兵庫県 伊丹市立伊丹スポーツセンター

・団体試合の部 石田 煌香 石井 万知 田村 彩奈

・個人試合の部 石田 煌香 石井 万知 田村 彩奈 大石 真琴

【文化部】

○第２２回高校生国際美術展

・菅沼 凜 奨励賞

・柿沼 志帆 今井 柚菜 入選

○第４５回栃木県高等学校総合文化祭

・大塚 翔吾 書道の部出品

○第３０回国際高校生選抜書展

・菅沼 凜 秀作賞

○第４３回ふれあい書道展

・齋藤 佑香 広島県教育委員会賞

○第６２回大東文化大学主催全国書道展

・田村 朱 特選

○第２１回全日本選手権ジュニア１０ダンス（ダンススポーツ）

・鈴木 桜咲 第３位

○第４回 TOKYO全国ミュージカル歌唱コンクール
・篠崎 一孝 座間文化芸術振興会賞
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（６）入学者の確保について

○募集状況

近年の傾向として栃木県においては８年前から特色選抜入試を実施、すべての受験生に受験機

会が２回与えられことにより、さらに公立高校志向が強まった。また、本校にとって重要な募集

地域である埼玉県では「埼玉県父母負担軽減補助金」の支援制度があり、埼玉県外の学校には適

応されないため、埼玉県からの受験生が減少している。

また、令和２年度から就学支援金の支給対象の幅が広がり、授業料が無償化になる家庭が増え

ることは、私学にとっては追い風である。ただし、他県はそれを踏まえた私学に対する独自の支

援金制度があり、特に埼玉県からの募集は、引き続き難しい状況が続くと思われる。

それに加え、高校入試においてもコロナ禍の影響は大きく、休校による学力低下の不安や家庭

の経済状況の悪化から受験生の公立高校志向、安全志向はさらに強まり、募集活動はいっそう困

難が伴うものとなった。

○募集活動

昨年度もコロナ禍のために例年通りの募集活動はできなかったが、本校が主催する説明会など

は、感染防止策として消毒・マスク・換気の徹底、また、ネット申し込みにして人数を制限した

り、説明を一部動画にするなどの密にならないような工夫をして実施した。

そして、國學院大學の附属校、国公立大学を始め難関大学への合格実績、部活動・学校行事の

活発さ、生徒一人ひとりに対する面倒見の良さ等をアピールしながら、入試広報部を中心に教員

全員で、次のような募集活動を行った。

・実施した主なる募集活動

１）中学校・塾訪問

＊年４回実施。（内２回はほぼ全員で訪問した。）

２）中学校・塾教員対象入試説明会開催

＊塾教員対象入試説明会は、小山市、宇都宮市、久喜市で実施した。

３）校内・校外入試説明会開催

＊校内入試説明会は７回、校外入試説明会は２２箇所で年２回実施した。

４）一日体験学習「Come on in 国学院」開催
＊昨年度は、本校生が各コースの説明、講座の補助などを行った。

５）外部団体主催の進学相談会・説明会への参加

＊一部の塾の説明会は、オンラインで実施した。

６）下野模試への会場提供

＊学園教育センター及び南館各教室で実施した。

７）学力診断テスト「国栃チャレンジ」の実施

＊受験希望者対象の模擬試験であるが、感染防止対策をしながら人数を制限し実施した。

８）Web出願
＊ネット環境がない家庭のために学校での出願対応日を増やし、丁寧な対応を心掛けた。

９）ホームページの写真やレイアウトなどを工夫し、見やすく注目されるものになるように作

成した。また、記事のアップの速度を上げるように心掛けた。

近年、さらに少子化が進み、ライバル校（佐野日本大学高校、白鷗大学足利高校）が、受験者

数を１００名以上減らしている中、ほぼ変わらない受験者数を確保できた。また、最近の傾向と

して、併願合格者が単願に切り換えるというケースも多く、実質、本校を第一志望として入学し

た生徒の割合が、ここ数年は７０％を超える高い数字となっている。その数字は、本校が「入学

したい学校」となってきていることを示していると言える。さらに、特別選抜 Sコースの入学
者数が３０名募集のところ昨年度は４８名、今年度は５０名であり、成績上位者が数多く入学し

てくるようになったことは、本校の校風、教育実践が評価された結果であろう。

ただし、入学者の確保は、今年度も難しいものがあった。具体的に言えば、県外、特に埼玉県

は前述の理由に加えて、コロナ堝のために塾・学校を訪問する機会が減り、さらに塾主催による
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説明会が縮小され、本校をアピールする機会が極端に減った。そのためか埼玉県からの受験者数

の割合が１０％を切った。また、県立高校の倍率がさらに低くなり（栃木県１.１７倍、埼玉県１.

