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学校法人 宝仙学園 

                           理事長 冨田 道生 

 

令和元年度事業報告書 

１．令和元年度の事業概要 

令和元年度は３か年の中期経営計画の締め括りとなる最終年度に当たり、この３年間における総括

とともに、学園創立100周年を見据えた次期中期経営計画の礎ともなる１年でした。 

  各部門ともに、教育活動、募集活動等のあらゆる分野において、イノベイティブな取り組みに挑戦

し、さまざまな新機軸や成果をもたらすとともに、学園全体としての業容拡大を果たすことの出来た

充実した１年となりました。 

以下部門別に見た令和元年度の事業概要を記述します。 

こども教育宝仙大学は、質の高い保育者を養成するため、教育の質向上と大学全体の質向上を目指

して、教育活動の強化、研究活動、社会貢献・地域連携等に取り組み、その取組の学内外への発信に

も努めました。 

令和元年度は、平成30年度に始動したビジョン「こども教育HOSEN WAYを確立する」の２年目とし

て、「実践教育を徹底し、優れた保育者を育てる」、「一人ひとりに寄り添い、優れた保育者を育て

る｣、「90年の信頼＜保育の宝仙＞を受け継ぎ、優れた保育者を育てる｣に添った40プログラムの前年

度実践内容を精査し、企画内容の修正等を行い、保育者養成教育を一層充実させるため、更に取組み

を強化しました。 

卒業生の免許・資格取得状況については、幼稚園教諭一種免許状取得率84.7％、保育士資格取得率

94.4％で、いずれも目標とした80％以上を達成しました。 

卒業生の就職では、希望者就職率100％を達成し、そのうち保育職就職率は83.8％でした。地方公

共団体等への就職者は、前年度より６名増の13名を数え、引き続き公務員職への挑戦も含め、就職活

動へのサポートを強化していきます。 

学生募集では、受験生一人ひとりに寄り添い、ニーズに応じたきめ細かな対応を基本に、各種の募

集活動を行ないました。具体的には適切なプロセス指標の設定と進捗管理の徹底、入試内容の見直

し、オープンキャンパス・プログラムの改善、高い就職率の訴求、入試区分に応じた対策の実行、宝

仙学園高等学校女子部との高大連携などの施策を展開しました。この結果、115名の入学者を確保

し、5年ぶりに入学定員の充足を果たすことが出来ました。 

本年度は、本学の「2018(平成30)年度自己点検評価書」に基づき、教育研究及び管理運営について

外部評価委員会(委員長：根ケ山光一早稲田大学教授)を開催しました。総合評価として特段の指摘事

項等はありませんでした。 

社会貢献･地域連携においては、こども教育研究センターが主体となり公開講座や、子育て支援広場

「ぷちとまと」を開催しました。中野区との連携を継続し、中野区委託事業｢保護者支援プログラム｣

の実施、中野区が実施する実務研修会等への本学教員の講師派遣等を行いました。なお、これらの活

動内容を取りまとめ「こども教育センター 2019年度活動報告書」を発行しました。 



2 

中学高等学校共学部「理数インター」は、早慶上理ICUに103名、GMARCHに160名の合格者を出しまし

た。これらの数値は、過去最高です。うち現役（卒業生は188名）は、７割を占めます。また、国公立

大学および大学校に40名の合格者を輩出しました。医学部医学科については現役国公立２名を含む９

名合格でした。８回目の卒業生を送り出す中で、進学校としての基盤をつくりつつあります。今春の

入学者は中学196名、高校214名でした。 

  女子部は、学園の伝統文化である保育文化を担う保育コースに特化した女子校として募集を行い入

学者が40名で１クラスとなりました。次年度にはすべての学年が１クラス編成となります。こども教

育宝仙大学との高大接続をより進めていきたいと考えています。 

小学校では、令和元年度も新しい教育実践を展開することができました。先ず、タブレット端末（セ

ルラーモデル）一人一台所持を実現できました。４年生以上の学年は、校内のタブレット端末を活用

して学習を進めました。 

また、タブレット端末の機能は、学習の可能性を大幅に広げ、児童の学習を充実させました。修学

旅行や校外学習なども準備・実践・まとめと動画や写真、グラフなどもレイアウトしながら体験する

ことができました。 

その実践を支えたものは、校内のＩＣＴ推進・研究推進の積極的な活動です。その結果、教職員の

