
星稜２０１７ 
学校法人稲置学園概要 



 

 

昭和97年10月 

昭和23年10月 

  

昭和25年10月 

昭和36年10月 

昭和37年94月 

昭和38年96月 

昭和38年99月 

昭和40年94月 

昭和4年1 

昭和42年94月 

昭和45年93月 

昭和46年94月 

昭和4年1 

昭和47年94月 

昭和54年94月 

昭和58年94月 

昭和60年12月 

平成  1年10月 

平成  4年10月 

平成95年96月 

平成98年10月 

平成13年  8月 

   平成14年  4月 

 

        平成19年  4月 

        平成20年  4月 

        平成23年  4月 

  

        平成24年  4月 

        平成24年  7月 

       平成24年  9月 

        平成26年  5月 

        平成27年  4月 

平成28年 2月 

平成28年 4月 

 

平成29年  4月 

北陸明正珠算簿記専修学校（金沢市彦三）を創設 

財団法人実践高等商業学校（金沢市馬場）を設立 

稲置繁男理事長就任  

学校法人実践商業高等学校に組織変更 

学校法人稲置学園に法人名称変更 

実践第二高等学校（金沢市小坂町）を開校 

学校法人稲置財団を設立 

実践第二高等学校を星稜高等学校に改称 

法人名称を学校法人稲置財団から学校法人稲置星稜学園に変更 

星稜幼稚園（金沢市御所町）を開園 

金沢経済大学（金沢市御所町）を開学 

実践商業高等学校を石川県に移管（学校法人稲置学園を解散） 

法人名称を学校法人稲置星稜学園から学校法人稲置学園に変更 

金沢経済大学経済学部二部（夜間部）を設置 

星稜中学校（金沢市小坂町）を開校 

星稜女子短期大学（金沢市御所町）を開学 

星稜泉野幼稚園（金沢市泉野町）を開園 

星稜幼稚園を園舎新築移転 

稲置記念館竣工 

稲置学園総合運動場竣工 

稲置美弥子理事長就任 

金沢経済大学新学舎竣工（9年12月体育館ほか竣工） 

星稜中・高等学校新校舎竣工（14年7月新運動場竣工） 

金沢経済大学を金沢星稜大学に改称 

金沢星稜大学大学院地域経済システム研究科（修士課程）を設置 

金沢星稜大学人間科学部を設置 

金沢星稜大学大学院研究科名称を経営戦略研究科に変更 

星稜幼稚園を金沢星稜大学附属星稜幼稚園に改称 

星稜泉野幼稚園を金沢星稜大学附属星稜泉野幼稚園に改称 

星稜女子短期大学名称を金沢星稜大学女子短期大学部に変更 

金沢星稜大学、キャリアデザイン館・メディアライブラリー竣工 

金沢星稜大学女子短期大学部を金沢星稜大学キャンパス敷地内に新築移転 

金沢星稜大学経済学部二部経済学科を廃止 

金沢星稜大学経済学部一部を金沢星稜大学経済学部に改称 

金沢星稜大学、グローバルコモンズ竣工 

金沢星稜大学人文学部国際文化学科を設置 

稲置慎也理事長就任 

星稜中学校 中高一貫教育開始 

金沢星稜大学附属星稜幼稚園を廃止し、幼保連携型認定こども園金沢星稜大学附属星

稜幼稚園を設置 

金沢星稜大学附属星稜泉野幼稚園を幼稚園型認定こども園金沢星稜大学附属星稜幼稚

園に移行 

◇ 学園の沿革 

沿    革 

 P1 
◇ 建学の精神           
   「誠実にして社会に役立つ人間の育成」 

◇ 役       員                                                                                                      平成29年5月1日現在 

     理   事   長     稲置 慎也 

     常 務 理 事         四柳 茂男 

     理         事            坂野 光俊、宮﨑 正史、鍋谷 正二、 西田 徹、小川 榮一、若松 道行 

     監         事     林 幹二、野田 政仁、松川 治彦 

◇ 評   議   員        荒川 徳人、荒野 充、稲置 誠也、篠崎 尚夫、田中 洋之、田辺 栄、長久保 実、西田 徹  

              小嶋 一夫、林 晃子、三好 研一、山下 哲男、稲置 慎也、稲置 美弥子、大友 佐俊 

              島田 裕香子、下池 新悟、山腰 茂樹、四柳 茂男、若松 道行 



 

 

 P2 

組  織  図 

◎平成29年度教育研究組織図 

平成29年5月1日現在 
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 組  織  図 

◎平成29年度事務組織図 
平成29年5月1日現在 P3 



 

 

P4 
稲置学園職員数 

職 員 数 

平成29年5月1日現在 (単位：人) 



 

 

■ 学生・生徒・園児数 

■ 授 業 料 等 

 男子 女子 合計 

大学院        21        6        27 

大学      1,306      1,118      2,424 

女子短期大学部        -       343       343 

高校        916       905      1,821 

中学       135        73       195 

附属星稜幼稚園        96        73       169 

附属星稜泉野幼稚園        72         73       145 

収容定員 

      20 

     2,150 

      300 

     2,040 

      240 

      170 

      155 

平成29年5月1日現在 

平成29年5月1日現在 

 学 生 数 

  

検 

定 

料 

入 
学 

金 

在 

籍 

料 

 

授 

業 

料 

教
育
充
実
費 

施
設
維
持
費 

委
託
徴
収
金 

大  学  院 15,000 120,000 
24,000 

 
690,000 ― ― 2,500 

大      学 
 経済学部 

15,000   120,000 
24,000 

 
690,000 330,000 ― 22,500  

大      学 
人間科学部 

15,000 120,000 
24,000 

 
750,000 360,000 ― 22,500  

短  大  部 15,000  120,000 
24,000 

    ※1 
630,000 330,000 ― 22,500 

高      校 10,000 60,000 ― 348,000 ― 36,000 
31,500 

※2 

中     学 10,000 20,000 ― 300,000 ― 36,000 
31,500 

※2 

 大学附属 

幼稚園（両園） 
― 

 

25,000 

 