０９倍、茨城県１.０１倍）、本校の主なる併願校の歩留まりが非常に悪くなっている（栃木高校

１.０２倍、栃木女子高校１.１６倍、小山高校１.０７倍など）。それらの点を考え、他県からの

受験者と単願者を増やすことを課題にし、募集活動に力を入れていく予定である。

＊ちなみに、昨年度は寮の収容人数を増やすために寮の増設を要望し、また、バス会社と８回

に渡って話し合いを持ち、路線の案を作成した。

＜志願者数・入学者数経年推移＞

志願者数 入学者数

単 願 併 願 計 一般入学者 中高一貫 計

R４年度 ２４０名 １,４１３名 １,６５３名 ３６３名 ５０名 ４１３名

R３年度 ２８５名 １,３６４名 １,６４９名 ３９６名 ３５名 ４３１名

R２年度 ２７８名 １,２８９名 １,５６７名 ４１２名 ２９名 ４４１名

R元年度 ３４２名 １,３７７名 １,７１９名 ４６９名 ３０名 ４９９名

３０年度 ２２５名 １,１４４名 １,３６９名 ４０２名 ３４名 ４３６名

２９年度 ２１４名 １,２１４名 １,４２８名 ３１９名 ３５名 ３５４名

２８年度 ２７７名 １,３９８名 １,６７５名 ４５２名 ３８名 ４９０名

２７年度 ２９０名 １,５８１名 １,８７１名 ４４９名 ６３名 ５１２名

（７）学校評価の実施について

授業やその他の教育活動についてアンケートをとることによって評価を実施した。

３．中学校

昨年度、新型コロナウイルスの感染状況によって時差登校を行った時期はあったものの、高校

同様に、検温、手指消毒（教室等も消毒）、マスク着用、換気、また、様々な制限を設けるなどの

感染防止対策をしながら、できる限り通常の授業、教育活動を行っていった。

しかし、感染拡大による休校や学級閉鎖等に備えて、次のような準備をした。

１）７年前から一人ひとりに iPadを支給しており、それを家庭に持ち帰らせ、まずは、「Classii
（クラッシー）」という Web教材で、教科担当者が指示した内容を視聴させる。

２）課題や授業を「Clasii（クラッシー）」を通じて、生徒に配信する。
３）Zoomを使って毎朝、生徒の顔を見てホームルームを実施、生徒とコミュニケーションを
とり、主に生徒の「心のケア」を行う。さらに「Classii（クラッシー）」のメール機能で一
人ひとりの生徒の学習指導や生活指導をする。

（１）教育目標

「たくましく 直く 明るく さわやかに」の校訓のもと、頭・心・体の３つの力をバランス

よく鍛え、未来のリーダー的人材を育成することを目標とした。その目標の実現のため、次の３

つを中学教育の柱とし、様々な実践を行った。

①キャリア教育

・ 生徒一人ひとりが、主体的に進路を選択・決定する力をつけることに目的とした教育と

して大切にしている教育であり、次の取り組みを行った。

１）税教室（税務署主催）を開き、税理士の方から様々な税の形態や運用の仕方を学んだ。

２）先輩招待進路説明会を実施し、先輩の体験談から進路・学習の在り方を学び、自分の

将来を考える参考とした。

＊感染拡大のため、新聞塾（下野新聞社主催）、職場体験は中止した。

②英語（国際理解）教育

・ 高いレベルの英語力を身につけ、グローバルな環境の中でコミュニケーションをとるこ
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とができる人材の育成を目的とし、次の取り組みを行った。

