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Ⅰ．法⼈の概要 
（１） 基本情報 

①法⼈の名称   学校法⼈四国学院 
 
②主たる事務所の住所、電話番号、FAX 番号、ホームページアドレス 
〒765-8505 ⾹川県善通寺市⽂京町 3-2-1 
TEL：0877-62-2111  FAX：0877-62-3969 
ホームページアドレス https://www.sg-u.ac.jp 

（２） 建学の精神 

【四国学院＆ユニバーシティー・モットー】 
Vos estis sal terrae. 

Evangelium secundum Matthaeum Ⅴ,13 
（⽇本語訳） 汝らは 地の塩である 

マタイによる福⾳書 5 章 13 節 
 

【四国学院建学憲章】 
四国学院は、1949 年に⽶国南⻑⽼教会宣教師と⽇本⼈キリスト者によって、福⾳主義キリス

ト教信仰に⽴つ⾼等教育機関として設⽴された。わたしたちは、その歴史的背景をいしずえと
して、ここに、ミッション（使命）とそのミッションを中核において推進する基本理念を定め
る。 
 
《わたしたちのミッション》 

四国学院は、キリスト教信仰による⼈格の尊厳と⾃由を基盤として、⼈が⽣涯にわたって必
要とする、豊かな⼈間性の醸成に寄与する教育を⾏う。 
《わたしたちの基本理念》 
・神と⼈とに奉仕する。 
・「⼈間観」の批判的検証をともないながら、正義と平和、⼈間の⾃由と尊厳を追求する。 
・他者との協同精神のもと、豊かな知性と思考の⾃由、研究の創造性と独⽴性を強く推奨す

る。 
・⾝近な地域社会を、広い視野でとらえ、深く理解する⼈間を尊重する。 
・異なった⽂化、異なった者を受容する感性を涵養する。 
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・感傷や同情に留まることなく、福祉を求めて社会的現実を真摯に理解し、課題に取り組む⼈
間を尊ぶ。 

・他者への真の福祉を⽬指し、虚偽に陥らない感性と資質を養成する。 
・精神と同じく、⼈間存在の⾝体性が肝要であると考える。 
・思考すると同時に、実践する⼈間を求める。 

 

（３）沿⾰ 

四国学院は、プロテスタント（＝福⾳主義）に属する⽶国南部⻑⽼教会（当時）の宣教師、J. A. 
マカルピン、W. A.マキルエン、L. W. モーア（３M）と、⽇本⼈キリスト者によって、福⾳主義信
仰にたつ⾼等教育機関（当初は男⼦リベラル・アーツ・カレッジを考えていた）として、「四国基
督教学園」という名称で１９４９年１０⽉２０⽇に設⽴されました。 
 
開学前 ⼤蔵省財務局ならびに善通寺町当局と話し合い、元騎兵隊跡（現在の敷地）を譲り受ける
ことができた。 
１９４９年 １０⽉ 財団法⼈四国基督教学園の設置が認可された。 

１９５０年 ４⽉ Ｌ．Ｗ．モーアを初代学⻑とする、４年制の男⼦のためのリベラル･アー
ツ･カレッジ四国基督教学園が開学。 

１９５９年 １⽉ 学校法⼈四国学院の設置が認可された。 
１９５９年 ４⽉ 四国学院短期⼤学（基督教科、英語科）開学  

前東⼤総⻑⽮内原忠雄博⼠による開学記念講演会「信仰と教育」を開催。 
１９６１年 １１⽉ 四国学院⼤学カレッジ･ソング発表。 作曲・得永敦⼦⽒。 
１９６２年 ３⽉ 聖恵館の献堂式を挙⾏。 
１９６２年 ４⽉ 四国学院⼤学開学、⽂学部（英⽂学科、基督教学科）設置 
１９６６年 ３⽉ 仰光館（第３号館）完成。鉄筋３階全館冷暖房付の校舎は四国はもとよ

り、全国でもほとんど例がないものだった。 
１９６６年  ４⽉ ⽂学部に中四国初の社会福祉学科を増設。堀経夫第５代学⻑に就任。 
１９６７年 ４⽉ 基督教学科を改組し、⼈⽂学科を設置。 
１９７２年 ４⽉ ⽂学研究科社会福祉学専攻修⼠課程を設置。 
１９７３年 ４⽉ 教育学科を増設。 
１９７７年 １２⽉ 第１回メサイア演奏会開催。 
１９７７年 １２⽉ ⽶国フォート･スミスの教会からハンドベルが寄贈された。 
１９８２年 ４⽉ 社会学科を増設。 
１９８５年 １０⽉ 清泉礼拝堂落成。 
１９８６年 １１⽉ パイプオルガンが礼拝堂に完成。 
１９９１年 １２⽉ 韓国韓南⼤学校セレステ合唱団、本学メサイア演奏会に初めて参加。以後

両⼤学メサイア演奏会の交流がはじまる。四国学院建学憲章を制定。 
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１９９２年 ４⽉ これまでの単科⼤学を⽂学部（英⽂学科、⼈⽂学科、教育学科）および社
会学部（社会福祉学科、応⽤社会学科）の⼆学部に改組し、総合⼤学への
歩みを始める。 

２０００年 ４⽉ ⼤学院社会学研究科社会学専攻修⼠課程を設置。 
２００１年 ４⽉ ⼤学院⽂学研究科⽐較⾔語⽂化専攻修⼠課程を設置。 
２００３年 ４⽉ 社会学部にカルチュラル・マネジメント学科を設置。 

⽂学部英⽂学科を⾔語⽂化学科に名称変更。 
２００３年 ９⽉ 四国学院キリスト教教育研究所を共同利⽤機関から⼤学・短期⼤学の宗教

教育研究機関に改組。 
２００４年 ４⽉ 社会学部社会福祉学科を社会福祉学部社会福祉学科に改組。 
２００５年 ４⽉ 社会福祉学部に⼦ども福祉学科を設置。 
２０１０年 ４⽉ １９メジャー+１マイナー制度導⼊にともない、⽂学部⼈⽂学科、社会福祉

学部社会福祉学科、社会学部カルチュラル・マネジメント学科の１学部１
学科制に改組。 

 

（４）設置する学校・学部・学科等 

[⼤学]  
⽂ 学 部      ⼈ ⽂ 学 科 
社会学部  ｶﾙﾁｭﾗﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 
社会福祉学部  社会福祉学科 
 
[⼤学院] 
社会学研究科  修⼠課程 社会学専攻 
⽂学研究科  修⼠課程 ⽐較⾔語⽂化専攻 
社会福祉学研究科 修⼠課程 社会福祉学専攻 
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（５）学校・学部・学科等の学⽣数の状況 

２０２０年５⽉１⽇現在 

四国学院⼤学 

学部 学科 ⼊学定員 収容定員 １年 ２年 ３年 ４年 学⽣数

⽂学部 ⼈ ⽂ 80 420 79 89 65 89 322 

社会福祉学部 社会福祉 80 420 72 75 83 98 328 

社会学部 カルチュラル・マネジメント 130 520 105 163 144 143 555 

 合   計 290 1,360 256 327 292 330 1,205

 
⼤学院 

研究科 専攻 ⼊学定員 収容定員 1 年 2 年 学⽣数 
⽂ 学 ⽐ 較 ⾔ 語 ⽂ 化 6 12 0 1 1
社 会 学 社 会 学 5 10 0 0 0
社 会 福 祉 学 社 会 福 祉 学 10 20 1 3 4
 合 計 21 42 1 4 5

うち、社会⼈学⽣数は 12 名。 

（６）収容定員充⾜率 

四国学院⼤学 

 

 

  

2020 年度 2019 年度 2018 年度 2017 年度 2016 年度 

88.6% 83.9% 76.1% 74.2% 73.3% 



8 

（７）役員の概要 

  2020.5.1 現在
定員：役員 9 名以上 11 名以内 

⽒名 就任年⽉⽇ 常勤／⾮常勤 主な現職等 

⼭下 慶親 2006.3.23 ⾮常勤 
⽇本基督教団隠退教師、 
学校法⼈四国学院（理事⻑） 

末吉 ⾼明 2002.11.27 常勤 四国学院⼤学 学⻑ 
杉本 孝作 2006.12.7 常勤 学校法⼈四国学院教員（教授） 
ムアンギ ゴードン 2011.11.18 常勤 学校法⼈四国学院教員（教授･理事）
平井 俊広 2014.4.1 常勤 学校法⼈四国学院職員（理事） 

Ｗ．Ｌ．モーア 2001.11.30 ⾮常勤 
ＰＣＵＳＡ宣教師 学校法⼈四国学
院（理事） 

菅 照昌 2001.11.30 常勤 学校法⼈四国学院（常務理事） 
橋本 ⼀仁 2002.11.27 常勤 学校法⼈四国学院教員（教授） 

漆原 光徳 2019.7.6 常勤 
学校法⼈四国学院教員（教授・副学
⻑） 

服部 健⼆ 2014.4.1 ⾮常勤 
⽴命館⼤学名誉教授、学校法⼈⽴命
館名誉役員 

  
定員：監事 2 名  

⽒名 就任年⽉⽇ 常勤／⾮常勤 現職 
横⼭ 義郎 2015.5.27 ⾮常勤 元清和学園校⻑ 
松⽥ 信⼀ 2018.7.13 ⾮常勤 株式会社カタギリ 

 

（８）評議員の概要 

  2020.5.1 現在
定員：25 名以上 32 名以内 

⽒名 就任年⽉⽇ 主な現職等 
末吉 ⾼明 2003.7.1 四国学院⼤学 学⻑、学校法⼈四国学院（理事） 
漆原 光徳 2005.11.18 学校法⼈四国学院教員（教授・副学⻑） 
⼤塚 正樹 2005.11.18 学校法⼈四国学院職員（事務統括部⻑） 
⾦ 永⼦ 2014.11.18 学校法⼈四国学院教員（教授・社会福祉学部⻑） 
島 達夫 1999.11.18 学校法⼈四国学院教員（教授） 
杉本 孝作 2005.11.18 学校法⼈四国学院教員（教授・理事） 
永吉 浩樹 2016.4.1 学校法⼈四国学院職員（事務統括次⻑） 



9 

速⽔ 清隆 2016.4.1 学校法⼈四国学院教員（教授） 
平井 俊広 2005.11.18 学校法⼈四国学院職員（理事） 
ムアンギ  ゴードン 2011.11.18 学校法⼈四国学院教員（教授･理事） 
⼭⽥ 祐⼀郎 2011.11.18 学校法⼈四国学院職員（⼊試課⻑） 
重政 正明 2014.11.18 医療法⼈福⼭こころの病院 
⾼橋 恵 2014.11.18 株式会社ラインズオカヤマ取締役 
⾶⽥ 由⾹ 2017.11.18 四電エンジニアリング株式会社 

藤井 実 2018.10.19 
ハローワーク沖縄、精神障害者雇⽤トータルサポータ
ー（精神保健福祉⼠） 

三好 ⼀弘 2002.11.18 四国学院⽗⺟の会事務局⻑ 
⼭本 宏 2008.11.18 ⼭本⾞輌有限会社社⻑ 
Ａ.モーア 2014.11.18 ＰＣＵＳＡ宣教師 
Ｗ．Ｌ．モーア 1993.11.16 ＰＣＵＳＡ宣教師 学校法⼈四国学院（理事） 
安宅 広樹 2014.11.18 元四国学院⽗⺟の会会⻑ 
⿊⽯ 紘⼀ 2002.11.18 元四国学院⽗⺟の会会⻑ 
⿑藤 和⼦ 2008.11.18 元四国学院⽗⺟の会会⻑ 
⻘⽊ 豊 2008.11.18 ⽇本キリスト教会近畿中会 ⾼知旭教会（牧師） 
⼤塚 忍 2014.11.18 ⽇本基督教団東中国教区 岡⼭教会（牧師） 
中⽥ 稔 2014.4.1 ⽇本キリスト改⾰派教会 四国中会巡回教師 

⿊⽥ 若雄 2011.11.18 
⽇本基督教団四国教区 ⾼知教会（牧師）、学校法⼈
清和学園理事⻑ 

菅 照昌 1999.11.18 学校法⼈四国学院（常務理事） 
中村 和幸 2005.11.18 ⼤学⽣協事業連合 
細川 正義 2002.11.18 関⻄学院⼤学名誉教授 
⼭下 壮起 2017.11.18 ⽇本基督教団 阿倍野教会（牧師） 
⼭下 慶親 2002.11.18 ⽇本基督教団隠退教師、学校法⼈四国学院（理事⻑）
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（９）教職員の概要 

２０２０年５⽉１⽇現在 
《 教員役職 》 

学⻑ 末吉 ⾼明 
副学⻑(教学担当) 元井 ⼀郎 
副学⻑(総務担当) 漆原 光徳 
宗教委員⻑ ⼭⼝ 孔丹⼦ 
⽂学部⻑ ⾚井 勝哉 
社会福祉学部⻑ ⾦ 永⼦ 
社会学部⻑ 橋本 ⼀仁 
⽂学研究科⻑ ⼤⽊ 祐治 
社会福祉学研究科⻑ 島影 俊英 
社会学研究科⻑ ⽵本 達也 

 

《 教員数 》 

所 属          格 付 教授 准教授 助教 計（⼈） 

⽂学部⼈⽂学科 
16

(5)
2 0 18

(10)

社会福祉学部社会福祉学科 
10

(7)
2 3 15

(14)

社会学部カルチュラル・マネジメント学科 
11

(7)
3 3 17

(14)

総合教育研究センター 
5 5 1 11

計（⼈） 
42

(28)
12 7 61

(56)
（ ）数字は、設置基準上必要な教員数 
 
《 年齢別教員数 》 

20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 
1 7 8 19 22 4 
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《 専任教員数と⾮常勤教員数の⽐率  2020 年 5 ⽉ 1 ⽇現在 》 
教員数⽐率   専任教員（31.6％） ／ ⾮常勤教員（68.3％） 
担当時間⽐率  専任教員（69.4％） ／ ⾮常勤教員（30.5％） 
 
《 専任教員１⼈当たり学⽣数 》 
19.75 ⼈ 
 
《 専任職員数 》 
38 名 

《 卒業⽣数 》2021 年 3 ⽉ 31 ⽇現在 

⽂学部 ⼈⽂学科 74 名 
社会福祉学部 社会福祉学科 81 名 
社会学部 カルチュラル・マネジメント学科 118 名 

卒業⽣総数 23,019 名 
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（１０）組織図 

 

 

 

  

学校法⼈
四国学院 四国学院⼤学

宗教センター

（教育研究関係）

⼤学院

⽂学研究科 ⽐較⾔語⽂化専攻

社会学研究科 社会学専攻

社会福祉学研究科 社会福祉学専攻

⽂学部 ⼈⽂学科

社会福祉学部 社会福祉学科

社会学部 カルチュラル・マネジメント学科

総合教育研究センター

ＳＧＵ国際オフィス

リエゾン・センター
図書館

チェスナット（全学事務）・オフィス

学⽣コモンズ⽀援課
⼊試課
管理業務課
総務課
経理課
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Ⅱ．２０２０年度事業の概要 

（１）主な教育・研究の概要 

【ディプロマ・ポリシー（学位授与に関する⽅針）】 

 四国学院は、キリスト教信仰による⼈格の尊厳と⾃由を基盤として、⼈が⽣涯にわたって必要と
する、豊かな⼈間性の醸成に寄与する教育を⾏うことを使命として、以下の資質を修得したものに
学位を授与する。 

 

＜全学部全学科共通ポリシー＞ 

１）現代社会に必要とされる広い視野から学問の基礎を固めて⽣涯にわたって学ぶ資質 

２）⾃他両者を批判的に分析して創造的な思考と実践を⾃律的に⾏う資質 

３）希望を抱ける社会と⼈間を築くことを⽬的として、⼈間関係を形成できる資質 

 