― ※3 ― 24,000 
4,800 

※4 

施
設
設
備
費 

― 

― 

― 

― 

30,000 

10,000 

― 

大      学 
  人文学部 

15,000 120,000 
24,000 

 
822,000 360,000   22,500  

  （単位：円） 

  □ は 毎 年 納 入     は初年度のみ納入 （この表は平成29年度入学者,入園者をベースに作成したものである。） 

   ※1 休学した場合の在籍料（年間） 

   ※2 入学時の金額を表す。2年次以降は 30,000円 

   ※3 支給認定をうけた市町村の定める利用者負担額 

     ※4 保護者会費 別途給食費・バス代及び預かり保育等（個別負担あり） 
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 ※1 

 ※1 

 ※1 

 ※1 

(単位：人) 



 

 

 

◇ 校地・校舎                                                                                             平成29年5月1日現在                    

 

◇ 主な施設設備                                                    平成29年5月1日現在 
 

  校  地 校  舎 

大 学  ・  短  大  部 75,962.94㎡   44,932.78㎡   

 高 校 ・ 中 学  140,707.69㎡   28,560.51㎡   

附 属 星 稜 幼 稚 園  3,566.25㎡   2,003.39㎡   

附属星稜泉野幼稚園 2,619.00㎡   1,245.63㎡   

合       計 222,855.88㎡   76,742.31㎡   

大 学 

・ 

短大部 

  

本館（A館） 

稲置記念館（B館） 

 

ピアッツァ工房 

キャリアデザイン館（C館） 

 

メディアライブラリー（M館） 

グローバルコモンズ（G館） 

体育館 

食堂 

クラブハウス 

研修所 

宿舎せいりょう 

シェアハウス 

星稜スポーツセンター 

テニスコート 

城塚山グラウンド 

駐車場 

 

  

A教室 （講義室）、教員研究室 

B教室 （星稜フォーラム、あそび工房、表現工房、リズム工房） 

講堂 1,259席 、事務局 

B教室 （造形工房、実験工房） 

C教室 （講義室、ナースリー工房、クッキング工房） 

和室、進路支援室、エクステンション室 

M教室 （情報演習室）、図書館、コンビニ(セブンイレブン） 

G教室 （講義室）、和室（群青の間）、教員研究室、国際交流センター 

メインアリーナ(バスケットボールコート2面）、サブアリーナ（室内テニスコート2面） 

1階74席・2階246席、星稜プラザ、郵便局 

学友会室、音楽スタジオ 

研修室、談話室、浴室、厨房 

20室 

4LDK 

GYM、STUDIO、剣道場、武道場、卓球場、体育館 

オムニコート6面 

野球場、多目的グランド 

高 校 

・ 

中 学 

 

校舎 

第1体育館 

 

第2体育館 

第3体育館 

第4体育館（室内練習場） 

武道館 

トレーニングセンター 

プール 

弓道場 

運動場 

高校野球場 

中学野球場 

総合運動場 

運動部寮 

黎明寮 

駐車場 

  

教室、特別教室、職員室、事務室 

メインアリーナ（バスケットボールコート3面）、サブアリーナ、ランニングロード、 

屋上テニスコート4面 

卓球場、バドミントンコート4面 

剣道場 

トレーニングルーム 

柔道場、レスリング場 

トレーニングルーム、空手道場 

25ｍ8コース 

射場6名、射的距離28ｍ 

サッカーグラウンド（人工芝） 

 

野球場、ソフトボール場 

陸上競技場（第四種公認） 400ｍ×8レーン 

36室 

20室 

 

  

幼稚園 

 

園舎（星稜） 

 

園舎（泉野） 

 

保育室、プレイルーム、室内プール（床可動式）、ランチルーム、調理室 

 

保育室、プレイルーム 

 

施設設備 
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 事業計画 

平成26年度に策定した「第2次中期目標・中期計画」を抜本的に改定し、平成29年度は新たに

「2017年度中期計画」を策定した。平成29年度事業計画は、「2017年度中期計画」の中から、

教育の充実、教育基盤の拡充及び経営基盤の改善に該当する重点事業を以下のとおり掲げる。 

平成29年度事業計画  

 １．教育の充実 

  〔大 学〕 

 大学のグローバル化 

 ・海外交流プログラムの充実、英語運用能力の強化・支援、英語による授業科目数の拡大 

  海外留学に向けての現地語速習プログラムの開設等により、学内のグローバル環境の整 

  備を行う。 

 ・日本語・日本文化研修の充実を図り、外国人留学生の受け入れ体制の環境整備を行う。 

 

地域社会への貢献 

・石川県下の自治体との連携包括協定を充実する。 

・産学連携の基盤づくりとして、金融機関との包括協定や同窓会を通じて、地元企業との 

  連携ネットワークの構築に取り組む。 

    

  〔短 大〕 

   海外留学（体験）倍増計画 

   ・海外留学等のプログラム内容で近隣の競合短大との差別化を図り、異文化体験による学  

    生の意識改革に重点をおき、就職実績の向上と入学者確保に繋がる取り組みを実施する。 

 

   （海外留学プログラム） 

    短期留学（夏の語学研修・春の語学研修） 

    海外研修（エリアスタディーズ、海外ボランティア、海外インターンシップ等） 

    MOON SHOT abroad（フィリピンセブ島での2週間の語学留学） 

    ほしたび上海、ほしたびウラジオストク（洋上就職合宿クルーズ） 

   

  〔中学・高校〕 

   中高一貫校としての教育の充実 

   ・先取り教育と習熟度別授業を導入し、3つのプログラムを軸に教育の充実を図り、中学段 

    階では、進研学力推移調査Ｓクラス20名以上、高校卒業時には、難関大学等に現役20名 

    以上の合格を目指す。 

   （教育プログラム） 

    グローバルプログラム 

        海外修学旅行、イングリッシュキャンプ等の異文化体験によるグローバル教育を行う。 

    サイエンスプログラム 

        仮説、実験、観察、検証など、体験を通して科学を学び、思考力・判断力・表現力を育 

    む。 

    キャリアプログラム 

        職業研究や大学見学、講演等体験学習を通して自己を理解し、将来の生き方を考察する。 

 

