
１　学校法人の概要

設置する学校、教職員、役員、役員会の概要について、下記の通り報告する。

① 年度当初

年度末

当初との差異

0

0

-2

-9

-11

-9

-2

-22

※２年次は転課程（フィールド変更）後の数

※学長・校長を除く

佐野日本大学短期大学 保育士養成課程 100 66

３年 ４年 ５年 ６年 合計

介護福祉士養成課程

平成２２年４月

40 5 15

－ － 247

合　　　　計 － 300 232 － － 503

 令和３年度　佐野日本大学学園 事業実績報告

（１） 設置する学校の概要

令和3年4月1日現在（人）

学校・学科 区　　　分 開　　設 募集人員 １年 ２年

総合キャリア教育学科 栄養士養成課程 60 50 50 －

70 － － － － 136

－ － － － 20

59 2,161

271 － －

－ － － 100

その他のフィールド 100 111 136 － －

384 － － － 1,272

② 令和4年3月31日現在（人）

学校・学科 区　　　分 開　　設 募集人員 1年

合　　　　　　　　　　　　計 950 744 782 448 54

73 64 54 74 59 386佐野日本大学中等教育学校 － 平成２２年４月 140 62

佐野日本大学高等学校 全 日 制 普 通科 昭和３９年５月 510 450 438

74

－ － － 20

佐野日本大学短期大学 保育士養成課程 100 66 70 －

介護福祉士養成課程

平成２２年４月

40 5 15 －

２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計

－ － － 98

その他のフィールド 100 106 132 － －

－ － － 136

総合キャリア教育学科 栄養士養成課程 60 48 50 －

－ － 492

佐野日本大学高等学校 全 日 制 普 通科 昭和３９年５月 510 445 435 383

－ － 238

合　　　　計 － 300 225 267 － －

72 59 2,139

（２）在籍する教職員の数 令和3年4月1日現在 （人）

64 54 72 59 384

合　　　　　　　　　　　　計 950 732 775 447

－ － － 1,263

佐野日本大学中等教育学校 － 平成２２年４月 140 62 73

1

学 園 長 1 0 0 1

区　　　分 専任 常勤 非常勤人数 計

役
 

員

理 事 長 1 0 0

54

中 等 教 育 学 校 校 長 1 0 0 1

合　　　計 7 0 0 7

短 期 大 学 学 長 1 0 0 1

高 等 学 校 校 長 1 0 0 1

事
務
職
員

法 人 本 部 4 1 0

100

中 等 教 育 学 校 28 4 9 41

教
 

員

短 期 大 学 21 11 32 64

高 等 学 校 53 23 24

高等学校・中等教育学校 14 6 15 35

合　　　計 31 19 23 73

5

短 期 大 学 13 12 8 33

合　　　計 102 38 65 205

総     合     計 140 57 88 285

本学園の令和３年度の事業実績について、下記の通り報告する。

法 人 本 部 事 務 局 長

常 勤 監 事

1 0 0 1

1 0 0 1

※

※

※



（学　長）

（校　長）

（評 議 員）

（学識経験者）

（教 職 員）

（卒 業 生）

（学識経験者）

　　　　①

議案無し。報告事項のみで開催

（第１号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第２号議案）令和４年度 予算編成方針に関する件（案）

（第３号議案）短期大学 教務システム更新事業に関する件（案）

（第４号議案）短期大学 教員人事（非常勤講師の新規採用）に関する件（案）

（第２号議案）佐野日本大学高等学校 授業料減免規程の一部改正に関する件（案）

（第４号議案）ＩＣＴ教育における校内ネットワークリプレイスに関する件（案）

（第３号議案）佐野日本大学中等教育学校 授業料減免規程の一部改正に関する件（案）

（第１号議案）令和３年度 佐野日本大学学園 事業実績報告(上期)に関する件（案）

 議案無し。報告事項のみで開催

（第１号議案）第一次中長期計画に関する件（案）

（第２号議案）佐野日本大学短期大学 学長の任期（延長）に関する件（案）

（第３号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（再任）に関する件（案）

（第４号議案）佐野日本大学学園 常務理事の任用（再任）に関する件（案）

（第５号議案）佐野日本大学高等学校 校長の任用（再任）に関する件（案）

第 ２ 号 2人 2

区　 　　分 寄附行為定数 現員数 任　期

理
事

第 １ 号 1人 1

３　年第 ３ 号

（３） 役 員 の 概 要 令和3年4月1日現在 （人）

監
事

区　 　　分 寄附行為定数 現員数 任　期

監　　　　事 2人以上3人以内 3 ２　年

2人以上6人以内 3

第 ４ 号 3人以上7人以内 6

計 8人以上16人以内 12

5人以上10人以内 10

第 ３ 号 7人以上10人以内 8

計 19人以上31人以内 25

評
議
員

区　 　　分 寄附行為定数 現員数 任　期

第 １ 号 7人以上11人以内 7

３　年
第 ２ 号

１０月２０日（水） （第１号議案）佐野日本大学学園 寄附行為の一部改正に関する件（案）

１１月１７日（水）

１２月１５日（水）

４月１４日（水）

５月１2日（水）※

６月１６日（水）

７月１４日（水）

９月１５日（水）

（４） 役 員 会 の 概 要

常 務 理 事 会

開　催　日 議　　　　　　　　　　　　　　　案

（第１号議案）佐野日本大学学園 総合グラウンドスタジアム３０陸上競技場改修工事に関する件（案）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（第１号議案）令和２年度 決算報告に関する件（案）