＜各学部学科ポリシー＞ 

⽂学部 ⼈⽂学科 

A.⼈間と世界を深い感受性のもとに理解でき、⾃⽴的考察と創造的表現をできる資質 

B.⼈間性の尊重と同時にその諸限界を理解できる資質 

C.個別学問領域を越えて横断的に⼈間が抱える現代社会の主要課題を考察できる資質 

 

社会福祉学部 社会福祉学科 

A.現代社会を社会福祉の視点から分析し課題を発⾒できる資質 

B.⼈間の「苦しみと悲しみ」に出会うことができる豊かな感性を錬磨できる資質 

C.社会福祉のために勇気をもって課題解決を模索し真摯に取り組むことができる資質 

 

社会学部 カルチュラル・マネジメント学科 

A.⼈間が造りだした⽂化を深く理解して、その充実発展に取り組むことができる資質 

B.⽂化をエンタテイメント、そしてスポーツを保健・体育・競技と捉える狭隘な図式を越えて、そ
れらを広く、⼈間の豊かな⽂化活動として把握することができる資質 
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C.⽂化を通して、⾃他ともに互いに包摂しあう空間あるいは社会の創造に寄与できる資質 

 

【カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成⽅針）】 

 本学は、建学理念にもとづくディプロマ・ポリシーを実現するため、以下の⽅針にそってカリキ
ュラムを編成する。 

 Ⅰ 教養教育 

本学カリキュラムの根幹を構成する全学⽣を対象とする「教養教育」編成⽅針を、以下に定める。 

建学理念であるキリスト教への理解を深めるための「キリスト教概論」、国際化時代に求められる
異⽂化理解と外国語運⽤能⼒を⾝につけるための「外国語科⽬（第 1 群）」、市⺠としての良識の
基礎である「⽇本国憲法」を必修科⽬とする。 

さらに、初年次教育の⽬標を、ジェネリック・スキルの強化育成とし、初年次セミナー＆キャンパ
ス・コミュニティ・スタディーズ、初年次基礎演習、メディア・リテラシー、⾔語表現演習といっ
た少⼈数クラスによる演習科⽬群を配置し、これらを必修科⽬とする。 

また、⾼年次カリキュラムとして「キャリアディベロップメント演習」を３年次必修科⽬とし、学
びに対する意欲の継続をめざす。 

次に、⾃由選択科⽬として、２年次以降のメジャー専⾨科⽬の履修に備えるとともに、「有為な⼈
材」に必要な幅広い教養とスキルを修得するために科学研究⼊⾨科⽬を設置する。 

 

Ⅱ ⽂学部⼈⽂学科 

⼈⽂学科は、思想、⽂化、社会、ことば、教育の各領域にわたる諸問題の考究を通し、広い視野
と、深い洞察⼒をもった⼈物を社会に送り出すことを⽬的とする。このため、カリキュラムは、１
年次では、読み、書き、表現することを初めとしたジェネリック・スキルの習得に重点をおき、２
年次以降は、⽂学、哲学、歴史学・地理学、英語、平和学、学校教育の 6 つのメジャー（主専攻領
域）の中から⼀つ以上を選択し、それぞれについて集中的に学習するように構成されている。それ
ぞれのメジャーには学びの進化をめざして基礎科⽬、専攻科⽬が配置され、その集⼤成として 4 年
次の卒業研究を必修とする。また、多様な⽂化に対応し共存できる能⼒を養うために、他のメジャ
ーの科⽬を含めた幅広い選択科⽬の履修ができるようにする。加えて、⼩学校及び幼稚園教諭（⼀
種免許状）の養成課程も設ける。 

 

Ⅲ 社会福祉学部社会福祉学科 

社会福祉は、⼈びとの⽣活と密着した学問である。机上の論としての理念や理論に終始することが
ないよう、地域社会やそこで暮らす⼈びとの実情と深い結びつきを有し、かつ研究と教育を有機的
に統合させた社会福祉教育を展開する。 

具体的には、社会福祉学、⼼理学・カウンセリング、地域社会と福祉実践、こころとからだの福
祉、⼦ども福祉、という５つのメジャー（主専攻領域）、およびスクールソーシャルワークという
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マイナー（副専攻領域）を⽤意する。さらに、社会福祉⼠、精神保健福祉⼠、保育⼠、スクール
（学校）ソーシャルワーカー、社会福祉主事およびその他任⽤資格養成のためのキャリア拡充コー
スを提供し、地域福祉、⼦ども福祉、⾼齢者福祉、障害者福祉、医療福祉、国際福祉等の各領域で
のソーシャルワーカーとして、福祉現場や福祉⾏政現場に貢献できる⼈材育成にそったカリキュラ
ム編成とする。 

 

Ⅳ 社会学部カルチュラル・マネジメント学科 

社会学部カルチュラル・マネジメント学科の教育⽬的は、次世代の経済社会における重要な視点の
⼀つとして、広義の⽂化を基盤とするマネジメント（カルチュラル・マネジメント）の知識や技術
の提供と、実践研究を⾏うことにある。カリキュラムの基本体系は、（1 年次）…「初年次教育」
としてジェネリック・スキルに焦点を合わせた幅広い基礎教養の提供、（2、3 年次）…既存の社会
学部５コースを、メジャー（主専攻領域）として発展的に拡充した社会学、メディア＆サブカルチ
ャー研究、観光学、⾝体表現と舞台芸術マネジメント、国際⽂化マネジメント、情報加⼯学、ベー
スボール科学、健康・スポーツ科学の 8 分野におけるカルチュラル・マネジメントの実践的体験
と、これをサポートする専⾨知識や技術の提供、（4 年次）…カルチュラル・マネジメントの総合
的スキルを活かした、実践的課題探求の実施。このように教養教育科⽬をベースに、２年次以降の
専攻領域での順次性を持ったカリキュラムを通じて、学⽣が問題解決能⼒を修得し、それぞれの社
会の現場で成果を挙げていくことをめざすとともに、カルチュラル・マネジメントという新しい概
念の研究成果を地域社会に還元し、地域活性化に貢献することを⽬的とする。 

 

Ⅴ 全学部学科共通専攻科⽬ 

上記の各学部学科の教育⽬標を、より実践的なものとして深めるために、全学部学科共通専攻科⽬
として、外国語科⽬（第 2 群）、情報関係科⽬、キャリア養成科⽬を、またキャリア拡充コースと
して中・⾼・特⽀教諭（⼀種免許状）、学校図書館司書教諭、⽇本語教員、博物館学芸員、公認⼼
理師の養成課程を設ける。 

中・⾼・特⽀教諭養成課程の⽬的は、学⽣が教師となるために必要な知識や態度など教育に関する
基礎的素養を⾝につけるように指導するとともに、⼈間的にも成⻑することを促すことにある。 

また、外国語科⽬（第 2 群）では各⾔語の運⽤能⼒を、情報関係科⽬では情報処理についての個別
な運⽤能⼒を、キャリア養成科⽬では、社会との緊密な関係形成能⼒を、それぞれよりハイレベル
なものへと⾼めることを⽬的として編成する。 

さらに、学校図書館司書教諭、⽇本語教員、博物館学芸員、公認⼼理師の養成課程では、各メジャ
ーで習得した知識⼒を、現代社会の要求に応じる形で、実践⼒として強化することを⽬的として編
成する。 

 

【アドミッション・ポリシー（⼊学者受⼊れ⽅針）】 

本学の建学理念にもとづき、以下のアドミッション・ポリシー（⼊学者受⼊れ⽅針）をそれぞれ定
める。 



16 

Ⅰ 全学部共通ポリシー 

本学は、世界の多様性を理解し、他の⼈々とともに⽣きることを求め、そして実践する⼒を⾝につ
けたいと志す学⽣を求める。世界のモノと⼈、森羅万象を単純化して整理することを避け、それら
の違いと真理を探究することが重要である。また、歴史や⽂化が異なる他の⼈々を理解する感性を
研ぎ澄まし、⾃らの尊厳と他の⼈への尊厳を同時に共に学ばなければならない。さらに、その共に
⽣きることへの勉学は、実践への準備が整ってこそ意味がある。特に、キャンパスをはじめとして
地域社会での⽣活と未知の広⼤な社会、両⽅の空間をカバーする柔軟な視野を修得することが要請
される。建学の精神であるキリスト教の根幹は、このように、世界の多様性を学び、他の⼈々との
共存のすべを⾝につけ、実践することにある。 

なお、多様性および共存と実践を重視する観点から、本学に⼊学する以前に、可能ならば、学校あ
るいは地域社会において、何らかのボランティア活動または課外活動の経験をしていることが望ま
しい。 

 以上の全学部共通の⼊学者受け⼊れ理念にもとづき、⼊学者選抜においては、知識、学的スキル
のみならず、思考の深みと豊かさ、判断⼒、表現能⼒、そして、主体性に裏づけられた協働指向性
と異者の受容性を基準とする。具体的には、記述試験に加えて、⼊学者それぞれの個性や⻑所、潜
在能⼒等を多⾓的に評価するためのグループワークやインタビュー等の評価⽅法も活⽤する。 

 

Ⅱ 各学部学科ポリシー 

本学の各学部が受け⼊れを⾏う者に要請し、期待する⼈間像あるいは事項は、以下である。 

＜⽂学部⼈⽂学科＞ 

⽂学、哲学、歴史学・地理学、英語、平和学、学校教育といった領域に対し、幅広い知識を⾝につ
けることを通して真理を探究する強い関⼼を持ち、その探究を通して現代を⽣き抜く知恵と⼒を⾝
につけることに深い熱意を持つ者。また、さまざまな知識のもとで、⾔葉を通してコミュニケーシ
ョンと⽂化に関して深く学ぼうとする意志と資質を持つ者。学校教育においては、教育という営み
とその理念について科学的および芸術的アプローチを通して追求することに関⼼と熱意を持ち、そ
の実践として、⼩学校、幼稚園の教員になろうとする強い意志を有する者。 

 ⼊学者選抜においては、上述の領域に関係する知識、学的スキルのみならず、思考の深みと豊か
さ、判断⼒、表現能⼒、そして、主体性に裏づけられた協働指向性と異者の受容性を基準とする。
具体的には、記述試験に加えて、⼊学者それぞれの個性や⻑所、潜在能⼒等を多⾓的に評価するた
めのグループワークやインタビュー等の評価⽅法も活⽤する。 

  

＜社会福祉学部社会福祉学科＞ 

多様な価値観を持つ⼈々の⽣活を柔軟かつ真摯に受け⽌め、誰もが当たり前に暮らすことのできる
社会実現のために⽬的意識を持って社会福祉を学び、将来的には、地域福祉、⼦ども福祉、⾼齢者
福祉、障害者福祉、医療福祉、国際福祉等の各領域の実践現場や研究分野に積極的に貢献しようと
する者。 
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 ⼊学者選抜においては、上述の領域に関係する知識、学的スキルのみならず、思考の深みと豊か
さ、判断⼒、表現能⼒、そして、主体性に裏づけられた協働指向性と異者の受容性を基準とする。
具体的には、記述試験に加えて、⼊学者それぞれの個性や⻑所、潜在能⼒等を多⾓的に評価するた
めのグループワークやインタビュー等の評価⽅法も活⽤する。 

 

＜社会学部カルチュラル・マネジメント学科＞ 

多様で複雑な現代社会を様々な視点から理解することにつとめ、「社会学」「メディア＆サブカル
チャー研究」「観光学」「⾝体表現と舞台芸術マネジメント」「国際⽂化マネジメント」「情報加
⼯学」「ベースボール科学」「健康・スポーツ科学」のいずれかの専攻領域に強い関⼼を持ち、カ
ルチュラル・マネジメントの理論及び体験を通して得た成果を地域社会に還元し、地域活性化に貢
献しようとする者。 

 ⼊学者選抜においては、上述の領域に関係する知識、学的スキルのみならず、思考の深みと豊か
さ、判断⼒、表現能⼒、そして、主体性に裏づけられた協働指向性と異者の受容性を基準とする。
具体的には、記述試験に加えて、⼊学者それぞれの個性や⻑所、潜在能⼒等を多⾓的に評価するた
めのグループワークやインタビュー等の評価⽅法も活⽤する。 

 

 

（２）中⻑期的計画に基づいた 2020 年度事業報告 

Ⅰ リベラル・アーツ 5.0 

１．全学カリキュラム 

全学カリキュラムに関する中期計画（2020〜2024 年度）における初年度になった 2020 年度における基
本的な優先ターゲットおよびインデックスは以下の通りであった。 

年度 優先ターゲットにおけるインデックスの達成事項・内容 
2020 1.1 メジャー/マイナー履修モデルの策定 

   新カリキュラムの確定・運営体制の構築 
1.2 SUS カリキュラムの確定と運営体制の理解 
   SUS のマネジメント体制の構築 
1.3 ⼤学における学修に資する内容の構築と運⽤ 
   ⼤学⼊学前のリメディアルの内容検討と運⽤ 
1.5 ⾔語運⽤能⼒に関わるプログラムの検討 
   中等教育までのリメディアルの内容とプログラム検討 
1.9 新カリキュラムにおける科⽬統廃合の推進 
   メジャー/マイナー履修を実質化するカリキュラム構築 
   新カリキュラムを継続的に評価・改善するために、学修成果の可視化⽅法を

確定、運営体制の構築 
   履修指導の体制の検討と了解 
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上記表における達成事項・内容に関しては、以下の通りであった。 
1.1 に関しては、2020 年度における全学カリキュラムの改⾰（トライメスター制導⼊）に併せて、メジ
ャー/マイナー「履修モデル」を作成することができた。特に各メジャー/マイナーの履修の参照モデル
として全学⽣への提⽰を実⾏できた。しかしながら、「履修モデル」をどのような設計として運⽤して
いくかには、未だ課題があるといえる。特に、「履修モデル」のさらなる精査と再構築は少なくとも喫
緊の課題であると指摘できる。同時に、学⽣指導における「履修モデル」の意味についての徹底は今後
の運営体制の鍵的課題と⾔っても良いと考えている。今後の課題の重要な点としては、履修モデルをは
じめとしたメジャー/マイナーコディネーター間の連携であると考えられる。このための組織体としての
メジャーユニット会議と拡⼤ユニット会議の運営体制の構築が 2021 年度以降の課題であると指摘してお
きたい。 
1.2 SUS カリキュラムは、2021 年度のカリキュラム改⾰の中核的部分であったが、基本的に完成した
といえる。問題は SUS カリキュラムが四国学院⼤学のコア・カリキュラムとして今後構築できるか否か
が課題である。新⼊⽣を対象とした科⽬設計は完成しているが、2 年次、3 年次におけるプレ・キャリア
演習、キャリア演習の内容の最終的な確定が喫緊に実⾏されるべき点であるといえる。 

同時に、SUS カリキュラムにおいて想定されている科⽬群の開設を⼗全に⾏いながら、４年間のコ
ア・カリキュラムとして確⽴することとマネジメント体制の整備が重要な点である。その意味で SUS マ
ネジメント体制の基軸となる「SUS ユニット会議」および「SUS 拡⼤ユニット会議」の円滑な連携と運
営の構築が急がれると考えている。 
1.3 2020 年度中には、この領域に関しては、科⽬の到達⽬標と評価に関するシステムの導⼊を実施し
た。しかしながら、システムのフィードバック機能に関しては、今後の運⽤実績を組み込んだ修正が必
要であるといえる。この作業は、2021 年度の課題となると指摘しておきたい。 
1.5 ⾔語能⼒に関わるプログラムとしては、これまでも活⽤していた RST を基軸に展開することにし
ている。特に、定期的な RST の実施を通して⾔語活⽤に関する認識と関⼼を学⽣に対して恒常的に喚起
することを⽬指す。また、⾔語活⽤⼒を⾼めるためのエンハンスメント科⽬の設置を計画している。そ
の内容に関しては 1.2 の SUS ユニット会議を基軸に今後構築していくべきだと考えている。 
1.9 カリキュラム改⾰を通して、これまでの科⽬の約 30％の削減を実施できたが、未だ⼗分ではないと
判断する。2020 年度における改⾰では、科⽬間の整合性や専⾨性に基づく体系についての整除を⼗分に
貫徹することはできなかったことを反省している。科⽬名にとらわれず、近接内容の科⽬の統廃合は、
今後のカリキュラム運営における重要な視点である。免許あるいは資格に関わっての科⽬内容を今後精
査することで、科⽬数の整理は追求できると考えている。特に学修成果の可視化を図るためにも科⽬の
統廃合は、極めて重要な課題である。2020 年度の計画で不⼗分となった科⽬の整理ということは継続的
に追及すべき点である。 
 