・平成29年度の中高一貫校の入学生より、生徒全員にタブレットを導入し、視覚的でわか 

 りやすい授業の展開、自宅での見通し・振り返り学習に活用することで、学力向上を図 

 る。 
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〔星稜幼稚園〕 

 認定こども園開設による教育・保育の充実 

・質の高い一貫した就学前教育、大学との連携による独自的・創造的な教育・保育、調理室を 

 活用した食育教育、金箔体験等の特色ある活動、星稜でしかできない課外活動等に取り組み 

 教育・保育の充実を図る。 

 ・歩く、走る、バランスをとる、もぐる、飛ぶ、掴む等の身体知を高めるために、園庭に大型 

  固定遊具を設置する。 

   

   〔星稜泉野幼稚園〕  

  認定こども園開設による教育・保育の充実 

   ・2歳から6歳までの質の高い一貫した就学前教育、大学との連携による独自的・創造的な教育 

 ・保育、和太鼓等の特色ある活動、個別ニーズに対応した課外活動等に取り組み保育・保育 

 の充実を図る。 

   ・バランス感覚、リズム感覚、平衡感覚等の運動機能や感性・創造性を高めるために、園庭の 

    整備を行う。 

 

 ２．経営基盤の確立 

    〔大 学〕  

人文学部国際文化学科の運営と展開 

 ・平成31年度の完成年度における入学者定員を確保するため、入学試験の評価方法や人文学部 

  の魅力のPR方法の改善に取り組み、県内及び富山・上信越地域の上・中位進学校を対象に高 

  校訪問で丁寧に説明し入学者確保に努める。 

 ・学生の留学前の語学力をブラッシュアップさせるため、ESP（英語力ステップアッププログ 

  ラム）を強化・充実する。 

・正課授業や課外活動、地域活動に必要となるスポーツ施設の在り方を含め、検討委員会を立 

 ち上げ計画化に向けて検討する。 

 

〔中学・高校〕  

ICT教育の充実 

・タブレットを導入し、効率的な授業の実施や生徒への案内等の情報の一元化、校務の効率化 

 に取り組む準備段階として、平成29年度から教員研修や視察等を実施する。 

 

運動施設の建替え 

  ・建設から40年以上経過し老朽化している運動施設（武道館、第3体育、トレーニングセンタ 

   ー）の建替えに向けて、施設の集約や再配置等を含めて、検討委員会を立ち上げ、計画化に 

   向けて検討する。 

  

寮の拡充 

  ・既存の寮（3棟）の現状の課題や今後の寮の在り方を含め、検討委員会を立ち上げ、計画化 

   に向けて検討する。 

 

〔経営企画室〕 

  新たなキャンパス用地の取得 

  ・今後の校舎建て替え用地やスポーツ施設の整備・拡充用地を確保するため、新たなキャンパ 

   ス用地の取得に向けた取り組みを行う。 

 

 ３．経営基盤の改善 

  〔法人事務部〕 

   人材育成の充実 

   ・星稜100年ビジョンの実現や学園のミッションの達成に向けて、職員に求められる役割を果 

    たすために必要な能力や専門性を明確にするため、各職員のキャリアパスも見据えた計画的 

   ・組織的な研修プログラムを策定し、研修に取り組む。 

事業計画 



 

 

単位：千円 

財務状況 

事業報告書、財務状況等につきましては、学園HPでも公表しています。 

http://www.seiryo.jp/finance/index.html 

  電子マネー設備の拡充 

    ・電子マネーICOCA対応機器を、食堂券売機や大学・短大部の証明書発行機に設置し、学生 

         ・生徒・保護者等の利便性の向上を図る。 

 

 ４．その他 

 〔大 学〕 

  大学創設50周年記念事業 

    大学創設50周年記念事業として、記念式典、祝賀会、記念講演会（シンポジウム）及び学 

   部主催講演会を実施し、地域へ対して本学の教育や活動について広く周知する。 

    前述の行事以外には、本学との絆を深めるために卒業生をキャンパスへお招きするホーム 

   カミングデーの実施、国際交流を主としたイベント（インターナショナルウィーク）を実施 

   する。  

 

 〔法人事務部〕  

 教職員情報設備更改事業 

  事務業務と電子会議を１つのPCで実施し、業務の効率化と費用低減を図るために、PCのタブ 

   レット化及び複合機の連動化を行う。 

  

 中高コンピュータ教室更改事業 

コンピュータ教室の更改に合わせて、従来の個別学習型及び協働学習型から一斉学習型に変 

更し、様々な授業の形態に対応できるように改善する。 
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平成２８年度財務状況 
【平成２８年度資金収支計算書】 

支 出 の 部  

科 目 決 算 科 目 決 算 

学生生徒等納付金収入 3,718,105 人件費支出 2,816,045 

手数料収入 86,135 教育研究経費支出 1,231,441 

寄付金収入 21,520 管理経費支出 357,366 

補助金収入 1,125,103 借入金等利息支出 636 

資産売却収入 110,000 借入金等返済支出 50,000 

付随事業・収益事業収入 114,393 施設関係支出 336,790 

受取利息・配当金収入 39,740 設備関係支出 174,768 

雑収入 181,963 資産運用支出 2,813,026 

借入金等収入 0 その他の支出 226,989 

前受金収入 264,038 資金支出調整勘定 △263,895 

その他の収入 2,632,021 翌年度繰越支払資金 3,134,200 

資金収入調整勘定 △493,773   

前年度繰越支払資金 3,078,121   

収入の部合計 10,877,366 支出の部合計 10,877,366 

収 入 の 部   



 

 

■主な沿革 

■入学定員 
 

経済学部    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 経 済 学 科  230名 

経 営 学 科  150名 

人間科学部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ スポーツ学科  60名 

こ ど も 学 科  60名 

人文学部   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 国際文化学科  75名 

大 学 院  経営戦略研究科（修士課程）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     10名 

■在籍者数 
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<経 済 学 部>  経済学科・経営学科 

<人間科学部> スポーツ学科・こども学科 

<人 文 学 部>   国際文化学科 

<大  学  院>  経営戦略研究科（修士課程） 

 

