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ごあいさつ

1936年北海道生まれ

1960年国士舘大学体育学部卒業

1960年本学に入職、1981年体育学部教授、
1992年から2001年まで同学部学部長、2003年
から2006年まで国士舘大学学長

2006年本学名誉教授、学校法人国士舘常任
理事、2008年学校法人国士舘副理事長を務め、
2009年4月学校法人国士舘理事長に就任

1992年から2004年まで財団法人日本サッカ
ー協会理事・特任理事、1998年から2004年ま
で全日本大学サッカー連盟理事長、2004年か
ら2006年まで全国体育系大学・学長学部長
会会長、2008年全日本大学サッカー連盟顧問、
2014年から2022年3月まで一般財団法人関東
大学サッカー連盟会長、2022年4月から同連盟
顧問、2015年からNPO法人日本サッカー指導
者協会理事長

2009年から全国体育スポーツ系大学協議会理
事、2012年から日本私立大学協会理事、2020
年から同常務理事、2021年から一般社団法人
大学スポーツ協会（UNIVAS）理事

2015年から公益財団法人私立大学退職金財
団監事

2019年旭日中綬章受章

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・大学院10研究科および高等学校、中学校を擁する総合
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
旨とする教育理念は、創立から105年目を迎えた今もなお、本学園
の教育活動の指針として貫かれています。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、時代に応じた教育活動に昇華させていくことが、継
承する私たちの使命であると考えます。
本学園はコロナ禍を機に、本学独自の強みや特性をあらためて構
築し、教育研究環境の維持と向上を図るため、さまざまな取り組み
を進めてまいりました。
令和3年度においては本学学生・生徒・教職員をはじめとする本
学関係者を対象に3キャンパスで新型コロナウイルスワクチン大学
拠点接種を実施し、本学の医師、救急救命士が打ち手を担いまし
た。令和4年度においても、卒業生も対象とした3回目の追加接種
を実施したところです。今後も、本学が有する資源を最大限活用し、
安心・安全な学園の維持に取り組んでまいります。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会では、本学から、
在学生と卒業生の合わせて7選手が出場したほか、多くの学生・教
職員がボランティアや競技スタッフ、医療サポーターとして大会を支
えました。加えて、自治体等との連携協定による各種催しの実施や
アイスランドチームへの施設提供など、本学の多方面での取り組み
によって生まれたレガシーを継承し、後世に引き継いでいく所存です。
令和4年度からは、地域連携・社会貢献推進センターが中核とな
り、本学の教育研究上の知識や技術を地域社会に還元する取り組
みを集約・強化することで、地域とともに活動する学園を目指します。
また、令和4年4月から運用を開始した多摩南野キャンパスは修学
支援施設として、主に防災教育研究の推進強化と課外活動の振興
を主軸に各キャンパス間で有機的な活用を図っていく予定です。
本学園は、目まぐるしく変化する時代にあっても、揺るぎない社会
的使命のもと、来る創立110周年に向けて、教育の質・環境の一層
の充実と、経営の安定を図り、新たな歴史を創造してまいります。

国士舘創立から5年を経た1922（大正11）年4月22日、国
士舘大講堂において一人の実業家が生徒に向けて講演を行
いました。いわく「今日の教育は、形式的に流れて教育そのも
のの精神に欠けており、知恵にのみ汲

きゅうきゅう

々としている。結果、精
神と云う点においては全く地に堕ちている。教育界に国士舘
が出現したことは自分らの念願が実現されたものである」と述
べ、最後に「リーダーというものは、広い器量と強い意志を持
たなければならない。リーダーの責任は重く、進むべき道のり
は遠い。粘り強く、責務の重みに耐え、生涯学び続けることが
大切である」と講演を締めくくりました。その実業家こそ、国士
舘創立期の支援者であり、「日本資本主義の父」と称される
渋沢栄一です。

1世紀の時が流れ、世界は今、新型コロナウイルスの世界的
流行、地球温暖化に伴う気候変動、そして国際秩序の危機
的状況など、予測不可能な時代を迎えています。加えて、18
歳人口の継続的減少にあって、わが国の大学はパラダイムの
転換と、そのための教学マネジメントの確立が重要課題となっ
ています。
混迷を深める時代を生き抜く自律的な学修者を養成する
ために、大学は、従前の「供給者目線」から脱却して、「学修者
本位の教育」への転換が求められています。このために大学は
「どのような学生を求め」「どのような学生を世に送り出すか」
「そのために、いかなる理念に基づき、いかなる教育を実践す
るのか」を明示するとともに、それに即した教育体系を構築し、
その成果を社会に発信し続けなければなりません。
本学には、渋沢翁も称賛する建学の精神「国を思い、世の
ため、人のために尽くせる人材の養成」、教育理念「誠意・勤
労・見識・気魄」が建学以来脈 と々息づいています。本学の教
育の真髄は、時代の要請に応えながらも、国士舘精神によっ
て陶冶された教養豊かで論理的思考を備えた、社会を支える
“国士（リーダー）”を養成することにあります。いつの時代にあ
っても公徳心溢れる有為な人材を世に輩出し続ける大学であ
ることを誇りとして。