１）英語の会話力向上のため、ネイティブスピーカーの個人指導を増やした。

２）英検の資格取得のための講座を設けた。

３）１・２年生のイングリッシュ・スピーチコンテストを実施した。

４）３年生は、オーストラリアでのホームステイ語学研修に対する準備として自己紹介や

日本文化紹介の内容を作成、またオーストラリアの歴史・伝統・文化を詳しく学んだ。

＊結果的に海外渡航は禁止のために、研修は中止となった。

③理数教育

・ 探究的に学び、科学的概念や手法を活用して課題を解決することができる力を育成するた

めの取り組みを充実させた。

１）理科の授業数（実験数）を増やして、「理科自由研究」というテーマを設定し、専門分

野の異なる１３名の理科教員が、半年かけて指導、研究結果が栃木市と下都賀地区のコ

ンクールで１２名が入賞し、栃木県でも２名が優秀賞に輝いた。

２）数学の授業では、iPadを計算問題演習や図形の問題等の説明に活用した。

（２）学力の向上

・ 学力を向上させるため、先取り授業、習熟度別授業を実施し、また、早朝、放課後、長期休

暇中に特別講習を行うなど、一人ひとりに対してきめ細やかな指導してきたが、これからの時

代に必要とされる力である思考力、判断力、表現力をつけるための取り組みも行った。

１）授業においてはアクティブラーニング型の授業を主として展開していった。

２）探究型の学習を取り入れ、校外学習においては、全学年の生徒が、自分の興味・関心を

あることをテーマにし、iPadを生徒一人ひとりが持ち、それを活用しながら調べ、考えた
ことのプレゼンテーションを行った。

＊学習合宿であるサマースクールは中止した。

（３）学校行事

生徒たちが、物事に対して皆で取り組み、それを成し遂げた時の感動を味わわせ、集団の中に

おける自分の在り方を考え、何事に対しても意欲的に取り組む姿勢を育てるため、すべての学校

行事に全力を尽くした。

１）新型コロナウイルス感染拡大のため、どうしても密が避けられない文化祭や体育祭を始

め、マラソン大会などの学校行事は中止した。

しかし、校外学習は、１年生は予定通り日光東照宮、二荒山神社を中心に参拝を兼ねて

見学、２，３年生は２泊３日を１泊２日に予定を変更し、場所も感染状況を考えて、２年

生は山梨県、３年生は石川県、長野県を訪れた。

２）茶道教室は、感染防止に努めながら実施し、礼儀・作法を身につけると共に日本の伝統

や文化の豊かさを学んだ。

＊始業式・終業式・全校朝礼などは、基本的には大ホールで生徒間の距離をとって行った

が、感染状況によって校長室から Zoomを用いて、各教室のモニターテレビに映し出した。
＊入学式と卒業式は、来賓は呼ばずに感染予防に努めながら、該当学年の生徒と保護者、

教職員の出席のもと、四十周年記念館にて行われた。

（４）進学実績

中高一貫組の卒業生は、埼玉大学（２名）、宇都宮大学（２名）、兵庫県立大学、高崎経済大学

などの国公立大学に合格、また、私立大学においては、主なる合格校として國學院大學を始め、

獨協医科大学（医）、鶴見大学（歯）、国際医療福祉大学（薬）、東京女子、昭和女子大学などが挙

げられる。

中高一貫の生徒たちは、難関大学、特に医学部を始めとする医療系の大学を志望する生徒が多

く、６年間一貫した教育を行うことによって、高い学力を身につけさせ、その目標を達成させる

ことが高校全体の進学実績そして評判にもつながっていく。よって中学校の一番の課題としてさ
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らに力を入れて取り組んでいきたい。

（５）生徒の活躍（県大会レベル以上）

①部活動

昨年度は、運動部の支部大会・地区大会・県大会・全国大会など、ほとんどの大会が実施され

た。その中で、柔道部と陸上競技部（100m走）が県大会を勝ち抜き、関東大会・全国大会に出
場することができた。令和４年１月以降は、新型コロナウイルス感染拡大のため新人戦は、支部