〔学 長〕宮﨑 正史 〔副学長〕篠崎 尚夫、村井 万寿夫、稲置 誠也 〔事務局長〕田辺 栄 

大   学 

平成29年5月1日現在   （単位：人） 

昭和42年14月 金沢経済大学経済学部開学 

昭和46年14月 経済学部二部（夜間部）経済学科設置 

昭和48年14月 経済学部一部に商学科設置 

平成18年10月 新キャンパス完成（平成9年12月体育館ほか竣工） 

平成12年14月 経済学部一部にビジネスコミュニケーション学科設置 

平成14年14月 金沢星稜大学に改称、大学院（修士課程）地域経済システム研究科設置 

平成16年14月 経済学部一部に現代マネジメント学科設置 

平成19年14月 人間科学部（スポーツ学科、こども学科）設置、経済学部一部商学科廃止 

平成20年14月 大学院研究科名称を経営戦略研究科に変更 

平成22年14月 経済学部一部現代マネジメント学科を経営学科に名称変更 

平成23年14月 星稜幼稚園及び星稜泉野幼稚園を附属化 

平成24年  9月 メディアライブラリー、キャリアデザイン館完成 

平成27年 4月 経済学部一部を経済学部に名称変更 

平成28年 2月 グローバルコモンズ竣工 

       4月 人文学部国際文化学科を設置 

  学      部  大学院 

  

経済学部   人間科学部 
人文 

  学部  

経営戦略

研究科 

    
経済  

学科 

経営  

学科 
  

スポーツ

学科 

こども 

学科 

1年 男   257 164  93 82  68  14 10   349  5 

  女   203 105  98 69  12  57 27   299  1 

2年 男   263 181  82 54  43  11 6   323 16 

  女   185  95  90 83  29  54 30   298  5 

3年 男   258 191  67 66  52  14 ―   324 ― 

  女   171  80  91 77  22  55 ―   248 ― 

4年 男   242 172  70 68  54  14 ―   310 ― 

  女   205  90 115 68  26  42 ―   273 ― 

合

計 

男 1,020 708 312 270 217  53 16 1,306 21 

女   764 370 394 297  89 208 57 1,118  6 

総合計 1,784 1,078 706 567 306 261 73 2,424 27 

大学 

  合計  



 

 

■卒業生（修了生）数  

■近3年間の学生数の推移 

■図書館蔵書数等   

■取得できる教育職員免許状・資格 

■クラブ・サークル（大学） 

体 育 系  

硬式野球部、準硬式野球部、軟式野球部、サッカー部、陸上部、剣道部、空手道部、硬

式テニス部、ソフトテニス部、男子バスケットボール部、女子バスケットボール部、男子バレー

ボール部、女子バレーボール部、バドミントン部、野外スポーツ部、卓球部、ハンドボール部、

弓道部、トランポリン部 

ダンスサークル、ｓｋｙ球技サークル、フットサルサークル、バスケ FULLHOUSE、バドミントンサー

クル、バトントワリングサークル、ゴルフサークル、AMICO、ソフトバレー Wannabe、VIVI、

CRASH、FRISKY、水泳サークル 

文 化 系  

軽音楽部、学生赤十字奉仕団、美術部、吹奏楽部 

星稜クラッシックギターサークル、Youth、手話サークル、ミュージックサークル、Kelt、SBJB（ジャ

ズサークル）、競技麻雀研究会、ハンドメイドサークル、心理学サークル、おもてなし娘 

自治組織 学友会執行部、流星祭実行委員会、学星学会 
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大   学 

  

 学      部 大学院 

経済学部 経済学部二部 人間科学部 大学合計 
経営戦略    

研究科 

卒業生   

（修了生）の数 
16,371 1,914 746 19,031 120 

  

学     部 大学院 

経済学部 人間科学部 大学合計 
経営戦略 

研究科 

平成27年度 1,778 529 2,307 22 

平成28年度 1,795 540 2,371 21 

平成29年度 1,784 567 2,424 27 

人文学部 

― 

36 

73 

図  書 学術雑誌 視聴覚資料 閲覧座席数 

179,262 冊 2,527 種 4,523 点 270 席 

経済学部 
経済学科 中学校教諭一種（社会）、 高等学校教諭一種（公民） 

経営学科 高等学校教諭一種（商業） 

人間科学部 
スポーツ学科 

中学校教諭一種（保健体育）、 高等学校教諭一種（保健体育）         

特別支援学校教諭一種（知的障害者・肢体不自由者・病弱者） 

こども学科 小学校教諭一種、 幼稚園教諭一種、 保育士資格 

 経済学部二部は平成22年度より募集停止、平成26年度廃止。 

人 文 学 部 国際文化学科 中学校教諭一種（英語）、 高等学校教諭一種（英語） 

大学院  高等学校教諭専修（公民）（商業）（社会） 



 

 

