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建学の精神 

一、真実を求め至誠を捧げよう 

一、正義を尊び邪悪を除こう 

一、和平を願い人類に尽そう 
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はじめに 

平成 30（2018）年度に中央教育審議会が出し

た「答申」によると、18歳人口は 21年後の令和

22（2040）年には 88 万人に減少し、現在の 7 割

程度の規模となることが推計されています。と

同時に今後は、学修者が「何を学び、身に付ける

ことができるのか」を明確にしなければなりま

せん。また各地域においても地域のニーズに応

える特色を活かした連携や統合を行い、学修者

の「学び」の意欲や地域社会との協力関係を充実

して行く必要があると考えられます。 

本学では「真実を求め人類社会の和平の実現

を念願する立正精神に基づく教育を行い、有能

な人材を育成する」という寄附行為に謳われた

本学園の目的を遂行し、国内外の社会の発展に

寄与すべき教育・研究活動とその体制を整備し

て未来像を描く事が必要です。特に本学で「社会

貢献」を重視した事は、「立正安国論」に示さ

れた「立正精神」を発展し、正しきを立てて国や

社会の平安と人びとの安寧実現を目指す事に通

じて参ります。 

今後も「RISSHO VISION 150」に基づいて「社

会貢献」・「教育」・「研究」・「運営基盤整備」・「付

属中学校・高等学校」などモラリスト×エキスパ

ートの育成はもとより、具現化を目指して参り

ます。そして令和 4（2022）年には、開校 150周

年を迎え、品川キャンパス新校舎建設・熊谷キャ

ンパスにおける新学部設置構想の推進・『立正大

学百五十年史』の刊行・大学駅伝チーム創設と参

入など様々な記念事業を進めて参ります。今後

とも教職員の皆さんとともに教育改革の推進に

向けて異体同心で取り組みたいと思っています。

どうかご理解とご支援を賜りますよう何卒よろ

しくお願い申し上げます。 

学校法人立正大学学園   

理事長 望月 兼雄 

事業計画策定にあたって 

立正大学は令和 4（2022）年に開校 150周年を

迎えます。この開校 150 周年に向けて、平成 30

（2018）年度から 5ヵ年計画として「RISSHO VI

SION 150」と題した第 1 次中期計画を平成 29（2

017）年度に策定し、公表しました。 

この計画は、立正大学において生成・蓄積され

た多くの独創的な研究成果や豊富な知見を有意

義に統合化し、「知」の共有と「学」の融合を図

ることで基礎教育から最先端の学術分野横断型

の研究体制を再構築していくこと、また社会の

発展や文化創造に積極的に貢献することを旨と

した大学改革も推進し、それに加えて立正大学

の辿ってきた長い歴史と揺るぎない伝統に立脚

した豊かな人間性を育む教育の振興は当然のこ

とながら、中期的な視点に立った学修環境充実

のための学術情報基盤の整備ならびにやりがい

のある働きやすい職場環境の充実に向けた取り

組みを目指したものです。 

平成 31（2019）年度の事業計画策定にあたっ

ては、個々のアクションプランの 2 年目のプロ

セスとして、中期計画事業との整合性を担保し

ながら、また昨今の高等教育政策や社会経済動

向を念頭に、高大接続・入学者選抜改革やアクテ

ィブ・ラーニングの推進を中心とした教育改革、

研究分野ではイノベーションに結びつく共同研

究環境の構築など、激しく変化する時代の要請

に応えうる教育・研究活動の発展を目標に据え

ました。 

こうした改革を支える基盤整備を併せて進め

るとともに、その成果を地域・社会連携活動を通

じて還元します。 
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中期計画にもとづく平成 31年度重点事業 

立正大学学園は、令和 4（2022）年に控える立正大学開校 150 周年に向けて「RISSHO VISION 

150」と題した第 1次中期計画を策定し、平成 30（2018）年度から 5ヵ年を事業期間として取り

組んでいます。 
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中期計画を遂行するにあたり、コンセプトイメージの下部に示す 5 分野を柱としたアクショ