意識改革が進み、大きな教育活動の前進に繋がりました。 

平成29年度～令和元年までの中期経営計画（３年間）の成果が、まとめられた年度であったと考え

ます。 

幼稚園では、「遊びの中に、学びをつくる。遊びの中で人をつくる。」をスローガンとし、様々な体

験を通して各学年での子どもの育ちを生み出していきました。一人ひとりの育ちを把握、確認し、進

級のたび、個々の今までの育ちを生かす保育を展開することを大切に考え、教員間の連携を深めてい

きました。 

また、教育計画を保護者に配布することで本園の教育の理解を深めていくことに努力しました。 

人として「感応の心」を育てることを大事にし、各ご家庭と子どもの育ちや課題を確認し合い、園生

活や家庭生活の仕方、関わり方を工夫する手立てとなりました。 

今後とも各部門が、教育活動・内容の更なる充実に意欲的に取組み、学園が一体となって次世代に

向けた取り組みを進めてまいります。 

 

２．学校法人の概要 

（１）建学の精神 

   創立者の目指した教育は「人を造る」教育です。そして「宗教的信念を根底においた人格教 

育の達成」を目標に定めました。人智を超える大いなる存在を感得することにより心豊かな人 

格を育み、生きる意欲を高め、豊かな人生を歩む。創立者が目指した教育は、学園に集うすべ

ての人が、人間の本質を見つめ、そこから人間としての生き方を学ぼうという教育であります。 

（２）学校法人の沿革 

  ① 法人設立年月日 昭和23年3月31日 
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  ② 学校設置等 

   昭和  2年 3月  感応幼稚園設置認可 

昭和  3年 1月  中野高等女学校設立認可 

昭和 10年 3月  仏教保育協会保姆養成所設置認可 

昭和 14年 6月  仏教保育協会中野保姆養成所に校名を変更 

昭和 19年 1月  中野保母養成所に校名を変更 

昭和 21年 11月  中野高等保育学校に校名を変更 

昭和 22年 4月  新制宝仙中学校設置認可 

   昭和 23年 3月  新制宝仙高等学校設置認可 

昭和 23年 3月  財団法人宝仙学園設置認可 

   昭和 26年 3月  学校法人宝仙学園に組織変更 

昭和 26年 3月  中野高等保育学校を廃止し、宝仙学園短期大学保育学科を設立 

昭和 27年 11月  宝仙学園小学校設置認可 

昭和 29年 10月   感応幼稚園を宝仙学園幼稚園と園名を変更 

昭和 29年 10月  宝仙中学校を宝仙学園中学校と校名を変更 

昭和 29年 10月  宝仙高等学校を宝仙学園高等学校と校名を変更 

昭和 39年  1月  宝仙学園短期大学生活芸術科設置認可 

   平成  9年  4月  宝仙学園短期大学生活芸術学科を造形芸術学科に名称変更認可 

   平成 10年  4月   宝仙学園短期大学専攻科造形芸術専攻設置認可(学位授与機構認定） 

   平成 19年  4月  宝仙学園中学校共学部｢理数インター｣を開設 

   平成 20年 10月  こども教育宝仙大学こども教育学部幼児教育学科設置認可 

   平成 21年  4月  こども教育宝仙大学こども教育学部幼児教育学科開学 

   平成 21年  4月  宝仙学園短期大学保育学科学生募集停止 

平成 22年  4月  宝仙学園短期大学廃止 

（３）設置する学校・学部・学科等           （令和元年5月1日現在） 

設置する学校 開校年月 学部・学科等 

こども教育宝仙大学 平成21年4月 こども教育学部幼児教育学科 

宝仙学園高等学校 昭和 3年4月 全日制（普通科） 

宝仙学園中学校  昭和22年4月  

宝仙学園小学校  昭和28年4月  

宝仙学園幼稚園  昭和 2年4月  

（４）学校・学部・学科等の学生数の状況        （令和元年5月1日現在） 

学 校 名 入学定員数 収容定員数 現員数 備考 R2.5.1 

こども教育宝仙大学 １００ ４００ ３３５ ３７２ 

宝仙学園高等学校 ２４５ ７３５ ７１９ ７０３ 

宝仙学園中学校  １３５ ４０５ ６１９ ６３０ 

宝仙学園小学校     ７０ ４２０ ４４９ ４５３ 

宝仙学園幼稚園  ― ３１５ ２８１ ２８０ 
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（５）役員の概要                    （令和元年5月1日現在） 

