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Ⅰ 法人の沿革及び概況 

 

１ 法人の沿革及び概況 

学校法人静岡英和学院の創立は、日本が近代化に向けて様々な模索をしていた明治

20（１８８７）年に遡る。当時教育の機会に恵まれていなかった女子に対し、静岡の地にお

いて高い知性と教養を与えることを目的に、静岡メソジスト教会の日本人牧師の提唱に当

時の静岡県令等の地元有力者が賛同支援し、カナダ・メソジスト婦人宣教会の積極的参

加を得て創立された「静岡女学校」をルーツとしている。 

戦争を始めとした様々な時代的背景による苦難を乗り越えながら、男女平等の思想のも

と、キリスト教に基づく人間教育によって、建学の精神と言うべき「愛と奉仕」の心を持つ人

材を輩出し、静岡の地において確たる地位を着実に築いていった。 

太平洋戦争直後の昭和 22（1947）年には新制の中学校として、翌昭和 23（1948）年に

は新制の高等学校として当時の文部省より認可を受け、創立時の精神を受け継ぎつつ、

新たな時代へと船出した。 

高度経済成長期には、女子への高等教育の要望が静岡の地でも急速に高まることとな

り、この時代的な趨勢を受けながら、当時の院長等学院関係者の努力のもと、建学の精

神のさらなる進展のため、昭和４１（1966）年に短期大学が設置された。 

時代は 21世紀となり、高等教育の普及により4年制大学への進学が一般化する。また、

創立時からの男女平等の思想は、高等教育における共学化をも含むべきものとも考えら

れるようになった。こういった時代的趨勢に応えるため、平成 14（2001）年に 4年制大学を

設置し、従来の短期大学を短期大学部として改組した。 

静岡英和学院は時代の荒波にさらされながらも、建学の精神に基づくことで、ある時は

柔軟に、ある時は確固としてその位置を守り、静岡の地に根をはって教育を行ってきた。

現在も少子化という荒波にさらされ苦難の中にあると言えるが、創立時から脈々と受け継

がれる建学の精神を守りながら、時代に即した教育活動を行っている。 

 

      静岡英和女学院中学校(昭和 22年認可) 

      静岡英和女学院高等学校(昭和 23年認可) 

      静岡英和学院大学短期大学部(昭和 41年設置、平成 14年校名変更) 

      静岡英和学院大学(平成 14年設置) 

 

 

 

 

 



4 
 

 

２ 役員・教職員の概要（平成 29年 3月 31日現在） 

 

 

 

 

  

 

 ・教職員等 

      静岡英和学院大学 

学 長 副学

長 

教 授 准教

授 

講 師 助 手 事務職員 合 計 

（1） 1 16 11 6 1 26 61 

 

      静岡英和学院大学短期大学部 

学 長 副学

長 

教 授 准教

授 

講 師 助 手 事務職員 合 計 

1 （1） 6 6 1 3 (26) １７ 

 

      静岡英和女学院高等学校中学校 

校 長 教頭 専任教員 常勤講師 事務職員 用務員 合 計 

1 2 22 6 6 1 38 

ただし、事務職員のうち 1人は出納室員で、池田キャンパスに勤務 

 

      事務局 

理事長 院長 事務局長 合 計 

１ （１） １ 2 

 

※ （ ）は兼務者 

  

理事 

（定数 15～16） 

監事 

（定数 2） 

評議員 

（定数 31～33） 

15 2 31 
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Ⅱ 事業の概況 

 

１ 法人事業の概要・実績 

 

（１） 理事会等の開催 

定例理事会 2回開催 12議案を審議した。 

臨時理事会 3回開催 13議案を審議した。 

定例評議員会 2回開催  5議案を審議した。 

臨時評議員会 2回開催  5議案を審議した。 

常任理事会 11回開催  理事会、評議員会提出議案並びに当面する 

諸問題について審議した。 

（２） 予算編成及び決算 

ア 当年度収支が均衡する予算編成に努めた。 

イ 予算管理を厳正に行い財政の健全化に努め、契約の見直し、相見積の徹底等

によるコスト削減を図った。 

ウ 財務と経営の透明性を図るため、分かり易い情報公開に努めた。 

（３） 各種調査・報告書の作成及び提出 

ア 平成 27年度学事報告(5月) 