２．メディア教育 

A  2020 年度のメディア教育について 
 2020 年度は、世界的なパンデミックを引き起こしたコロナウィルスの影響において、誰もがこれ
まで経験したことがない⽣活に、試⾏錯誤の連続の⽇々であった。リモートシステムやタブレット
端末、それに付随するディバイス機器まで、ありとあらゆるものがコネクトされデータ化されてい
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く社会で、メディア教育においてもリモート学習を受け⼊れざるを得ない状況下であった。 
 幸いにも⼤学がリモート学習（以下 LMS）へのシステム、インフラ整備が早急に構築されたこと
により、メディア教育においては、当初予想していた混乱は殆ど⽣じることなく、徐々にではあっ
たが教員も学⽣も LMS や Zoom などにも慣れ、対⾯（アナログ）教育とリモート（デジタル）教育
とのそれぞれの利点を活かしたハイブリッド型教育を実施できたと考える。 
 しかし、課題もあった。パソコンを使⽤する「メディア・リテラシーⅠ」の授業は、学⽣の密を
避けるため 1 クラスを 2 つに分け、隔週での対⾯授業にせざるを得なかった。パソコン教室という
空間でのパソコン使⽤という限界があるなかでの対応は、今後のメディア教育の課題として⼀⽯を
投じたと考える。 
 また、スマートフォン（以下スマホ）を⽇常に使⽤する学⽣にとっては、LMS の機能を充分活⽤
することができず、PC 操作に慣れていない学⽣は、教材提供の享受することができず、PC を利⽤
できる学⽣とのデジタルディバイドが⽣じていた可能性がある。さらに、教員も LMS の操作⽅法な
どの⼒量はまちまちであり、活⽤する教員とそうでない教員とがいる現状があるのではないだろう
か。 
 以下、リモート社会化しつつある 2021 年現在においてメディア教育はどうあるべきなのか、「2020
年度事業計画」を振り返り、事業報告とする。 
  
B ターゲットの設定について 
1） 情報テクノロジー⾰命の先端状況の理解と多⾓的分析 

「情報科学」としてのメディア・リテラシーの必要性について、情報テクノロジーの基礎的知識
と多⾓的分析及び批判的な視野の構築を⽬指した。この点については、「メディア・リテラシーⅡ」
の授業において「情報」のあり⽅、扱われ⽅などを吟味し、疑問を持ちながら批判的に情報を読み
解く必要性を、学⽣たちへ伝えてきた。 
 ただ、インターネット（以下ネット）の基礎知識、無料アプリのカラクリ、ビッグデータ解析の
基礎などについては課題が残る。その証拠に、アプリ操作性や利便性に慣れている学⽣にとって、
LMS の利⽤ 1 つとっても、インターネットコミュニケーションのシステムの基礎を理解していない
学⽣は、操作性を教えればそれには従うが、課題提出などの応⽤機能になるとすぐに尻込みしてし
まう学⽣もいた。 
 2021 年度は PC 必携化に伴うことで、多少なりとも授業内でも PC を持参し、使⽤していく学⽣
が出てくるだろう。これまでのようにパソコン教室だけでの指導に限らず、ユビキタスにアクセス
し活⽤していくこともメディア教育の課題である。 
 また、2021 年度からの新カリキュラムにおいては、メディア教育の基礎として「メディア・リテ
ラシーⅠ」を更に発展、応⽤教育として「メディア・リテラシーⅡ」を設定した。今後も引き続き、
授業内容の確認など、メディア教育関係教員の連携は必要不可⽋であると考え、定期的に話し合い
をしていく予定である。 
 
2） ⼈間と社会に、情報テクノロジーがもたらす諸課題の検討 

情報テクノロジーがもたらす諸課題の検討について、ネットを介した⼈と⼈との関係性の構築が、
コロナ禍によって、教育界にも否応なしに浸透しつつある。つまり、ネットありきの「教育」であ
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り、カメラ技術や⾳声認識技術などハードとして技術が先⾏するあまり、それに対する操作性や使
い⽅ばかりに⽐重が偏り、本来必要不可⽋であるそれらのメディアのリテラシー教育については、
残念ながら蔑ろにされている傾向があるのではないだろうか。とにかく、ニューメディアを駆使す
れば、⼤学教育においてもこのコロナ禍でも乗り切れると。 

教育界のみならず、我々はウィルスの脅威、恐怖に対する「ショックドクトリン」は痛烈であっ
た。しかし、これは⼦どもや若者たちに絶⼤なる影響を与えかねない序章にすぎないのではないか。
追い打ちをかけるように⼈との接触を避けることが社会的に奨励され、そこでリモートメディアの
利⽤も奨励されている現状がある。つまり、リモートメディアというニューメディアに対し、⻑所
ばかりが強調され、早急な社会的メディア浸透を⽬指すため、それらの短所は⼈々に気づかせない
ようリモート教育を推進しているとも考えられる。 

これまでもリモートワークについては、70 年代 80 年代のニューメディア時代に、その可能性を
⽰唆され議論され、技術的にも可能にはなってきたが、なかなか社会的実⾏には結びつかなかった
ことは、メディア史が物語っている。それをコロナ禍の 2020 年、たった 1 年という時間の流れで、
あっという間に社会に浸透させてしまった。 
 このような状況下で、2020 年度のメディア教育についてはどうであったか。 
 ネットが⽇常である学⽣たちであるが、プロトコルを基礎としたデータのやりとりやその仕組み
については皆無であるようだ。例えば⾃動⾞の運転ができる⼈が、エンジンと⾃動⾞の動⼒との関
係を知っているとは限らない。つまり、⽣まれた時からあるネットメディアを、疑問に思うことも
なく、より安易に、便利に使いこなすことばかり⽬がいく傾向があるのではないだろうか。 
 しかしそれらの仕組みについて、「無料」という名の下で我々個⼈情報の収集に基づくアーキテ
クチャの構築が横⾏していることなど、授業で取り上げるだけでも、学⽣たちの⽬の⾊が変わる現
状がある。多くの学⽣は「現状を知らなかった」と感想を述べる。その意味では、メディア教育と
して学⽣たちへ、現実社会においてもバーチャル空間の⼈間関係が現実化している現状や、⼈々の
データ化及び商品価値化について、伝えることはできていたとしても、その先にある社会学的疑問
ないし社会批判については、まだ希薄である。この点をどう教育へ展開していくのか、今後の課題
でもある。 
 
3） グローカル・コミュニティ 5.0 の市⺠に求められる情報テクノロジー修得 
 デジタルメディア社会における、アナログメディアの意味は何か。我々はデジタルという利便性
ばかり追求していていいのか。今⼀度グラスルーツの⽬線から、メディア教育、社会を考えていく
必要がある。 
 現実双⽅向コミュニケーションツールとしてのアクティブラーニングの活⽤については、LMS 構
築のため、対⾯教育とリモート教育の併⽤が可能になったと考えられる。しかし、様々な機能があ
り、使いこなすには時間がかかることも考えられる中で、今後は教員や学⽣への利⽤の研修なども
定期的に開催することも必要であるとも考える。 
 また学⽣だけでなく、市⺠メディア・リテラシー教育としての知の宝庫である本学図書館の利⽤
拡充については、2020 年度はコロナ禍のため利⽤が制限された。しかし、市⺠の利⽤が制限されて
いる中で、如何に図書館として情報発信していくのか。例えば、本学オリジナルの既存メディアで
ある『インタレスト』とのクロスメディアとしてタイアップするなど、新たなる広報の可能性が広
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がるのではないだろうか。 
コロナの終息を待つのか、⼤学として市⺠との連携を具体的にどう実⾏していくのか、今後の課

題である。その上で、市⺠に求められる情報テクノロジーの修得は必要不可⽋であると考える。 
 

３．プロフェッション教育 

「３．プロフェッション教育」に関連して設定されているゴール（⽬標）は、（1）プロフェッションを
通じて社会に貢献しようという動機の堅固さと深さの修得、（2）社会的システムにおけるプロフェッシ
ョンの位置づけと機能を精確に理解する資質の育成、（3）社会の問題および課題と⽬指すプロフェッシ
ョンの関係を理解して、それらの課題や問題解決に寄与する能⼒の錬磨、という 3 点である。 

このゴールに対するターゲットとして、「3-1 キリスト教と社会福祉教育の確⽴と実践」、「3-2 グロ
ーカル・コミュニティ 5.0 の教育の確⽴と実践」、「3-3 グローカル・コミュニティ 5.0 の⽂化の確⽴と
実践」の 3 点を設定しており、さらに加えて、各ターゲットに対して 2 点のインデックスを設定して、
細⽬を付記した構成としている 

2020 年度における上記のターゲット等については、以下の表のような構成と設定していた。 
 

年度 ターゲット（3‐1） ターゲット（3‐2） ターゲット（3‐3） 

2020 

インデックス（１） 
①の基礎的研究実施 
②の実施のための基礎研 
 究及び調査実施 
③プログラムの構築 
 
 
インデックス（２） 
①事務部局の再編に向け

た基礎調査及び調整 
②研修・情報共有のため

の基礎研究 
③新たな指導体制の内容

の検討 

インデックス（１） 
①の基礎的研究実施及び

現⾏カリキュラムでの
先⾏的実施 

②の基礎的な整理と⼀般
化プログラムの開発 

③プログラムの構築 
インデックス（２） 
①教職課程の制度設計 
②研修・情報共有のため

の基礎研究 
③現⾏指導体制の再編と

指導内容の検討 

インデックス（１） 
①の基礎的編成とマニュ

アル作成 
②現⾏オリエンテーショ

ン実態の調査と整理 
 
 
インデックス（２） 
①現状事務体制の確認と

再編の調整 
②カリキュラム、科⽬内

容の精査と共通化を図
る。 

 
 以下では、2020 年度において設定したターゲットとそのインデックスに関する実施結果を中⼼として
事業報告を⾏いたい。 
  
 2020 年度の事業報告を⾏うに際して強調しなければならない点は、新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の蔓延とそれに伴う実習活動の制限という事態とそれへの対応措置ということである。
具体的な対応措置等に関しては、後述するが、新型コロナウイルス感染症の拡⼤は、2020 年度に想定し
ていたこの事業に関して⼤きな障壁になったことは強調しておきたい。また、この事業（プロフェッシ
ョン教育）の中核である社会福祉⼠および精神保健福祉⼠カリキュラムの⼤幅な改正（2021 年度⼊学⽣
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から適⽤）とそのための整備も 2020 年度の事業に関わって⼤きな影響を与えたものであった。さらに加
えるなら、2016 年改正教育職員免許法に関わる追加的変更措置（幼稚園教諭免許対象）を 2020 年度に
⽂科省に申請・審査を受けたことも 2020 年度のこの領域の事業対象であった。これらのカリキュラム変
更や免許法に関わる申請などは年度当初から想定されていたことではあったが、先に述べた新型コロナ
感染症の拡⼤という想定外の状況の中で、想定以上に事業遂⾏に⼤きく影響したことは間違いなかっ
た。 
 さらに全学的なカリキュラム改編事業に付随して発⽣した資格に関わる変更届などの業務は、想定以
上に作業時間が必要であったことは、2020 年度の事業報告において明記しておきたい。以下では、そう
した状況における 2020 年度の事業実施報告を、ターゲットごとに詳述しておきたい。 
 
１．「3-1 キリスト教と社会福祉教育の確⽴と実践」に関するインデックス 
（１）現⾏カリキュラム再編・強化 

① ボランティア活動の参加を通した職業認識の涵養 
このインデックスに関する実施状況は、社会福祉⼠および精神保健福祉⼠に関するカリキュラム

の改正を第⼀義的に追及したため、この点の構築に関してはまだ⼿付かずの状況であり、これまで
の運⽤を踏まえての展開を⽬指すことにしている。 

また、当初想定していたボランティア活動は、コロナ禍のため全く⼗分な活動を展開できなかっ
たといえる。なお、授業内での利⽤者(当事者)と従事者(ソーシャルワーカー)の講義、については、
可能な範囲での実施を⾏ってきた。 
② 実習現場との連携強化 

実習現場（社会福祉諸施設）との連携に関しては、全くコロナ禍のため新規事業は企画実施でき
なかった。 
③ 資格等についての学⽣向けオリエンテーションの充実等 

学⽣向けのオリエンテーションに関しては、2021 年度実施の全学的なカリキュラム改編を踏まえ
ながら、2021 年度におけるコース履修説明会等の実施を⾏うことを基軸に調整作業を実施した。し
かしながら 1 年次から、資格にかかわるプロフェッショナルな内容や魅⼒を伝えられる授業あるい
は講演会等に関しては、これもコロナ禍のためこれまで以上の事業実施は不可となっていた。 

（２）実習指導体制・担当事務体制の強化 
① 事務体制の再編強化 

事務体制に関しては、コロナ禍という事態への対応が主要なものになったが、その過程で実習受
け⼊れ先からの受け⼊れ中⽌などについての連絡および対応に関しては、問題なく処置できたこと
は今後の体制強化の参考になると判断している。 

 
２．「3-2 グローカル・コミュニティ 5.0 の教育の確⽴と実践」関するインデックス 
（１）現⾏カリキュラム再編・強化 

① ボランティア活動の参加・現場体験活動の整備 
教職課程の学内的な再編等に基づき、これまでの科⽬に関する修正・変更の措置をとくこと、教

免法の改正に伴う追加申請（幼稚園教諭免許状関係）の処理を実施。この点を全学カリキュラムの
改訂に併せて 2020 年度は追求することができた。 

しかしながら、学校におけるボランティア活動などに関しては、募集等もコロナ禍で中⽌された
ため、2020 年度は全く学⽣への紹介や説明会実施を中⽌した。 
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② 実習現場（各学校・幼稚園）との連携 
 教育実習に関しては、コロナ禍のため実習受⼊れ校から、実習期間の短縮あるいは受け⼊れ中

⽌の通知があり、そのための代替措置を学内で実施する計画を設定した。同時に、各受け⼊れ予定
実習校・園から、実習とは異なる形態での学校ボランティアとして、1 週間の受け⼊れという申し
出を受けた。これまでの連携による成果であり、そうした学校ボランティアを利⽤した体験を中学
校、幼稚園で実施できた。この点を踏まえた連携を今後も⽬指していきたいと考えている。 
③ 教職課程等のオリエンテーションの拡充 

 オリエンテーションの拡充に関しては、それぞれの実習受⼊れの中断等への対応策において、
学⽣へのオリエンテーション実施は多⾓的に実施することができた。また、教職課程において義務
付けられている介護等体験（義務教育諸学校免許取得者対象）は、⽂科省から提⽰された 2020 年度
の代替措置を実施することにし、オリエンテーションを拡充して⼗全な対応を実⾏できたと考えて
いる。 

（２）実習指導体制・担当事務体制の強化 
 事務体制等の強化に関しては、既に述べたようにコロナ禍への対応が主要な業務となったため、直接
的な改編作業は⾏わなかった。ただ、コロナ禍対応を通して、指導体制と事務部局との連携強化は実⾏
できたと判断する。 
 