大会を始めすべて中止となり、練習も中止にした。

○県中学校総合体育大会柔道競技 令和３年７月 開催地：栃木県武道館

・男子団体 優勝

・男子個人 ５０㎏級 山口 大颯 優勝

７３㎏級 大野 翔平 優勝

小菅 天夢 第３位

９０㎏級 田中 柔伎 優勝

鈴木 榮人 準優勝

９０㎏超級 小林 知寬 第３位

・女子個人 ４８㎏級 渥美 佳蓮 準優勝

◎男子団体、男子個人 山口・大野・田中・鈴木、女子個人 渥美は、関東大会（８月、小瀬ス

ポーツ公園武道館）に出場。

＊大野 翔平、渥美 佳蓮 ベスト８ ＊男子団体 敢闘賞

◎男子団体、男子個人 山口・大野・田中は、全国大会（８月、ALSOKぐんま総合スポーツセ
ンター）に出場。

＊男子団体 敢闘賞

○ JOCジュニアオリンピックカップ第２９回全国中学生なぎなた大会 令和３年７月

開催地：鹿児島県西原商会アリーナ

・女子団体試合の部 坪山 遥音 高久 紫音

・女子演技試合の部 坪山 遥音 高久 紫音

・女子個人試合の部 坪山 遥音

○県中学校総合体育大会陸上競技 令和３年６月 開催地：栃木市総合運動公園陸上競技場

・３年男子100m 上野 航瑠 優勝

◎上野は、３年男子100mで、関東大会・全国大会に出場。
○第４３回ふれあい書道展

・押山 理愛 西山 詩菜 奨励賞

②その他（各種表彰者）

○第７５回栃木県理科研究研究会

・濱野 健 河合 諒斗 高森 亜門 市川 奏太 早川 詩桜 優秀賞

○第２３回栃木県学校教育書道作品展

・栃木 美空 西山 詩菜 押山 理愛 小笠原百香 齋藤実菜弥 金賞

○第７３回書初中央展

・符 文媛 大塚 優羽 岩上 琴音 金賞

○第２４回路傍の石作品コンクール

・登坂 太晴 優秀賞

・岩上 琴音 小口 凜 優良賞

○令和３年度税についての作文コンクール

・高橋 優乃 栃木県知事賞

・久米 悠雅 栃木県納税貯蓄組合連合会長賞

・坪山 遥音 栃木税務署長賞
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○令和３年度全国中学生人権作文コンクール栃木大会

・河合 諒斗 優良賞

○第１８回「新聞を読んで」感想文コンクール

・高森 亜門 下野会賞（中学校部門最高賞）

（６）入学生の確保

○中学入試の実情

少子化や経済状況の悪化に加え、県外特に埼玉で私立中学が複数新設されるなど、志願者

の分散現象が起こり、生徒獲得はさらに厳しい状況になっている。しかし、学習指導要領が

変わり、「新しい学び」への対応、そしてコロナ禍の中、ICT教育の重要性が大きくなった
ことによって、ここ数年に渡り、保護者はその対応ができている学校、その上で学力を伸ば

す学校を求める傾向が見られるようになった。

○入試結果

本校が創設以来目指してきた「真のエリート」の育成という目標をもう一度高く掲げ、自

己推薦入試と学力入試を３回ずつ行っているが、自己推薦入試であっても、基礎学力を問う

試験を実施し、単願入試の合格ラインの点数も高くした。また、奨学生入試や英語入試を導

入、学力の高い受験生の獲得に努めた。さらに、公立中高一貫校を併願する受験生を対象に、

適性検査の試験を導入した。

その結果、１００名前後の数が続いていた受験者数が、５年前に７４名に落ち込んだが、

令和元年度に１４３名と一気に増えてから、それ以後１５０名前後が続いた。また、６年間

３０名台が続いていた入学者数も、令和元年度から５０名以上となった。

さらに最近、日能研からの受験者が増えて３年連続で入学者がいたり、以前はほとんどな

かったことであるが、併願者が昨年度、今年度と１０名以上入学してきている。

高校全体の人数確保と進学実績を上げるためにも、中学校の生徒数確保は必須である。こ

の傾向をよく分析し、今後の生徒募集に活かしたい。

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度
受験者数 ９４ ９６ ７４ ９５ １４３ １５７ １４２ １５４

入学者数 ３６ ３１ ３０ ３６ ５３ ６０ ６１ ５５

○入試対策

高校同様、コロナ禍のために例年通りの募集活動はできなかったが、本校が主催する説明

会などはネット申し込みにして人数を制限したり、説明を一部動画にするなどして密になら

ないような工夫をするなど感染防止に努めながら、できる限りの募集活動を行った。

１）小学校訪問の範囲を広げ、６年生全員にパンフレット等を配布するようにした。

＊他県の塾・小学校では、コロナ堝のため訪問不可というところもあったが、い

くつかの塾では、５年生や３，４年生にも配布してくれた。

２）校外説明会の回数と地域を高校同様に増やした。

３）東京方面の学校に進学目標をおいている塾の日能研にも積極的に訪問した。

４）公文教室の塾生対象説明会を行った。

＊関東全域の公文教室に対して、校長インタビューを映像配信してもらった。

５）本校生の状況や具体的な教育実践をできるだけ多く見てもらい、知ってもらうように、

説明に DVDやスライドをより多く使用した。

(７)安全対策

生徒の通学時及び学校生活の安全確保については、本校にとって重要な教育活動の一つとし

て位置づけ、具体的な指導を行ってきた。

１）一斉配信メール

メール、「Classii」を使い、保護者に対して事務的な連絡事項はもちろんのこと、新型
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コロナウイルスに関する情報や感染予防の注意を配信した。