イ 平成 28年度私立学校(中学・高校)実態調査(６月 静岡県) 

ウ 平成 28年度学校法人基礎調査票(5月・6月 日本私学振興・共済事業団) 

エ 平成 28年度学校法人実態調査書(7月 文部科学省) 

オ 経営改善状況報告（7月 文部科学省） 

（４） 学院広報誌「メイプル通信」の発行 

     年１回発行（8月） 

（５）学校法人静岡英和学院のホームページ（URL http://www.shizuoka-eiwa.jp）の運営 

   （６）法人名称の変更 

   平成 28 年 4 月 1 日付けで寄附行為を変更し、法人名称を「学校法人静岡英和学

院」とした。（4 月 1 日付けで静岡地方法務局に対し学校法人名称の変更登記を行い、

4月 18日付けにて文部科学省及び静岡県に登記事項変更登記完了届を提出） 

（７）法人事務組織の一体化 

ア 学校法人の主たる事務所の移転 

平成 28年 6月 20日に法人事務局の仮移転を行い、9月 30日付けで寄附行為を

変更し、学校法人の主たる事務所の所在地を「静岡市駿河区池田 1769番地」とした。

（9 月 30 日付けで静岡地方法務局に対し主たる事務所移転及び広告方向の変更登

記を行い、11月 8 日付けにて文部科学省及び静岡県に登記事項変更登記完了届を

提出） 
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イ 事務組織の改編 

平成 28 年 9月 26日開催の臨時理事会において、常任の理事の役割分担の明確

化について承認され、また寄附行為施行規則の一部改正と静岡英和学院事務組織

及び事務分掌規程の全部改正が承認されたことに伴い、9 月 30 日付けで事務組織

を改編した。 

法人事務局と大学事務局を統合し、中高事務組織も併せて「事務組織の一元的体

系化」を図った。 

その結果、「事務局」を事務局長以下、事務部、企画部、学務部及び出納室の三

部一室体制とし、事務部の中に中高事務長及び中高事務室を置く体制とした。 

（６） その他 

ア 三英和懇談会の開催(7月) 

イ 永年勤続職員の表彰(11月) 
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２ 静岡英和学院大学及び静岡英和学院大学短期大学部事業の概要・実績 

 

 2-1 静岡英和学院大学事業の概要・実績 

（１） 学部・学科・入学定員及び学生数（平成 29年 3月 31日現在） 

    人間社会学部 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 教育研究方針及び主な事業実績 

ア 教育研究方針 

本学は、教育基本法及び学校教育法の規定するところに従い、学問研究及び教

育の機関として責任を伴う自由で自立した人格を形成するとともに、キリスト教の愛と

奉仕の精神をもって、地域社会と人間社会に貢献する国際的感覚の豊かな人材を

育成することを目的としている。 

 

人間社会学部 

本学部は、人間と社会との有機的関連を総合的に探求、教育し、人々が共存・

共生できる社会を構成する自主性に富んだ人格の形成を目指す。各学科の教育

目的は次のとおりである。 

 

人間社会学科 

グローバル化時代における社会とその形成者としての人間のあり方を総合的に

問い、社会と人間及び文化への理解を深め、適切な判断力、実践力、コミュニケ

ーション能力を育成する教育を行う。 

 

コミュニティ福祉学科 

人間と社会にとっての福祉の意味を問い、豊かな人間性をもって対人援助と地

域の福祉に貢献するための力を育成する教育を行う。 

  