３．「3.3 グローカル・コミュニティ 5.0 の⽂化の確⽴と実践」に関するインデックス 
（１）現⾏カリキュラム再編・強化 

① 全学カリキュラムの改編に対応した新たなカリキュラム・マネジメントの構築は、ほとんど展
開できていない。 
② 各プログラムのオリエンテーションの整理・再編 

 オリエンテーションに関しては、全学カリキュラムの改編を踏まえて、2021 年度 4 ⽉から各コ
ースで積極的に実施することにした。 

（２）実習指導体制・担当事務体制の強化 
①  事務体制の再編強化・教員及び担当事務部局との横断的な情報共有・連携・研修 

カリキュラム改⾰を通した事務部局の関係強化についての⽅途は、2020 年度において確認するこ
とができた。今後は、これまで以上の情報の共有及び関連カリキュラムの統⼀的なマネジメントを
展開することを⽬指すことの確認はできた。 
② 全学的なカリキュラム運営との連動の推進 

 この点は、2020 年度内には⼗分に事業として実⾏できなかったといえる。ただ、次年度（2021
年度）以降の新たな教学運営体制を踏まえた修正と変更が必要であるとは考えている。 

 
 上記したように 2020 年度の事業報告としては、全般的に当初の計画設定から⾒れば、極めて不⼗分に
しか達成することができなかったと結論できる。しかしながらその中において、コロナ禍に伴う実習活
動（社会福関連の実習、教職に関わる教育実習）の受け⼊れの制限あるいは中⽌という措置への組織的
な対応において⼀定の成果を得ることができた点は改めて指摘しておきたい。 
 コロナ禍に起因する実習期間の短縮や受け⼊れ等の中⽌への代替措置は、担当者の尽⼒により学内で
対応することができた。しかし、当然この対応に関わる事務組織との連携、担当者間の調整等におい
て、想定以上に円滑に運営できたことは今後の体制・運⽤の改編等の指針になると整理できるように思
う。この点は、次年度以降の事業実施において改めて検討対象としていきたいと考えている。 
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４．キャリア・ディベロップメント教育 

ソサイエティ 5.0 においては、流動化が急激に加速する。そして、学⽣が⼈⽣の歩み（キャリア）に
いかなる基本姿勢オリエンテーションを保持するかが極めて重要な意味をもたざるをえない。グローカ
ル・コミュニティ 5.0<四国学院⼤学教育⽬標 SEGs2020~2029>では、キャリア・ディベロップメント教
育として次の事項を⽬標に設定した。 
 
1)ライフ・キャリアの展開においては、必須条件である多⾓的視座を持つ批判的思考の修得 
2)ワーク・キャリアにおいては、情報テクノロジーに適切に対応しつつ、過剰適応に拘泥することのな

い適応⼒の修得 
3)ワーク・ライフバランスを維持することを可能とする精神的かつ技術的資質の修得 
上記 3 つの⽬標に対する 2020 年度の報告を下表のように総括する。 
 

記号 
 
年 

1-1  
プレ・キャリア・ディベロップメント演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 
（映画鑑賞プログラム） 

1-2 
キャリア・ディベロップメント演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 
（サービス・ラーニング・プログラム） 

2020  
必要性を検討し、キャリア・ディベロップメント演習に
おける実施の可能性を探った。 

 
記号 

 
年 

2-1 
キャリア・ディベロップメント演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 
（情報教育プログラム） 

2-2 
キャリア・ディベロップメント演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 
（⾝体ワークショップ・プログラム） 

2020 

当初の予定では、IT 及び AI に関連した事例の選定と学
習プログラムの構築、授業担当者の選定する予定であっ
たが、カリキュラム改⾰と併せて、それに囚われず全体
的な視野を持って、RT プログラムでの実施を検討し
た。 

RT プログラムでの実施を検討した。 

 
記号 

 
 
 
年 

3-1 
プレ・キャリア・ディベロップメント演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲお
よびキャリア・ディベロップメント演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにお
ける⽂書課題 
2 年次 RST 実施、3 年次 RST 実施 

3-2 
キャリア・ディベロップメント演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 
（インターンシップ） 

2020 

1~2 年⽣に RST 実施した。 
⽂書課題の検討については、2021 年度からのカリキュラ
ム改⾰に併せて、初年次基礎演習 B および SE において
実施する。 
※1 年⽣は Pre-sgU ワークでの実施した。 
※2 年⽣は後期履修登録時に実施した。 

当初の予定では、新設の可否について、関係各署に確認
し、インターン・シップの期間、受け⼊れ先などの調整
と確認（就活サイト活⽤）した上、担当者を決定する予
定であったが、カリキュラム改⾰に伴い、就職スキル・
ブラシュアップ講座の中で検討した。 

 
記号 

 
年 

3-3 
プレ・キャリア・ディベロップメント演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 
（演劇、即興演劇、ディベート、ビブリオバトル） 

3-4 
キャリア・ディベロップメント演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 
（就職スキル・ブラッシュアップ講座） 

2020 
当初の予定では、ディベート、ビブリオバトルのプログ
ラム開発と授業担当者の選定し、演劇、即興演劇プログ

当初の予定では、社会⼈の「⼀般的マナー」としての教
授内容と講師の選定し、労働法規に関連する教授内容の
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ラムのインデックス検討する予定であったが、カリキュ
ラム改⾰と併せて、それに囚われず全体的な視野を持っ
て、RT プログラムでの実施の可能性を検討した。 

確⽴と授業担当者の選定とインデックスの検討する予定
であったが、全学カリキュラム運営部会における議論を
経て、それに囚われず全体的な視野を持って、就職スキ
ル・ブラッシュアップ講座の内容を検討し直した。 

 

５．演劇教育 

5.1 全学学⽣対象カリキュラム 
1. 初年次基礎演習：「初年次基礎演習ⅠＡ・ⅡＡ」において、クラスターごとに年１回の演劇ワーク

ショップを、また、「初年次基礎演習ⅠＢ・ⅡＢ」において、クラスターごとに１年で演劇ワーク
ショップ２回、⾝体表現ワークショップ２回、計４回を実施する予定であったが、前期はコロナ感
染対策の為ワークショップを⾒合わせ、コロナ感染対策が確率した後期より「初年次基礎演習ⅠＢ・
ⅡＢ」において通常の受講者数を半数にし、クラスターごとに演劇あるいは⾝体表現のワークショ
ップをどちらか１回実施した。 

2. キャリア・ディベロップメント演習：「キャリア・ディベロップメント演習Ⅰ・Ⅱ」において、⾃
由選択により、演劇ワークショップ、即興演劇ワークショップ、ヨガワークショップを前・後期に
各８回実施する計画であったが、コロナ感染対策の為、通年実施を⾒合わせた。 

 
5.2 ピアリーダー育成 

1. キャリアデザイン：「キャリアデザインⅡ」では新規ピアリーダー、「キャリアデザインⅢ・Ⅳ」
では継続のピアリーダーに対し、ロールプレイング、アイスブレイク実習などの演劇的⼿法を取り
⼊れたグループワークや演習を 4 回⾏実施した。最後に、ノトススタジオにて継続ピアリーダーが
新規ピアリーダーに対して「⾃分」をテーマに演劇をグループごとに披露した。 

2. 新⼊⽣オリエンテーション：新⼊⽣オリエンテーションにおいては、コロナ感染対策の為、アイス
ブレイクやプレゼンテーションは実施を⾒合わせた。 

3. 研修合宿：コロナ感染対策のため、宿泊は⾒合わせたが、⼤学内で 2 ⽇間〜3 ⽇間の連続した研修
を⾏い、その中で社会適応訓練や、アイスブレイクにおいての⼈間関係について考えることなどを
⾏った。 

 
5.3 プロフェッション教育 

1. キャリア拡充演劇ワークショップ：新型コロナウイルス感染防⽌のため、5 ⽉、6 ⽉、10 ⽉に予定
していたワークショップを中⽌し、11 ⽉、12 ⽉に計 4 回開催した。プロの演出家等を講師として
「⼦どもの個性を育てる」、「⾮⾔語コミュニケーションを考える」をテーマにワークショップを
実施し、教員、社会福祉⼠、精神保健福祉⼠の資格取得コース履修⽣計 35 名が参加した。 

 
5.4 舞台芸術ヒューマン・リソース育成 

1. ⾝体表現と舞台芸術マネジメントメジャー： ⾝体表現と舞台芸術マネジメントメジャー：継続的な
ダンスや演劇の⾝体訓練に加えて、プロの実演家やスタッフによる集中的なワークショップを 6 ⽉
以降定期的に実施した。また、アーティスト・イン・レジデンスによる演劇作品のクリエイション
を 9 ⽉、12 ⽉、1 ⽉と実施し、コロナ禍でありながら上演まで漕ぎつけた。これらの実践的な学び
を通して、より専⾨的な舞台芸術に関する知識と⾝体性、コミュニケーション能⼒や想像⼒を学⽣
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たちは⾝につけ、卒業後・将来的に舞台芸術の専⾨家、もしくは専⾨的知識を活かして活躍する⼈
材として成⻑した。 

 
 

Ⅱ キャンパス・コミュニティ 5.0 

１．ソーシャル・キャピタル構築 

1.1 ポストモダン・カフェ 
◎2020 年度ポストモダン・カフェ活動状況および現状報告 
・2020 年度の申請は 9 件・総参加学⽣数は 51 ⼈である 
・2020 年度ポストモダン・カフェは、以下のような構想の下、新たなカフェ（マグノリア・カフェ）と
して発⾜する予定であったが、コロナ禍にあって準備が整わず、旧制度の下で実施された。そのため、
参加⼈数と参加団体は例年の半分程度となっている。以下の案は 2020 年に提出されたが、その具体化の
ための諸規程はほぼ整備され、諸施設（マグノリア学寮）は完成している 
 
〇当初の予定の概要 
・参加者数：例年 110〜120 ⼈程度（各グループ平均 6 ⼈）→今後 200 ⼈程度（全学⽣数の 2 割程度）

をめざす 
・参加団体数：例年 15 グループ程度→→A＋B タイプ＝今後 20〜25 グループ程度をめざす 
・⾃主性：マグノリア・カフェ運営委員会の着実な運営と発展 

マグノリア・カフェ関連イベントの質の向上 
・各マグノリア・カフェ間の連携：マグノリア・カフェ運営委員会や各種イベント（「マグノリア・カ

フェ ストール」・「マグノリア・カフェ フォーラム」）を通しての連携強化 
・成果の公表：①年 1 回のマグノリア学寮 1 階スペースにおける成果の発表「マグノリア・カフェ フォ

ーラム」＋②学園祭におけるブース等の設置②「マグノリア・カフェ ストール」＋③「年間レポー
ト」（名称は未定）の作成 

◎多様なリスクが想定されるグローカル・コミュニティ 5.0 においては、⼈間関係資本(ソーシャル・キ
ャピタル)の形態とコンテンツが重要な基軸となる。来るべき⼈間関係資本の構築に向けて、次の事項を
⽬標に設定する。 
1)社会システムによる⽣活世界の植⺠地化に対抗しつつ、対⾯コミュニケーション対⾯コミュニケーシ

ョン・相互⾏為によって構成される⽣活世界の豊饒さを再認識・実感すること 
2)内集団を越えた公共性 5.0 の構築 
3)私たち異者相互の寛容度の拡張 
 
1.２ 学寮 
2021 年度からスタートするマグノリア学寮の準備作業として、以下のことを⾏った。 
a.【寮内の教育的秩序の形成（寮⽣間）】 

・組織化 
［役職］ 
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 学寮アドバイザーと管理⼈は決定済みであり、学寮アドバイザーは、今後の増員を検討している。
また、RA は各階 1 名（男性 2 名・⼥性 2 名）を決定した。 
 ・寮⽣活のルールづくり 
 2020 年度中に、まずは⼤学側で⼤枠のルールを策定した。 

2021 年年度半ば以降、学寮運営委員会にて適宜検討し、必要に応じて修正を⾏う。 
・イベント（主に交流スペース）への参加・運営 
 2021 年度 4 ⽉に⾏うオープニングイベントを計画した。 
・寮⽣の選考・新⼊寮⽣の受け⼊れ 
 2020 年度初期に適切な選考⽅法を考案し、2020 年度後半に選考を実施した。2020 年度より、オープ
ンキャンパスなどの機会に、新寮の説明会を開催した。 
  

２．祝祭時空イノベーション 

2.1 ⼤学祭 
『「秘密」じゃないで「避密」やで』をテーマにした⼤学祭を開催（来場者数：599 名）した。コロ

ナ禍の影響をうけ、規模を縮⼩し、感染対策⼗分に取り、新たな企画運営⽅法を採⽤した⼤学祭となっ
た。感染対策として、1）来場者を本学関係者に制限し事前予約制の実施、2）受付での検温、⼿指消毒
の徹底、来場者名簿への記帳 3）屋台出店団体の制限などを実施、４）⼤学祭参加者が密にならない企
画、屋台出店会場の選定、５）屋内での出店、展⽰会場の常時換気の実施。企画では、1）メインステー
ジ企画のライブストリーミング、2）ゲストのリモート出演、3）動画視聴型企画、4）ビデオチャットサ
ービス(ZOOM)を使⽤した企画 などを採⽤した。 

フェスタ・プラクティカム、⼤学祭アドバイザリーコミティーと連動させながら、学⽣の育成を⾏っ
た。 
 
2.2 クリスマス・プロジェクト 

2020 年度は、中⻑期計画内の 2.2 クリスマス・プロジェクトの４．で記載しているように、今後の本
学クリスマス・プロジェクトの在り⽅を再検討して、新しい出発とする⽬的であったが、コロナ感染症
の発⽣・拡⼤の継続により、当初の⽬的は果たせず、多くのプログラムが中⽌に追い込まれ、前年より
は⼤幅にスケ−ルダウンしての実施となった。当初は全プログラム中⽌も視野に⼊れていたが、このよ
うな時期だからこそ、できるものは継続することに⼤きな意義があるとの判断から、コロナ対策を万全
にして、いくつかのプログラムを実施することができた。 
 このような予期せぬコロナ禍と対峙しなければならなかったために、2020 年度に本来再検討すべき本
プロジェクトの⽬的の再定義、運営組織の再編などは⼗分には実施できなかった。2020 年度に検討でき
なかった事項については、2021 年度のクリスマス・プロジェクトの実施も含めて継続して検討していく
こととする。 
 
2.3 演劇公演 
コロナ禍ということがあり、前半 8 ⽉まで数々の公演は中⽌・延期を余儀なくされた。しかしながら 9
⽉以降は県内の感染者数も落ち着いていたことから、感染症対策を⼗分⾏いながら、稽古・上演を開始
した。以下が上演された演⽬である。 
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9 ⽉ マームとジプシー『てんとてんを、むすぶせん。からなる、⽴体。そのなかに、つまっている、
いくつもの。ことなった、世界。および、ひかりについて。』（作・演出 藤⽥貴⼤） 
10 ⽉ SARPvol.18『星の祭に吹く⾵』（作・演出：⼩池⽵⾒） 
10 ⽉ サラダボール公演『サド侯爵夫⼈』（作：三島由紀夫 演出：⻄村和宏） 
12 ⽉ ノトスクール公演『ドラゴンスイッチ』（演出：⻄村和宏 阪本⿇郁 カミイケタクヤ） 
12 ⽉ SARPvol.19『S ⾼原から』（作：平⽥オリザ 演出：⼭内健司） 
1 ⽉ 四国学院⼤学+⻘年団『カガクするココロ』（作・演出：平⽥オリザ） 
2 ⽉ ⻘年団第 84 回公演『眠れない夜なんてない』（作・演出：平⽥オリザ） 
2 ⽉ 卒業公演『あいまいな死よ来たれ』（原作：シェイクスピア 脚⾊・演出：江島慶俊） 
3 ⽉ サラダボール公演『三⼈姉妹 monologue』（脚本・演出＝⻄村和宏 原作＝チェーホフ） 
 
いずれも感染症対策のため、客席を５０パーセントにして上演、消毒・検温、観客への呼びかけも徹底
し、幸いにも感染者は出なかった。アフタートーク等は感染症対策のため実施できなかった。学⽣たち
は全ての公演に出演・スタッフ、当⽇運営、仕込み・バラし⼿伝いなどで積極的に参画し、実践的な経
験・知識を獲得することができた。 
 

