
 

 

 

東京キリスト教学園 

2016 年度事業計画 

  



方針 

 

(1)教育・研究 

建学の精神の特色を活かした教育・研究の深耕とグローバル教育の推進を行う。本学の存在

意義を堅固なものとするため、「育成すべき人材像を明確にする」こと及び「ディプロマ・

カリキュラム・アドミッション各ポリシーの見直しを図る」ことに取り組む。また、そのこ

とによって「効果的な学生募集の展開」に繋げる（神の国プロジェクトⅠ群）。 

(2)法人・大学の運営 

① 学園・大学の機能の更なる向上のため、「教職協働のあり方」「組織内情報共有のあり方」

「理事会の機能向上のあり方」について考察し、実践していく（神の国プロジェクトⅣ

群）。また、専任職員 2 名を採用したことも含め組織改編を行い、本学に相応しい組織

を確立する。神の国プロジェクト推進のために必要である法人部門の強化を行う。 

② 2015 年度に自己点検・自己評価に基づき受審した、大学認証評価の結果を踏まえ、長

所・努力課題・改善勧告等について本学としての対応を行う。また、継続して PDCA サ

イクルを最大 1年単位で機能させる。  

(3)社会・地域への貢献事業 

社会・地域貢献を進める。地元との連携・継続して実施している公開講座や音楽コンサート

の周知・パイプオルガン等キャンパス施設の活用・共立基督教研究所や国際宣教センター、

最終年を迎えるテンプルトン財団助成研究プロジェクト等による研究成果の還元等実施す

る。 

(4)財政 

財政基盤を確かなものにしていく。財政基盤の確立のために大切なポイントの一つである寄

付金募集については、「明日の世界宣教者育成」支援会（TCU 支援会）センター会議を中心

に、神の国プロジェクトⅡ群に掲げた行動目標を実践していく。同時に「資金の有効活用の

ための支出削減」（神の国プロジェクトⅢ群）に取り組む。 

(5)中期計画関連事業 

「主要 7 項目」について、2016 年度は次の通り行う。 

① 教員免許課程の設置について、調査及び検討を継続する。 

② 通信教育課程の設置について、調査及び検討を継続する。 

③ 適切な定員管理（収容定員増を含む）については、当初計画していた 2017 年度の段階

での学部定員増の案を神の国プロジェクトに基づいて再考した計画に引継ぎ、実現に向

けて検討を継続する。 

  

 

※神の国プロジェクト（第一次神の国に仕えるプロジェクトの略） 

 

※大学認証評価結果（要旨） 

長所：「学生支援」学習のみならず生活全般を神学の学びの場として位置付けていることを評価できる。 

努力課題：「財務」財政基盤確立が不十分なため、具体的な数値目標を伴う安定した中期財政計画策定が望まれ

ている。 

改善勧告：「学生の受け入れ」神学部および国際キリスト教福祉学科の入学定員に対する入学者数比率平均、お

よび国際キリスト教福祉学科の収容定員に対する在学生数比率が低い点を是正されたい。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学部門 

（東京基督教大学） 
  



１ 学長室 

 