２）登下校時に行われる IDカードチェック
リアルタイムで生徒の登下校の時間が、自宅や保護者のパソコンやスマートフォンなど

に直接配信されるセキュリティシステムを用いて、登下校の安心・安全に努めた。

３）災害避難訓練

地震対策では、３月１１日に高校と合同で避難訓練を行った。

＊不審者対策は、警察署員を呼んでの訓練は行わず、ホームルーム担任による指導と

した。

（８）学校評価の実施について

授業やその他の教育活動についてアンケートをとることによって評価を実施した。



４．幼稚園（幼稚園型認定こども園）        

                         

１．教育の方針 

  本園は國學院大學栃木学園が設立した幼稚園型こども園であることを踏まえ國學院大學の建

学の精神は優れた日本文化を知り、人格を磨き、世界人類文化の発展に寄与できる人間を育て

ることです。この精神に基づき乳幼児期はしなやかな心と健康な体の発達が出来るよう環境を

充分考慮して整え、『明るく 素直で 元気よく 積極的に活動する子ども』 

『何事にも感謝の心を持つことのできる子ども』の育成に努めている。 

 

２．目標及び内容 

  この度、改訂された幼稚園教育要領及び保育指針に基づき、生涯にわたる乳幼児の人格形成 

の基礎を培う重要なものとして位置づけ、一人ひとりの心身の発達をとらえた適切な援助や環

境への配慮を心がけ、生きる力となる 自立心・忍耐力・創造性、自ら心を動かして行動する

(主体性)等を育むことを重視することに努力している。 

 

３．保育の資質向上をめざす 

○Ａ．保育者としての姿勢 

    乳幼児期は「模倣時代」とも言われ、感性が育つ時期でもある。保育者は子ども達の

『鏡』 

となり、共に生活していく中で、ひとり一人の発達を理解し、ほんの些細なことも見逃 

さず、子どもの心をとらえ共感し合い、子どもに寄り添って優しく対応を心がけている。 

○Ｂ．新教育要領や最近のコロナ禍等での子どもの実態を踏まえ、「幼児期までに育ってほしい 

姿」を考慮しつつ、令和４年度の教育課程、教育計画等の改善を図った。 

○Ｃ．保育者一人ひとりがカリュキュラムの理念をより意識しながら実践し、P(計画)D（実

行）C(評価)A(改善)の好循環を生み出すことで保育の資質を十分考慮し質の高い保育に

徐々に近づける努力を（各学年チームでの伝達等）し合い、研究保育を実施することがで

きた。 

４月に入り、研究保育の成果並びに学年での反省を話し合い、今年度に向けての改善点な

どを討議しているところである。    

 

４．子育て支援について子育て事業を下記のように実施する。 

⑴ 子育て相談事業  

 毎週水曜日 10：30～12：00（年間８回の実施） 

11回予定のところコロナ禍の関係で年 8回の実施であった。 

⑵ 未就園児親子教室事業 

  コロナの関係で年間８回の実施となる。（延べ人数８０名）音楽と体育の専門家による 

指導、親子での触れ合いを充分に体験し「親子」から「友達へ」の移行をねらいとして実 

施した。 
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⑶ 一時預かり事業 

１）満３歳以上の在園児(幼稚園型)（延べ約 ５６１名） 

保育時間前、保育時間後の一時預かり（延べ約 １１４名）  

  長期休暇期間中の一時預かり （延べ約 ９０名） 春 32 夏 40 冬 18 

２）地域の在園児以外の利用者（１・２歳児）対象（延べ約 ７名）  

３）延長保育（2・3号の短時間保育の在園児） 

保育時間前、保育時間後の延長保育を実施する （延べ約 ５名） 

５．安全管理について 

ア)保育と事故防止 

・安全な保育環境整備 

・園舎内外の安全な保育(安全点検・整備等)   