３．リーダーシップ育成 

１．キャンパス・リーダーシップ 
・ピアリーダー 
［学⽣間の⼈間関係の構築；新⼊⽣のサポート；キャンパス・コミュニティの活性化；学⽣の組織運営

⼒の向上］ 
ここ 2〜3 年のピアリーダーの⼈数の減少傾向に対して⻭⽌めをかけることを⽬標に掲げていたとこ

ろ、2020 年度のピアリーダー認定者数は昨年度とほぼ同数を確保することができた。コロナ禍による
新⼊⽣オリエンテーションの縮⼩、ピアフェスの中⽌など、1 年⽣がピアリーダーの活躍にふれる機会
が少なかったことを考えれば、まずまずの成果と⾔える。新規募集の前に、通常の説明会とは別に、新
しい試みとして現役ピアリーダーによる相談会を実施したことも効果を上げたと考えられる。 

ピアリーダーの年間活動の中で、ピアフェス、クリスマス・プロジェクトのキャンドルサービスと
祝会の運営補助は、コロナ禍のため、中⽌となった。また、合宿はすべて学内での⽇帰り研修に切り替
えた。そのような制限があったにしては、学⽣の主体性を取り⼊れつつ研修内容を⼯夫することなどに
よって、ピアリーダー間の関係構築はかなり進んだと考えている。 

・リーダーシップ会議 
［学⽣の組織運営⼒の向上；キャンパス・コミュニティの活性化］ 

コロナ禍のため、活動を⼤きく制限された。2 回のステューデント総会はいずれもリモート開催と
なり、リーダーシップ会議もリモート開催となることが多かった。サークル活動報告会は、⽂書提出を
もってそれに代えた。 

 このような状況であるため評価が難しい⾯があるが、例年と⽐べても、リーダーシップ会議の業務遂
⾏に⼤きな問題はなく、安定的な運営ができたと考えている。 
・CHC サポート委員会 
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コロナ禍のため、活動を⼤きく制限された。新⼊⽣歓迎会、新⼊⽣オリエンテーション内およびオ
ープンキャンパス内での CHC 企画は、いずれも中⽌となった。 

 そうした中、2021 年度の新⼊⽣オリエンテーション⽤に作成した CHC の障害学⽣サポートの紹介動
画は出⾊の出来栄えであった。 
・国際オフィスアシスタント 
 ［学内の国際性・異⽂化理解の促進、留学⽣へのサポート］ 
 新型コロナの影響により留学⽣が来⽇しなかったため、今年度は国際オフィスアシスタントを任命し
なかった。 
・フェスタ・プラクティカム 
 ［キャンパス・コミュニティの活性化；学⽣間の⼈間関係の構築；学⽣の組織運営⼒の向上］ 
 新型コロナの影響により 4〜5 ⽉の授業は遠隔となった上、⼤学祭⾃体も規模の縮⼩を余儀なくされた
が、様々な対策と⼯夫をして⼤学祭を実施することができた。新型コロナの状況が刻々と変化し開催で
きるかどうかという⼤きな不安がある中で、その状況を受け⽌めつつ的確なコロナ対策を構想・実⾏
し、⼤学祭をやり切った学⽣たちのがんばりを⾼く評価したい。 
・演劇教育 
 ゴール「5.演劇教育」の項を参照 
 
２．Pre-ソサイエティ 5.0 
・地域の中での（地域と連携した）演劇活動・教育 
 コロナ禍のため、活動を⼤きく制限された。 

丸⻲市⽂化芸術推進サポーターとの連携事業による商店街でのインプロのショーイング・保育園での
⼦ども向けのパフォーマンスを実施した。 
・地域と連携したその他のイベント 
 コロナ禍のため、活動を⼤きく制限された。 

精神疾患を抱える⼈たちが利⽤する事業所・少年院・⼩児がんを患っている⼦どもたち・⾼校⽣への
ワークショップを実施した。 
・現代倫理の諸課題 
 コロナ禍のため⼀部遠隔で⾏わざるを得なかったが、全体としては授業をほぼ例年通り⾏うことがで
きた。レクチャーの時間を短縮してパネルディスカッションの時間を設けたことにより、論点の広がり
や明確化といった効果が表れた。 
 授業終了後、2020 年度のふりかえりと新年度に向けての改⾰を議論した。その結果、新カリキュラム
への移⾏に合わせて、担当教員を⼀新し、授業の形態も⼀つのテーマについてレクチャー・パネルディ
スカッション・グループワークの 3 回シリーズに変更して新年度をスタートしている。 
 

４．スポーツ⽂化創造 

①地⽅公共団体のスポーツ担当課との関係性は、これまで通り保てている。しかし、新型コロナウイル
ス感染拡⼤の影響もあり、今年度の公的な体育・スポーツ系会議や、講座・講演等が中⽌や延期となっ
たため、本学教員の関係性は、今年は減少を余儀なくされた。 
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②スポーツ系科⽬担当教員（⾮常勤講師含む）へは、2021 年度からの新カリキュラム導⼊へ向け、本学
のスポーツ⽂化創造を⽬的とした授業内容、また時間割上の変更など、きめ細かな説明を⾏い、理解と
協⼒を求めた。 
③2021 年度開設へ向けた「体育・スポーツ」科⽬では、「体育・スポーツⅠ」が新年度から全学⽣必修
となるため、授業内容及び種⽬の再検討を⾏った。 
④⾼⼤接続、地域連携プログラムについては、今年度は新型コロナウイルス感染拡⼤の影響を受け、そ
の多くが中⽌や延期となった。しかしながら、例年⾏っている野球の⾼校⽣合同練習会や、系属校であ
る⾹川⻄⾼校や、地元丸⻲城⻄⾼校の野球部員達の体組成計測と模擬授業、またスーパー讃岐っ⼦の本
学での講座については、感染防⽌対策を徹底した上で実施した。またサッカー部においては、三豊市/善
通寺市での⼩学⽣対象サッカー教室や⼤会の実施、献⾎活動、清掃活動の実施、また三豊市天然芝グラ
ンドで親⼦外遊びの指導を⾏った。なお、関係機関や関係者との⾯談機会が今年度は激減したため、
種々プログラムの再検討には⾄らなかった。 
⑤UNIVAS の⽰す成績基準については、運動部の顧問への情報提供を⾏い、今後の本学の基準作成のた
めの端緒に就いた。 
⑥「スポーツ⽂化の知の拠点」の基礎プラン作成については、新型コロナの影響で、関係者ミーティン
グ等を思うように持つことができず、開始することはできなかった。 
⑦硬式野球部、サッカー部、陸上競技部の指定三団体は、それぞれコロナ禍の影響を受けながらも、指
導者の管理下において練習や対外試合を適宜⾏うことができた。 
⑧硬式野球部においては、春のリーグ戦が中⽌、秋のリーグ戦は通例とは違った試合形式で⾏い、結果
リーグ２位だった。全国⼤会は、いずれも中⽌となった。⽔上由伸が、ドラフト会議で⻄武ライオンズ
から育成指名を受け、３⼈⽬のプロ野球選⼿が誕⽣した。 
⑨サッカー部は、全国サッカー選⼿権「＃atarimaeni CUP サッカーができる当たり前に、ありがと
う！」に出場し、１回戦を勝利し２回戦は延⻑戦の末に PK 戦で敗れたものの、ベスト 16 という快挙を
成し遂げた。また⾹川県内のサッカーの普及にも努めており、⽇本サッカー協会公認指導者養成事業、
地域の⼦どもたちにスポーツの素晴らしさを伝える活動、また、献⾎や清掃活動などの地域貢献活動な
ども実施した。 
⑩陸上競技部は、県下の⼤会は勿論のこと、中四国の陸上競技⼤会でも⼊賞者が複数出るなど、多くの
優れた選⼿が活躍しており、成⻑著しい団体となっている。全国レベルでの、今後の学⽣達の活躍が期
待される。 
 

５．ダイバーシティ展開 

 「ダイバーシティ展開」のSEGsオーガナイザーとして、初年度の会議では、ダイバーシティ促進セ
ンター（Center for Cultural Diversity、以下：CCD）の設⽴と活動について検討した。CCDを通し
て、宗教センター、国際オフィス、CHCの横断的かつ包括的な活動の展開を⽬指す予定である。ま
た、2021年3⽉に開設したマグノリア学寮との連携を図り、キャンパス・ダイバーシティの活性に向け
ての情報交換の実施を考えている。 
 初年度は、新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌のため、３つの組織・オフイスの交流の機会を持つこ
とができなかった。しかし、会議で話し合った計画を継続し、CCDの設⽴に向けて準備を進めてい
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く。2020年度における①宗教センター、②国際オフィス、そして③CHCの事業報告については以下の
とおりである。 
 
① 宗教センター 
・ 新型コロナウイルス感染拡⼤により、チャペルアワーの回数低減。オンライン特別講演会（講

師：奥⽥知志先⽣）という形で秋季キリスト教強調週間を実施した。 
・ 2021 年度から、チャペルアワーは毎週⽔曜⽇の昼休みに⾏う。「キリスト教強調週間」を「ク

リスチャン・ウィーク」へ名称変更した。また、年１度春学期開催が決定した。 
② 国際オフィス 
・ 「ダイバ−シティ展開」の中の「異⽂化／国際交流」関係項⽬では、コロナ感染症拡⼤の影響

を受けて、プログラムの⼤半を中⽌せざるを得なかった。具体的には、交換留学⽣交流、学⽣
短期海外研修、教職員海外研修、国際交流事業 on campus プログラムほか、これまで本学で⾏
ってきた異⽂化／国際交流事業は、ほとんど実施できなかった。そのような中で、韓国からの
編⼊⽣の卒業までの⽣活・学習⽀援、また台湾中華⼤学への交換留学⽣ 1 名の派遣ができたこ
とは特筆すべきものとなった。 

・ 予想もできなかったコロナ感染症の発症・拡⼤の中にあって、2020 年度実施予定であった、CCD
の設置検討、国際センタ−の新設などについても検討に⼊ることができなかった。2021 年度も
コロナ禍の継続が予想される中ではあるが、これらの課題について漸進的な取り組みを実施した
い。 

③ CHC 
・ 教職員による CHC 委員会を定期的に開催し、コロナ禍での活動について検討した。 
・ 2020 年度の⾏事は、コロナ禍の影響を受けて延期や中⽌せざるを得ない厳しい状況であった

が、状況に応じて臨機応変に実施した。 
・ 学⽣を対象とした活動は、3 密を避けるためにオンラインを中⼼に実施した。また、学外者も

対象としたマイノリティ・ウィークと⼈権週間は、学内者を対象として併せて実施した。 
 

６．キャンパス環境デザイン 

近年、地質学において、「⼈新世」概念が注⽬されるようになった。ホモ・サピエンスが、地質や地
球環境に⼈為的に重⼤な影響を与え出した起点から現在に⾄る地質時代を指す⾔葉である。「⼈新世」
概念を引⽤せずとも、21 世紀においてグローバル規模で取り組むベき重要課題の⼀つは、⾔うまでもな
く、気候変動である。グローカル・コミュニティ 5.0 を教育理念とするなら、脱炭素化キャンパスを含
むキャンパス環境デザインを期さなければならない。キャンパス環境デザインの⽬標として、次の１〜
４の事項を、そして、それぞれにターゲットを制定する。 
１ 脱炭素化キャンパスの実現 

1）カーボンリサイクル（燃料） 
・太陽光発電 
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2021 年３⽉竣⼯マグノリア学寮・第⼀学⽣会館増築⼯事に設置を完了した。太陽光設備は四国内⼤
学の設置規模としては最⼤級の出⼒ 59KW（マグノリア学寮屋上）及び 21KW（第⼀共⽣館屋根
上）を設置した。 

     
マグノリア学寮太陽光パネル（59KW）        第⼀共⽣館太陽光パネル（21K W） 

今回設置の年間環境貢献度は、CO2 削減量 約 32,000kg (削減量は太陽光発電協会の業界ルールで算
出しています) 
2）カーボンリサイクル（包装材、容器） 
・ゴミのリサイクル（分別の徹底） 

ゴミのリサイクル・ゴミの軽減を⽬標値に掲げ、ゴミの分別を徹底することによって、リサイクル
及びリユースを実施する。2020 年度は年間のゴミ分量を 3.3 トン削減した。 

・会議等でのペーパーレス化（ipad など） 
2020 年度はコロナ禍の中において、学外者や業者との会議がリモート会議も増え、会議資料もデー
タとして画⾯で共有ならびに参照で事⾜りたことは、実質的にペーパーレスにつながった。 

３）エコカー 
・公⽤⾞の導⼊計画（EV ⾞・ハイブリッド⾞など） 

2020 年度において下記の通り更新計画を⽴案した。2021 年度より順次実施。 
2021 年度 バス 3 台について、新規リースあるいは中古⾞購⼊計画の⽴案。 
2022 年度 6 号⾞をエコカーへ更新 
2023 年度 2 号⾞をエコカーへ更新 
2026 年度 1 号⾞をハイブリッド⾞以上のエコカーへ更新 
2027 年度 7 号⾞をエコカーへ更新 
2029 年度 3 号⾞を⼩型⾞エコカーへ更新 

 ４）空調・照明等電気設備機器による省エネ 
・照明器具・外灯等の LED 化 

2020 年度は第⼀共⽣館増築改修⼯事にて照明器具は LED 取替、第１体育室、第６体育室の照明器
具の L E D 化し、取替前は 46Kw の電⼒出⼒だったが、取替後は 13.2KW となり、デマンド出⼒抑
制と消費電⼒の軽減化ができた。マグノリア学寮は新築⼯事にて照明器具、外灯はすべて LED 化し
た。 
 リノベーション 5.0 の今後の計画の中で、順次計画を⽴て検討する。2021 年度は計画素案を作成
する。 

・⼈感センサー（照明センサー付き⾃動調光照明） 
リノベーション 5.0 の今後の計画の中で設備として検討する。2021 年度は計画素案を作成する。 

・タイマー運転・集中制御 
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マグノリア学寮は１階管理室にて空調、照明設備は集中管理とした、デマンド制御 2020 年度デマ
ンド制御は夏季冷房運転、冬季暖房運転についてはコロナ禍で換気の窓開けをしながらも何とか管
理でき電⼒使⽤料⾦、電⼒使⽤量ともに節減できた。節減率は前年⽐ 91.2 パーセントであった。
2020 年度デマンド実測最⼤数値は 509.6K W（前年度⽐ 85 パーセント） 
リノベーション 5.0 の今後の計画の中で、順次計画を⽴て検討する。2021 年度は計画素案を作成す
る。 

・教室・研究室等のエアコン適正温度・OFF ならびに照明 OFF 等の節電励⾏・啓発 
計画を 2020 年度に⽴案し、2021 年度より計画を順次実施 

・教室・研究室等のエアコン適正温度・OFF ならびに照明 OFF 等の節電励⾏・啓発 
空調設備については，2020 年度教室において 4 号館・5 号館の空調設備を更新し、かつ集中管理が
⾏えることから、ONOFF のみならず適正温度も含めて、実施。2021 年度以降は、6・7・8 号館に
関しても今後のエアコン更新等のタイミングに合わせて、集中管理等による省エネを実施してい
く。 

・省エネ設備機器への更新と定期的なメンテナンスの計画 
2020 年度に 4・5 号館の空調設備の更新を⾏い、随時教室等に関してはエアコンフィルターの清掃
等も順次⾏った。 

・エナジーハーベスティング導⼊検討 
2020 年度はリノベーション 5.0 の今後の計画の中で検討した結果、エネルギーハーベスティング
は、多種多様な技術をさまざまな利⽤シーンに合わせて提供していかなくてはならないもので、1
社でさまざまな製品ラインアップを⽤意しているハーベスターメーカーもなく、コストや発電量・
蓄電量など課題も多いとのことであり、今後の再⽣可能エネルギーや⾃然エネルギーなどの効率化
等の発展状況を⾒ながら、コスト的に⾒合うものと判断できれば企画提案準備をしていく。 

