


興誠 News&Topics 令和３年度～４年度活動報告

地域共創学科 坪井秀次講師クラス生と学生有志は、
静岡県立天竜高等学校の生徒と連携し、「IKOTTO
アプリ」を令和 3年から開発しています。
浜松市天竜区二俣町のクローバー通り商店街の訪問
者の回遊性を高め、交流人口の拡大を目指す地域
アプリです。
令和 4 年 5 月には現地でまち歩きとアプリの動作確
認を行いました。今後は改良とプロモーションを強
化していきます。

就職に強い浜松学院大学！就職ランキングの上位にランクイン

子どもの未来創造センター　スマート保育士養成プログラム始動

天竜区二俣町の地域アプリ「IKOTTO アプリ」開発

2021 年 大学就職実績 地域別実就職率
北陸・東海地区

18 位
県内 2位

（株）大学通信「大学通信ONLINE」

2021 年 大学就職実績
保育士実就職率

全国 10位
県内 1位

（株）大学通信「大学通信ONLINE」

難易度 50 以下で探す
有名 400 社就職実績のある大学ランキング

全国 41位
県内１位

東洋経済新報社「週刊東洋経済」
本当に強い大学 2022 特集

2021 年 大学就職実績
幼稚園教諭実就職率

全国 8位
県内 1位

（株）大学通信「大学通信ONLINE」

2021 年 大学就職実績
 保育教諭実就職率

全国 15位
県内 2位

（株）大学通信「大学通信ONLINE」

2021 年 大学就職実績
小学校教諭実就職率

全国 26位
県内 1位

（株）大学通信「大学通信ONLINE」

子どもの未来創造センターでは、本学及び地域にお
ける幼児教育･保育に関する教育研究活動の進展を
図るため、公開講座や卒後支援の企画、幼児教育･
保育に関する情報発信などを行っています。
スマート保育士養成プログラムは、保育士のメディ
アに関する知識を高めるため、「機器に強い保育士」
の養成や、就学前の教育における「プログラミング
的思考」の概念の理解と幼児向け実践的教育方法
の習得を目指します。

学生にプログラミング的思考を指導している今井昌彦教授

QRコードを読み込むと
現地で作動します。

ぜひ、お試しください！



きめ細かで実践的な英語教育

嬉しい！楽しい！おまつり週間

毎年７月に行う「子どもまつり週間」。
園児たちは数日にわたって、金魚すくいや的あて
などを楽しんだり、教諭が練習を重ねた和太鼓演
奏や民舞を観たり、くじ引きのおみやげをもらった
りして、嬉しい楽しいおまつり週間を過ごします。
浴衣や甚平など、いつもと違う服装で登園する特
別感もまた嬉しい子どもたちでした。

ハローイングリッシュ開催！

総合的な探究の時間で、体験活動と探究活動を
重視した「系」という独自のカリキュラムを展開し
ています。
「ビジネス情報系」、「一般教養・公務員系」では、
浜松地域の活性化をメインテーマとして課題に取
り組みました。
また、浜松学院大学の教員・学生から情報収集
やプレゼンテーションの手法を学び、学習の成果
を発表しました。

英語・英会話の授業は、ネイティブ教師を交えた
複数人体制で行います。
生徒は近くの教員に気軽に質問したり、フィード
バックをもらったりと、充実した英語教育を受ける
ことができています。
Google スライドを使ったプレゼンテーション、外
国の有名人に手紙を書くプロジェクト、ミニスキッ
トづくりなど発信力を養う活動も積極的に取り入れ
ています。

「系」の授業、浜松学院大学と連携



新体育館  令和 7 年春に完成予定
(浜松学院中学校・高等学校 )

現在の体育館は築 46 年が経過して老朽化が進んでいることから、令和 7 年春の新体育館

完成を目指して、設計を進めています。

現体育館よりアリーナ部分を拡充し、充実した機能を備えたバスケットコート (２面 ) や、

雨天時でも運動できるようにするための走路、卓球場の機能を備えた多目的ホールなどを

設置します。また、夏季の熱中症対策としてエアコンを設置するなど、生徒が快適に授業

を受けられるよう配慮します。

体育の授業や地区大会の開催を含む部活動で活用するとともに、入学式、卒業式、学園祭

などを行う講堂としての機能も併せ持たせ、学園にとって誇りとなるような施設を目指し

ています。

卒業生の皆様には、より良い施設となるよう御支援をよろしくお願いいたします。

 ( 新体育館完成イメージ )



興誠学園
ICT 環境整備状況

学校における ICT とは情報通信技術を活用した教育活動全般を指し、
情報通信機器を利用しながら情報活用能力を育成することを目的とし
ています。
興誠学園では各学校の ICT 化を進めており、その状況と活用事例を
紹介します。