（第２号議案）令和２年度 学園事業実績に関する件（案）

（第３号議案）学園 理事の任用（再任）に関する件（案）

（第４号議案）学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第５号議案）学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第６号議案）学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第７号議案）学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第８号議案）学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第９号議案）学園 超過講義（授業）手当支給に関する件（案）

（第１１号議案）佐野日本大学高等学校学則（教育課程）の一部改正に関する件（案）

（第１２号議案）佐野日本大学中等教育学校学則（教育課程）の一部改正に関する件（案） 

（第１０号議案）新中長期計画の基本理念と基本計画に関する件（案）

議案無し。報告事項のみで開催

　１月１９日（水）

（第６号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（再任）に関する件（案）

（第７号議案）学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第８号議案）学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第９号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（新任）に関する件（案）

（第１０号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（新任）に関する件（案）

（第１１号議案）佐野日本大学学園 監事の任用（再任）に関する件（案）

（第１２号議案）佐野日本大学学園 法人事務局長の任用（再任）に関する件（案）

（第１３号議案）佐野日本大学高等学校 副校長の任用（新任）に関する件（案）

（第１４号議案）創立60周年記念事業における第２号基本金取崩に関する件（案） 



②

議　　　　　　　　　　　　　　　案

（第１０号議案）新中長期計画の基本理念と基本計画に関する件（案） 

（第１３号議案）佐野日本大学学園　総合グラウンドスタジアム３０陸上競技場改修工事に関する件（案）

（第２３号議案）令和４年度 高等学校・中等教育学校学級編成に関する件（案）

（第２４号議案）佐野日本大学学園 ハラスメントの防止に関する規程の制定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び制定に伴う現行規定の廃止に関する件（案） 

（第２５号議案）佐野日本大学学園 常務理事会規程の改訂に関する件（案）

（第２６号議案）佐野日本大学学園 教職員育児休業・介護休業規程の改訂に関する件（案）

（第２号議案）令和４年度 予算に関する件（案）

（第３号議案）令和４年度佐野日本大学学園 給与に関する件（案） 

（第４号議案）令和４年度 学園事業計画に関する件（案）

（第５号議案）佐野日本大学学園 名誉学園長の称号に関する件（案） 

（第６号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（再任）に関する件（案） 

（第７号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（再任）に関する件（案） 

開　催　日

理 事 会

開　催　日 議　　　　　　　　　　　　　　　案

５月１９日（水）※

９月２９日（水）※

　２月１6日(水）

　３月９日(水）

※書面決議
　　（コロナ禍のため書面決議となる）

合計　１１回開催　６７議案　

（第１号議案）令和３年度 佐野日本大学高等学校 第２学年春季セミナーに関する件（案）

（第２号議案）佐野日本大学短期大学 学則の一部改正に関する件（案）

（第３号議案）佐野日本大学短期大学 履修規程の一部改正に関する件（案） 

（第４号議案）佐野日本大学短期大学 多様なメディアを用いた授業科目取扱い細則に関する件（案）

（第１８号議案）短期大学 教員に係る昇任及び任用替えに関する件（案）

（第１９号議案）短期大学 教員人事（非常勤講師の新規採用）に関する件（案）

（第２０号議案）令和４年度 法人本部・短期大学・高等学校・中等教育学校

役教職員及び人事計画に関する件（案）

（第２１号議案）佐野日本大学学園 永年勤続教職員の表彰に関する件（案） 

（第２２号議案）佐野日本大学短期大学 研究活動における不正行為の防止等に関する規程に関する件（案）

（第１号議案）令和３年度 補正予算に関する件（案）

（第８号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第９号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第１０号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（再任）に関する件（案） 

（第１１号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（新任）に関する件（案）

（第１２号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（新任）に関する件（案） 

（第１３号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（新任）に関する件（案） 

（第１４号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（新任）に関する件（案） 

（第１５号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（新任）に関する件（案） 

（第１６号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（新任）に関する件（案）

（第１７号議案）佐野日本大学短期大学 学長代理選任に関する件（案） 

１０月２８日（木）※

（第１号議案）令和２年度 決算報告に関する件（案）

（第２号議案）令和２年度 学園事業実績に関する件（案）

（第３号議案）学園 理事の任用（再任）に関する件（案）

（第４号議案）学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第５号議案）学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第６号議案）学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第７号議案）学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第８号議案）学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第９号議案）学園 超過講義（授業）手当支給に関する件（案）

（第１１号議案）佐野日本大学高等学校学則（教育課程）の一部改正に関する件（案）

（第１２号議案）佐野日本大学中等教育学校学則（教育課程）の一部改正に関する件（案）

（第１号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第２号議案）令和４年度 予算編成方針に関する件（案）