イ）コロナ対策 

行事や日常生活の中で、国、県、市の決まりに沿って実施している。 

ウ）衛生管理・感染症等の応急処置  

      インフルエンザ・ノロウイルス等、幼児のかかる感染症等を職員間で共通理解 

（時期的な感染する病気の見分け方や対処法等）に努めた。 

    エ）防災・安全管理に備えて 

     ・台風、風水害の対応   

     ・火災の予防と発生時の対応 

・地震発生時の対応 

      ・不審者への対応 

     オ）給食 

      ・給食の衛生管理 

      ・食中毒について ・食物アレルギーへの対応 

  上記に基づき策定されている「認定こども園國學院大學栃木二杉幼稚園危機管理の為の保育

マニュアル」を年度末に見直し、検討して全職員共通理解のもと園内研修等を実施し、乳幼

児の生命を守る為に安全・安心に重視した体制を整備して実施している。 

６．乳幼児の健康管理について 

 ・集団生活を始めるにあたって、健康状態を把握しておくことが必要である為、事前に家庭調

査票に詳しい生育等を記入し提出する。 

保育部は母子手帳のコピーの提出。また、保育部、幼稚園（年少児）、入園前の親子面接で再

度詳しく生育から現在までの様子を記録する。 

 ・在園中は、年間２回の園医による健康診断の実施（内科）・（歯科）。 

再検査が必要な折は、専門医に依頼する。 

 ・年 2回クラス担任が、聴力・視力検査を実施している。 
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6／11（金）台風・豪雨・水害を想定しての訓練 

（自主訓練の実施 台風、風水害の対応） 

10／29（金）災害避難総合訓練 

 通報訓練  避難誘導訓練 粉末消火器を使っての消火訓練 

（地震時と火災の予防と対応） 

2／４（金）災害避難自主訓練 

災害避難訓練（地震時と火災の予防と対応） 

毎月 2回実施し確認して、破損等

の場合は、即修理をしている 



７．保護者への対応について 

保護者との連携を密接にする為、園の運営・教育、保育方針、子どもの成長について、個人

別の二杉通信、個人面接(相談)、毎月の園だより等を通して、保護者とのコミュニケーション

を深め、信頼関係を築くことに重視している。 

８．学校評価について 

  認定こども園國學院大學栃木二杉幼稚園として目指す教育目標及び昨年定めた重点的に取り

組むことが必要な目標や計画を基にして、自己評価を実施した。また、歴代会長数名を選出

し、主な年間行事の父母からのアンケート及び自己評価、研究保育等を評価していただき、こ

れからの時代を担っていく子ども達の育成の為、ご意見（評価）を頂き、更に充実した質の高

い保育を目指しております。 
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※ 各学校の専任教職員の採用状況について 

 

   学校区分   職 名  退職（Ｒ２年度末）  採用（Ｒ３年度） 

   短期大学  教 員          ３  人         ３  人 

   高等学校   教 員          ７   人         ２  人 

   中 学 校   教 員          ２   人         １  人 

   幼 稚 園    教 員          ０   人         １  人 

   学  園   職 員          １  人         ４  人 

      計         １３   人       １１  人 

  

 

Ⅱ 施設設備等の事業の概要 

 

     設置する学校の教育活動の維持・充実向上をはかるために次の施設・設備等を整備した。 

 

     ○ 建  物 

            短大西２号館耐震改修追加工事、４０周年記念館トイレ洋式便座等  

                               ６件    ３６,７１８,０００円 
   

     ○ 構築物 

            学園駐車場舗装改修工事・硬式野球場表層舗装改修等 ４件   ４３,００８,９００円 
 

    ○ 修繕等関係 

            本館自動火災報知受信機更新工事他校舎等の施設・設備を良好な教育環境で使用するた     

めの経常的な保守管理並びに修繕等工事を実施した。 

                                                                       ４０,７９１,９４８円 

    ○ 教育研究用機器備品 

            短大情報処理室パソコン更新、中学・高校・短大教務ｼｽﾃﾑｽ導入等 

                            １１９点    ３９,１９５,９６２円 
 

     ○ 管理用機器備品 

            短大事務室複合機、短大・高校学生生徒寮厨房機器整備等 

                            １３点        ７,３５３,１４４円 
 

     ○ 図 書              

            ３,６６１冊                                 １５,４０２,１８９円 
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