
Ⅰ．法人の概要

1. 建学の精神等

本学園の建学の精神は、「聖徳太子の御徳を慕い、その十七条の憲法に示された

『和』を根本の精神として仰ぎ、仏教主義に基づく情操教育をおこない、有為の

人材を育成することを目的とする。」です。

その「和」の精神を具現化する行動規範として、

「感謝」　　(生かされる心)、

「寛容」　　(信じあう心)、

「互譲」　　(たすけあう心)、

を学園訓としています。

そして、建学の精神を具現化する基本目標として、

「地域に愛される睦学園」、

「質を重視する睦学園」、

を二大基本目標に掲げています。

なお、本学園は、浄土真宗本願寺派(西本願寺)の宗門関係学校(24学園72校)です。

2. 法人の沿革(学園のあゆみ)

(令和4年4月1日現在)

大正10(1921)年 ・聖徳太子薨去1300年祭を記念して、仏教の日曜学校を始める

　→「学園の創始」

大正12(1923)年 ・太子館を設立。太子館附属高等裁縫部(須磨睦高等技芸塾)併設 

　→「学園の創立」

大正15(1926)年 ・須磨幼稚園設置 

昭和4(1929)年 ・須磨睦高等技芸塾を改め、須磨睦技芸女学校設置

昭和12(1937)年 ・財団法人須磨太子館設置、認可

・須磨睦技芸女学校を須磨睦高等実践女学校に改称、設置 

昭和19(1944)年 ・須磨睦高等実践女学校を須磨睦女子商業学校に改組(戦時体制

　により当局指導)（現　附属須磨ノ浦高等学校）

昭和21(1946)年 ・法人名を財団法人聖徳学園に改称、設置、認可

・須磨睦女子商業高校を須磨ノ浦高等女学校に改称、設置

　(修業年限5ヶ年)

昭和22(1947)年 ・須磨ノ浦中学校設置(学制改革に伴い)(昭和48(1973)年 休校) 

昭和23(1948)年 ・須磨ノ浦高等女学校を須磨ノ浦女子高等学校に改称、設置

昭和26(1951)年 ・学制改革により法人名を学校法人睦学園に改称、設置、認可

昭和30(1955)年 ・睦学園女子短期大学設置 

昭和41(1966)年 ・短大名を兵庫女子短期大学に改称、神戸市須磨区から加古川市 

　に移転

昭和42(1967)年 ・兵庫女子短期大学附属加古川幼稚園設置 

平成3(1991)年 ・須磨ノ浦中学校を再開、校名を神戸国際中学校に改称、設置

平成6(1994)年 ・神戸国際高等学校設置 

平成7(1995)年 ・兵庫大学設置（経済情報学部経済情報学科）

平成7(1995)年 ・阪神淡路大震災で須磨ノ浦女子高等学校校舎が全壊（11,070㎡）
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平成8(1996)年 ・須磨ノ浦女子高等学校新校舎完成 

平成10(1998)年 ・短大名を兵庫大学短期大学部に改称 

平成11(1999)年 ・兵庫大学大学院経済情報研究科設置（経済情報専攻） 

平成13(2001)年 ・兵庫大学健康科学部栄養マネジメント学科、健康システム学科開設 

平成16(2004)年 ・園名を兵庫大学附属須磨幼稚園に改称 (旧  須磨幼稚園)

平成18(2006)年 ・兵庫大学健康科学部に看護学科開設

平成20(2008)年 ・兵庫大学生涯福祉学部社会福祉学科開設

平成25(2013)年 ・兵庫大学生涯福祉学部にこども福祉学科開設 

平成26(2014)年 ・校名を兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校に改称（旧　須磨ノ浦女子 

　高等学校)

平成28(2016)年 ・兵庫大学現代ビジネス学部現代ビジネス学科開設 

平成29(2017)年 ・兵庫大学看護学部看護学科開設

令和2(2020)年 ・兵庫大学大学院現代ビジネス研究科、看護学研究科開設 

3. 設置する学校・学部・学科等

(令和3年4月1日現在)

兵庫大学 (平成7年度開設)

・大学院 経済情報研究科修士課程　（平成11年） （令和元年募集停止）

現代ビジネス研究科修士課程　（令和2年）

看護学研究科博士前期課程・博士後期課程　（令和2年）

・経済情報学部 経済情報学科　（平成7年）　 (平成28年募集停止)

・現代ビジネス学部 現代ビジネス学科　（平成28年）

・健康科学部 栄養マネジメント学科　（平成13年）

健康システム学科　（平成13年）

看護学科　（平成18年）　 (平成29年募集停止)

・看護学部 看護学科　（平成29年）

・生涯福祉学部 社会福祉学科　（平成20年）

こども福祉学科　（平成25年）

兵庫大学短期大学部 (昭和30年度開設)

・保育科第一部　（昭和32年）

・保育科第三部　（昭和46年）

兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校 (昭和23年度開設)

・(全日制)普通科

神戸国際高等学校 (平成6年度開設)

・(全日制)国際文化科

神戸国際中学校 (平成3年度開設)

兵庫大学附属須磨幼稚園 (大正15年度開設)

兵庫大学附属加古川幼稚園 (昭和42年度開設)
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4. 当該学校・学部・学科等の入学生数・学生数の状況
(令和3年5月1日現在)

注

   健康科学部看護学科は平成29年度から募集停止。

   令和元年度経済情報研究科募集停止。

4.神戸国際高等学校は、平成28年度から高校入試を実施。（下段は外部入学者数）

5.※は収容定員で、両幼稚園の人数は、在園児数。

5. 役員・評議員・教職員の概要

ア. 役員 (令和3年10月1日現在)