（第３号議案）短期大学 教務システム更新事業に関する件（案）

（第４号議案）短期大学 教員人事（非常勤講師の新規採用）に関する件（案）

第１号議案）佐野日本大学学園　寄付行為の一部改正に関する件（案）

（第２７号議案）佐野日本大学短期大学 栄養士養成施設管理運営規程の一部改正に関する件（案）

（第２号議案）佐野日本大学高等学校　授業料減免規程の一部改正に関する件（案）

（第３号議案）佐野日本大学中等教育学校　授業料減免規程の一部改正に関する件（案）

（第４号議案）ＩＣＴ教育における校内ネットワークリプレイスに関する件（案）



開　催　日 議　　　　　　　　　　　　　　　案

１月２６日（水）※

　３月１６日（水）

（第１５号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（新任）に関する件（案）

（第１６号議案）佐野日本大学学園 監事の任用（再任）に関する件（案）

（第１７号議案）佐野日本大学学園 法人事務局長の任用（再任）に関する件（案）

（第１８号議案）佐野日本大学短期大学 学長代理選任に関する件（案）

（第１９号議案）佐野日本大学高等学校 副校長の任用（新任）に関する件（案） 

（第２０号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第２１号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（再任）に関する件（案） 

（第２２号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第２３号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（再任）に関する件（案） 

（第２４号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第２５号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（新任）に関する件（案）