区 分 定 員 数 現 員 数 常勤・非常勤 

理 事 ７～１０人 １０人 
常 勤－８人 

非常勤－２人 

監 事 ２人 ２人 非常勤－２人 

（６）評議員の概要                   （令和元年5月1日現在） 

区 分 定 員 数 現 員 数 常勤・非常勤 

評議員 １９～２８人 ２０人 
常 勤－１２人 

非常勤－ ８人 

（７）教職員の概要                  （令和元年5月1日現在） 

区 分 大 学 高等学校 中学校 小学校 幼稚園 本 部 合 計 

教 

員 

本務 １９ ４３ ３７ ２４ １７ ０ １４０ 

兼務 ２３ ３４ ２５ ４ ３ ０ ８９ 

職 

員 

本務 １８ ７ ５ ３ ３ ２ ３８ 

兼務 ６ ５ ４ ２ １ １ １９ 

 

３．事業運営の概要 

理事会、評議員会では、決議事項、報告事項等について討議及び承認が行われました。 

会議内容は以下の通りです。 

（１）理事会開催の状況・・・令和元年度開催回数6回 

＜主な議案＞ 

・役員、評議員の改選について 

・平成30年度事業報告について 

・平成30年度収支決算について 

・令和元年度補正予算について 

・中期経営計画の策定について 

・令和２年度経営計画・収支予算計画について 

・学園規則類の制定・改廃について 

（２）評議員会開催の状況・・・令和元年度開催回数5回 

＜主な議案＞ 

・監事の改選について 

・平成30年度事業報告について 

・平成30年度収支決算について 

・令和元年度補正予算について 

・中期経営計画の策定について 

・令和２年度経営計画・収支予算計画について 

（３）監事業務の状況 

・理事会、評議員会への出席状況（理事会６回、評議員会５回） 
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・監事監査の実施（会計監査２回、業務監査３回、監査方針打合せ会１回） 

（４）法定監査の状況・・・令和元年度実施回数16回 

   ・監査法人による会計監査の実施 

（５）令和元年度の主な教育活動 

＜大 学＞ 

・本学園幼稚園での体験学習（R1.5/22・29・11/26・12/3） 

・体験学習 保育所・施設（R1.7/12・11/27・28） 

・教育実習（R1.5/27～6/21） 

・園長・施設長懇談会の開催（R1.7/10） 

・救急救命講習開催（R1.7/13） 

・保育実習Ⅰ(施設)実施（R1.8/5～9/14） 

・課外プログラム２年次生：国内／富山県利賀村（R1.9/5～9/9） 

・課外プログラム３･４年次生：国外／オーストラリア（R1.8/30～9/6）     

・東北再生｢私大ネット３６｣南三陸プログラム参加（R1.8/19～8/22） 

・「2018(平成30)年度自己点検評価書」外部評価委員会開催（R1.9/25） 

・｢HOSEN こどもフェスティバル 2019｣開催（R1.10/19・11/17） 

・保育実習Ⅱ・Ⅲ(保育所・施設)実施（R1.11/15～11/25） 

・第11回図書館講演会開催（R1.12/19） 

・２年次ゼミ発表会開催（R2.1/15） 

・大学入試センター試験 東京女子大学と共同実施（R2.1/18・19）  

・保育実習Ⅰ(保育所）実施（R2. 2/3～2/17） 

・卒業研究発表会（R2.3.5 新型コロナウィルス感染拡大防止対策のため中止） 

・第７回学位記授与式挙行（R2.3/19 ） 

＜新型コロナウィルス感染拡大防止対策のため、卒業生及び教職員のみ出席＞ 

・こども教育研究センター｢2019年度 活動報告書｣発行（R2.3月） 

・「2019年度 FD活動報告書」発行（R2.3月） 

・子育て広場「ぷちとまと」開催（R1.4月～R2.2月） 

・中野区委託事業「保護者支援プログラム」開催（R1.5・7・10・12月） 

・中野区との地域連携/各研修会等に講師として本学教員派遣（通年） 

 ＜中学･高等学校＞   

（共学部）  

・高校体育祭／東京体育館（R1.5/8） 

・中１ラグビー教室／早大上井草グラウンド (R1.5/16) 

 ・高２アメリカ研修旅行／スタンフォード大学・ヨセミテ（R1.6/10～17） 

・高１関西研修旅行／長谷寺（R1.6/14～16） 

・中学合唱祭／中野ゼロホール（R1.6/14） 

・中１林間学校／水上高原（R1.7/23～25） 
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・高３夏期講習（R1.7/22～25） 