今後も ICT 環境の整備を行い、教育の充実を図ってまいります。

全館へのWi-Fi 整備が完了しました。
現在までに高校 1 年生の全教室への電子黒板機能付きプロジェクター
の設置が完了しており、来年度には全クラスに設置予定です。
また、中学生と高校 1年生は、1人 1台タブレット体制です。
左の写真は、中学生がタブレットを駆使して、修学旅行のコース作成
をしている様子です。
このほか、インターネットを利用した調べ学習やプレゼンテーションの
作成、小テスト、毎日の予定や日記の記入、連絡事項の配信など、
生徒たちが主体的に学習や活動を進める機会が増えています。

浜松学院大学
授業における双方向授業や課題の配布などに活用できるよう、
Microsoft 365を導入するとともに、Wi-Fiアクセスポイントを拡大して、
ネットワーク機器を使用した授業環境の整備を行いました。
また、一部の教室には AV ストリーミングミキサーを導入しました。教
室での講義と同時にストリーミング配信を行える環境を整備し、発達障
害児指導法基礎講座や、オープンキャンパスでの配信を行いました。

Wi-Fi 設備を各階に設置し、同時双方向型授業で、短大の教室を利
用する際にも支障がないようにしています。
また、大学会館にプロジェクター、音響機器を設置し、ハイブリッド型
授業、研修、学外向け講座にも十分対応できるようにしました。
令和２年度前期には遠隔授業を実施し、Google Classroom、Zoom
などを利用し、滞りなく授業を実施しました。
基本的には対面型授業を重視し、分散して授業を行っていますが、状
況に応じて、いつでも遠隔授業に切り替えられるように設備を整えて
います。

保護者との連絡をスムーズに行えるよう、れんらくアプリを導入しています。
アプリでは欠席連絡や預かり保育の予約、用品の注文、幼稚園バスの位置情報確認などを
スマホやパソコンで簡単に確認することができ、保護者の利便性の向上と職員の業務負担
軽減につながっています。

浜松学院大学付属幼稚園＆愛野こども園

浜松学院大学短期大学部

浜松学院中学校・高等学校



令和４年 4月、興誠学園各教育機関のホームページをリニューアルしました。
地域や社会の皆様にとって、より使いやすくわかりやすい情報発信をすべく、統一感あるデザインへと生まれ
変わりました。ぜひ一度ご覧ください。

大学 短大 中学
高校

幼稚園 こども園 法人本部

入試情報 出願方法など、詳しくは各学校のホームページをご覧ください。 ＼毎月第３日曜日開催／

【時間】 午前 9時～ 12時

【会場】 アクト通りロータリー及び
　 　　  イベントスペース
　　  　（浜松市中区中央 1丁目地内）
【主催】 アクト通り利活用事業実行委員会

【開催事務局】 浜松学院大学　地域共創センター

アクト通り
ふれあいデイ

浜松学院は保育者を養成する総合学園です。静岡県西部
における幼児教育・保育のパイオニアとしてのノウハウを
活かし、学園が一体となって保育者のプロへと導きます。
多くの卒業生が地域で保育者として活躍し、高い評価と信
頼を受けています。

大学

短大

高校

中学

一般入試 A日程、社会人・外国人留学生・3年次編入学試験 B日程

総合型入試D日程

一般入試 B日程、推薦入試 C日程、総合型入試 E日程

一般選抜 A日程、総合型選抜 B日程、社会人選抜 C日程

一般選抜 B日程、社会人選抜D日程

学力試験

面接試験（単願者のみ）

前期選抜

後期選抜

令和 5年

令和 5年

令和 5年

令和 5年
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3月

2月

2月

1月

1月



≪個人≫

≪法人≫

第 93 回東海学生バスケットボールリーグ戦１部リー
グで上位の成績を収め、創部５年目で、初となるイン
ターカレッジ ( 全日本大学バスケットボール選手権大
会 )出場を果たしました。
皆様のご声援のおかげで、東海 1 部リーグへの昇格
1 年目で、全国への切符を手にすることができました。
「全心全力」をスローガンに部
員一丸となり、まずは一勝を目
指して頑張ります。
引き続き、ご支援をよろしくお
願いします！
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ターカレッジ ( 全日本大学バスケットボール選手権大
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皆様のご声援のおかげで、東海 1 部リーグへの昇格
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令和 4 年 8 月 20 日 ( 土 ) に株式会社フェニックスと
本学男子バスケットボール部が共同で、「アツミテック
プレゼンツ 第1回U18 PHOENIX CUP 2022 in湖西市」
を開催しました。
本大会は、コロナ禍で試合の機会が減った地元高校
生のバスケットボールチームを応援するため、初めて
企画。株式会社フェニックスのお力添えのもと、同社
で長期企業内留学を行った地域共創学科３年のバス
ケットボール部員が中心となって運営を担いました。
沢山の企業様のご協賛、皆様のご来場、誠にありがと
うございました。

三遠ネオフェニックス
ホームゲーム

開催
1.28(土 ) 1.29( 日 ) VS 島根スサノオマジック

詳しくは三遠ネオフェニックスホームページをご覧ください。

会　場 浜松アリーナ

2.11( 土 ) 2.12( 日 ) VS 琉球ゴールデンキングス