（第２６号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（新任）に関する件（案） 

（第２７号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（新任）に関する件（案） 

（第１号議案）令和３年度 佐野日本大学学園 事業実績報告（上期）に関する件（案）

（第２号議案）第一次中長期計画に関する件（案）

（第３号議案）佐野日本大学短期大学 学長の任期延長に関する件（案）

（第４号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（再任）に関する件（案）

（第５号議案）佐野日本大学学園 常務理事の任用（再任）に関する件（案）

（第６号議案）佐野日本大学高等学校 校長の任用（再任）に関する件（案）

（第７号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（再任）に関する件（案）

（第８号議案）佐野日本大学中等教育学校 校長の任用（再任）に関する件（案）

（第９号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（再任）に関する件（案）

（第１０号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（新任）に関する件（案）

（第１１号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（新任）に関する件（案）

（第１２号議案）佐野日本大学学園 監事の任用（再任）に関する件（案）

（第１３号議案）佐野日本大学学園 法人事務局長の任用（再任）に関する件（案）

（第１４号議案）佐野日本大学高等学校 副校長の任用（新任）に関する件（案）

（第３３号議案）佐野日本大学短期大学 多様なメディアを用いた授業科目取扱い細則に関する件(案）

（第１５号議案）創立60周年記念事業における第２号基金取崩に関する件（案）

（第１号議案）令和３年度 補正予算に関する件（案）

（第２号議案）令和４年度 予算に関する件（案）

（第３号議案）令和４年度佐野日本大学学園 給与に関する件（案）

（第４号議案）令和４年度 学園事業計画に関する件（案）

（第５号議案）佐野日本大学学園 寄附行為の一部改正に関する件（案）

（第６号議案）佐野日本大学学園 名誉学園長の称号に関する件（案）

（第７号議案）佐野日本大学短期大学 学長の任期（延長）に関する件（案）

（第８号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（再任）に関する件（案）

（第９号議案）佐野日本大学学園 常務理事の任用（再任）に関する件（案）

（第１０号議案）佐野日本大学高等学校 校長の任用（再任）に関する件（案）

合計　５回開催　78議案　
※書面決議
　　（コロナ禍のため書面決議となる）

（第４０号議案）佐野日本大学学園 教職員育児休業・介護休業規程の改訂に関する件（案）

（第１１号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（再任）に関する件（案）

（第１２号議案）佐野日本大学中等教育学校 校長の任用（再任）に関する件（案）

（第１３号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（再任）に関する件（案）

（第１４号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（新任）に関する件（案）

（第３６号議案）佐野日本大学短期大学 研究活動における不正行為の防止等に関する規程に関する件（案）

（第３７号議案）令和４年度 高等学校・中等教育学校学級編成に関する件（案） 

（第３８号議案）佐野日本大学学園 ハラスメントの防止に関する規程の制定

及び制定に伴う現行規程の廃止に関する件（案）

（第３９号議案）佐野日本大学学園 常務理事会規程の改訂に関する件（案）

（第４２号議案）佐野日本大学学園 学校法人責任賠償保険に関する件（案）

（第４１号議案）佐野日本大学短期大学 栄養士養成施設管理運営規程の一部変更に関する件（案）

（第２８号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（新任）に関する件（案）

（第２９号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（新任）に関する件（案） 

（第３０号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（新任）に関する件（案）

（第３１号議案）佐野日本大学短期大学 学則の一部改正に関する件（案）

（第３２号議案）佐野日本大学短期大学 履修規程の一部改正に関する件（案）

（第３４号議案）短期大学 教員に係る昇任及び任用替えに関する件（案）

（第３５号議案）短期大学 教員人事（非常勤講師の新規採用）に関する件（案） 



③

※書面決議
　　（コロナ禍のため書面決議となる）

合計　５回開催　５８議案　

開　催　日 議　　　　　　　　　　　　　　　案

５月１９日（水）※

９月２９日（水）※

１月２６日（水）※

　３月１６日（水）

（第２号議案）佐野日本大学高等学校　授業料減免規程の一部改正に関する件（案）

（第３号議案）佐野日本大学中等教育学校　授業料減免規程の一部改正に関する件（案）

（第１号議案）令和３年度 佐野日本大学学園 事業実績報告（上期）に関する件（案）

（第２号議案）第一次中長期計画に関する件（案）

（第３号議案）佐野日本大学短期大学 学長の任期延長に関する件（案）

（第４号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（再任）に関する件（案）

（第５号議案）佐野日本大学学園 常務理事の任用（再任）に関する件（案）

（第１号議案）令和３年度 補正予算に関する件（案）

（第２号議案）令和４年度 予算に関する件（案）

（第３号議案）令和４年度佐野日本大学学園 給与に関する件（案）

１０月２８日（木）※

（第１号議案）令和２年度 決算報告に関する件（案）

（第２号議案）令和２年度 学園事業実績に関する件（案）

（第３号議案）学園 理事の任用（再任）に関する件（案）

（第４号議案）学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第５号議案）学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第６号議案）学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第７号議案）学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第８号議案）学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第２号議案）令和４年度 予算編成方針に関する件（案）

（第１号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第１号議案）佐野日本大学学園　寄付行為の一部改正に関する件（案）

評 議 員 会

（第１８号議案）佐野日本大学短期大学 学長代理選任に関する件（案）

（第１９号議案）佐野日本大学高等学校 副校長の任用（新任）に関する件（案）

（第２０号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第２１号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第２２号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第２３号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（再任）に関する件（案）