  ・ニュージーランド語学研修（R1.7/29～8/10） 

  ・マルタ研修（R1.7/19～8/3） 

     ・セブ島語学研修校内（R1.8/5～9, 12/23～25） 

  ・高校夏期講習（R1.8/26～30） 

・中学夏期講習（R1.8/27～30） 

・中２長崎研修旅行（R1.9/4～6） 

・中３アジア研修旅行／シンガポール（R1.9/8～12） 

・中１ネイチャープログラム／秩父（R1.11/7） 

・中１十三詣り（R1.11.9） 

・中学体育祭／エスフォルタ八王子アリーナ（R1.11/22） 

・中１ラグビー観戦／早慶戦 秩父宮ラグビー場／（R1.11/23） 

・中１、中２芸術鑑賞会（R1.12/17） 

・高２冬期講習（R1.12/23～26） 

・高３センター試験講習（R1.12/16～26、R2.1/4～9に随時） 

・中学英語プレゼンテーションコンテスト（R2.1/18） 

・中２職場体験（R2.1/31～2/4） 

・中３東京キャンパスDay (R2.3/6 に実施予定であったが中止) 

・高校英語プレゼンテーションコンテスト(R2.3/18実施予定が延期中)  

（女子部） 

・新入生歓迎会（合同）（H31.4/10） 

・高Ⅲ感謝訪問（H31.4/8） 

・高Ⅰ～高Ⅲ遠足／都内近郊（H31.4/26） 

・体育祭／本学グラウンド（R1.5/25,6/1） 

・高Ⅲ保育コース実習／宝仙学園幼稚園（R1.5/15） 

・高Ⅱ保育コース実習／宝仙学園幼稚園（R11.6/5） 

・夏期講習（Ⅰ期）（R1.7/19～24） 

・高Ⅱカナダ研修旅行（R1.9/12～18） 

     ・高Ⅲ保育コース保育実習（R1.9/26） 

・芸術鑑賞会（R1.11/13） 

     ・高Ⅰ･Ⅱ保育コース保育実習（R1.11/19） 

・冬期講習（R1.12/21～23） 

・合唱祭（R2.1/25） 

・新高Ⅰ春の勉強会（R2.3/23に実施予定であったが中止） 

    ＜小学校＞ 

・安定した入口と出口の成果を確認 

・１～４年の英語活動 / 中島教諭 担当 

 ・５、６年の英語活動 / 中島教諭と外国人講師マイケル 担当 



7 

・サッカー、金管バンド、笛クラブなど朝の課外活動も展開 

・タブレット端末を活用した授業の実践 

・研究授業・研修会を年間講師 梶浦真先生を招聘し実践 （3年目） 

・ＩＣＴの公開授業をネット上に発信し全国規模での来校者を実現 

・全各教科でタブレット端末を活用した授業を展開  

（授業の可能性を広げ、児童がオリジナルな学習・主体的学習者への変貌を遂げつつある） 

・研究主任を中心とした研究部のプロジェクト型研究の推進と実践 

・広報担当 入学対策担当のホームページ・スクールガイド等を含めた対応力の充実 

 ・公開授業 学校説明会の充実と参加者の増加に繋がる活動を展開 

（プレゼンテーションの工夫など） 

・宝仙小の未来設計の柱として「アドミッション・カリキュラム・ディプロマ」の３つのポ

リシーを考案 

・学校と保護者の教育懇談の場として「Ｈｏｓｅｎエデュセッションズ」の立ち上げ 

・保護者のＩＣＴの研修会や体験会を実施し、情報モラルや情報リテラシーについて学ぶ場

を設定 

＜幼稚園＞ 

・戸外遊びの充実／年齢に応じた戸外あそびの工夫 

・英語教育／年少・年中・年長ともに原則週1回 行事に英語指導を組み入れる  

・本学園大学との連携教育活動／リトミック教室（年10回）造形あそび（年１回） 

・本学園小学校との連携教育活動／理科実験教室（年間３回） 

・園内研修の開催／研究保育（保育者の保育を見学、意見交換し保育力を高める）  

保育者の造形の表現を高める講義と実体験を行う 

・仏教行事／花祭り、両大師祭、みたままつり、おつとめ（11回）、地蔵祭（11回） 

・避難訓練、防犯訓練の実施（年間６回）、ＡＥＤ講習会開催（R1.8/30） 

・公開保育・体験入園・入園説明会／２・３年保育と満３歳関係と実施時期を分ける 

・進学講演会開催／①講師：佐藤眞理（R1.5/30） ②講師：山岸顕司（R2.1/30） 

・母の会主催講演会／①講師：富田道興（H31.4/26） ②講師：伊東絹子（R2.1/17） 