大学長 常勤

短期大学長・校長・園長のうち理事会で選任 常勤2人

評議員のうちから理事会で選任 常勤1人、非常勤1人

学識経験者のうちから理事会で選任 常勤1人、非常勤3人

法人の職員のうちから理事会で選任 常勤3人

常勤8人、非常勤4人

渡邉　東

河野　真／大村　桂治郎／澤田　陽一／釜谷　研造／副島　義憲／西脇　恭一／滝澤　功治／

岩元　安雄／河野　幸星／大平　曜子／田端　和彦　

監事 笹倉　邦啓／森山　恭太

学 校 名 学 部 ・ 学 科 等 名
令和3年度 令和3年度

入学生数（人） 学生数（人）

(10)

看護学研究科 4 (10) 15 (20)
兵庫大学大学院

経済情報研究科 － (－） 1 (－）

現代ビジネス研究科 8 (5) 10

大 学 院 計 12 (15) 26 (30)

兵　庫　大　学

看護学部 看護学科 99 (90)

(80)
241 (330)

〔3年次編入〕 (3) (5)

400 (360)

健康科学部

看護学科      － (－） 3 (－）

栄養マネジメント学科 59

健康システム学科 35 (40) 150 (160)

経済情報学部 経済情報学科      － (－） 1 (－）

現代ビジネス学部
現代ビジネス学科 101 (100)

386 (444)
〔3年次編入〕 (2) (2)

(210)
〔3年次編入〕 (0) (5)

大 学 計 392 (412) 1,500 (1,644)

生涯福祉学部

社会福祉学科 36 (40) 138 (140)

こども福祉学科 57 (50)
181

(240)

短 大 計 136 (180) 389 (440)

兵 庫 大 学

短 期 大 学 部

保育科第一部 66 (100) 149 (200)

保育科第三部 70 (80) 240

 神戸国際高等学校 全日制課程国際文化科
30

(70) 100 (210)
(12)

 附属須磨ノ浦高等学校 全日制課程普通科 293 (300) 836 (900)

 附属須磨幼稚園 160 ( ※300) 160 ( ※300)

 神戸国際中学校 41 (70) 147 (210)

学 園 計 1,298 (1,657) 3,392 (4,044)

1.（　　）内は定員数。

 附属加古川幼稚園 234 ( ※310) 234 ( ※310)

1号理事 1 1

2号理事 2 2

2.平成29年度から健康科学部看護学科を看護学部看護学科に改組。

   平成28年度現代ビジネス学部設置、経済情報学部募集停止。

3.募集定員数は附属須磨ノ浦高等学校300人、神戸国際高等学校15人神戸国際中学校70人。

区分 定数(人) 現員(人) 選任区分 常勤・非常勤

非常勤2人

5号理事 3 3

計 12 12

3号理事 2 2

4号理事 4 4

理事長

理事

－

監事 2 2
理事、評議員、法人の職員以外の者であって理事会

で選出した候補者のうちから評議員会で同意を得た
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〇責任限定契約、役員賠償責任保険契約の状況

①責任限定契約

　私立学校法に従い、令和元年11月16日から責任限定契約を締結した。

・対象役員の氏名

　　非業務執行理事(釜谷研造、西脇恭一、滝澤功治、岩元安雄)、監事(土井嘉彦、笹倉邦啓)

・契約内容の概要

　非業務執行理事及び監事がその職務を行うに当たり善意でかつ重大な過失がないときは、

　金100万円と、役員報酬の2年分との、いずれか高い額を責任限度額とする。

・契約によって職務執行の適正性が損なわれないようにするための措置

　契約の内容に、役員がその職務を行うに当たり善意でかつ重大な過失がないときに限る旨の

　定めがある。

②役員賠償責任保険制度への加入

　私立学校法に従い、理事会決議により令和2年4月1日から私大協役員賠償責任保険に

　加入した。

・団体契約者:　 日本私立大学協会

・被保険者: 記名法人・・・学校法人睦学園　　個人被保険者・・・理事・監事・評議員

・補償内容: 役員(個人被保険者)に関する補償・・・法律上の損害賠償金、争訟費用等

記名法人に関する補償・・・法人内調査費用、第三者委員会設置・活動費用等

・支払い対象とならない主な場合(職務執行の適正性が損なわれないようにするための措置):

法律違反に起因する対象事由等

・保険期間中総支払限度額: 10億円

イ. 評議員 (令和3年4月1日現在)

法人の職員のうちから理事会で選任 常勤11人

卒業生で25才以上の者のうちから理事会で選任 非常勤4人

学識経験者のうちから理事会で選任 常勤1人、非常勤10人

保護者のうちから理事会で選任 非常勤4人

ウ.教職員 (令和3年5月1日現在)

区分 定数(人) 現員(人) 選任区分

3号評議員 11 11

4号評議員 4 4

常勤・非常勤

1号評議員 11 11

2号評議員 4 4

現代ビジネス学部 16

生涯福祉学部 17

計 30 30 － 常勤12人、非常勤18人

学　校　・　学　部
令和3年度

教員数(人) 職員数(人)

12

神戸国際高等学校 15
5

神戸国際中学校 17

大学計 106

兵庫大学短期大学部 16

附属須磨ノ浦高等学校 50

59学部計 96

高等教育研究センター 2

共通教育機構 8

兵庫大学

看護学部 34

健康科学部 29

学　　園　　計 239 83

附属須磨幼稚園 17 7

附属加古川幼稚園 18 0
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