（第２４号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（再任）に関する件（案） 

（第２５号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（新任）に関する件（案） 

（第２６号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（新任）に関する件（案） 

（第２７号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（新任）に関する件（案）

（第２８号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（新任）に関する件（案）

（第２９号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（新任）に関する件（案） 

（第３０号議案）佐野日本大学学園 評議員の任用（新任）に関する件（案）

（第６号議案）佐野日本大学高等学校 校長の任用（再任）に関する件（案）

（第７号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（再任）に関する件（案）

（第８号議案）佐野日本大学中等教育学校 校長の任用（再任）に関する件（案）

（第９号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（再任）に関する件（案）

（第１０号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（新任）に関する件（案）

（第１１号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（新任）に関する件（案）

（第１２号議案）佐野日本大学学園 監事の任用（再任）に関する件（案）

（第１３号議案）佐野日本大学学園 法人事務局長の任用（再任）に関する件（案）

（第１４号議案）佐野日本大学高等学校 副校長の任用（新任）に関する件（案）

（第１５号議案）創立60周年記念事業における第２号基金取崩に関する件（案） 

（第４号議案）令和４年度 学園事業計画に関する件（案）

（第５号議案）佐野日本大学学園 寄附行為の一部改正に関する件（案）

（第６号議案）佐野日本大学学園 名誉学園長の称号に関する件（案）

（第７号議案）佐野日本大学短期大学 学長の任期（延長）に関する件（案）

（第８号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（再任）に関する件（案）

（第９号議案）佐野日本大学学園 常務理事の任用（再任）に関する件（案）

（第１０号議案）佐野日本大学高等学校 校長の任用（再任）に関する件（案）

（第１１号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（再任）に関する件（案）

（第１２号議案）佐野日本大学中等教育学校 校長の任用（再任）に関する件（案）

（第１３号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（再任）に関する件（案）

（第１４号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（新任）に関する件（案）

（第１５号議案）佐野日本大学学園 理事の任用（新任）に関する件（案）

（第１６号議案）佐野日本大学学園 監事の任用（再任）に関する件（案）

（第１７号議案）佐野日本大学学園 法人事務局長の任用（再任）に関する件（案）



④

（５）募集関係行事に関する件

（２）佐野日本大学短期大学に関する件

（３）佐野日本大学高等学校に関する件

（４）佐野日本大学中等教育学校に関する件

（１）学園全体に関する件

（２）佐野日本大学短期大学に関する件

（３）佐野日本大学高等学校に関する件

（４）佐野日本大学中等教育学校に関する件

（１）令和３年度 学園有価証券保有状況及び運用効果（上期）に関する件

（２）令和３年度 中間監査報告に関する件

（３）収入支出内容の監査に関する件

Ⅱ．業務監査　

１１月１7日（水） Ⅰ．業務監査　

Ⅱ．財務監査　

合計　２回開催　

監 事 会

開　催　日 議　　　　　　　　　　　　　　　案

　５月１2日（水） Ⅰ．財務監査　 （１）令和２年度 決算報告に関する件

（２）収入支出内容の監査に関する件

（１）学園全体に関する件



２　事業の概要

設置する学校ごとに、教育の実績、進路の状況について、下記の通り報告する。

① 佐野日本大学短期大学

変更等

オンライン

中止

中止

中止

中止

中止

中止

一部実施

中止

中止

中止

中止

中止

中止

【進路状況】

備考

留年1

留年2

留年1

留年4

※進学（編入）者合格校 内訳

新入生学外合宿研修（軽井沢） ガイダンス・親睦 4/10 1年生全員・教職員・学友会

授業評価アンケート ＦＤ・自己点検評価 7月・１2月 全教員・全学生

入学式（総合キャリア教育学科） 4/3

オリエンテーション（事前履修指導） 学園生活、履修指導等 3/29･30･4/2 新入生全員

（１）教 育 実 績

令和3年4月1日～令和4年3月31日

内　　　　　容 目　　　　的 時　　　　期 備　　　　　考

給食施設等見学 最新情報の収集 栄養士

イルミネーション点灯式 学生及び地域との交流 11/17 全学生・教職員・地域

インターンシップ 就業体験 8・9月・2月・3月 希望学生

国際福祉機器展 最新情報の収集 社会・介護

教育改革（教授法等）活動 ＦＤ・自己点検評価 随時 教員

カリキュラム改革（フィールド、ユニット改革） 大学改革・ＩＲ、SD・FD 随時 教職員

４年生大学３年次編入学講座 進学支援 希望学生

佐野学・公開講座（県・市との連携） 地域連携事業 地域

キャリア支援（キャリア教育） 就職支援 適宜 全学生（就職率99.1％）

一般教養・公務員対策講座 進路支援 希望学生

地域連携事業（FKD福田屋） 地域貢献・知名度ＵＰ 全学

集団給食試食会 学習成果発表 栄養等学生他

学生20名参加

キッズプラザさのたん（市との連携） 子育て支援（地域連携） 一般市民（未就園児家庭）等

学生派遣型英語教育 (地域)教育委員会連携 通年 英語学生、市内小学校

ボランティア事業 地域連携事業 随時 こどもF・医療F・社会・介護F）

佐野子育て応援広場（市との連携） 地域連携事業 2/10 市内保育園児・未就園児・学生

キャンパス訪問日 フィールド理解と履修方法 3/10 入学予定者

卒業式 3/15 卒業生

FD・SD行事（研修会） 研究・研修 9/30、3/24 教職員

ファッションショー 学習成果発表・地域連携 ビジネスデザインフィールド

95.9%

合　　　　計 267 217 215 99.1% 25 21 91.3%

日本大学 文理学部社会福祉学科(4)、日本大学 生産工学部ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ工学科(2)、日本大学 国際関係学部国際教養学科(３)、
高崎健康福祉大学 健康福祉学部健康栄養学科、東海大学 文化社会学部心理・社会学科、東京家政学院大学 現代生活学部食物学科、
国士舘大学 経済学部政経学科、東京福祉大学 社会福祉学部社会福祉学科(3)、城西国際大学 観光学部観光学科、
関東学園大学 経済学部経営学科、大阪観光大学 観光学部観光学科(3)、帝塚山大学 経営学部経済学科(2)、
東北福祉大学社会福祉学部通信教育部社会福祉学科(2)