就職率（過去5年間） 

主な内定先（平成28年度・公務員は除く）        ○は株式上場・店頭公開企業 

大   学 
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就職支援体制 
・ ほし☆たび 

 「就職意識」を高める就活クルーズ（8月ウラジオストク）を実施 

・ 星稜女子力ＭＯＯＮ ＳＨＯＴ講座 

 超難関企業を目指す女子向けの特別講座を9月～1月に開講 

・星稜女子力ＭＯＯＮ ＳＨＯＴ abroad 

 グローバル人材への成長を目指す2週間の語学留学プログラムを実施 

・24時間耐久就職合宿 

 3年次を対象とした就職合宿セミナーの実施 

・ アドバイザー制度 

 就職活動を勝ち抜いた4年次が後輩を指導 

・ ほしなび 

 星稜オリジナルの就職支援サイトを運営 

・ その他 

 就職ガイダンス（年間約20回）、学内合同企業説明会、 

 履歴書用写真撮影会、オリジナルネクタイなど 

建設業 卸・小売業 運輸・郵便業 

  ㈱柿本商会 ○ 青山商事㈱  あいの風とやま鉄道㈱ 

     ㈱ヰセキ北陸  トナミ運輸㈱ 

製造業   カナカン㈱ ○ 日本通運㈱ 

  ㈱カラフルカンパニー   金沢機工㈱  日本郵便㈱ 

  小松電子㈱   ㈱金沢名鉄丸越百貨店 ○ 東日本旅客鉄道㈱ 

○ 三協立山㈱   キャノンシステムアンドサポート㈱  ヤマト運輸㈱ 

  ジェイ・バス㈱   ㈱セブンイレブンジャパン    

  助野㈱ ○ ㈱大和 その他 
○ 大同工業㈱   ㈱辻さく  公益社団法人石川県医師会 

  高桑美術印刷㈱   冨木医療器㈱  石川県水産団体 

  中村留精密工業㈱   トヨタ部品石川共販㈱  一般社団法人石川県トラック協会 

  ㈱ナリス化粧品   ㈱西原商会  一般財団法人石川県予防医学協会 

  日海不二サッシ㈱   日産部品北陸販売㈱  ENEOSグローブエナジー㈱ 

○ 日成ビルド工業㈱   日本食研ホールディングス㈱  学校法人金沢医科大学 

  肥田電器㈱   ㈱端野メディカル  公益財団法人金沢市スポーツ事業団 

○ 福島印刷㈱   ブリヂストンタイヤジャパン㈱  （税）金沢セントラル会計事務所 

     富士ゼロックス北陸㈱  医療法人社団光仁会木島病院 

金融・保険業   ㈱北陸電機商会 ○ ㈱共立メンテナンス 

  あいおいニッセイ同和損害保険㈱   ㈱丸菱  黒部市商工会議所 

  金沢信用金庫   三菱電機住環境システムズ㈱  社会医療法人財団恵寿総合病院 

○ ㈱かんぽ生命保険   明祥㈱  サカヰ産業㈱ 

  興能信用金庫   安田㈱  ㈱JTB東海 

  全国共済農業協同組合連合会石川県本部   山宗㈱  社会保険診療報酬支払基金 

  全国共済農業協同組合連合会富山県支部   ユニー㈱  生活協同組合コープいしかわ 

  損害保険ジャパン日本興亜㈱      生活協同組合Co-opとやま 

  高岡信用金庫 情報通信業  積和不動産中部㈱ 

  鶴来信用金庫   ㈱石川コンピュータ・センター  医療法人徳真会グループ 

  東京海上日動火災保険㈱   石川テレビ㈱  学校法人七尾鵬学園 

○ ㈱富山銀行   ㈱エイ・ティ情報研  一般社団法人日本自動車連盟 

  富山信用金庫   NECソリューションイノベータ㈱  ベルリッツ・ジャパン㈱ 

○ ㈱富山第一銀行   ㈱建設ドットウェブ  医療法人社団和楽仁芳珠記念病院 

○ 日本銀行   パナソニックメディコムネットワークス㈱  北電産業㈱ 

  のと共栄信用金庫   北電情報システムサービス㈱  北陸学院中学校・高等学校 

  野村證券㈱   三谷コンピュータ㈱  ㈱マイナビ 

  ㈱福邦銀行   ユニアデックス㈱  三谷産業イー・シー㈱ 

  北陸信用金庫      三井不動産レジデンシャルサービス㈱ 

  北陸労働金庫      扇翔会南ヶ丘病院 

  三井住友海上火災保険㈱      名鉄観光サービス㈱ 

○ ㈱ゆうちょ銀行         

■ 就職状況  平成２９年３月卒業者の就職率は９６．９％（就職希望者に対しては９９．１％） 



 

 
■ CDP（キャリア・ディベロップメント・プログラム） 

大   学 

 近年公務員を志望する学生が増えてきました。公務員試験は、問題の難易度の高さ、出題範囲の広さもさること

ながら、その人気が高まるにつれ、合格が年々厳しくなっています。 

 CDP公務員コースは、その中でも、国税専門官、国家公務員一般職、地方公務員上級、警察官、消防官採用

試験などの合格に向け、1年次から計画的・体系的に学習していく特別プログラムです。  

●公務員コース 

  【平成28年度合格状況 ： 公務員コース】 ※人数は延べ人数で、すべて現役 

CDP（キャリア・ディベロップメント・プログラム）は、公務員、税理士、教員を目指す学生を全面的にバック 

アップする金沢星稜大学独自のキャリアサポートプログラムです。 
※CDP特待生制度あり。 

CDPコース ●公務員（大卒・短大卒）コース   ●教員（小学校・保健体育・英語）コース   ●税理士コース 
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●教員コース（小学校・中高保健体育） ※平成28年度より「中・高英語」科目の新設 