5）エネルギー管理 
・エネルギーの使⽤量把握 

電気・ガス・ガソリン等のエネルギーの使⽤量把握ができるよう、2020 年度より現状の使⽤量を把
握し、データベース化を検討した。 

・施設利⽤時間等の徹底 
キャンパス全体での節電等のため、施設利⽤時間や駐⾞場閉⾨時間などの現状を調査した。基本的
な施設利⽤は 21 時までの使⽤となっており、演劇関係（ダンススタジオ、ノトススタジオなど）に
ついては、24 時を超えていることも数回あった。現状キャンパス内の照明も 23 時には消している
ことから、演劇関係であっても学⽣が利⽤する場合においては 22 時半までの使⽤とし、駐⾞場の閉
⾨・消灯も 23 時にするなど 2021 年度よりトライメスターもスタートすることから、授業期と休業
期のメリハリをつけることも視野に⼊れ、2021 年度は順次優先順位を決めて企画提案を実施する。 

6）緑化事業 
・古紙等のリサイクル 

2020 年度中に現状を調査し、把握した。2020 年度当初に⼤型シュレッダーを導⼊し、廃棄や焼却
など⼿間や費⽤を削減できた。 

・グリーンカーテン等 
リノベーション 5.0 の今後の計画の中で、各建物の改修・新築等の完了後、順次実施計画を⽴て実
施できる建物から実施。2020 年度は図書館前ビオトープを整備し陸の⽣物多様性環境保全に取り組
んだ、図書館ヨコの池を春先、秋⼝に、藻類や⽔草、コケなど定期的に取り除き、剪定も⾏い、当
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初に⽐べ綺麗になり、メダカの数も各段に増えた。引き続きビオトープとなるよう、管理清掃を⾏
う。 
2020 年度はグリーンカーテンの⼀環としてキャンパス芝⽣の保持及び植栽関係の維持管理を実施し
た。 

  
図書館前のビオトープ       キャンパス芝⽣緑化管理 

リノベーション 5.0 の今後の計画の中で、各建物の改修・新築等の完了後、順次実施計画を⽴て実
施できる建物から実施。 

7）⽔関係 
・井⼾⽔および節⽔器具等活⽤、 

2021 年 4 ⽉竣⼯のマグノリア学寮やアトリウムコイノスでの活⽤を 2020 年度において検討し、ト
イレの流し・散⽔などに井⽔を取り⼊れた。 

8）ごみ、エコロジー商品 
・ゴミの軽減 

現状を 2020 年度において調査した。2021 年度に軽減のための計画を⽴案、2022 年度よりその計画
を順次実施する。 

・クールビズ・ウォームビズへの啓発 2020 年度は本部棟 1 階に啓発チラシ等の掲⽰等を実施し啓発し
た。 

・その他エコロジー商品 
コピー⽤紙、封筒、⽂具等、教職員・学⽣が⼤学で経常的に使⽤する事務⽤品等について、2020 年
度中に現状を調査した。 

 
２ エコロジー啓発 
  エコロジー啓発および教育は、2021 年度から新しくなるカリキュラムを確認し、⽴案準備を⾏う。 
３ 環境システムに根づいたキャンパス構築とリノベーション 

1）施設の有効利⽤ 
・校舎の現状と今後の計画 

  研究室の集約（研究室棟）と今後のカリキュラムや授業内容、学⽣数や授業形態等を鑑みての講義
室のあり⽅、研究事務室の有効活⽤、またキャンパス内のゾーニングなどを特に 2・3・4・5・6・7
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号館、ホワイトハウスにおいて 2021 年度に検討し、6・7・8 号館は建物改修等により維持、2・4・
5 号館については取り壊し「新築建物」に集約する⽅向で検討、3 号館については取り壊す⽅向で検
討し、2021 年度中に⼤きな⽅向性を固めていく。 

・新寮建設後の紫苑寮・向⼭寮の有効活⽤ 
 2020 年度はマグノリア学寮が竣⼯、アトリウムコイノスも竣⼯したことから、向⼭寮はゲストハウ

スとして、紫苑寮はコロナ感染者隔離場所としてしばらくは活かしながらも、今後は調理室の有効
活⽤や多⼈数でのセミナー、部活動利⽤などの項⽬を検討した。 

・図書館環境の充実 
 利⽤者等へのヒアリング調査等を通じて、各フロアやコーナーのゾーニングを明確化し、より利⽤

者が快適で充実した環境になるよう、改修されたカフェテリアコイノスやアトリウムコイノスとの
つながりや動線も含めた案を 2021 年度に⽴案する。 

2）耐震⼯事 
・耐震現状と今後の計画 

残す建物を明確化し、2021 年度までに基本計画案と基本スケジュールを作成する。 
 

４ インクルーシブ&ユニバーサル・デザイン 5.0 
1）⾼齢者、ジェンダー等の対応 
・現状と今後の対応計画 
 現状調査を⾏い、2020 年度はマグノリア学寮に⼊寮する障害学⽣の対応を CHC と連携し、調査し

た内容を建物設備にバリアフリー対応として反映した。コロナ禍の対応として各建物の⽔道のカラ
ンをレバー式のカランに取替した。リノベーション 5.0 の今後の計画の中で、トイレのユニバーサ
ル・デザイン化を主眼に、具体的に洋式トイレ等への変更、洗⾯所の⾒直し（⾃動⽔栓化等）、性
別に関係なく使⽤できる多⽬的トイレ等の設置などを計画⽴案し、順次実施する。 

２）福祉のまちづくり条例に基づいた障害等の対応 2020 年度はマグノリア学寮、アトリウムコイノス
において福祉のまちづくり条例に対応したバリアフリー施設の認定を受けた。 
（マグノリア学寮に⾝体障害者対応の浴室、オストメイト対応設備等設置、第⼀共⽣館⼊り⼝⾃動ド
ア設置等） 
 

  
マグノリア障害者⽤浴室        マグノリア障害者⽤キッチン 
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マグノリア障害者⽤トイレ（⾞椅⼦対応、オストメイト対応設備設置） 

  
コイノスのバリアフリー対応 

・現状と今後の対応計画 
 2020 年度に障害等をもつ学⽣・教職員へのヒアリングを⾏い、2021 年度に対応具体案等を取りま

とめ、リノベーション 5.0 の今後の計画の中で、順次対応計画を実施する。 
 
 

Ⅲ サステイナブル・アドミニストレーション 

１．広報 5.0 

⽇本語の PR(public relations →PR)には、経済活動として利益獲得を⽬的とする宣伝⾏為を意味する
ことが多い。しかし、広報は、狭義の「宣伝あるいは販売促進」と峻別しなければならない。広報は、
ある組織が対外的に関係構築を⽬的としてコミュニケーションする⾏為を指す⾔葉である。その活動
は、組織内部での正確で円滑な情報交換活動を前提としながら、外部と誠実なコミュニケーションを図
ることである。ソサイエティ 5.0 への急激な流動化に際して、私たちは、広報戦略の⽬標として次の事
項を設定する。 
1)市場原理を駆動軸とせず、社会の再⽣産=教育営為に携わる⼤学教育機関として、【知のグローカル・

コミュニティ 5.0】を実現する使命を原動⼒とする広報 
2)ソサイエティ 5.0 に向かう社会に適正で斬新的な広報戦略と戦術 
3)社会のニーズに応えることのみならず、【知のグローカル・コミュニティ 5.0】が創り出す、来るベき

ソサイエティ 5.0 のニーズ開発とチャレンジの広報 
   
1.1 キャンパス・コミュニケーション 
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●学内情報収集体制整備・再構築 
   ・学内の教育研究活動や学⽣活動、学内⾏事等の情報を⼀元化する情報収集体制を整備し、再構築を

図る。そのために情報収集のための広報窓⼝を設け効果的な情報収集に努める。 
学内コミュニケーションの現状について、学内情報を集約する広報関係者と情報を持つ教職員の連

携が不⼗分であることを確認した。このことを踏まえ、学内の情報収集体制を整備するために、総務
課内に広報担当者を 2 名配置し再構築を図り、発信の可否についてはチェスナットにて都度判断をす
ることとした。2020 年度はコロナ禍で各種活動の実施が減少していたが、学内にアンテナを張り情報
収集に努めるとともに、学⽣活動については、学⽣コモンズ⽀援課に⽉に数回情報提供を求め広報活
動に⽣かした。結果、学⽣活動についてのホームページ等で周知するコンテンツを昨年度よりも充実
させることができた。 

1.2 レガシー＆アーカイブ 
●レガシー&アーカイブ情報蓄積 

・創⽴ 70 周年で作成した「学院 70 周年の歩み」の年表を随時更新する。 
・本学の歴史を語る資料を随時、整理・精査する。これらの作業については、図書館でのアウトソー
シングも含めて今後検討していく。 
・学内外に本学の歴史を知ってもらう機会を提供するために、資料の展⽰場所を 2025 年度までに学内
で検討する。 

2020 年度は「学院 70 周年の歩み」の年表の更新を⾏ったのみで、資料の現状把握が⼗分ではなか
った。2021 年度も引き続き、年表更新およびアーカイブ資料の現状把握を優先課題とする。 

●記念事業の検討 
・本学の歴史を蓄積し、2029 年度節⽬の 80 周年記念事業を⾒据えて今後準備を進めていく。 

1.3 学外コミュニケーション 
●リエゾン・センターの機能強化 
 ⾃治体＆地域連携強化 
 ・地域に根差した⼤学として、本学と包括連携協定を結んでいる⾃治体や企業等から要望を収集・整

理し、お互い win-win の関係性を保ちながら地域の課題解決に努める。 
三豊市からの要望を踏まえ課題解決の拠点として、三豊市緑ヶ丘総合運動公園指定管理者のプロポ

ーザルに申請した。結果、引き続き 2021 年度から 5 年間本学が指定管理者として選定された。 
また、丸⻲市の課題に向き合う社会包摂型劇場を創り、運営していくためのアートマネジメント⼈

材育成プログラムに演劇関係の教員が関わりプロジェクトを進めた。2021 年度は、保育所、⼩学校、
福祉施設への演劇とダンスのワークショップ、丸⻲市内の保育所・幼稚園で幼児向けのオリジナル演
劇を創作するなど様々な活動を実施した。 
・2020 年度より企業奨学⾦の可能性を模索・調査する。 

全国的には⻑期雇⽤促進や会社への帰属意識向上を⽬的に「奨学⾦返済⽀援制度」を設けている。
内容としては返済額の全額負担あるいは⼀部補助、返済資⾦を無利息で貸し付等、各企業の規模に応
じて様々である。しかしながら本学学⽣就職企業先における現時点での調査では、実施企業が判明し
ていない。 

2021 年度も引き続き調査を継続しながら可能性を模索する。 
かがわコミュニティ・デザイン（KCD）推進事業の強化 
・⾹川県下の⼈と⼈とのつながりを深める、豊かな地域コミュニティのデザインを⽬的とした KCD 推
進事業の現状の取り組みについて検証する。 
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検証の結果、⼩中学⽣への対象を視野に⼊れるなど、⾼校⽣以下のターゲットにも視野を広げたプ
ログラムを計画したが、コロナ禍により、可能な限り下記取組みを実施した。 

6 ⽉本学サッカー部が地域の⼦供たち約 130 名に『ふれあいジュニアサッカー教室』を開催した。 
8 ⽉藤⽥孝典⽒を講師として、2020 年度第 1 回レクチャーシリーズ『コロナウイルスで明らかにな

った⽇本の貧困と⽣活困窮問題』を開催し、約 80 名の参加があった。 
 ８⽉演劇部に所属する県内の⾼校⽣を対象に「舞台技術講習会」を開催し 35 名の参加があった。 

12 ⽉本学ノトススタジオにてノトスクール公演 園児向け体験型演劇『ドラゴンスイッチ』を実施
し、88 名の参加があった。 

12 ⽉イングリッシュ・キャンプを開催した。⾼松⻄⾼校より 15 名の⽣徒が参加し、本学の外国⼈
教員 4 名が対応した。 
⼤学コンソーシアム⾹川の事業推進 
・⾹川県内⼤学等（⼤学、短期⼤学、⾼等専⾨学校）が相互に連携する⼤学コンソーシアム⾹川につ
いて、効果的・効率的な広報活動により、⼤学等の取組に対する県⺠の理解を深め、県内⼤学等への
進学率を増やし、若者の県内定着に繋げる。⾃県⼤学進学者の割合、県内⼤学卒業⽣の県内就職率の
⽬標値を、⼤学コンソーシアム⾹川に合わせて設定する。 

⼤学コンソーシアム事業として、コロナ禍の中、県内３校で県内⼤学等合同進学説明会が⾏われ、
計 131 名の⾼校⽣が参加した。また新たに県内 3 校にパンフレットスタンドが設置され、本学パンフ
レットを配架した。新規事業としては 9 ⽉に⾼校らの要望を受け、課題解決能⼒を育成するため本学
の指導教員を派遣した。 
イベントの発信強化 
・本学で実施する地域の⽅も参加できるイベントについては、本学 HP 等で周知するとともに、イベ
ントの趣旨に合う各⾃治体の関連部署にも併せて周知する。 

2020 年度はコロナ禍において本学で実施する地域の⽅も参加できるイベントは例年よりも少なかっ
たが、本学 HP 等で周知するとともに、イベント内容に直接関係する各⾃治体の部署にも周知した。
特に 8 ⽉に実施したレクチャーシリーズの広報においては、内容がコロナ禍の貧困と⽣活困窮問題を
テーマにした内容であったため、各⾃治体への広報に加えて、県内の社会福祉協議会への案内を⾏っ
た。結果 ⾼松市、まんのう町の社会福祉協議会から合わせて 17 名の参加があり、効果的なイベント
広報となった。 

●同窓会との連携強化 
定期連絡協議会の開催 
・⼤学サイドと同窓会本部との円滑な情報交換活動の⼀環として、年 1 回の定期連絡協議会を実施す
る。同窓会本部への的確な情報発信を⾏うことで、⼤学の取り組みへのさらなる⽀援を仰ぐととも
に、「活躍する卒業⽣」の紹介や、本学 OB・OG 教員を対象とした地域別情報交換会の開催に繋げて
いく。 
 7 ⽉同窓会本部との定期連絡協議会を開催した。その中で、本学 OB・OG 教員を対象とした地域別
情報交換会開催と、「活躍する卒業⽣」の情報発信に向けた協⼒を得ることができた。 
「活躍する卒業⽣」の紹介 
・卒業⽣が 22,000 名を超え、県内はもとより全国で多くの卒業⽣が様々な分野で活躍している。本学
ホームページに「活躍する卒業⽣」ページを新設することで、より卒業⽣の露出を増やし、⾼校⽣や
保護者等に出⼝（就職）の部分をより知ってもらう。対象となる卒業⽣をピックアップし、開設して
いく。 
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ホームページに新たに「活躍する卒業⽣」のバナーを作成し、3 名の OB（⼀般企業、病院、中学校
教員）の紹介を⾏った。 
同窓会との連携による地域別情報交換会の開催 

 ・各地域からの要望の収集・整理を⾏い、教職に就いている OG・OB を対象とした地域別情報交換会
の開催に向けた検討を開始する。 
これまで蓄積の⾼校教員情報を活⽤し、現在 29 名の OB・OG の情報を得た。引き続き情報取集を⾏
っていきながら、2021 年度は⾼知県での情報交換会の開催計画をする。 

●メディアへの発信⼒強化 
効果的なプレスリリースのための⼈材育成 
・⽂章作能⼒および読解⼒の向上を図るため、RST の活⽤と絡めてＳＤ計画を⽴案し実施する。 

広報に携わる職員に対して RST を実施し、現状の個々の能⼒を把握した。このことを踏まえてコロ
ナ禍で外部への研修が難しい中、広報スタッフで各⾃の苦⼿な分野を把握し、それを補うため市販の
書籍等を活⽤し⾃⼰研鑽を⾏った。 