介 護 福 祉士 養成 課程 15

令和4年3月31日現在

区　　　　分 在籍者数 就職希望者 就職決定者 就職率 進学者 その他 進路決定率

そ の 他 フ ィ ー ル ド 132 91 90 98.9% 23 17 86.3%

外国の大学からのセミナー受入 国際交流 6月サンディエゴ

社会・介護実習研究会 施設等との意見交換 社会・介護教員

海外研修（台湾） 国際交流 学生6名参加

海外研修（米国・アナハイム） 国際交流

13 13 100.0% 0 0 100.0%

保 育 士 養 成 課 程 70 67 67 100.0% 0 3 95.7%

栄 養 士 養 成 課 程 50 46 45 97.8% 2 1



② 佐野日本大学高等学校

変更等

中止

中止

中止

延期

中止

中止

延期

５月は中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

中止

変更

中止

中止

変更

変更

中止

延期

変更

特進のみ実施

変更

中止

コロナ禍の影響で予定の行事を実施することができなかったが、オンライン授業など授業の工夫が充実した年となった。

日本大学進学率は５９．５％であった。常に６０％を超える必要がある。

進学率は９９．２％になった（就職・未定を除く）。大阪大学、東北大学、筑波大学、東京学芸大学など難関大学の合格者を出すことができた。

引き続き、難関国公立大学の進学者や早稲田・慶應の合格者を毎年出す必要がある。

【進路状況】

内　　　　　　　容 目　　　　的 時　  期　  等 備　　　　　考

令和3年4月1日～令和4年3月31日

新入生宿泊研修 オリエンテーション 4月中旬 １年生（湯沢・磯部）

日本大学基礎学力到達度テスト 基礎学力判定 4月中旬 全学年

携帯・スマートフォン安全教室 生活指導 4月下旬 全学年

スタディーサポート 学習方法の確立 4月下旬　9月下旬 1･2年生

基礎研修 教員の質的向上 毎週火曜日2時間目 新規教員　全5回

遠足 情操教育 4月下旬 全学年

授業参観、学級懇談会 学習意欲の啓発 5月上旬 全学年

学習アンケート 学習状況調査 5月上旬 全学年

小論文模擬試験 受験指導 5月上旬　7月中旬　1月中旬 全学年

交通安全教育 生活指導 5月上旬　10月中旬　1月中旬 1年生　2年生　3年生

北京月壇中学訪問 国際交流 5月中旬

スキルアップ研修会 資質の向上 8月・11月 教員　全２回

防災教育 安全意識の啓蒙と訓練 5月中旬、9月上旬、 全学年

薬物乱用防止教育 生活指導 5月下旬　6月下旬　１１月中旬 2年生　3年生　１年生

情報スキルアップ 教員の質的向上 6月･2月 教員　全2回

顕桜祭（文化祭・体育祭） 地域社会との交流 6月下旬

夏季支部懇談会 保護者との懇談 7月上旬 教員

北京月壇中学来校 国際交流 中止

夏季校外セミナー 生徒の学力向上 7月・8月 全学年

夏季校内セミナー 生徒の学力向上 7月下旬～8月上旬 3年生

夏季特訓ゼミ 生徒の学力向上 7月下旬・8月下旬 特進1･2年生

短期海外研修 国際交流 8月上旬 イギリス

進路適性検査 進路選択 9月中旬 1年生

授業公開 中学3年生対象 9月中旬 全学年

アメリカ科学研修 国際交流 9月下旬～10月上旬 1･2年生

基礎学力到達度テスト 基礎学力判定 9月下旬 3年生

性に関する講演会 生活指導 中止 1年生

ヒューマンスタディ 情操教育 10月下旬 1年生

進学講演会 進路指導 11月下旬 1年生

研修旅行 情操・教養教育 12月上旬 2年生

冬季特訓ゼミ 生徒の学力向上 12月下旬 特進2年生

校内実力テスト 生徒の学力向上と判定 1月中旬 1･2年生

租税教室 社会への動機づけ 2月上旬 3年生

卒業生合格体験談 進学への動機づけ ３月 スーパー進　特進

春季校外セミナー 生徒の学力向上 ３月 2年生

春季特訓ゼミ 生徒の学力向上 ３月 特進1･2年生

新入生αクラス特別ガイダンス αクラスへの動機づけ ３月 αクラス新入生

0 7 0 3

人権教育 人権意識の高揚 随時 全学年

学校周辺ボランティア活動 ボランティア精神の育成 随時 通学路、唐沢山、見回り活動

課外授業 学力の向上 随時 全学年

各種模試 学力の向上 随時 全学年

教科研究会 指導力の向上 随時

令和4年3月31日現在

0 14 0 3

在籍数 日大 国公立 私立 日短 佐短 他短大 日専 専門 就職 未定 日本大学
進学率

59.5%
男 260 171 8 64 6 1 0

女 123 50 8 52 1 5 0 0 7 0 0

合　計 383 221 16 116 7 6 0



③ 佐野日本大学中等教育学校

変更等

中止

中止

中止

中止

中止

中止

3年7時限授業開始 学習指導 10/13 3年  

eトレ講座 個に応じた学習指導 10/13～12/10 1～3年　

始業式・新任式・対面式 新年度スタート 4/8 各教室において放送による実施

新入生校内研修 オリエンテーション他 4/9・12・13 1年

令和3年4月1日～令和4年3月31日

内　　　　　　　容 目　　　　的 時　  期　  等 備　　　　　考

入学式 本校生徒としての自覚 4/7 入学者60名  プラザ40

日本大学基礎学力到達度 基礎学力判定 4/21･22 21日4・5年　22日6年

学力推移調査 学力の測定と養成 4/21　9/4 1～3年

眼科検診 生活・健康 4/16 1～3年　4～6年(アンケート)