  入学定員 1年 2年 3年 4年 計 

人間社会学科 
130 

(10) 
83 109 73 83 348 

ｺﾐｭﾆﾃｨ福祉学科 120 59 63 74 65 261 

計 250 142 172 147 148 609 

※カッコは三年次編入学定員外数 
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イ 事業実績 

(ア) 本学の教育理念とキリスト教教育 

新入生を対象とするステューデント･リトリートで、キリスト教主義大学としての本

学の基本理念を確認するとともに、大学生活を始めるに当たってのオリエンテーシ

ョンを実施した。 

また、チャペル・アッセンブリー・アワー、宗教センター、ボランティアセンターの

活動、卒業礼拝等を通して、本学の教育理念が学生に体得されるよう努めた。 

 

関連する行事は次のとおりである。 

 ・学院創立 129周年記念礼拝 

平成 28年 11月 16日（水） 

講師：柳川 立行氏（三宝会代表） 

メッセージ：「恵みに活かされて」 

・クリスマス礼拝 

平成 28年 12月 21日（水） 

講師：伊勢田 奈緒（本学宗教主任） 

クリスマス メッセージ：「イエスは光だから」 

・卒業礼拝 

平成 29年 3月 14日（火） 

講師：伊藤 悟氏（青山学院大学教授・日本基督教教団牧師） 

メッセージ：「さあ、ここからどこに向かおうか」 

 

(イ) ファカルティ・ディベロップメント（FD）、スタッフ・ディベロップメント（SD）の充実 

教職員の FD（教員の能力向上のための実践的方法）、SD（教員・職員、組織の

資質向上のための取組）の一環として教職員研修会を行い、キリスト教主義大学と

してのアイデンティティ形成、大学教育の質保証等についての共通理解を持つこと

に努めた。 

・第 1回事務職員研修会（SD） 

平成 28年 4月 26日（火）  

内容：教育の質的転換、補助金制度全般 

（平成 28年度の状況、意見交換） 

講師：片山 卓士（総括参事兼学長室長） 

    事務職員１３人参加 

            ・第 1回教職員研修会（FD） 

平成 28年 9月 14日（水） 

講演：「３つのポリシー策定に向けて」 
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講師：杉本 哲郎氏（株式会社ＵＳＲ代表取締役）  

教職員 54人参加 

            ・第２回ＳＤ教職員研修会（SD） 

平成 28年 9月 15日（木） 

内容：「学校法人静岡英和学院の中長期計画について」 

講師：片山 卓士（総括参事兼学長企画課長） 

 

内容：「学校法人静岡英和学院の経営財務状況について」 

講師：吉永貴徳（法人事務局経理課係長） 

 

内容：「留学生支援の現状と問題点への対応策」 

講師：鈴木 瑞（留学生センタースタッフ） 

 

内容：「自衛消防隊活動マニュアルについて」 

講師：力元 東（総務課長）     

教職員 46人参加 

 ・第２回教職員研修会（FD） 

平成 29年 3月 14日（火） 

講師： 伊藤 悟氏（青山学院大学教授・日本基督教教団牧師） 

講演：「分断と共生～いまなぜキリスト教大学なのか～」 

教職員 52人参加 

 

(ウ) 公開講座、フォーラム、学会、特別講演会等の開催 

・大学・短期大学部共催 公開講座 

  テーマ：「すこやかに暮らす～つながりを大切に～」 

  平成 28年８月 23日（火）より２月 17日（金）までに６回開催 

  （第１回は 65才以上対象講座） 

  出席者総計 98人 

  テーマ：「静岡の近代文学」 

  平成 28年６月 25日（土）より７月９日（土）までに３回開催 

  出席者総計 167人 

 

(エ) 国際交流及び国外研修 

        ・オーストラリア単位認定留学（グリフィス大学・3か月） 2人 

        ・オーストラリア留学（１年） 1人 

        ・ニュージーランド短期留学（４週間） 1人 
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        ・フィリピン短期留学（４週間） 3人 

        ・モンゴル海外福祉現地研究（５日間） ９人 

 