プレスリリース体制の整備 
・タイムリーなプレスリリースができるよう複数担当者の体制を整備する。 

昨年度は、プレスリリース担当者が 1 名で他業務との重複もあり、タイムリーなプレスリリースが
難しい状況であった。2020 度は、プレスリリース担当者を 2 名に整備し、タイムリーなプレスリリー
スが実施可能となった。 

●⾼校との連携強化 
 新たな⾼⼤連携校の模索 

・現在、⼤学⾒学や出張授業などの⾼⼤連携事業に取り組んでおり、今後も⾼⼤連携事業の精査・拡
充を⾏い、効果的な取り組みとしていく。⻄讃地域にある私⽴⾼校と新たな⾼⼤連携校を模索し、⾼
校⽣のための科⽬等履修参加への要請、保護者説明会への出席、本学留学⽣との異⽂化交流など、本
学⼊学者増加と⼈的ネットワークの拡充に繋げる。 

チェスナット・オフィスでの合意を得て、⻄讃地域にある私⽴ 4 校のうち、過去の⼊学実績等か
ら、⾼⼤連携校の模索先として 1 校に絞り、次年度に向けて新規取組強化に努める。 

1.4 IR5.0 
●⾼校教員とのネットワークの更なる構築 
 ⾼校教員データベースの整備・更新 

・⾼校訪問等で対応した⾼校教員の⼀定のデータベースはあるものの、⼤学の変化に対応が必要とな
っており、新たな項⽬の⾒直しなど、データベースの整備・更新を⾏う時期が来ている。⾼校教員デ
ータベースの整備と更新を進めていく。 

新規指定課外活動団体の陸上競技部監督、コーチと繋がりのある⾼校教員の更新をした。他⽅、こ
れまでにネットワークのある 3 年担任や進路担当の 3 年担任のデータベースについては、整備作業中
である。 
⾼校訪問の強化 
・募集活動の原点である⾼校訪問の年間計画を、⾼校訪問実績、出願・⼊学実績、資料請求者数、オ
ープンキャンパス参加者実績などのデータを活⽤しながら、計画を⽴て、検証・強化していく。ま
た、訪問担当者として、トライメスター制度や新カリキュラム、イベントなどの案内の際、関係する
教員も同⾏し、⾼校訪問の強化に繋げる。 
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2020 年度は募集活動では前年度の検証を踏まえ、募集スタッフの拡充、訪問先も拡⼤し進路教員に
加えてネットワークのある 3 年担任への訪問を⾏った。また、年間を通して⾼校ごとに同じ募集スタ
ッフを固定し、本学教員との同⾏も実施した。 

他⽅、資料請求者とオープンキャンパス⾯談内容等のデータ活⽤の検証では、データ整備に時間を
費やし募集スタッフへのタイムリーな情報提供が出来ていない時期があった。2021 年度は個別データ
の⼊⼒⽅法や情報共有の⼿法を改めていく。 
⾼校訪問スタッフの育成 
・訪問の⽬的や、訪問校に応じた対話内容、新たな取り組みの主旨の理解などのスキルが求められ
る。⾼校訪問の前には、担当者とのロールプレイングなどの SD を実施する。 

2020 年度は、⾼校訪問や進学ガイダンスの⽬的、情報収集する内容、訪問する⾼校の対話内容や資
料準備、新たな取り組み事項の理解等の SD を⾼校訪問前に実施した。なお、担当者とのロールプレ
イングが不⼗分だったので、2021 年度は、訪問後の事例も含めた担当者とのロールプレイングも継続
して実施していく。 

●広報媒体等の検証・改善・強化 
各種イベントの検証・改善 
・出願率を上げるために、オープンキャンパス、進学相談会、⾼校内ガイダンス、⾼校招待説明会、
⼤学⾒学などの検証・改善をチェスナット・オフィスのもとで⾏う。 

オープンキャンパスの検証結果を踏まえ、参加者が知りたいと考えている個別の情報を事前に把握
するためにフリー参加から事前予約制に改善をし、個別相談ブースへの誘導を強化した。また、ヨン
ガクセミナーの新規プログラムは総合型選抜の出願増にも結びついた。コロナ禍により初めて実施し
た LINE 個別相談では、約 50 名の⽣徒と個別相談を⾏い、LINE 登録数は前年⽐ 347 名増にも繋がっ
ている。また、進学相談会や⾼校内ガイダンスでは、在学⽣（当校の卒業⽣）と同⾏し、学⽣の成⻑
度合いを⾼校教員へ知っていただく機会を提供した。 
新たなダイレクトメール（DM）の検討 
・2017 年度より実施の DM は、中間評価を⾏う時期になっており、より効果的な出願に結びつけるた
め、新たな⼿法を⽤いたＤＭの企画⽴案を⾏い、実施する。 

2020 年度は情報収集に留まり企画⽴案実施することができなかったが、本学にアプローチのあった
⽣徒に対して、⽣徒の出⾝県と同じ出⾝県の本学学⽣の活動情報を⼀括に纏め、LINE 配信することが
可能か検証中である。 
ホームページにおける学⽣活動の魅⼒的な発信 
・現在、取り組んでいる「学⽣活動⽇誌」は、在学⽣の成⻑度合いを紹介することができるため、拡
充を図り、魅⼒的な発信に努める。 

2020 年度は、「学⽣活動⽇誌」について、取材スタッフを 2 名とし体制整備を図った。その結果、
⽬標値年間 15 名の学⽣をホームページに掲載し学⽣の成⻑を紹介した。また、記事のリード⽂、内容
の精査等コンテンツの⾒せ⽅にも⼯夫し関⼼を持ってもらえるよう体裁を整えた。 
SEO 対策及び関係スタッフの育成 
・各⼤学の情報を得るホームページの役割は⼤変重要なものとなっており、本学ホームページを検索
サイトで上位表⽰させるための SEO（Search Engine Optimization）対策の必要性が⾼まっている。現
在の本学ホームページを構成する「ワードプレス」が、SEO 対策が可能か否かの検証を⾏い、SEO 対
策に必要な知識を得る⼈材育成に取り組んでいく。 

今年度は本学ホームページについて現状で実施できる SEO 対策について検証を⾏った。 



41 

画像を軽くする等の表⽰スピードの改善、リンクの効果的な設定、キーワードのページへの配置、検
索されるためのタグの設定等をすることが、まずできる対策であることを確認した。 
SNS 活⽤の強化 
・学内の広報窓⼝で集約した情報を、タイムリーに発信できる複数担当者の体制を整備する。また、
定期的なミーティング等を実施し、効果的な活⽤⽅法について調査・検討する。 
<2020 年度数値⽬標>          
・Facebook フォロワー350 名、・Twitter フォロワー100 名、・LINE お友達 1100 名 
・Instagram フォロワー100 名、・Youtube チャンネル登録者数 120 名 

2020 年度の数値⽬標については、複数担当者によるタイムリーな情報提供を実施できた結果、⽬標
値をクリアした。 
<2020 年度数値結果> 2021 年 3 ⽉ 31 ⽇現在 
・Facebook フォロワー458 名、・Twitter フォロワー121 名、・LINE お友達 1322 名 
・Instagram フォロワー188 名、・Youtube チャンネル登録者数 170 名 

●収容定員の確保 
・⼊試制度改⾰として 2020 年度は、学校推薦型選抜や総合型選抜に⼩論⽂や⼝頭試問を含む⾯接を追
加、⼀般選抜型では記述式問題の他、いくつかの教科を組み合わせた記述式総合問題を提案し、決定
する。 

⽂部科学省の⼊試制度⾒直しにより、⼊試試改⾰を⾏った。これまでの AO ⼊試は総合型選抜と名
称変更を⾏い、「テーマ探求型」と「体験報告型」を導⼊、⼝頭発表や⼝頭試問を含む⾯接を必須と
した。また、これまでの推薦⼊試は学校推薦型選抜と名称変更を⾏い、⼝頭試問を含む⾯接、グルー
プワーク・インタビュー、⼩論⽂を導⼊し、受験⽣の⾃らの考えに基づき論を⽴てる評価⽅法とし
た。⼀般⼊試は⼀般選抜と名称変更を⾏い、⾃⼰活動報告書の提出や、複数の教科の学習内容を統合
した記述式総合問題に変更をした。 
・2019 年度収容定員充⾜率は、⽂学部 68.7％、社会福祉学部 72.9％、社会学部 105.9％ 
となっており、2022 年度の収容定員充⾜率は⽂学部 90％、社会福祉学部 90％、社会学部 106％を⽬
標としているが、2020 年度の収容定員充⾜率は⽂学部 76.7%、社会福祉学部 78.1%、社会学部
106.7％である。 
・⼊学者統計や 18 歳⼈⼝動態などのデータや、他⼤学の状況など本学を取り巻く環境の情報の蓄積、
また各広報媒体、オープンキャンパス・進学相談会等参加者の⼊学ヒット率の算出検証を⾏い、今後
の広報戦略に活⽤する。 

2020 年度は⼊学者統計や 18 歳⼈⼝データの更新、他⼤学の⼊試制度や⼤学等設置など本学を取り
巻く環境情報の蓄積を⾏った。また、進学サイトにおいて資料請求の⼊学ヒット率の算出、オープン
キャンパス、進学相談会参加の⼊学ヒット率の算出を⾏い広報媒体の精査に活⽤をした。 
・⼊学後追跡調査（⼊試区分別、⾼校別退学率や学修状況等の調査）を⾏い⼊学者選抜の妥当性を検
証する。 

2020 年度は、AO ⼊試で⼊学した学⽣の学修状況や退学率を検証した結果、ＡＯ⼊試の退学率は他
の⼊試区分と⽐べて最も⾼いことから、より受験⽣の基礎学⼒や能⼒・意欲・適性を深く⾒ることを
⽬指し、⼊試制度改⾰では総合型選抜に「テーマ探求型」と「体験報告型」を導⼊した。 
 

２．ヒューマン・リソース 
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東京と⾸都圏に、⼈々が⼀極集中する⽇本で、【知のグローカル・コミュニティ 5.0】を構成する適正な
能⼒をそなえた教職員スタッフをリクルートすることは多難である。だが、ヒューマン・リソースと
は、柔軟性に富む不思議な泉である。【知のグローカル・コミュニティ 5.0】構築に携わる⼈々のリクル
ート⽬標として、次の事項を設定する。 
1)【知のグローカル・コミュニティ 5.0】の理念と価値観を共有するスタッフの選考⽅法開発と実施 
2)ファカルティ・デベロプメントおよびスタッフ・デベロップメントの刷新による【知のグローカル・

コミュニティ 5.0】の理念と価値観を分有する教職員の育成 
3)【知のグローカル・コミュニティ 5.0】を協同して⽀え、創り出す教職員スタッフ間の紐帯を深化 
2.1 教員   
・教員⼈事計画の策定；定数、⼈件費を総合的に勘案した 2021 年度以降の定数を 2020 年度に策定す

る。 
中期財務計画に併せて教員定数を⽰し、2020 年度 61 名を⽂学部と社会福祉学部収容定員変更の完

成年度である 2022 年度より 56 名を⽬標とする。また、2024 年度には学部改組等の検討に併せて定数
を⾒直す。 

・⾮常勤教員の適正配置；科⽬数の削減に併せて適正数化に取り組む。 
カリキュラム改⾰に併せて 50％削減を⽬標としているが、旧カリキュラムとの整合性を保持するた

め、2021 年度の科⽬数は 10.3%減の 789 科⽬（前年⽐ 91 科⽬減）、⾮常勤教員数は 138 名（前年⽐
1 名減）となっている。旧カリキュラム履修学⽣の経年減少に伴い、当初の科⽬数 50％削減を実施
し、⾮常勤教員数も順次削減する。 

・ＦＤ・ＳＤ部会の定期開催；建学の精神を問う価値観の共有をテーマに毎年 2 回以上開催する。 
2020 年 4 ⽉に新型ウィルスコロナ感染予防対策に伴う遠隔授業の導⼊に際し、新規システムパッケ

ージ（modoll)導⼊研修を実施した。また 2021 年 3 ⽉に 2021 新カリキュラムに伴う新規履修登録シス
テムの操作説明およびトライメスター制度の理解に向けた研究会を開催した。 

・教員研究活字業績の公刊；教員免許再課程認定に関わる教員審査に備えた研究活字業績を定期的に公
刊する。そのため四国学院⼤学⽂化学会が 2018 年度より刊⾏している「四国学院⼤学教職課程研究」
（以下、『教職課程研究』という）を積極的に活⽤し、活字業績の媒体として位置づける。現在
（2000 年度末）、『教職課程研究』は第 3 巻 2 号を刊⾏準備中であり、今後とも定期刊⾏物として体
裁を整えながら、継続的な刊⾏を⽬指すことにする。 

 
2.2 職員 
・職員⼈事計画の策定；定数、年齢、⼈件費を総合的に勘案した 2021 年度以降の⼈事計画を 2020 年度

に策定する。 
中期財務計画において職員定数を⽰し 2020 年度 38 名を⽂学部と社会福祉学部収容定員変更の完成

年度である 2022 年度より 34 名を⽬標とする。また⼈員配置における硬直化の改善および次期管理職
者の育成を⽬的に、2021 年度に向けて全部署の⼈員配置異動を実施した。 

・⼈材開発ＳＤ研修計画の策定；従前の教育訓練（ＯＪＴ）に加えて 2020 年度からＳＤ実施計画を策定
し、意識改⾰と資質向上に取り組む。 

2020 年度ＳＤ計画を策定し実施に取り組んだが、コロナ禍により研修会等が開催されず未実施のも
のもあった。また、2021 年度開始のトライメスター制度に対応すべく業務の変更、改善等の必要案件
について各課からの意⾒を収集しチェスナット MT において精査を⾏い規程改正等を実施した。 
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 ・職員採⽤の新体制構築：インターンシップ受⼊制度の導⼊に向け、2020 年度は調査検討を開始す
る。 

前述の⼈事計画策定の中で年齢構成の検討により着⼿すべきは中途採⽤者の再検討であると判断を
し、当該計画は保留とした。 

・教職員協同事業計画の⽴案：教職員協同作業の機会を創出する事業計画を企画⽴案する。 
2020 年に新学⽣寮の広報および運営に関わる諸規程や諸活動の企画等を策定するためにマグノリア

学寮準備委員会の設置、また 2021 年度カリキュラム改⾰をスタートさせるために 2021 カリキュラム
運営部会が設置され、教職員協同での準備作業を⾏った。 
 

３．ファイナンシャル・リソース 

私⽴⼤学教育への財政政策と⼈⼝激減社会の到来は、私たちに⼤きな経営リスクを告げ知らせている。
だが、私たちは、【知のグローカル・コミュニティ 5.0】理念の実現する使命を放棄できない。来たるべ
き本学の経済基盤を安定化させることを主眼として、次の事項を⽬標として設定する。 

1）学⽣ボリュームは、【知のグローカル・コミュニティ 5.0】理念からしても、現⾏を拡⼤する必要
はない。だが、現⾏ボリュームを減退させることも、リスクを伴う。従って、経済基盤の持続可能な
学⽣数として、現⾏ボリュームを維持。 

⼊学者 300 名を確保することが、これまでの財務中⻑期計画で⽰されている。学⽣ボリュームの維
持のための計画として、広報、奨学⾦制度の有効活⽤を研究、検討する。広報について、2020 年度
は SEGs を柱とした広報展開を⾏った。しかし、コロナ禍の影響が⼤きく、本来であれば前年以上の
数の訪問を⾏うべき所ができなかった。また、受験⽣に直接アピールする機会も⼗分に確保できない
状況であった。特に、効果測定に重点を置き、2021 年度以降の広報計画⽴案へとつなげていく、と
いう⽬標のデータが不⼗分となったことは⾮常に残念であった。 

 
2) 授業料以外の学外リソースを、獲得⽅法(寄付⽂化の活性化等)を含めて新規開発 
学外からの寄付を募る⼤学となるためには、⼤学の情報を周知し、応援したいとの気運を⾼める⽅