(1) チャペル 

① チャペルを通して、学生の霊性と人格が涵養されるよう、相応しいプログラムを構成す

る。 

② 学生の主体的な参加と貢献を促し、多様性のある本学共同体の礼拝者、奉仕者として相応

しく整えられるよう、相応しい運営・教育体制を整える。 

(2) 教育行政 

①大学行政  

a. 高等教育行政を学内に情報発信。  

b. 教職員の学外研修会等への参加促進。  

②IR 推進  

a. 学内調査  

 入学生に対するアンケート項目の見直し。 

 在学生に対する調査。 

 財務分析。 

b. 学外調査  

 中期計画の主要項目（教職免許課程、通信教育課程）について継続調査。 

③補助金  

a. 補助金の仕組みについて学内共有。 

b. 国庫補助金獲得の上積みの検討。  

④自己点検・自己評価  

a. 2015 版自己点検・自己評価報告書情報公開(5 月）。 

b. 2016 版自己点検・自己評価報告書作成(1-3 月）。 

(3) 海外協定 

① 短期留学生（EAI)の募集活動を継続する。 

② アジアでの協定校開拓と、北米 2 校との新たな協定締結を目指す。 

(4) 加盟国際団体 

① 加盟している海外団体のセミナー等に教員を派遣し、キリスト教高等教育機関の世界的

動向を把握する。 

② 加盟団体の活動を通し、ネットワークを広げ、本学のグローバル化促進に役立てる。 

(5) 学生募集 

① 受験対象者（中高生、大学生、社会人）にダイレクトに伝える学生募集の推進を図る。ア

ジア神学コース（ACTS—ES）学生募集の体制を強化する。海外在住日本人及び在日外国

人への学生募集活動を強化する。 

② 中高生にダイレクトに伝える学生募集活動（中高生礼拝のある教会への訪問など）に焦

点を当てる。また学生募集のデータベース（教会、キャンプ、チャーチスクール、キリス

ト教主義高校等）を構築し、研究科、各学科専攻、専攻科ごとに戦略的・効率的に訪問を

行えるようにしていく。   

(6) 広報 

① ステークホルダーとの良好なコミュニケーションを図るための広報活動を行う。特に神

の国プロジェクトの推進に合わせて、本学の改革状況を学内外に伝える。 

② パブリシティを強化する。 



(7) 募金・支援会 

a.募金目標 

（ア）明日の世界宣教者育成募金 6,500 万円 

   募金目標の内訳： 

   大学献金 4,900 万  

   大学院設立献金 500 万  

   夏期伝道献金 150 万  

   教会音楽献金 300 万  

   異文化実習支援献金 100 万円 

   留学生奨学金基金 250 万  

   教会教職者志望学生奨学金基金 300 万 

（イ）寄付（献金）者の増加 

b. 重点活動  

（ア）各地区支援会の運営補助 

関東、新潟、石川、長野、静岡、三遠南信、愛知・岐阜、関西、岡山、四国、広島、

福岡・山口、沖縄、北海道 

（イ）地区支援会の新規立ち上げ 

（ウ）学園デー（TCU のつどい）等の開催 

   14 地区支援会、新規地区 

（エ）同窓生の支援会加入率の増加 

（オ）特別支援会員の開拓 

（カ）TCU 支援会報の作成（7 月） 

(8) 地域連携 

① 各部署で行われる社会連携・貢献活動を支援する。また、活動の在り方を検討する。 

② 地域団体との協定を検討・実行する。 

(9) クロスメディア 

① メディア宣教演習受講者拡大に取り組む 

② マルチメディア教育コンテンツの制作 

③ インターネットを利用した通信・遠隔教育の可能性を検討 

 

２ 神学部 

 