ンプランの着実な実行に資する取り組みとして、以下の 4つを本年度重点事業として掲げ、ビジ

ョン実現に向けた確実なステップアップを図ります。 

教育改革の推進（入試制度改革、AP事業の推進を含む）

• 全学教育推進センターの組織確立を期として、立正スタン
ダード教育や外国語教育などを推進します。平成31（2019）
年度に最終年度を迎える文部科学省の大学教育再生加速プロ
グラム（AP）の集大成を行い、「主体的・対話的で深い学
び」（アクティブラーニング）を全学的に展開し、この知見
を他大学と共有するために発信します。また、「学力の3要
素」を多面的・総合的に評価する方法を構築し入学者選抜の
改革を進めます。

キャンパス整備事業

• 品川キャンパスについて、さまざまな交流が生まれる特色
ある教育研究・社会連携施設などを含む第一次施設整備事業
を継続的に推進します。

研究推進事業

• 立正大学研究推進・地域連携センター支援費、科研費補助
金採択に向けた支援の取り組みなどを通して学内の研究活性
化を図るとともに、平成29（2017）年度に「私立大学研究ブ
ランディング事業」として採択された「ウズベキスタン学術
交流プロジェクト」の取り組みを更に実施していくことで、
研究成果の社会的還元を図るとともに、本学の研究ブランデ
ィング構築を目指します。

熊谷キャンパスの活性化

• 熊谷キャンパス開設50周年の平成29（2017）年度に発表し
た「熊谷キャンパス宣言」および同年度に策定された「熊谷
キャンパス・マスタープラン」に立脚しつつ、新学部の設置
を念頭に、熊谷キャンパスの活性化に向けたキャンパス環境
の整備を随時推進します。
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＜大学＞ 

 

教育改革の推進 

平成 31（2019）年 4 月の全学教育推進センターの組織の立

ち上げを機として、高大接続、学修成果を把握した履修指導、

立正スタンダード教育や正課外教育プログラムによる外国語

教育等を推進します。また平成 31 年度に最終年度を迎える文

部科学省の大学教育再生加速プログラム（AP）の集大成を行い、

「主体的・対話的で深い学び」（アクティブ・ラーニング）を

全学的に展開します。 

 

学修支援の充実 

語学学習の充実を目指して、語学を苦手とする学生を対象と

する語学学修支援室設置の検討と運用規程等の整備を行い、語

学学修支援制度を構築します。また、図書館では情報リテラシ

ー（メディア・リテラシー、ICTリテラシー等も含む）を初年

次から学修できる環境の充実を図ります。また、清泉女子大学

との学生協働連携を通して学士力や社会人基礎力の涵養を目

指します。 

 

大学院改革の推進 

平成 30（2018）年度の大学院改革検討委員会主催の公開シン

ポジウム報告書「立正大学大学院の未来を考える」にて挙げら

れた改革に関する種々のアイディアを活かし、各研究科の連携

を強化します。まずは大学院総合サイトを新設し、国内外への

情報発信力の強化を図ります。 

 

•英語力向上に向けた正課外教育プログラム
（English Camp、英会話ラウンジの運営）

•高大接続・入学者選抜改革

•アクティブ・ラーニングの全学的推進

•学修成果の可視化

主な事業

•語学学修支援室の設置

•清泉女子大学との学生協働連携の促進
主な事業

•大学院総合サイト開設による情報発信力の強化主な事業
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＜大学＞ 

新学部設置 

「Rissho Vision 150」および「熊谷キャンパス宣言」をベ

ースに、新たな時代の課題を解決し地域にも貢献できる人材を

養成する、社会連携・実践型の新学部を熊谷キャンパスに開設

するべく計画し、150周年記念事業として寄付勧募の対象にも

してきました。開設年度目標を 1年遅らせ、計画を精査し、一

層の充実を図ります。 

 

研究推進 

研究活動の更なる推進・活性化のため、従来から実施してい

る競争的資金の獲得支援、学内での研究支援費等の充実を図り

ます。特に、学部間連携研究の支援等、異分野研究者交流によ

る共同研究促進環境の醸成を目指します。また、本学における

学園ブランディング活動の一つであるウズベキスタン学術交

流プロジェクトを引き続き推進します。 

 