 絶対に学校の先生になりたいと願う人のために、平成19年4月の人間科学部こども学科開設に合わせスタートした

教員採用試験対策の学習プログラムです。受験予備校から合格指導のプロを講師として招き、一般教養科目対

策、教職専門科目対策の講義を行うほか、石川県教育委員会指導主事の経験を持つ教員が、教職教養科目対

策や総合対策など、教員採用試験合格に向けた徹底指導を行います。また平成28年度人文学部開設に合わせ、

「中・高英語」教員コースを新設しました。 

【公務員（保育士枠）合格状況】 ※こども学科 

かほく市１名、能美市１名、珠洲市1名、川北町１名、志賀

町1名、富山市1名、高岡市1名、砺波市1名、南砺市1名 

合計9名 

国家公務員 １次合格者数 最終合格者数 

 国家公務員総合職  １名  ０名 

 国家公務員一般職 ２７名 ２２名 

 国税専門官 １９名 １３名 

 裁判所職員一般職  ８名  ３名 

 自衛隊一般幹部候補生  ７名  ３名 

計        ６２名       ４１名 

地方公務員（行政） １次合格者数 最終合格者数 地方公務員（公安） １次合格者数 最終合格者数 

 石川県庁 ５名 ４名  警視庁警察官Ⅰ類(男性)   ７名 ０名 

 富山県庁 ２名 ２名  石川県警察官(男性) １２名 ７名 

 金沢市役所 ８名 ６名  石川県警察官(女性)  ２名 ０名 

 白山市役所 ２名 ２名  富山県警察官(男性)  １名 １名 

 能美市役所 １名 １名  富山県警察官(女性)  ３名 １名 

 七尾市役所 １名 １名  新潟県警察官(男性)  ４名 ２名 

 加賀市役所 １名 １名  愛知県警察官(男性)  ３名 １名 

 珠洲市役所 １名 １名  大阪府警察官(男性)  ２名 ０名 

 かほく市役所 １名 ０名 計 ３４名 １２名 

 津幡町役場 １名 １名 公務員（短大生） １次合格者数 最終合格者数 

 内灘町役場 １名 １名  国家一般職（高卒） ２名 ２名 

 富山市役所 １名 １名  税務職員 ４名 ２名 

 高岡市役所 ３名 ０名  裁判所職員一般職（高卒） 3名 ２名 

 砺波市役所 １名 ０名  石川県庁 5名 ４名 

 小矢部市役所 １名 １名  野々市市役所 １名 ０名 

計     ３０名 ２２名 計       ２２名 １４名 

    石川県警察官（女性）     ２名 １名 

    白山市役所 １名 ０名 

    小松市役所 １名 １名 

    輪島市役所 １名 １名 

    津幡町役場 １名 １名 

    内灘町役場 １名 ０名 



 

 大   学 

●税理士コース 

金沢星稜大学  エクステンション講座 

■ 講座の特長 

■平成29年度開講講座一覧 
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 職業研究や、職業選択の幅を広げるために、エクステンション課では様々な分野の講座を企画、運営しており、検定

試験合格に向けてサポートしています。 

 在学生をはじめ、卒業生や一般社会人の方など、だれでも受講できるよう、プログラムされています。 

・受講料が安価 ・合格率が高い 

・受験対策なので効率よく学習できる  ・学習支援制度・再受講料割引制度 有り 

・大学内で受講できる ・合格報奨金制度 有り 

・スケジューリングしやすい授業日程 ・自習室完備 

【税理士コースの特徴】 

簿記の学習経験に合わせて、 

初級（３級）、中級（２級）、上級（１級）と、 

スタート科目を選択することができます。 

 税理士とは、法人企業や個人企業の税務処理代行、税務書類

作成、税務相談などを行う仕事です。資格を取得すれば、将来は

独立して税理士事務所の開業も可能です。 

 CDP税理士コースは、大学で学びながら「税理士国家試験」合格

を目指す、学部・大学院を連携した6年間の養成プログラムです。税

理士になるためには、会計2科目、税法3科目（9科目のうち）と合計

5科目の合格が必要ですが、本学大学院での修士論文により、大

学院修了時に税法2科目が免除されるため、CDPでは大学4年次ま

でに会計2科目を、大学院1年次までに税法1科目の合格を目指し

ます。  

※人数は延べ人数  

受験地（現役のみ） 1次合格者数 最終合格者数 

 石川県公立小学校教員 －  ９名 

 富山県公立小学校教員  ２名   ２名 

 千葉県公立小学校教員        １８名         １１名 

 京都府公立小学校教員  ５名  ３名 

 富山県公立中高保健体育  １名  １名 

計 －        ２７名 

石川県高校社会（商業） －      １名 

【平成２８年度合格状況（現役生） ： 教員コース】 

【既卒者（卒業生）等合格状況】 

石川県（小学校６名、高校商業１名） 

富山県（小学校１名） 

新潟県（小学校１名） 

千葉県（小学校１名）    

合計１０名 

会計・経理・ 

金融系 

関連コース 

 

●日商簿記検定（３級・２級・１級） 

●税理士（簿記論・財務諸表論） 

●ビジネス会計３級 

●BATIC（国際会計検定） 

●ＡＦＰ/ＦＰ技能士２級 

●金融窓口サービス技能士３級 

●証券外務員二種 

●コンピュータ会計２級 

パソコン・ 

情報処理

系 関連

コース 

 

●Word（３級・２級・１級） 

●Excel（３級・２級・１級） 

●Excel活用（マクロ/VBA） 

●Access（２級） 

●ITパスポート   

●Webクリエイター（エキスパート） 

●Illustratorクリエイター（エキスパート） 

●Photoshopクリエイター（エキスパート） 

ビジネス系・ 

その他コース 

 

●TOEICテスト 

●留学英会話・ビジネス英会話 

●秘書技能検定 ２級 

●リテールマーケティング（販売士）２級 

●医療事務 

●調剤薬局事務 

●旅行業務取扱管理者（国内・総合）直前 

国家資格

系 関連

コース 

 

●宅地建物取引士 

●行政書士 



 

 

〈経営実務科〉 

   
  

  
 

 

                    

  

                 

  
 〔学 長〕 篠崎 尚夫    〔事務局長〕 田辺 栄   

  

■ 主な沿革 

 

昭和54年4月 星稜女子短期大学開学 

          税務会計コース、経営秘書コースの2コースを開設 

昭和61年4月 経営情報コースを新設し3コースに変更 

平成13年4月 税務会計コースを経営会計コースに改称 

平成13年4月 会計コース・ビジネスコース・情報コースに改称 

平成18年4月 会計コース・ビジネスコース・スポーツマネジメントコースの3コースに変更 

平成20年4月 総合ビジネスコース、金融・会計コース、流通・販売コース、観光マネジメントコース 

          スポーツマネジメントコースの5コースに変更             

平成24年4月 金沢星稜大学女子短期大学部に名称変更 

平成24年9月 金沢星稜大学敷地内にキャンパスを移転 

平成25年4月 新カリキュラムに伴うコース制の廃止 

 

■ 入学定員 

経営実務科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150名 

■ 在籍者数 

1 年 2 年 合 計 

179 164 343 

■ 卒業生数 

6,283名 

■ 近3年間の学生数の推移     （各年度：5月1日現在） （単位：人） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 

299 305 343 

■ 実施又は案内している資格・検定試験  

コンピュータサービス技能評価試験 

（ワープロ部門）（表計算部門） 
ＩＴパスポート 簿記検定（日商・全経） 

コンピュータ会計能力検定 
ファイナンシャル・プランニング（FP）  

技能検定 
電卓計算能力検定 

税務会計能力検定（所得税） 秘書技能検定 アシスタントブライダルコ－ディネーター 

ＴＯＥＩＣ 日本語検定 手話技能検定 

平成29年5月1日現在 （単位：人） 

短   大 

金沢星稜大学女子短期大学部 
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■ 平成２８年度就職状況   

就職内定率 ・・・ ９９.２％ （就職希望者 １２７ 名中 １２６ 名が内定） 

就職率 ・・・ ９４.７％ （卒業者 １３３名中 １２６ 名が内定） 

主な就職先  

短   大 
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【建設業】 【卸・小売業】 【運輸・郵便業】 