(1) 学部全体 

① 神の国プロジェクトと連携して、学生募集に資するために人材像・３ポリシーを再検討

する。その検討を踏まえ、2017 年度より新しいカリキュラムを提供するために、カリキ

ュラム全体の有機的な関連づけや配置・順序等を見直す。 

② ACTS-ES の自費留学生獲得、海外の大学との連携に引き続き取り組む。大学経営の健

全化のため、大学内外の貸与奨学金を優先して提供し、給付奨学金を学生募集に資する

方向で整理する。 

③ 教員の研究・教育を活性化するため、また外部研究資金獲得を奨励するため、研究支援

の充実を図る。新たなポートフォリオシステムの有効活用を図る。 

④ 教員免許課程および通信教育課程の設置について調査を再開する。神の国プロジェクト

と連携して、定員管理の検討、および学部一括での入試内容の検討を行う。 



(2) 神学科 

① 各専攻(ACTS-ES、神学専攻、教会教職専攻、シニアコース)及び神学科全体の教員会議

を行ない、カリキュラム改訂の具体案を作成する。 

② 神学専攻のカリキュラムを、より独自性のあるものに改編するために具体案を作成する。 

③ 各学生の必要に適った段階的履修指導を行ない、ディプロマポリシーに沿ったラーニン

グアウトカムをどう測るか具体案を作成する。 

(3) 国際キリスト教福祉学科 

2015 年度計画を継続し、国際舞台でのワーカー育成のプログラムと国内の高齢者福祉ワー

カー育成を専攻ごとに充実する。介護福祉士取得者の外国籍卒業生の正式なビザ取得を目前

にカリキュラム的にも国際と福祉を合わせた科目を準備していく。 

［国際キリスト教学専攻］ 

① 4 年目となった新英語プログラム（Big English Program）が完成年度を迎えるにあたり、

TOEIC の点数や、学内における活動内容等からその成果を検討する。また、オーストラ

リアにおける海外英語研修においても、それまでの２回の経験を踏まえながら、さらに

充実した内容を目指す。 

② 前年度に引き続き、専攻教員会議を定期的に開催し、カリキュラム内容や学生動向など

に関して教員間の理解の共有を図る。 

③ 専攻教員間の協力により、学生一人一人の必要に即した学習・生活指導をきめ細かく実

施する。 

［キリスト教福祉学専攻］ 

① 2015 年度「医療的ケア」修了に伴う検討結果を 2016 年度に反映する。 

② 対象となる学生や科目、内容を検討して、福祉学専攻カリキュラムをベースとした全学

を横断する独自の認証制度を検討する。 

③ 各段階すべてに異なる形態の実習先を確保しているが、さらなる充実を図る。 

④ 引き続き、学生募集委員会における活動内容の中で学生募集に取り組む。 

⑤ 現時点で「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」は国会で継続審議とな

っているため決定後に検討する。 

⑥ 教会における福祉実践の重要性を教会へ浸透させることを目的とした教員派遣とケアチ

ャーチプロジェクトを実施する。研究と授業を第一義的に考えたうえで、2015 年度と同

様の回数を目指す。 

⑦ 印西市等との専門職向け講座および市民向け講座開設の可能性を調査する。 

 

３ 神学研究科 

① 教会実習・各種インターン・セミナーを充実させ単位化する。 

② 博士後期課程完成年度の教育と運営を目標の通り実施する。 

③ 大学院カリキュラムの見直しを学部と連携して行う。 

④ 教員の研究と教育により教会と社会へ貢献する。 

⑤ 国内外の教団や教会・神学教育機関との交流と連携を図る。 

⑥ 教員相互の連携による教育の充実と後継者の育成に努める。 

 

４ 教会音楽専攻科 

① 改訂カリキュラムの検証とともに、学部における音楽教育との連動を検証する。 

② 引き続き、継続教育の充実を図る。 



５ 教務部 

 

(1) 教務 

① 担当者の機能と役割を明確した学習支援体制を整備する。 

(2) 生涯学習 

① エクステンションの在り方を検討する。 

(3) 入試 

① 入試内容を見直す。 

(4) 教員支援 

① FD 

a. 新任教員研修を適切に実施。 

b. FD 活動の組織と内容の見直し。 

② 教員支援（その他） 

a. アクティブラーニング教室の活用の推進。 

(5) 教育情報 

① 教学システムの構成を検討する 

 

６ 学生部 

 

(1) 修学支援 

① 障がい学生の講義保障のため、教授会等での障がい学生対応法の周知、身体障がい者サ

ポート講座等を実施する。 

② 前学期 GPA1.80 未満の学生を対象としたピアテュータリングによる学習支援を実施す

る。 

③ 外部奨学金の獲得に努める。 

④ 既存の奨学金の見直し・拡充を含め、学生への経済的支援を充実させる。 

⑤ 学納金滞納者や家計急変者については、日本学生支援機構及び民間の教育ローンを速や

かに紹介する。 

(2) 健康・生活支援 

① 学生部長・男女子寮主事・学生相談室長で定期的なミーティングを継続し、課題のある

学生の状況把握と対応を検討する。併せて関係部署・担任などと連携して学生のサポー

トを行う。 

② 寮教育を通じた社会人基礎力やお互いに仕え合う姿勢の育成に取り組み，評価方法を見

直す。 

③ 学生相談室カウンセラーの補充を検討する。 

④ ハラスメント防止について学生・教職員に周知する。 

⑤ 障がい学生の生活支援のため、身体障がい者サポート講座の実施、寮のバリアフリー化

等を検討・推進する。 

⑥ 寮運営委員会・総務部と連携を取りながら寮の環境整備を行う。 

(3) キャリア支援 

① 進路支援に関するアンケート調査を引き続き実施し、分析と検証を行う。 

② ①を踏まえ、課題解決型のキャリア支援方策について具体的な検討を行う。 

③ 障がい者就労支援体制を構築する。 



７ 総務部 

 