（オ）教員による競争的研究資金採択研究活動等 

       人間社会学科 

波多野 純 教授 （科学研究費挑戦的萌芽研究） 

課題名「擬人化研究の知見を応用した心理的問題の理解と 

共有を促す技法の開発」 

日比 優子 准教授 （科学研究費若手研究（B）） 

課題名「加齢によって低下しない注意機能の解明と 

事前情報利用の効果」 

野瀬 元子 准教授 （科学研究費基盤研究（C）分担金） 

課題名「観光振興のためのマーケットデザインに関する研究 

－効果的な日本型 DMO構築に向けて」 

 崔  瑛  准教授 （科学研究費基盤研究（C）分担金） 

課題名「観光振興のためのマーケットデザインに関する研究 

－効果的な日本型 DMO構築に向けて」 

蔡 佩青 准教授 （科学研究費基盤研究（C）分担金） 

課題名「コーパスを活用したテキスト校訂・解釈の研究」 

谷口 ジョイ 准教授 （科学研究費基盤研究（C）分担金） 

課題名「対話を通じた第二言語ライティング能力の育成」 

         永山 ルツ子 教授 （静岡市・焼津市地域課題解決事業） 

課題名「交通安全啓発事業の刷新について」 

 コミュニティ福祉学科 

         松浦 崇 准教授 （科学研究費基盤研究（C）分担金） 

課題名「児童養護施設に入所する外国につながりのある子どもの 

支援に関する研究」 

永田 恵実子 准教授 （静岡県 保育ニーズ調査業務委託） 

課題名「保育ニーズ調査」 

         永田 恵実子 准教授 （静岡県 大学生が創る未来への羅針盤事業） 

課題名「保育者をめざす学生たちが安心して 

子どもを産み育てられるために 

－先輩保育士のライフデザインから学ぶ－」 

         岡部 真智子 准教授 （ふじのくに地域・大学コンソーシアム 

ゼミ学生地域貢献推進事業）  

課題名「高齢者の居場所づくりと学生ボランティア」 
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永田 恵実子 准教授 （静岡市・焼津市地域課題解決事業） 

課題名「子育て環境の向上に資する公園の在り方」 

 