  （株）アイワホーム   （株）アィ・シィ・ピー ○ （株）中央倉庫 

  北川瀝青工業（株） ○ As-meエステール（株）   日本郵便（株） 

○ 積水ハウス（株） ○ アルビス(株)     

○ 田辺工業(株)   イオンリテール（株） 【その他】 

      石川トヨペット（株）   社会福祉法人愛里巣福祉会 

【製造業】   ＭＸモバイリング（株）   石川県水産団体 

  （株）穴水村田製作所   （株）オンワード樫山   （株）石黒産業（日本自動車博物館） 

○ EIZO（株） ○ サンワテクノス（株）   金沢市農業協同組合 

○ オリエンタルチエン工業（株）   （株）スズキ自販富山   金沢ターミナル開発（株） 

  かがつう（株）   ゼオンノース（株）   税理士法人木村経営ブレーン 

  （株）ゴールドウインロジテム   （株）相互移動通信   （株）クラスコ 

○ 小松精練（株）   中部薬品（株）   社会医療法人財団恵寿総合病院 

○ 澁谷工業(株)   （株）辻さく   小松ガス（株） 

  助野（株）   富山トヨペット（株）   （株）サンレー 

○ 大同工業（株）   (株)中北薬品   （株）ＪＴＢ東海 

  帝人加工糸(株)   ネッツノヴェルとやま（株）   医療法人社団浅ノ川千木病院 

  日海不二サッシ（株）   P&Gプレステージ合同会社   大城エネルギー（株） 

  （株）ＰＦＵ   （株）ホンダ四輪販売北陸   谷口勇一税理士事務所 

  肥田電器（株）   森康（株）   （株）中央設計技術研究所 

  福井鋲螺（株）   （株）山田商会   （株）トヨタレンタリース富山 

  ホクショー（株）   （株）ヤマダヤ   （株）トヨタレンタリース石川 

  丸井織物（株）   （株）山徳   （株）日本レストランエンタプライズ 

○ 山崎製パン（株）   山成商事（株）   税理士法人ノチデ会計 

  （株）ワクラ村田製作所       白山農業協同組合 

    【金融・保険業】 ○ （株）プレステージ・インターナショナル 

【情報通信業】   金沢信用金庫   （株）北陸共立 

  EIZOエンジニアリング（株）   全国共済農業協同組合連合会石川県本部   （株)星野リゾートマネジメント 

  （株）建設ドットウェブ   砺波信用金庫     

  （株）シーピーユー   富山県信用組合 【公務員】 

  （株)タスク   富国生命保険相互会社   石川県庁 

  （株）DMM.comラボ       金沢国税局 

          北陸信越運輸局 

          輪島市役所 

            

       ○は株式上場・店頭公開企業 



 

 

■ 主な沿革 

昭和25年10月 実践商業高等学校を開校 (昭和45年3月まで) 

昭和37年04月 実践第二高等学校を開校 

昭和38年09月 実践第二高等学校を星稜高等学校と改称 

平成13年09月 新校舎完成（平成14年7月運動場竣工） 

平成14年04月 コース制導入 

■ 募集定員 

     600 名 

■ コース制の概要 

Ａコース 

学習に集中してトップレベルの国公立大学・私立大学への進学を目指します。２年生から、文系、理系に

分かれ、それぞれの進路に合わせてきめ細やかに対応していきます。（授業時間37時間／週） 

〈月曜～金曜／７限授業  土曜／１・２限授業、３・４限総合〉 

Ｂコース 

生徒それぞれの習熟度に合わせて、国公立大学・私立大学への進学を目指します。２年生から、文系、

理系に分かれ、それぞれの進路に合わせてきめ細やかに対応していきます。（授業時間35時間／週） 

〈月・火・金曜／７限授業  水・木曜／６限授業  土曜／１・２限授業、３・４限総合〉 

Ｐコース 

部活動に力を入れながら、大学への進学を目指します。部活動は、全国大会上位入賞を目指します。

（授業時間31時間／週） 

＜月曜～金曜／６限授業   土曜／総合＞ 

第１・３・５土曜日は授業を行います。さらに、学習したい生徒のためには平日の放課後、各種の補習を実施 

しています。 

P17 

■ 卒業生数 

32,616 名 

 ■ 奨学金 

・星稜高校奨学金（学業奨学金、スポーツ奨学金、特別奨学金） 

・石川県私立高等学校授業料減免補助金 (石川県在住者) 

高   校 

＜普通科＞ 

    Aコース 

    Bコース 

    Pコース 

〔校長〕 鍋谷 正二   〔副校長〕 河﨑 護 ・ 荒野 充   〔事務長〕 荒川 徳人  

星稜高等学校 
Seiryo High School 

（平成29年5月1日現在） （単位：名） 
■ 在籍者数 

  １年 ２年 ３年 合計 

男 子 ２９０ ２９６ ３３０   ９１６ 名 

女 子 ３１０ ２６２ ３３３   ９０５ 名 

合 計 ６００ ５５８ ６６３ １，８２１ 名 
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高   校 
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高   校 

■部活動 

運動部 

水泳     野球     サッカー    陸上競技    トランポリン  剣道    空手道  柔道 弓道  スキー  

テニス 男子ソフトボール   バレーボール  バスケットボール バドミントン       ソフトテニス 

ハンドボール    卓球        レスリング   ゴルフ ボウリング   体操    馬術   チアリーダー 

少林寺拳法       

文化部 
吹奏楽  合唱   茶道   華道   写真  放送  将棋 囲碁  映画  ＥＳＳ   美術     

箏曲  科学   天文  演劇   文芸  日本舞踊     小倉百人一首かるた  書道     

■平成28年度に全国大会等で活躍した部活動  

トランポリン部 

 