(1)総務課 

① 大学組織のあり方につき以下の点を神の国プロジェクトの検討状況も鑑みつつ再検討

する。 

a. 役職者の権限、諸会議の役割の明確化 

b. 部制度の見直し 

c. 内部監査のあり方 

② 職員の意欲･資質の向上を図るため、SD の活発化、職員人事の見直し等に関して神の国

プロジェクトの検討状況も鑑みつつ再検討する。 

a. 職員人事の基本事項に関する規程の策定 

b. めざすべき職員像の明確化、組織的･体系的な SD のあり方の検討 

c. 理事職者と職員の懇談会の継続･活発化 

d. スタッフ･ポートフォリオの導入の検討 

③ 同窓会との連携強化、および支援会活動との連携を視野に入れた同窓生との交流の活発

化を図る。あわせて、卒業生交流委員会等の組織のあり方について再検討する。 

(2)管財 

［管財関係］ 

① 長期修繕計画に基づき、大規模修繕を実施する。 

② 改革総合支援事業に採択された場合は、設備整備を実施する。 

③ 長期大規模修繕計画の検討をする。 

［情報ネットワーク関係］ 

① 新規ファイルシステム（office365）へ段階的に移行する。 

② イントラネット（サイボウズ）による稟議システム活用を検討する。 

(3)食堂 

① 安全で健康的な食事の提供を心がける。 

② 食中毒の予防策と緊急時の対応の策定、器具を含めた食堂の衛生面、安全面への改善、

また快適に食事ができる様に努める。 

 

８ 図書館 

 

① 利用者への学習支援のため、情報リテラシー資料・授業の充実をはかる。 

② 学術情報発信のため、次期図書館ウェブサイト、OPAC（検索サイト）の調査と検討をは

かる。 

③ 学習環境のさらなる整備、館内ラーニングコモンズのための調査と検討を行なう。 

④ 学術資料、とりわけ電子資料の充実に努め、館内本棚・保存庫の狭隘化解決策を検討す

る。 

⑤ 学術情報を効果的に提供するため、TCU 機関リポジトリ（IR）のコンテンツ充実をはか

る。 

⑥ アクティブラーニング、ラーニング・コモンズのため他部署との連携を推進し調査と検

討をする。 

 

 



９ 附属機関 

 

(1) 共立基督教研究所 

① 公共福祉研究センター、テンプルトン財団助成プロジェクト・Science for Ministry in 

Japan: The Theory and Practice of Christian Ministry in the Face of Natural 

Disasters 2014-16 （以下 SMJ プロジェクト）、「教会と地域福祉」フォーラム 21、第

6 回日本伝道会議等を通して、「公共福祉学」創出に向けた研究活動を継続する。 

a． SMJ プロジェクト最終年の活動を実施し、成果発信を行う。 

b． 第 6 回日本伝道会議分科会「教会のソーシャルキャピタル（社会関係資本）としての

公共的役割」（当研究所主催）において、教会と地域福祉のネットワーク形成を促進

する。 

② 今後の中長期ビジョンを検討する。 

③ 外部資金獲得に向けた申請を行う。 

(2) 教会音楽アカデミー 

① 公開講座 

教会音楽奉仕者・教会教職・信徒が礼拝音楽、及びそれに関連する事柄を学ぶことに

よって、礼拝音楽理解を深める機会を提供する。 

② 夏期教会音楽講習会では、現場ですぐに使える実践的演習の継続とクラシック系・ポピ

ュラー系音楽奉仕者の相互理解の推進を図る。 

③ コンサートを通しての更なる地域貢献に努める。 

④ 楽譜集 

新たな礼拝奏楽曲の創作とその充実をはかる媒体として、発行・頒布を継続する。ま

た販売経路の拡大を図る。 

(3) 国際宣教センター 

① 専門部会及び世界宣教講座における教育・研究の充実と成果物の発行を行なう。 

② 日本宣教リサーチとキリスト教各教団・教派の宣教研究機関、市民団体等との連携の継

続、第 6 回日本伝道会議プロジェクトへの参加を行なう。 

③ 千葉県キリスト教史研究会における調査報告会を実施する。 

  



 

 

 

法人部門 

  



１ 法人運営 

 

(1)年間聖句・テーマ 

「幻がなければ、民はほしいままにふるまう。しかし律法を守る者は幸いである。（箴言２９章

１８節）」 

「幻を抱いて歩む」 

(2)年間スケジュール 

4月 1日(金) 退修会 

4月 5日(火) 入学式 

6月 14日(火) 祈祷日 

7月 8日(金) 夏期卒業式 

11月 2日(水) 創立記念礼拝・講演 

2月 10日(金) 祈祷日 

3月 10日(金) 春期卒業式 

(3)会議関連 

a.2回の理事会（7/5,11/15)で理事会の本質についてとりあげる。 

b.理事会の機能向上を図る（神の国プロジェクトⅣ群Ⅳ）。 

 

２ 財務 

 