環境整備週間 生活・健康 4/19～23

進路希望調査 進路指導 4/14　7/3 3～6年

防災教育 避難訓練と安全意識の啓蒙 4/14 1年

遠足 体験学習 4/28 全学年

時差登校 新型コロナウイルス感染症対策 5/6～21(10時～40分授業) 全学年

身体測定・心臓検診 生活・健康 4/27 全学年

胸部レントゲン・採血 生活・健康 4/27 4年

実力試験 学力の測定と養成 4/22 2・3年

諸調査 性格・行動面の把握 4/22　5/19 1年　4年

前期中間試験 学力の測定と養成 5/24～27 全学年

生活調査実施週間 生活・健康 5/29～6/5 全学年

内科検診 生活・健康 5/11･18　6/1 全学年

携帯・スマホ安心安全教室 生活指導 5/12 全学年

eトレ講座 個に応じた学習指導 5/6～10/7 1～3年　

ターゲットゼミ 学習指導（応用力養成） 5/6～10/7 3～6年

耳鼻科検診 生活・健康 6/9 全学年

基礎学力到達度テスト対策模試 学力の測定と養成 6/15 6年

礼法学習 情操教育 6/2･3 7/7･8･14・15 2年

大学入学共通テスト模試 学力の測定と養成 6/3･4･16･17 9/13・14 6年

ファーストステージ生活講演会 生活指導(交通講話) 6/2 1･2年

進路適性検査 進路指導 6/2 4年

進路サポート 進路指導 7/3・9/4 全学年

PTA夏季支部懇談会 保護者との連携 7/4

進研模試 学力の測定と養成 6/30 4･5年

総合学力記述模試 学力の測定と養成 7/1 6年

hyper-QUテスト クラス経営改善 6/16 全学年

歯科検診 生活・健康 6/26 全学年

校内夏季セミナー 学習意欲と学力の向上 7/26～8/6 5･6年

校内夏季セミナー 学習意欲と学力の向上 8/17～20 1～4年

三者面談 保護者とのコミュニケーション 7/19～26 全学年

校外夏季セミナー 学習意欲と学力の向上 7/20～23 4～6年

小論文講演会 学習指導 7/7 3年 

顕桜祭（文化祭） 動画による発表 7/13 全学年

時差登校 新型コロナウイルス感染症対策 9/24～30 対面授業とオンラインを合わせる

顕桜祭(体育祭) 地域社会との交流 9/28 全学年

国内短期研修 情操教育 9/8～10 2年

日本大学基礎学力到達度 基礎学力判定 9/22 6年

前期期末試験 学力の測定と養成 8/23～26 全学年

小論文模試 学習指導 8/30 3～6年　自宅受験

前期終業式 前半の振り返り 10/8 全学年

後期始業式 後半に向けて目標設定 10/12 全学年

スタディサプリ秋季到達度テスト 学力測定 10/7～11 3～5年　自宅受験

授業アンケート 学習指導 10/8 全学年

セカンドステージ主権者講演 主権者意識の養成 9/29 3･4年　オンライン

ベネッセ駿台記述模試 学力の測定と養成 10/5・6 6年



中止

中止

【進路状況】 令和4年3月31日現在

春季特別講座 学習意欲と学力の向上 3/22～3/25 1～3年

難関私立大学合格者は例年より増加し、医、歯、薬、看護学部等医療系の学部にも昨年より合格者を出すことができた。令和2年度は、日本大学への進学率目標を

40％とし、国公立大への合格者数を20名以上、難関私大へは複数名の合格者を出すことを目標とする。

在籍数 日大 国公立 私立 日短 佐短 他短大

女 29 14 1 11 0 0 0 0 0 0 3

合　計 59 26 4 16 2 0 0 0 0 0 11

日専 専門 就職 未定 日本大学
進学率

47.5%
男 30 12 3 5 2 0 0 0 0 0 8

キャリアエデュケーション 進路指導・体験学習 3/8 3年  フジTV番組制作体験

基礎学力到達度テスト対策模試 学力の測定と養成 3/9 4・5年

卒業生大学合格体験談 進学・学習への動機づけ 3/18 4・5年

修了式 1年の総括と新年度に向けての決意 3/18 全学年

校内春季セミナー 学習意欲と学力の向上 3/22～3/25 4・5年

読書活動推進月間 読書指導 2/21～3/17 1～5年

卒業式 6年生の門出を祝福 3/1 6年 保護者

日本大学進学講演会 進路指導 3/2 5年

スタディサポート 学習指導 3/2 3～5年

立志式 情操教育、キャリア教育 3/5 2年

生活調査実施週間 生徒指導 1/24～2/2 全学年

租税教室 社会学習 1/26 4年

礼法学習 情操教育 1/26･27 11/24･25 12/8･9 2年

小論文模試 学習指導 1/31 3～5年　自宅受験

後期期末試験 学力の測定と養成 2/14～18 1～5年

ターゲットゼミ 学習指導（応用力養成） 10/13～12/10 3～6年

ターゲットゼミ 学習指導（応用力養成） 1/12～3/17 3～5年

1年生スキー教室 体験学習 1/12～14 1年

総合学力テスト 学力の測定と養成 1/17･18 4･5年

学力推移調査 学力の測定と養成 1/20 1～3年

実力試験 学力の測定と養成

進路サポート 進路指導 10/20 全学年

大学入学共通テスト模試 学力の測定と養成 10/29･30 6年

総合学力調査 学力の測定と養成 10/19 1～3年　

礼法学習 情操教育 10/20･21 11/24･25 12/8･9 2年

セカンドステージ進学講演会 進路指導 10/13 3･4年

英国短期海外研修 グローバル教育 10/15～23 5年

防災教育 避難訓練と安全意識の啓蒙 11/20 全学年

進路希望調査 進路指導 11/20 3～6年

hyper-QUテスト クラス経営改善 11/10 1～5年

後期中間試験  学年末試験 学力の測定と養成 11/15～18 1～5年  6年

2年生国内研修旅行 体験学習 11/1･2 2年　会津若松

総合学力テスト 学力の測定と養成 11/4･5 4･5年

授業参観　クラス懇談会 保護者とのコミュニケーション 12/7 1～3年

ファーストステージ進学講演会 進路指導 12/7 1･2年

北京月壇中学とのオンライン交流 グローバル教育 11/30 オンラインによる交流

ブリティッシュヒルズ語学研修 英語コミュニケーション能力向上 12/1～3 3年

ファイナルステージ生活講演会 薬物乱用防止教育 11/24 5･6年

4年生国内研修旅行 体験学習 11/25･26 4年　日光方面

5年生国内研修旅行 体験学習 2021/12/14～17 5年　和歌山 奈良 京都

進路サポート 進路指導 12/18　1/15 全学年

キャリアエデュケーション 進路指導・体験学習 12/8 1年  エコプロダクツ 

eトレ講座 個に応じた学習指導 1/12～3/17 1～3年　

予餞会 卒業生への感謝 12/22 全学年  動画にて実施

出陣式 進路指導（受験生激励） 1/7 6年

1/20 1～3年



（２）学生生徒募集実績

① 佐野日本大学短期大学

【入試結果】

昨年比 合格者数 昨年比 昨年比

②佐野日本大学高等学校

各説明会への生徒・保護者の参加人数は、新型コロナウィルス感染症の影響もあり、

減少したが、オンライン説明会を併用することで対応した。

【入試結果】　

昨年比 合格者数 昨年比 入学者数

栄 養 士 養 成 課 程 64 13 62 11 59 9 

合　　　　　計 312 69 310 70 301 69 

介 護 福 祉 士 養 成 課 程 6 1 6 1 6 1 

保 育 士 養 成 課 程 93 20 93 22 93 27 

社会人聴講生、科目等履修生対策 選考時期に合わせて広報の実施（春期・秋期） 新型コロナウイルス関係で募集中止

留学生募集対策（日本語学校等訪問等） 5月～随時

広報活動 受験雑誌情報掲載、新聞広告、大学案内（募集要項）
ツイッター、インスタグラム、バーチャルオープン
キャンパス、Ｗｅｂサイトの強化
を活用した広報を実施中