(カ) 学科の重点事業 

人間社会学科 

・「I＋brand の形成」に向けた「自己ブランドノート」の作成・蓄積によるキャリア形

成 

・「インターンシップ」Ⅰ・Ⅱの履修を推進することによるキャリア形成 

・英語力向上に向けた履修体制の整備（習熟度別クラス編成による英検スカラ

シップ入学生への支援等） 

・英語力向上に向けた学習環境の整備（英語学習ラウンジの効果的運用） 

・資格・検定の取得に向けた対応科目及び支援科目の整備 

・留学生への学習支援（「基礎演習Ⅰ」「日本語表現法」における留学生クラス 

の運営） 

・地域貢献事業への参加の推奨 

・自主ゼミへの参加の推奨 

コミュニティ福祉学科 

・学科カリキュラムの中から、「主要授業科目」を設定し、教授と准教授で責任を

持って担当している。 

・保育教諭養成に向けて、履修科目の合理化を行い、演習科目を授業回数 8

回で 1単位認定する工夫をした。 

・社会福祉士国家試験の対策として、講座のみならず模擬試験も実施してきた

が、保育士養成においても、公立幼稚園･保育園採用試験対策のための模擬

試験を実施した。 

・社会福祉士国家試験対策講座を実施し、全国平均合格率（25.8％）を上回る

合格者を出した（10人受験、5人合格（50.0％））。 

・静岡県初のスクールソーシャルワーカーを、2 人輩出した。（スクールソーシャ

ルワーカー養成課程は聖隷クリストファー大学にも設置されている。） 

・1年次基礎演習で、全クラスで合同で、報告会やビブリオバトルを実施した。 

・高校の総合学科に焦点を当て、高大連携の可能性を検討した。 

・障がい者スポーツ指導員（初級）を養成する課程を申請し認可された。 

・社会調査士や防災士の資格取得課程について、十分にそれぞれの課程開設

を検討したが、時期尚早と考えた。 

・海外福祉現地研究を実施し、本学科学生 9 人がモンゴルにおいて、現地児童

と交流するなど、貴重な経験をした。 
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（３） その他 

ア 大学運営 

大学経営会議 

前年度に引き続き、大学経営会議の充実を図った。学長、副学長、人間社会学

部長、短期大学部部長、各学科長、宗教主任、事務部長、企画部長、学務部長

及び議題により教務部長を加えたメンバーで構成し、大学の経営、運営に関する

諸問題について検討を行い、必要に応じ大学評議会、教授会等に諮った。平成

28年度は 11回開催。 

イ 学生支援関係 

・学生一人ひとりに対する支援を意識し、個別面談や個別指導を充実させ、学生の

キャリア支援に努めた。 

・キャリア支援・就職支援講座、各種検定試験（秘書検定、サービス接遇検定、日本

語検定、TOEIC）、「保護者ができる就職支援セミナー」、学内企業説明会、出張ハ

ローワーク相談会による就職支援を実施した。 

・学生の日常的活動等に対する支援、指導。クラブ・サークル活動、学生大会、学園

祭（楓祭）、地震防災訓練・火災避難訓練等。 

ウ 学生募集 

平成 28 年度入学生の募集活動では、前年から 45 人の減となった。入学率（入学

者／合格者）も 71.1％で近年の中で最も厳しい状況であった。他大学の攻勢が強い

中であるが、様々な工夫を施し、定員確保を目指したい。 

エ 建学の精神の徹底 

学生、教職員に本学の建学の精神が浸透するための努力が今後とも望まれる。特

に教職員の本学の教育方針に対する積極的な参与が求められる。 
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2-2 静岡英和学院大学短期大学部事業の概要・実績 

（１） 学科・入学定員及び学生数（平成 29年 3月 31日現在） 

  入学定員 1年 2年 計 

現代ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 100 76 81 157 

食  物  学  科 80 72 81 153 

計 180 148 162 310 

 

（２） 教育研究方針及び主な事業実績 

ア 教育研究方針 

本学は、教育基本法及び学校教育法の規定するところに従い、キリスト教の精神

に基づき、豊かな教養と実際に役立つ専門の学術を授けることを目的とする。 

 

現代コミュニケーション学科 

人と人をつなぎ社会を発展させるコミュニケーションについての教育研究を目的

とし、幅広く豊かなコミュニケーション能力と、社会において活躍し得る実務能力を

養うための教育を実施する。 

 

食物学科 

栄養と健康についての教育を目的とし、科学的な思考力や実践力をもって社 

会に貢献できる食の専門家を育成する。 

 

イ 事業実績 

 (ア) 本学の教育理念とキリスト教教育 

大学に同じ 

  

(イ) FD、SDの充実 

大学に同じ 

 

（ウ） 公開講座、フォーラム、学会、特別講演会等の開催 

大学に同じ 

 

(エ) 国際交流及び国外研修 

           ・オーストラリア単位認定留学（グリフィス大学・３か月） 1人 

・フィリピン短期留学（４週間）       1人 

・韓国（ペジェ大学・2週間）        2人 
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（オ）教員による競争的研究資金採択研究活動等 

  現代コミュニケーション学科 

      安 哉宣 准教授 （科学研究費基盤研究（B）分担金） 

課題名「日本におけるインバウンド・ツーリズムの発展に関する 

地理学的研究」 

重森 雅嘉 准教授 （公益財団法人鉄道総合技術研究所 受託研究） 

課題名「高齢ドライバーの踏切事故対策研究」 

 