・中央線沿線私立幼稚園合同説明会参加（聖徳小学校にて）（R2.2/16） 

・「楽しい子ども会」実施／園児表現活動を保護者参観（R2.2/18～21）  

＜全学園＞ 

 ・創立者忌日法要（R1.6/28） 

・合同学園祭｢宝仙祭｣の開催：大学、高等学校、中学校、小学校、幼稚園（R1.10/19～20） 

＜ 統一テーマは「 にじいろのアルバム 」＞ 

・長谷寺仏教研修（R1.08/21～23） 

（６）令和元年度の主な事業活動 

＜学園の活動＞ 

① 学園経営の改革・改善及び学園運営に関する事項 
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・こども教育宝仙大学納付金の減免に関する内規の一部改正（R1.6/20施行） 

・宝仙学園高等学校外国人留学生受入規程の制定（R1.5/1施行） 

・養護教職員相互協力内規（R1.9/2施行） 

     ・宝仙学園被服等貸与規定の一部改正（R2.4/1施行） 

     ・こども教育宝仙大学自己点検・評価規程の一部改正(H31.4/1施行) 

     ・こども教育宝仙大学学則の一部改正（R2.4/1施行） 

     ・こども教育宝仙大学の教員の任期に関する規則の一部改正（R2.4/1施行） 

     ・こども教育宝仙大学における任期付の教授及び准教授に係る内規の制定（R2.4/1施行） 

     ・宝仙学園高等学校学則の一部改正（R2.4/1施行） 

     ・宝仙学園中学校学則の一部改正（R2.4/1施行） 

     ・宝仙学園小学校学則の一部改正（R2.4/1施行） 

     ・宝仙学園幼稚園園則の一部改正（R2.4/1施行） 

     ・宝仙学園寄附行為の一部改正（R2.5/施行） 

     ・こども教育宝仙大学委員会設置規程の一部改正（R2.4/1施行） 

     ・宝仙学園給与規定手当支給基準表の一部改正（R2.4/1施行） 

     ・宝仙学園非常勤教員就業規則の一部改正（R2.4/1施行） 

     ・宝仙学園非常勤職員・アルバイト就業規則の一部改正（R2.4/1施行） 

     ・宝仙学園監事監査基準の一部改正（R2.4/1施行） 

     ・宝仙学園役員の報酬等の支給の基準の制定（R2.4/1施行） 

     ・宝仙学園教学組織規則の一部改正（R2.4/1施行） 

     ・宝仙学園事務組織規則の一部改正（R2.4/1施行） 

     ・宝仙学園情報の公開及び開示に関する規則の制定（R2.4/1施行） 

     ・宝仙学園就業規則の一部改正（R02.4/1施行） 

     ・宝仙学園学内理事検討会会議規程の一部改正（R2.4/1施行） 

     ・宝仙学園火曜会会議規程の一部改正（R2.4/1施行） 

     ・宝仙学園法人カード取扱要項の制定（R2.4/1施行） 

     ・宝仙学園給与規定の一部改正（R2.4/1施行） 

     ・宝仙学園情報公開規定の廃止（R2.4/1施行） 

     ・宝仙学園役員報酬規定の廃止（R2.4/1施行） 

② 教育環境整備の推進状況 

     ・大 学  ４号館学生ロッカー室整備（600万円） 

     ・中 高  70周年記念館空調機更新工事（大学共通）（5,000万円） 

４号校舎照明LED化工事（1,250万円） 

            1号校舎講堂椅子更新（340万円） 

     ・小学校  ICT教育環境整備（1,350万円） 

           講堂音響機器更新（450万円）  

     ・幼稚園  テラス・バルコニー ウッドデッキ更新（1,300万円） 
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     ・その他  教職員ＰＣ環境整備（学園全体）（1,700万円） 

③ 学園運営管理施策の推進状況 

・令和元年度監事への経営報告会の実施（年３回） 

・令和２年度経営計画の部門別検討会の実施（R02.1/27～1/28） 

     ・政策会議の実施（年３回） 

      

 

 

 

 

 