ホームページ、Ｗｅｂ（受験サイト）の活用

区　　　　分 志願者数 入学者数

そ の 他 フ ィ ー ル ド 149 35 149 36 143 32 

令和4年4月3日現在（入学許可日）

内　　　　容 対　象　・　時　期　・　実　施　場　所　等 備　　　　　考

高校訪問（栃木・群馬・茨城・福島  主要地区） 4月～翌年3月　

延べ訪問校　369校であった高校訪問（埼玉・群馬・茨城  競合短大地区） 4月～翌年3月　

高校訪問（信越・福島北部～山形等遠隔地） 5月～翌年2月　

日本大学各付属高校対策（訪問等含む） 5月～随時

学習塾塾長説明会
栃木・群馬・埼玉・茨城の学習塾長
（オンライン説明会と併用）

参加者　　　 １０４名

ガイダンスが中止になり日本語学校訪問
や電話で広報を行った

高校教員対象入試説明会 5月（本学と宇都宮会場の2回） 参加者 42名（本学24名・宇都宮18名）

業者主催進学説明会参加 4月～翌年3月　随時実施 105か所で実施
7月上旬から新型コロナウイルス関係で29回のガイ
ダンスが中止高校会場説明会・高校内模擬授業等 4月～翌年3月　随時実施

オープンキャンパス(夏・春） 5月～翌年3月の間に14回（説明会等含む）
1,671名参加（保護者含む）前年比＋455名

総合型選択（選考日） 10月～翌年3月 計画通り実施

生徒・保護者対象説明会 5月～6月（オンライン説明会と併用） 参加者　　　 ４９０名

進学塾訪問
栃木・群馬・埼玉・茨城の学習塾
（コロナの影響により訪問回数の減少）

延　約　 １，０００塾

中学校校長説明会 栃木県内中学校長、近隣（群馬・茨城・埼玉の中学校長） 参加者　　　　 ７３名

内　　　　　　　容 時　  　期　  　等 備　　　　　考

中学校訪問 栃木県内中学校、近隣（群馬・茨城・埼玉の中学校）その他 延　約 　１，２５０校

-79高等学校 1,698 -156 1634 -132 371

広報活動
新聞広告、受験雑誌記事及び広告、
学校案内・募集要項、ホームページ

学　　　校 志願者総数 昨年比

令和3年4月1日～令和4年3月31日

令和4年4月1日現在

オープンキャンパス 7月～12月 参加者　 ３，１２６名

ＳＡＮＩＣＨＩ  Achievement　学力判定テスト 10/10 受験者　 １，４３１名



③佐野日本大学中等教育学校

昨年度に比べ、学校説明会の参加者は減少した。一方、塾訪問を強化したところ、塾長説明会の参加者は増加した。

新大学入試の導入をひかえて、私大付属中学校への関心が高まっている。

【入試結果】　

昨年比 合格者数 昨年比 入学者数 昨年比

+ + -

（３）施設設備整備実績

①佐野日本大学高等学校・中等教育学校

３　財務の概要

別冊の決算計算書類の通り報告する。

（１）

（２） 事業活動収支計算書

（３）

小学校訪問  DM郵送 栃木県内小学校、近隣（群馬・茨城・埼玉の小学校）その他 延　約　　　約310校

地区別説明会(ナイト説明会) 6月～7月(16会場) 参加者　　43組　人数制限　ネット(動画配信)

広報活動
新聞広告、受験雑誌記事及び広告、新聞折込、
学校案内・募集要項、ホームページ、等

学　　　校 志願者総数

中等教育学校 215 31 193 36 60 2

内　　　　　　　容 時　  　期　  　等 備　　　　　考

入学説明会 5月～3月 参加者　　343組　　人数制限

摸擬試験 9月～10月 8月(第1回中止)　9月(第2回) 受験者　　127名

進学塾塾長説明会 栃木・群馬・埼玉・茨城の学習塾長 183名　変更　ネット(動画配信)

オープンキャンパス（１日体験） 6月(文化祭見学 中止)・8月(1日体験) 70組　変更　人数制限

進学塾訪問・DM郵送 栃木・群馬・埼玉・茨城の学習塾 延　約　   約1200塾

小学校校長説明会 栃木県内小学校長、近隣（群馬・茨城・埼玉の校長） 中止(個別対応)

整　　　　　　備　　　　　　内　　　　　　容 備　　　　考

資金収支計算書

貸 借 対 照 表

ICT教育における校内ネットワーク機器更新工事 計画通り実施

総合グラウンドスタジアム３０陸上競技場改修工事 計画通り実施