(カ) 学科の重点事業 

現代コミュニケーション学科 

・授業内容やカリキュラムの見直しを引き続き行った。 

・企業との連携を強化し、外部での行事に積極的に参加した。 

・焼津市の観光振興に関する産学官連携基本協定を締結し、それに伴う行事・

作業を実施した。 

・学生を行事に参加させるシステムの構築を引き続き行った。 

食物学科 

・基礎学力の充実のため基礎科学関係の科目の充実を図った。 

・前年に引き続き校外実習に関し一定の基準を設定し、それに基づく学生指導

を行った。 

・全国栄養士養成施設協会認定栄養士実力試験を実施した。 

・管理栄養士国家試験受験準備講座を実施した。 

・栄養士資格に加え、フードスペシャリスト受験資格並びにフードサイエンティス

ト認定資格が取得できるＷライセンス制度の導入について広報した。 

・公益社団法人ふじのくに地域・大学コンソーシアム共同研究助成金にお

いて、「教育への活用を通じた静岡県在来作物研究の保全と継承に関する

総合的研究」が採択され、静岡県立大学、静岡大学、静岡英和学院大学

の共同研究として実施した。いいものねっこプロジェクトとしても活動

し、食物学科学生５人とともに、掛川市横須賀の在来作物であるにんじ

ん芋の保全と継承に関する研究を行った。 

・地域連携事業である「食でリフレッシュ！in梅ヶ島」では、栄養士養成

施設の補助金を受け、食育講演会と座談会を開催した。中山間地の旅館

経営者、農家、道の駅関係者の他、本学学生や卒業生も参加し活発な交

流が行われた。 

 

（３） その他 

大学に同じ 
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３ 静岡英和女学院中学校・高等学校事業の概要・実績 

 

(1) 学科名、入学定員及び生徒数（平成 29（2017）年３月 31日現在） 

中学校 

 

高等学校 

 

 (2) 教育方針及び主な事業実績 

ア 教育方針 

    教育基本法及び学校教育法に従い、かつ一世紀を越えて、キリスト教主義を基底 

に守り抜いた建学の精神のもと、聖書の教えに基づいて教育活動を営み、神の前に 

誠実に生きようとする人間の育成に努めた。 

イ 教育目標並びに重点項目 

建学の精神に基づいて以下に示す女性を育成することを教育目標とした。 

(ｱ) キリスト教の倫理観に基づいた「愛と奉仕」を実践する女性の育成 

(ｲ) グローバル社会にあって国際的に活躍できる女性の育成 

(ｳ) 教養を身につけた「人と社会」に奉仕できる実力を備えた女性の育成 

(ｴ) 英和生として期待される役割を担う「尊き責務」（noblesse oblige）を実践で 

きる女性の育成 

  ウ 教育理念に基づく特徴ある教育活動 

(ｱ) 充実した６年制一貫教育 

生徒一人ひとりの発達「興味、関心、理解度や生活環境」に合わせた教育とデー

タに基づく教育を行った。充実した６年一貫教育を行うため、２年単位の３期「基

礎期（中学１－２年）」「充実期（中学３－高校１年）」「発展期（高校２－３年）」

に分けて、段階に応じた指導を行った。 

(ｲ) 基礎期（中学１－２年）、充実期（中学３－高校１年）の教育 

基礎期及び充実期の４年間は、それぞれの理解度にあわせてアドバンストクラス

とスタンダードクラスの２つのクラスを編成して、基礎学力の定着を徹底して行

うこととし、平成 27（2015）年度の入学生からはアドバンストクラスを原則持ち

上がり制とし、なおかつスタンダードクラスとは異なる年間指導計画に基づき、

より密度の高い教育を推進した。 

 この４年間では建学の精神である「愛と奉仕」を実践できる心を育成し、確かな

  入学定員 1年 2年 3年 計 

普通科 120 76 68 63 207 

  入学定員 1年 2年 3年 計 

普通科 120 65 77 74 216 
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学力、豊かな人間性、健康と体力のバランスのとれた力の育成に努めた。平成 28