策が必要である。そのためには、現在関わりのある学外者への周知が必須となる。他団体において賛
助会員の名称でサポートを受けている例があるが、2020 年度は本学においてのパートナー（賛助）
メンバーシップ⽴ち上げの可能性を調査研究する。特に同窓会本部との協働を視野に⼊れ、意⾒聴取
を⾏うこととしていたが、同窓会活動がほぼできていない状況であったため、不⼗分な結果となっ
た。また、学内で毎年⾏われているクリスマス献⾦について研究し、寄付⽂化活性化のヒントを探る
こととしていたが、同様にクリスマス・プロジェクトの内容も⼤きく縮⼩されたため、次年度への持
ち越しとした。 

 
3 )財政改善、資産運⽤、等の経営合理化の研究と執⾏ 
2019 年度の財政状況は想定以上の⼊学者の確保ができ、順調であった。しかしながら、2020 年度

から開始される⾼等教育無償化政策による影響が、⼼配されたが、2020 年度の影響は想定内の範囲
であった。将来にわたり継続的安定を⽬指した財政計画が必要である。そのために 2020 年度は様々
な視点を設定する年とした。例えば、私学助成を効率よく取得するために、学部構想や資格課程設置
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について、コスト⾯、リソース⾯での検証など、経営を重視した視点を設定し、数値を当てはめ、中
⻑期財務計画で将来の指標となる視点を設定した。 

資産運⽤については、低⾦利状況が続く中、リスク分散を⾏いより安全な運⽤を⽬指すために、運
⽤規程の⾒直しを 2020 年度中に⾏うことができたが、新型コロナ発⽣後の世界経済状況は、不透明
な部分が多くあり、楽観できないと考えている。 
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Ⅲ．財務の概要 
(1)決算の概要 

① 貸借対照表関係 

ア） 貸借対照表の状況と経年比較 

 

  

(単位：百万円)

科　　　　　目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

固定資産 11,396 10,840 10,888 11,769 11,636

流動資産 1,660 1,791 1,829 983 1,115

資産の部合計 13,056 12,631 12,717 12,752 12,751

固定負債 737 708 704 705 682

流動負債 302 319 343 278 266

負債の部合計 1,040 1,026 1,047 982 948

基本金 13,380 13,441 13,488 14,362 14,252

繰越収支差額 △ 1,364 △ 1,836 △ 1,818 △ 2,592 △ 2,448

純資産の部合計 12,016 11,605 11,670 11,769 11,804

13,056 12,631 12,717 12,752 12,751

注：百万円未満は四捨五入

貸借対照表

資

産

の

部

負

債

の

部

純

資

産

の

部

負債及び純資産の部合計
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イ）財務⽐率の経年⽐較 

比率名 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

固定資産

総資産

有形固定資産

総資産

特定資産

総資産

流動資産

総資産

固定負債

総負債+純資産

流動負債

総負債+純資産

運用資産-総負債

総資産

運用資産-外部負債

経常支出

純資産

総負債+純資産

繰越収支差額

総負債+純資産

固定資産

純資産

固定資産

純資産+固定負債

流動資産

流動負債

総負債

総資産

総負債

純資産

現金預金

前受金

退職給与引当特定資産

退職給与引当金

基本金

基本金要組入額

減価償却累計額

減価償却資産取得価額

運用資産

要積立額

内部留保資産比率

運用資産余裕比率

特定資産構成比率

流動資産構成比率

固定負債構成比率

流動負債構成比率

固定資産構成比率

有形固定資産構成比率

87.3% 85.8% 85.6% 92.3%

41.0%

繰越収支差額構成比率

固定比率

減価償却比率

92.0% 91.9% 91.8%

89.4% 88.0% 88.0%

積立率

負債比率

前受金保有率

退職給与引当特定資産保有率

基本金比率

41.5% 47.9%

12.7% 14.2% 14.4% 7.7%

5.6% 5.6% 5.5% 5.5%

40.8% 39.1%

2.3% 2.5% 2.7%

固定長期適合率

流動比率

総負債比率

純資産構成比率 92.3%

-10.4% -14.5% -14.3% -20.3%

94.8% 93.4% 93.3% 100.0%

99.5%

70.6%

72.2%

94.3%

549.3% 562.3% 532.5% 354.0%

8.0% 8.1% 8.2% 7.7%

84.0% 78.5% 81.4% 74.0%

108.1% 112.6% 115.4% 118.9%

99.8% 99.8% 99.7% 99.5%

62.8% 64.9% 67.0% 68.6%

8.7% 8.8% 9.0% 8.3%

618.1% 647.6% 636.0% 401.6%

91.3%

49.0%

36.9%

8.7%

5.4%

2.1%

41.2%

366.8%

貸借対照表比率

2.2%

47.7% 46.9% 49.7% 50.0%

436.1% 400.5% 475.6% 434.6%

41.1% 39.6% 39.4%

算出方法

92.6%

-19.2%

98.6%

93.2%

419.8%

7.4%

8.0%

521.0%

122.8%
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② 資⾦収⽀計算書関係 
ア）資⾦収⽀計算書の状況と経年⽐較 

 

 

  (単位：百万円)

収入の部

科目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

学生生徒等納付金収入 1,105 1,129 1,153 1,232 1,201

手数料収入 14 13 15 14 14

寄付金収入 21 25 57 20 23

補助金収入 261 218 228 219 273

資産売却収入 165 110 198 27 0

付随事業・収益事業収入 39 39 45 43 32

受取利息・配当金収入 63 49 49 63 82

雑収入 96 172 27 141 105

借入金等収入 0 0 0 0 0

前受金収入 250 249 282 211 193

その他の収入 166 205 240 81 1,598

資金収入調整勘定 △ 329 △ 426 △ 286 △ 417 △ 322

前年度繰越支払資金 1,323 1,546 1,613 1,791 847

収入の部合計 3,174 3,330 3,621 3,426 4,046

支出の部

科目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

人件費支出 959 1,005 791 953 921

教育研究経費支出 376 411 428 399 437

管理経費支出 104 92 91 105 99

借入金等利息支出 0 0 0 0 0

借入金等返済支出 0 0 0 0 0

施設関係支出 17 35 21 150 1,459

設備関係支出 21 36 47 64 27

資産運用支出 104 100 450 929 101

その他の支出 61 66 45 32 33

資金支出調整勘定 △ 16 △ 29 △ 43 △ 53 △ 34

翌年度繰越支払資金 1,546 1,613 1,791 847 1,004

支出の部合計 3,174 3,330 3,621 3,426 4,046

注：百万円未満は四捨五入

資金収支計算書
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イ）活動区分資⾦収⽀計算書の状況と経年⽐較 
 

 

ウ）財務⽐率の経年⽐較 

 

  

(単位：百万円)

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

教育活動による資金収支

 教育活動資金収入計 1,536 1,596 1,525 1,669 1,649

 教育活動資金支出計 1,440 1,508 1,310 1,457 1,457

 差引 96 87 215 212 192

 調整勘定等 △ 7 △ 62 168 △ 183 4

 教育活動資金収支差額 89 25 383 29 197

施設整備等活動による資金収支

 施設整備等活動資金収入計 17 25 17 0 1,412

 施設整備等活動資金支出計 38 71 418 1,011 1,486

 差引 △ 22 △ 46 △ 401 △ 1,011 △ 74

 調整勘定等 16 1 19 37 2

 施設整備等活動資金収支差額 △ 5 △ 45 △ 383 △ 974 △ 72

84 △ 20 1 △ 945 125

その他の活動による資金収支

 その他の活動資金収入計 283 229 295 136 133

 その他の活動資金支出計 142 143 116 135 101

 差引 141 86 179 0 31

 調整勘定等 △ 1 1 △ 1 1 0

 その他の活動資金収支差額 140 87 177 1 32

224 67 178 △ 944 156

1,323 1,546 1,613 1,791 847

1,546 1,613 1,791 847 1,004

注：百万円未満は四捨五入

 　　　支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）

 　　　前　年　度　繰　越　支　払　資　金

 　　　翌　年　度　繰　越　支　払　資　金

 　　  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）

　活　動　区　分　資　金　収　支　計　算　書　

科　　　　　　　　　　目

比率名 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

教育活動資金収支差額

教育活動資金収入計

算出方法

教育活動資金収支差額比率 5.8% 1.6% 25.1% 1.7% 11.9%

活動区分資金収支比率
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③ 事業活動収⽀計算書関係 
ア）事業活動収⽀計算書の状況と経年⽐較 

 
 
  (単位：百万円)

科　　　　　目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

 学生生徒等納付金 1,105 1,129 1,153 1,232 1,201

 手数料 14 13 15 14 14

 寄付金 23 27 59 20 24

 経常費等補助金 261 218 228 219 273

 付随事業収入 39 39 45 43 32

 雑収入 96 172 34 141 105

 教育活動収入計 1,537 1,598 1,533 1,669 1,650

 人件費 936 989 791 946 912

 教育研究経費 598 625 636 605 639

 管理経費 123 111 111 123 116

 徴収不能額等 0 0 0 1 2

 教育活動支出計 1,658 1,725 1,538 1,675 1,670

△ 121 △ 127 △ 5 △ 6 △ 20

 受取利息・配当金 63 49 49 63 82

 その他の教育活動外収入 0 0 0 0 0

 教育活動外収入計 63 49 49 63 82

 借入金等利息 0 0 0 0 0

 その他の教育活動外支出 0 0 0 0 0

 教育活動外支出計 0 0 0 0 0

63 49 49 63 82

△ 58 △ 78 43 57 62

 資産売却差額 65 11 1 27 0

 その他の特別収入 13 13 24 17 13

 特別収入計 77 24 25 44 13

 資産処分差額 4 357 3 2 40

 その他の特別支出 0 0 0 0 0

 特別支出計 4 357 3 2 40

特別収支差額 74 △ 333 22 42 △ 28

 基本金組入前当年度収支差額 16 △ 411 65 99 34

 基本金組入額合計 △ 5 △ 61 △ 47 △ 873 110

 当年度収支差額 11 △ 472 18 △ 774 144

 前年度繰越収支差額 △ 1,426 △ 1,364 △ 1,836 △ 1,818 △ 2,592

 基本金取崩額 52 0 0 0 0

 翌年度繰越収支差額 △ 1,364 △ 1,836 △ 1,818 △ 2,592 △ 2,448

(参考)

 事業活動収入計 1,677 1,671 1,607 1,777 1,744

 事業活動支出計 1,662 2,082 1,542 1,677 1,710

注：百万円未満は四捨五入

収

入特

別

収

支

支

出

教

育

活

動

外

収

支

 　　　経常収支差額

収

入

　　教育活動収支差額

教

育

活

動

収

支
支

出

収

入

支

出

　　教育活動外収支差額

事業活動収支計算書
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イ）財務⽐率の経年⽐較 
 

 
 

  

比率名 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

人件費

経常収入

人件費

学生生徒等納付金

教育研究経費

経常収入

管理経費

経常収入

借入金等利息

経常収入

基本金組入前当年度収支差額

事業活動収入

事業活動支出

事業活動収入-基本金組入額

学生生徒等納付金

経常収入

寄付金

事業活動収入

教育活動収支の寄付金

経常収入

補助金

事業活動収入

教育活動収支の補助金

経常収入

基本金組入額

事業活動収入

減価償却額

経常支出

経常収支差額

経常収入

教育活動収支差額

教育活動収入計

34.9%

7.1%

0.0%

5.6%

借入金等利息比率 0.0% 0.0% 0.0%

63.3%

学生生徒等納付金比率

管理経費比率 7.7% 6.7% 7.0%

教育研究経費比率 37.4% 37.9% 40.2%

事業活動収支差額比率 1.0% -24.6% 4.0%

69.0% 68.5% 72.9% 71.1%

基本金組入後収支比率 98.7% 120.2% 93.2%

算出方法

人件費比率 58.5% 60.1% 50.0% 54.6%

人件費依存率 84.7% 87.6% 68.6% 76.8%

1.1%

経常寄付金比率 1.4% 1.7% 3.7% 1.2%

寄付金比率 1.4% 1.6% 3.7%

12.3%

経常補助金比率 16.3% 13.2% 14.4% 12.6%

補助金比率 15.6% 13.0% 14.2%

経常収支差額比率 -3.6% -4.7% 2.7%

49.2%

減価償却額比率 14.5% 13.5% 14.9% 13.4%

基本金組入率 0.3% 3.7% 2.9%

52.7%

76.0%

36.9%

6.7%

3.6%

-1.2%

事業活動集計比率

2.0%

104.6%

69.4%

1.4%

1.4%

15.7%

15.8%

-6.3%

13.2%

0.0%

3.3%

教育活動収支差額比率 -7.8% -7.9% -0.3% -0.4%



51 

(2)その他 
① 有価証券の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 寄付⾦の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 補助⾦の状況 
 

  

(単位：百万円)

貸借対照表計上額 時価 差額

債券 1,100 1,093 △ 7

株式 0 0 0

投資信託 600 602 2

貸付信託 0 0 0

その他 0 0 0

合計 1,700 1,695 △ 5

時価のない有価証券 1,172

有価証券合計 2,872

注：百万円未満は四捨五入

有価証券の状況

当年度（2021年3月31日）
種類

(単位：百万円)

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

特別寄付金 18 23 56 19 20

一般寄付金 3 1 1 1 3

現物寄付 1 2 2 1 1

寄付金　計 23 27 59 20 24

注：百万円未満は四捨五入

寄付金の状況

(単位：百万円)

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

国庫補助金 252 211 220 211 261

地方公共団体補助金 7 7 7 8 12

その他の補助金 2 0 0 0 0

補助金　計 261 218 228 219 273

注：百万円未満は四捨五入

補助金の状況
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④ 関連当事者等との取引の状況 
 

 
 
 
 
  

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

役員の

兼任等

事実上の

関係

(注1) 相互に理事3名兼任しており、その他、当法人の評議員2名が学校法人瀬戸内学院の役員に就任している。

(注2) 貸付金利息については市場金利を勘案し、決定している。当該貸付について土地、建物の担保提供を受けている。

期末残高

関係法人
学校法人

瀬戸内学院

香川県

三豊市
ー 私立学校 －

理事3名

兼任(注1)

協力協定

書の締結

資金の貸付

(注2)

事業内容

又は職業

議決権の

所有割合

関係内容

取引の内容 取引の金額 勘定科目属性
役員・法人等

の名称
住所

資本金又

は出資金

859,233,907

円

減価償却引

当特定資産

417,435,000

円
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⑤ 学校法⼈間財務取引 
 

 
 
(3)経営状況の分析、経営上の成果と課題、今後の方針・対応方策 

  2020 年度は新型コロナウイルス感染症の猛威により、社会活動が制限される中、本学もリモート授業の

実施や予定していた事業の中止を余儀なくされた。教員免許状更新講習などの中止により収入が減少す

ることになったが、オリエンテーションやクリスマスプロジェクト、演劇公演などの中止による支出の減少も

あり、基本金組入前当年度収支差額は黒字となった。基本金組入前当年度収支差額は 3 年連続の黒字

決算となる。 

この結果、日本私立学校振興・共済事業団が公表している『定量的な経営判断指標に基づく経営状態

の区分』では「正常状態」を維持している。経営の悪化も懸念された中で、赤字を計上することなく決算を

迎えたのは、教職員の協力によるものであると考察する。 

 今後の課題としては、「正常状態」を維持できるよう経営改善を続けていく必要があると思われる。 

 

 

 

学校法人間取引の内容は、次のとおりである。

学校法人名 住所 取引の内容 取引金額 勘定科目 期末残高 関連当事者

(注1) 貸付金利息については市場金利を勘案し、決定している。当該貸付について土地、建物の担保提供を受けいている。

○
資金の貸付

(注1)

859,233,907

円

減価償却引当

特定資産

417,435,000

円

学校法人

瀬戸内学院

香川県

三豊市