キャリア支援の充実 

キャリア形成支援、就職支援を中心に展開する中で、特にイ

ンターンシップは、社会人としての資質・能力を、職務体験を

通して実践的に養成する上で重要なキャリア教育として位置

づけられます。立正大学は、その受講者数において全国でもト

ップクラスの実績を挙げた点を評価されており、さらなる発展

を目指します。昨年度に締結した東北各県における U・I・Jタ

ーン就職協定でもインターンシップを包括しており、多様な業

種における実践を、有効な就職施策として位置づけています。

さらに全学をあげて学生の就職活動の応援を図ります。 

•新学部設置主な事業

•異分野研究者交流による共同研究促進環境の醸成

•ウズベキスタン学術交流プロジェクト
主な事業

•インターンシップ派遣学生数増と指導の充実主な事業
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＜大学＞

 

学生生活支援の充実 

多様化する学生の受け入れに伴う学生相談件数の増加と、相

談内容・症例の多様化に対する学生カウンセリング体制の強

化・充実を図ります。障害学生支援についても、障害学生支援

室を中心に、学内 FD 研修を通じた啓蒙、実践的対応スキルの

獲得を目指します。また、経済支援および学修・研究活動の奨

励を目的とした奨学金制度について、昨年度までに経済支援枠

の充実を図る制度変更を行いました。新制度への移行を円滑に

実施し、修学面および生活面での支援を行います。 

 

国際交流支援の充実 

グローバル化推進を目標に、学生の異文化理解、語学力・コ

ミュニケーション能力の向上を図ります。中心となる海外の提

携校や提携機関への留学生の送り出しや受け入れ事業、留学生

に日本語能力・日本文化を習得させる日本語プログラムや日本

文化研修に加え、海外留学へのステップアッププログラムとし

て展開する「文化研修」を拡充します。さらに、本学の私費外

国人留学生を対象に、経済支援や「留学生ラウンジ」での日本

語学習の補修などを通じ、国際交流の実を上げる事業を展開し

ます。 

•学生支援の充実
（在学生ケア、奨学金制度の充実）

主な事業

•文化研修等のプログラム開発

•「留学生ラウンジ」（仮称）
主な事業
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＜大学＞

産官学連携事業の推進 

研究推進・地域連携センターが中心となり、周辺自治体や企

業との連携協定に基づき、産官学連携を実施します。特に、品

川地域では「しながわ大学連携推進協議会」を、熊谷地域では

「埼玉東上地域大学教育プラットフォーム」を形成し、関係す

る大学・地域との協働のもと、連携事業を推進します。また熊

谷市では本年度ラグビーワールドカップ 2019 が開催されるた

め、熊谷市と共同で雰囲気醸成のための様々な活動に取り組み

ます。 

 

地域・社会貢献活動の拡充 

地域・社会貢献活動としては、従来から実施している公開講

座やデリバリーカレッジの開催、各種講座等への講師の派遣、

様々な地域活動における学生ボランティア派遣などを引き続

き行います。また、図書館・博物館や強化クラブなどの本学に

おける特徴ある資源、各教員の有する専門性を活用した地域へ

の貢献活動も充実化を図ります。 

 

 

＜中高＞ 

中高６か年を見据えた ICT教育の推進と学力育成 

ICT教育を中心とした先進教育を推進して、大学新テストに

対応できる確かな学力・語学力を育成します。 

また、グローバル化していく社会の中で生きるためには、自

己表現力・相互理解力が必要となってきます。そうした力を身

につけ、将来の職業観を見据えた社会に有為な人材になれるよ

うな人間育成に努めます。 

•埼玉東上地域大学教育プラットフォーム

•女子ラグビー大会の開催

•ラグビーフェスティバルの開催

主な事業

•図書館・博物館資料・研究成果を伝える

•ブラインドサッカーによる社会貢献
主な事業

•学力育成のためのICT教育の推進主な事業
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＜基盤＞ 

 

施設・設備 

本体工事 2 ヶ年度目を迎える品川キャンパス第一次施設整

備事業については、計画の円滑かつ安全な遂行を図るとともに、

特に立正ミュージアム＆ギャラリーの企画運営体制を整えて

いきます。 

熊谷キャンパスについては、キャンパスマスタープランの検

討体制を組みます。 

馬込キャンパスについては、ICT教育設備の充実を図ります。 

 

管理運営 

業務の多様化・高度化への対応を念頭に、適正な事務組織の

編成と人員配置を検討し、事務局再編案の作成を行います。平

成 30（2018）年度に実施した現状調査結果をもとに問題解決構

想を検討し、健全財政を前提として、各種ステークホルダーか

らの要望等に対し迅速に対応可能な組織を構築します。 

 