年度は文部科学省から IE－School の指定を受け、中学 2 年生から iPad を活用

した ICTを活用したアクティブ・ラーニングを積極的に展開した。 

（ｳ）発展期（高校２－３年）の教育 

さらに充実した学習の習得を図るため、個人の素質、興味を充分に伸ばせる多様

性を尊重した教育を行うため、以下の３つのプログラムをおいた。 

 特に、高２と高３の広域科学プログラムでは、iPad を利用したＩＣＴ教育を積

極的に推進した。 

a  人間社会プログラム 

人文社会系、文化芸術系を中心として、理系を含む多彩な進路希望に柔軟に対 

応するとともに、英和の教育方針である「愛と奉仕」の人格教育を実践的な科 

目を通して学ばせた。 

b  国際・カナダプログラム 

英和の歴史は英語教育の歴史でもあり、本プログラムではカナダの姉妹校への 

留学を通じて、語学力だけでなく国際的に活躍できる広範な能力を養成し、国 

公立及び私立大学文系への進路指導を行った。 

ｃ 広域科学プログラム 

高い数的能力や大学入試に対応する力を育成し、国公立大学（文・理系）、私 

立大学理系の進路指導を行った。 

   （ｴ）英和学の開講 

     特色ある授業として、英語を中心とした語学教育と和文化体験教育（茶道・華道・

邦楽）と女性学（社会貢献、キャリア教育）を実施した。中学ではジュニア英和学

を実施し、自分史づくり、静岡を知る、地元の活性化研究、世界の中の日本を学ぶ

などの授業を行った。高校の英和学では韓国語講座、カナダ研究を行い、茶道と華

道の体験授業を行った。また、女性学では社会貢献、キャリア教育や静岡市の創生

研究を実施した。 

（ｵ） データに基づく教育 

生徒の理解力を客観的に把握し、適切な指導を行うために以下の外部テストを中 

学から高校まで継続的に行い、追跡・評価した。 

ａ 中学においては中学の基礎・基本を確認するため、４月に領域別テスト、新 

たに全国学力学習状況調査、11月に学力推移調査を実施、追跡資料を作成し、 

これに基づいて学力強化を図った。 

ｂ 高校においては、高校１年と２年には個別の進路指導を実施し、高校３年で 

はそれぞれの進路に即した進路相談とキャリア教育を実施した。 

    ｃ  PTA総会後と授業参観後に予備校の講師を招き、大学受験への心構え、受験対

策等の講演会を実施した。 
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(ｵ)  国際理解教育 

ａ メイプル・プログラム（カナダ５か月間語学留学） 

高校２年で国際・カナダプログラム（Ｐ２）の中から、選考された生徒で実施

した。本年度は、ビクトリア市の姉妹校であるセントマーガレット・スクールに

9人を派遣した。 

        ｂ カナダ・スタディツアー（研修旅行） 

高校２年生（メイプル・プログラム参加者を除く）を対象に、ホームステイ 

を中心とした言語体験ツアーを、５月に実施した。 

c ＪＧＦ（英和海外留学生派遣制度） 

  今年度は選考の結果、派遣を見送った。 

ｄ 平成 28（2016）年度より、Summer English Seminar,夏期短期語学留学、カナダ

1年留学の新たなプログラムを加えた。  

    ｅ その他の一般留学についても希望者があれば休学留学又は認定留学として許

可する等の留学の促進を図ることで国際理解教育を推進した。 

  エ 高校募集 

    平成 25（2013）年度から再開した高校募集を引き続き１クラス程度を目途に募集

し、34人の受験生の中で、16人の入学者を得た。 

  オ 文部科学省指定教育振興事業 

    平成 28（2016）年度より 2年間、情報通信技術を活用した教育振興事業（IE-School）   

   の指定を受けた。県内では情報教育ではトップランナー的な学校となった。 

  カ 静岡市と連携協定締結 

    2016年度（平成 28）より、静岡市と地方創生の推進に向けた連携に関する協定を

結び、静岡市の発展、男女共同参画、女性の活躍と社会貢献に関する研究を実施。3

月 28日には、市長や有識者の創生推進会議で、本校高校生がプレゼンテーションを

行った。政令指定都市と高校との連携は全国初となる。 
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Ⅲ 財務の状況 

 

（１）決算状況        （別途） 

（２）財務の経営比率   （別途） 

 