ごあいさつ

学校法人国士舘
理事長

大澤 英雄
おおさわ・ひでお

国士舘大学
学長

佐藤 圭一
さとう・けいいち

1955年青森県生まれ

1984年国士舘大学大学院政治学研究
科政治学専攻博士課程修了、2006年
政治学博士（国士舘大学）

1984年宗教研究所助手として入職。
1987年宗教文化研究所講師、2002年
政経学部二部教授、2003年政経学部
教授、2012年大学院政治学研究科長、
政経学部政治学科主任を2期（2002年
から2003年、2006年から2008年）、同
学部教務主任を3期（2003年から2004
年、2004年から2005年、2007年から
2010年）務める

2015年12月国士舘大学学長に就任

2014年から比較憲法学会理事

2002年受賞学術賞：田上穣治賞（比較
憲法学会）

専門はアメリカ政治史
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役員等 
［理事長］

大澤英雄

［理事］

佐藤圭一

長谷川均

村岡幸彦

横沢民男

岡林中今

石田唱司

北村　滋

島崎修次

瀬野　隆

福本正幸

間瀬誠吾

美納淳一

山田愼吾

［監事］

足立禮一

今福康夫

［評議員］

佐藤圭一

岩渕公一

岩元浩一

表きよし

二川佳央

長谷川均

福永清貴

村岡幸彦

横沢民男

黒沼和広

斎藤弘子

作田英一

畑　　勲

岡林中今

加藤純一

小泉與七

坂本勝矢

柴田則夫

𦚰本三千雄

安西博見

北村　滋

小山泰文

坂本廣身

島崎修次

瀬野　隆

福本正幸

美納淳一

矢野博志

山田愼吾

国士舘大学
［学長］

佐藤圭一

［副学長］

長谷川均

村岡幸彦

［大学院研究科長］

政治学研究科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  上村信幸

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  ・・・・・・・・ 井上誠治

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
総合知的財産法学研究科  ・・・・・・ 三浦正広
人文科学研究科  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 松野敏之
グローバルアジア研究科  ・・・・・・・・  高橋伸子

［学部長］

政経学部  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  岩元浩一

体育学部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 山口嘉和

理工学部  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本田康裕

法学部  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 飯塚　真

文学部  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 仁藤智子

21世紀アジア学部  ・・・・・・・・・・・・・・・  表きよし

経営学部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 佐藤圭一

［附属施設・附置研究所長等］

国際交流センター  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大髙敏男
図書館・情報メディアセンター  ・・・ 藤森　馨

防災・救急救助総合研究所  ・・・  島崎修次

地域連携・社会貢献推進センター  ・・ 村上純一

ウエルネス・リサーチセンター  ・・ 永吉英記

デジタルアーカイブセンター ・・・・・・ 佐藤圭一

国士舘高等学校・中学校
［校長］

岩渕公一

［副校長］

後藤晃志

役員・役職者等

本校は、生徒一人一人の感性を深め、豊かな人間性を涵養
することを大切にしています。その理念と特色は本校の教育
活動に反映され、多くの同意と保護者の皆様の理解と支援に
よって今日を迎えております。国士舘創立105年を迎えた現在、
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。それは、国士舘の「建学の精神」「教育理念」「教育指針」
として掲げられ、本校の教育目標としてまいりました。現在まで
脈 と々受け継がれてきた指針は、本校で学ぶ3年間および6年
間を通じて、人や文化の多様性を知り、礼儀や心身の鍛錬を学
び、責任ある行動で積極的に社会参画ができるように、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。
少子高齢化の進展、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る中、コロナ禍を契機
に本校は全生徒に電子黒板と併用可能なタブレット端末を貸
与するなどICTを活用した学習環境の充実を図り、学力向上
と教育の質保証に努めています。さらには、学びの定着をより
高めるための朝学習をはじめ、放課後や部活動終了後にも利
用できる自学自習の学習システム「K-Improve」を導入し、質問
に対応するチューターを配置しています。特に中学校では、体
験型カリキュラムを通じた課題解決力の育成を図り、英語に親
しむことを目的とした専用施設での宿泊研修や、心の成長を
育むための「エゴグラム」の活用などを通じて、基礎学力の向上
とグローバル教育に力を注いでいます。
また、系属校としての利点を生かしたキャリア教育にも力を
入れ、高校1年次から国士舘大学の大学・学部説明会やキャ
ンパス見学を実施して、大学学部教育への理解促進を図る取
り組みを行っています。
令和5年度からは高校定時制課程の改革を実行し、少人数
制・習熟度別授業を取り入れた国士舘大学進学に特化したカ
リキュラムで生徒の資質・能力の育成を目指します。
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。

国士舘高等学校・
中学校　校長

岩渕 公一
いわぶち・こういち

1955年岩手県生まれ

1978年国士舘大学体育学部卒業

1979年国士舘高等学校（全日制）・中学
校の常勤講師として入職。1980年教諭、
2016年副校長、2019年国士舘高等学
校・中学校校長に就任

1988年から2022年3月まで国士舘高等
学校柔道部監督として幾度となく全国制
覇に導いたほか、オリンピックをはじめ世界
大会で活躍する選手を多数輩出、2022
年4月から同部部長に就任

2008年第29回オリンピック競技大会 文
部科学大臣顕彰（スポーツ功労者顕彰）
2008年第29回オリンピック競技大会 優
秀者表彰
2008年から2021年まで全日本柔道連
盟 強化委員会特別委員
2010年から2021年まで日本オリンピック
委員会強化スタッフ（マネジメントスタッフ）

2019年柔道八段昇格