周年事業 

本学園は令和 4（2022）年には開校 150周年という記念すべ

き大きな節目を迎えます。歴史と伝統を継承するとともに未来

志向のものとして後世に伝えていくため、スポーツ振興、新学

部設置、キャンパス整備などの事業を大きな柱に据えた 150周

年事業を推進します。 

 

•品川キャンパス第一次施設整備事業

•キャンパス・マスタープランに関わる建物、設備
改修整備

•教育・研究システムの更改

主な事業

•大学事務組織の再編への取り組み主な事業

•品川キャンパス150周年記念館（仮称）建設

•新学部対応

•大学駅伝第１次計画の実施

•立正大学百五十年史の編纂

主な事業
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＜財務＞ 

予算編成方針 

本学園の財務状況は平成 21（2009）年度以降、基本金組入前収支差額（平成 26（2014）年度

以前は帰属収支差額）は毎年度収入超過となっており、純資産額も毎年度増加し健全な状態を保

っています。更に、教育活動収支差額均衡を目指した取組みとして、平成 31（2019）年度は、学

費値上げや寄付募金強化等による収入の増加と経費削減を柱として、以下の方針により予算の

有効活用を図ります。 

(1) 限られた学園資産の有効活用を念頭に、新規事業はスクラップ＆ビルドの考えのもと、既存

の予算を削減し必要な財源を確保すること。 

(2) 各部局（管財部・情報環境基盤センターを除く）は、前述の事項を十分認識し、ゼロシーリ

ングを基準として、既存制度を見直し、固定費削減の観点から検証し、より実態に近づけた

予算を目指すこと。 

(3) 管財部・情報環境基盤センターの予算は、臨時的な予算額を除き、学費における施設設備資

金の直近決算の実績額を過年度の支出実績割合に応じて配分した予算枠とし、当該部長の

判断により両キャンパスの配分額を決定する。 

(4) 令和元（2019）年 10 月に予定される消費税率 10％への引き上げに伴う影響額についてはシ

ーリング対象外とする。 

(5) 事業計画は、PDCA サイクルと徹底した見直しにより、新規・継続事業の区別なく、計画を

具体化する事業計画を策定すること。各予算科目についても予算額の積算精度を高め、予算

と決算の乖離を無くすこと。 

(6) 学長政策費、学園ブランディング戦略予算費、予備費については特別予算とし、必要性を審

議し配分する。 

 

 [予算編成の前提：収入予算と支出予算] 

(1) 大学の平成 31（2019）年度学費については、学部は増額改定（入学金 5,000円、授業料 12,

000円、施設設備資金 13,000 円の増）された（大学院は改定せず）。学生数については、新

学部設置申請や補助金削減に悪影響を出さないための定員管理を確実に実行すること。中

高の学費は先に据置きが決定しているが、生徒定員数については、中学は入学定員 200 名

収容定員 600名、高校は入学定員 300名収容定員 900名を維持する。 

(2) 従来から日蓮宗からの寄付金の他に、新入生（父母）に対しては、入学手続き完了後に「教

育研究施設改善拡充資金」を募る。更に、令和 4（2022）年度に迎える開校 150周年の記念

事業募金を卒業生・在校生・教職員に対して広く募る。 

(3) その他の収入については、経常的な補助金の確保と競争的資金等外部資金の継続的な獲得

を図る。受取利息配当金は、円建外債などから 2％台の運用利回りを見込む。 

(4) 大学教員の人件費については、平成 25（2013）年 5月 29 日の理事会で審議・決定された専

任教員 250 名枠を踏まえ予算措置とする。なお、教員数はこの他に学部予算で賄う特任教
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員、助教を加えた数となる。大学職員および中高教職員の人件費については、学園諸機関に

おける中長期の人事政策に基づいて決定する。 

(5) 品川キャンパス施設整備拡充を目的とした第 2 号基本金組入計画（平成 27（2015）年度か

ら平成 31（2019）年度までの 5年間、総額 30億円）の平成 31年度分 6億円を組み入れる。 

(6) 馬込キャンパスの無線 LAN環境整備およびＰＣリプレイス（2ヵ年計画の 2年目）について

実施する。 

以上 
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