(1)予算編成方針 

① 2014年度決算で帰属収支及び消費収支の均衡達成を機に、学園及び大学の課題を整理

し、財政基盤確立のための計画再構築に取り組む内容を 2015年度に示した神の国プロ

ジェクトとその検証に基づき、2016年度予算を編成する。 

② 神の国プロジェクトの概略は、次の通りである。 

a． 学生数 290人（に匹敵する収入 2億 9,800万円）の実現〔20年後（2035年度）〕 

b． 寄付金 1億 2,500万円の実現〔20年後（2035年度）〕 

c． 賞与 2か月を基本想定  

d． 資金の収支、帰属収支、消費収支が均衡する 

e． ⑤（④それぞれの）到達に 8年、16年、20年（を要する） 

f． 資金は（一時的に）流出するが、20億円は切らない 

g． 施設の更新への準備も開始する。 

そして、その実現のために４つの分野（「人材像・ポリシー・学生募集」「寄付金募集」「支

出考察」「その他」）の行動目標を策定している。また、計画実行に際し評価基準を設け、

PDCAサイクルによる改善を行っていく。現中期計画との兼ね合いについては、行動目標の

実践に当たって調整を行っていく。 

 (2)方策 

①収入部門 

a.入学者数・収容定員確保・学生納付金 

入学定員の確保に 全学を挙げて取り組む。学生納付金については引き続き、実習費な

どの適正徴収、奨学金の在り方も含め改訂の検討を続ける。学生数の目標として、神

学部入学定員 33名、編入学定員 14名、収容定員 160名と、大学院博士前期課程入学

定員 18名、収容定員 36名、博士後期課程入学定員 2名（完成年度の収容定員は 6



名）、教会音楽専攻科定員 5名の確保を実現する〔大学（学部・大学院・専攻科を含

む）収容定員合計（博士課程完成の 2016年度）は 207名〕。大学の定員充足の早期達

成により、学部収容定員増に繋げていく。PR活動においては、高校生だけでなく、

中・小学生、青年、社会人も対象に訴求する。そのために訪問活動件数の目標は 2015

年度と同様とする。また、EAI と The Japan Programの定着と充実を目指す。 

b.寄付金 

理事会のもと、「明日の世界宣教者育成」支援会（TCU支援会）の活動を進めていく。

神の国プロジェクトに基づき、行動目標の実践を年度中より開始し 20年後（2035年

度）の消費収支均衡のための目標値 1億 2,500万円を達成する体制を築いていく。

2016年度はその第二段階として、6,500万円の予算を達成する。 

c.補助金 

国庫等補助金制度内容の変化に十分注意し、適正の補助金を得るべく努力する。私立

大学等改革総合支援事業の支援対象校に続けて選定されている通り、特色ある教育を

実行している本学の特長を、補助金制度においても最大限活かす。 

d.資産運用収入 

利回り目標を 2％に向けた資金運用ポートフォリオ構築と運用を進める。 

所有不動産の活用について具体的な判断をすべく検討する。施設の外部者利用が具体

的に促進できるよう努める。 

e.事業収入 

寮の収入および給食収入については、１）入学者数・収容定員確保・学生納付金の方

策に沿った収入確保を図る。講座講習料については、部門別収支を勘案しつつ増収に

努める。 

f.その他 

科研費等、外部資金の獲得に取り組み、継続的な取得を目指す。収益事業について、

長期的な視野をもって検討する。 

②支出部門 

a.人件費 

規程に基づき人事院勧告の俸給表を用い、本学の状況等を勘案しながら検討する。賞

与については 2ヶ月分支給を予定するが、2015年度の計画実践・当年度の数値目標達

成度の２つの結果と保有資金額とを勘案しつつ 2016年度支出全体像の中で増減の調整

を行う可能性がある。 

b.一般経費 

冗費を節減することに重大な関心を払い、資金の有効活用に努める。共立基督教研究

所、教会音楽アカデミー、国際宣教センター及び公開講座・エクステンションは、部

門別収支の均衡に配慮しつつ効果的な展開を行う。尚、テンプルトン財団助成研究プ

ロジェクトは 3年に亘る期間のうちの最終年となる。 

c.施設設備費 

長期計画の見直しを実施するとともに必要最小限の補修を段階的に実施していく。新

規の施設設備の取得については原則として行わない。 

③中長期的構想 

a.中期計画（2013-2017年度）に基づき、「教職免許（宗教）」「通信教育（大学院）」 

「通信教育（介護福祉）」「継続教育」「幼児/中等教育」「神学研究科英語プログラム」

について調査及び検討を行っていく（事業計画方針参照）。オンライン教育の推進につ



いて、長期的な視野をもって取り組みと検討を継続する。 

④その他 

a.新規の企画については、建学の精神に照らしつつ、収支を慎重に考慮しながら吟味し

ていくものとする。 


