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国士舘は1917（大正６）年に私塾「國士館」として創立し、
1958年に国士舘大学を創設して以来、皆様からの厚いご支援
により、大学７学部・10研究科および中学校、高等学校を擁す
る総合学園として発展してまいりました。
「国を思い、世のため、人のために尽くせる人材『国士』の養成」
を旨とし、創立から100年を経て、表現方法は時代と共に変化
を遂げてまいりましたが、その根底にあるのは「他への献身」とい
う考え方です。これは、真心を持って人に尽くすことであり、創立
者の柴田德次郎先生が深い愛情をもって教えを説く姿から、当
時学生であった私自身が学んだことであります。本学が教育理
念とする「誠意・勤労・見識・気魄」の四徳目を掲げ、人材育成
の要諦とした創立の趣旨を、現代のニーズに合わせて伝えてい
くことが、継承する私たちの使命であると考えます。創立者が掲
げた理念は、今も脈 と々受け継がれており、その一例として2012
年に設置した防災・救急救助総合研究所を中心に、地域社会
に貢献する防災拠点大学としての機能をさらに強化しています。
本年は、新型コロナウイルス感染拡大という未曾有の事態が
社会に莫大な影響を及ぼしています。本学園としても学生・生
徒の健康と安全を第一に、感染拡大防止に関する社会的使
命を果たすとともに、学生・生徒の学ぶ意欲と権利、機会を保
障し、真 に応えていくことが学校法人の責務と考えます。コロ
ナ禍の収束も含め先行きの不透明さは否めませんが、第二次
中長期事業計画を着実に遂行し、教育の質と経営の安定を図
ってまいる所存です。
また、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が2021年
に延期されました。本学はこれまで専門部署の設置や学生ボラ
ンティアの募集などさまざまな取り組みを実施し、機運醸成を
図ってまいりました。学生・生徒には各種活動を通じた体験・知
見に触れる絶好の機会にしてほしいと願っています。
本学園は2027年の創立110周年を見据え、さらなる発展を
遂げるための将来構想を掲げた記念事業募金を開始するとと
もに、本年には国士舘楓の杜キャンパスの竣工を予定するなど、
更なる教育・研究環境の整備に着手しております。今後も社会
に求められる学園であり続けるため、新たな歴史の創造に向け
て邁進してまいります。

2020年度は、新型コロナウイルスの世界規模での蔓延とい
う災禍の中で始まりました。命を守るための感染拡大防止を
最優先にした結果とはいえ、卒業式・入学式をはじめ大学の大
切な行事を次 と々中止せざるを得ない状況は非情であり、学生
や保護者そして関係各位のお気持ちを慮れば落胆の念を禁じ
得ません。　
しかしながら、そうした混迷と憔悴の渦中にあっても、「面倒
見の良い大学」を第一に掲げる本学では、“大学での学びをし
っかり支える”ことの負託と責任の下に、惹起された諸問題解
消に向けた対策を速やかに実行しております。一例を挙げます
と、春期授業のオンライン化に加え、それらに対応する環境整
備費として全学生を対象とする緊急給付金の支給を行いまし
た。同時に本学独自の奨学金を含む困窮学生への支援策を
鋭意実行に移しております。
暗澹とした中にも、光明がもたらされました。2018年度の救
急救命士国家試験合格者数および消防官就職者数と並んで、
念願だった警察官就職者数が全国第１位となったのです。学
生・教職員のたゆまぬ努力、カリキュラムや公務員試験対策講
座の充実に加えて、国士舘独自の「防災教育」への和衷協同し
た意識が結実した成果だと自負しております。新入生のオリエ
ンテーションでは自助公助の心構え、応急手当の方法、AED
の操作方法等の「防災総合基礎教育」を学びます。続く総合
教育科目「防災リーダー養成論」では、救急医療、災害医学、気
象災害や都市防災について修得すると共に、同実習では、ライ
フラインが切断された状況いわゆる“疑似的避難所生活”を体
験します。消防官・警察官はもとより、教員や一般公務員志望
者には防災士の国家資格取得を推奨しています。本学は、災害
や防災に精通し、身も心も傷ついた人々に寄り添う、心優しくし
かも心身共に強靭な人材を積極的に養成しているのです。
本学の使命は、「国を思い、世のため、人のために尽くすこと」
を建学の精神に掲げ、教育理念である「誠意・勤労・見識・気
魄」を体現する有為な人材を世に輩出することです。かくして、
本学は、“公徳心”という古来日本人の高潔な精神を継承する
大学なのです。それがonly oneの大学としての国士舘の矜持
でもあります。
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国士舘は創立103年目を迎え、本校の2万5千人を超える卒
業生は、国内はもとより世界の各分野で活躍しています。
創立者の柴田德次郎先生は、共に助け合い、人々のために
奉仕できる豊かな心を育むための人間教育を重視されました。
国士舘の教育理念では「読書・体験・反省」の三綱領の実践
と「思索」による四徳目「誠意・勤労・見識・気魄」の涵養を掲
げています。三綱領は今でいう「PDCAサイクル」（Plan・Do・
Check・Action）であり、創立当時から教育手法として取り入
れていたのです。脈 と々受け継がれてきた教育理念は、本校で
学ぶ3年間および6年間を通して、人や文化の多様性を知り、
礼儀を学び、心身を鍛練し、何事にも夢中になって取り組み、
一人一人の成長を促すための教育プログラムとして展開されて
います。
近年では少子高齢化が進み、AI（人工知能）の発展、グロー
バル化の拡大など、社会環境が大きく転換していくなか、今も
なお世界を席巻している新型コロナウイルスの感染拡大は、本
校においてもあらゆる対応に迫られました。遠隔授業の導入、
受講環境の整備補助として全生徒に対する一律8万円の緊急
給付金の支給、分散登校と遠隔授業の並立、課外活動のガイ
ドラインの策定と見直しなど、多岐にわたる取り組みを実施し
ました。また、将来においても遠隔授業の併用ができるようオ
ンライン授業推進委員会を創設し、学力向上と教育の質保障
に対応する準備を進めています。そのほか、学園を挙げて取り
組む防災教育についても、着実に実行するための受講環境を
整備しています。
高等学校では、学びの定着をより高めるための朝学習を取
り入れ、放課後や部活動終了後にも利用できる自学自習教室
「K-Improve」を整備し、質問に対応するチューターを配置して
います。中学校では、多彩な体験カリキュラムと放課後学習を
行い、心の成長を育むための「エコグラム」を取り入れるほか、英
語に親しむことを目的として専用施設での宿泊研修など多くの
授業カリキュラムを設定し、基礎学力の向上とグローバル教育
に力を注いでいます。
本校は実績を着実に積み重ねつつ、さらなる学習環境の整
備を進め、オンリーワンの教育活動に邁進してまいります。
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谷岡三男
𦚰本三千雄
小山泰文
坂本廣身
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経済学研究科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 許　海珠
経営学研究科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐藤圭一
スポーツ・システム研究科  ・・・・・・・・ 角田直也
救急システム研究科  ・・・・・・・・・・・・・・・ 田中秀治
工学研究科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大浦邦彦
法学研究科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 森田悦史
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理工学部  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本田康裕
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21世紀アジア学部  ・・・・・・・・・・・・・・・  表きよし
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ウエルネス・リサーチセンター  ・・・ 牧　　亮
デジタルアーカイブセンター ・・・・・・ 佐藤圭一
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