全国高等学校トランポリン競技選手権大会 

 男子団体競技 2位 

 男子個人競技 5位・7位 他2名出場 

 女子個人競技 7位 他1名出場 

 男子シンクロナイズド  2位・3位 

 女子シンクロナイズド   2位 

 

サッカー部男子 

 

全国高等学校総合体育大会 出場 

 

剣道部 

 

全国高等学校選抜大会 

 男子団体 出場 

 

弓道部 

 

全国高等学校総合体育大会 

 男子団体 出場 

 

全国高等学校選抜大会 出場 

 女子個人 出場 

 

空手道部 

 

全国高等学校総合体育大会  

 女子個人形 出場 

 

 

 

 

レスリング部 

 

全国高等学校総合体育大会  

  男子個人 2名出場 

 

全国高等学校選抜大会 

 男子個人 2名出場 

 

男子ソフトボール部 

 

全国高等学校選抜大会 出場 

 

体操部 

 

全国高等学校総合体育大会  出場 

 

全国高等学校体操競技選抜大会 出場 

 

 

スキー部 

 

全国高等学校スキー大会 

 男子 回転・大回転 出場 

 女子 回転 8位 

 

全国高等学校選抜大会 

 男子 回転 16位 

 男子 大回転 出場 

<運動部> 



 

 

■平成28年度に全国大会等で活躍した部活動  

将棋部 

 

全国高等学校総合文化祭将棋部門 

 女子個人 3位・ベスト16  

 

全国高等学校文化連盟将棋新人大会 

 女子個人 2位 他1名出場 

 

囲碁部 

 

全国高等学校囲碁選手権大会 

 男女 各3名出場 

 

全国高等学校総合文化祭囲碁部門 出場 

 男女 各1名出場 

 

 

百人一首かるた部 

 

全国高等学校総合文化祭 

 小倉百人一首かるた部門  出場 

 

全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会 

 4名出場 

 

天文部 

 

全国高等学校総合文化祭自然科学部門 

 文化連盟賞受賞 

 

放送部 

 

全国高等学校総合文化祭放送部門 出場 

 

NHK杯全国高校放送コンテスト 出場 

 

 

高   校 
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<文化部> 

<運動部> （続き） 

陸上競技部 

 

全国高等学校総合体育大会 

  男子200m  出場 

 男子110mハードル 出場 

 

 女子走幅跳  10位 

 女子100ｍ・女子200m 出場 

 女子4×100mリレー 出場 

 女子4×400mリレー 出場 

 女子1500m・女子3000m 出場  

 

日本ジュニアユース陸上競技選手権大会 

 女子200m  5位 

 女子走幅跳 出場 

 女子三段跳 出場 

 

全国都道府県対抗女子駅伝  出場 



 

 

星稜中学校３年間 星稜高等学校３年間 自己実現へ + ＝ 

■ 主な沿革 

昭和47年14月 星稜中学校開校  

平成13年09月 新校舎完成（平成14年7月運動場竣工） 

平成29年14月 中高一貫教育開始 

■ 募集定

70 名  

■ 在籍者

■ 卒業生数 

1,７２５名 

■ 中高6か年教育 

6年間の学校生活を通して、生徒一人ひとりが豊かな人間性を育み、夢に向かってのびのびと学び続ける

中高一貫教育を行います。学習面では、中学1年生から先取り授業、習熟度別授業を行っています。授業

以外にも夢や目標を実現するための教育プログラム（サイエンス、キャリア、グローバル）、毎朝ラジオ

基礎英語、イングリッシュキャンプなどがあります。平成29年度入学生から、中学3年次に中高一貫理数

コースと星稜高校進学コースの2つのコースに分かれます。 

■ 授業の特徴 

  １年 ２年 ３年 計 

男 子 40 45 50 135 

女 子 20 19 21   60 

計 60 64 71 195 

（平成29年5月1日現在） （単位：人） 

■ 中学３年間の単位数の比較 

教  科 星稜中学校 公立中学校 

国  語 12 時間 11 時間 

数  学 15 時間 11 時間 

英  語 15 時間 12 時間 

理  科 13 時間 11 時間 

社  会 12 時間 10 時間 

中   学 

〔校 長〕鍋谷 正二   〔副校長〕木浦 英二・河﨑 護  〔事務長〕荒川 徳人 

 
月曜7限と隔週土曜日授業を行い、公立中学校より420時間多い授業数を確保して

います。 

 
週1回の研究活動、イングリッシュキャンプなど特色ある教育プログラム（サイエンス、キャリ

ア、グローバル）を行っています。 

 英語検定、漢字検定など、中学卒業までに3級以上合格を目標にしています。 
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■ 星稜中学校卒業生 進路・合格先（過去5年間）                  （平成29年4月1日現在） 

■ 部活動加入状況 （単位：名） 

■ 平成２８年度の部活動成績 

>>>地元私立大学      

金沢星稜大学 金沢医科大学 金沢工業大学 北陸大学   

金沢学院大学 金城大学 北陸学院大学 金沢星稜大学女子短期大学部  

 

朝のラジオ基礎英語 ・・・毎朝、朝礼前に10分間行っています。 （1年） 

朝の読書        ・・・毎朝、朝礼前に10分間行っています。 （2年）    

朝の学習        ・・・毎朝、朝礼前に10分間行っています。 （3年）   

しつけ教育       ・・・ 建学の精神「誠実にして社会に役立つ人間の育成」のもと、学ぶ姿勢を中心に指導しています。 

■ その他 

国公立大学 私立大学 短期大学 専門学校 

19名 337名 18名 30名 

プロスポーツ プロ野球選手 6名 Jリーグ選手 2名   

合格者数  

※プロスポーツは開学以来の人数 

部活動 1年 2年 3年 合計 部活動 1年 2年 3年 合計 

野球 10 16 19 45 体操 1 0 0 1 

サッカー 17 21 22 60 水泳 1 0 0 1 

硬式テニス  2 4   4 10 レスリング  1 0  0  1 

陸上競技  0  3  8 11 筝曲 

卓球  6 2  4 12 茶道  0  4  2  6 

剣道  0  3  0  3 美術  1 0  1  2 

ゴルフ 4 4 3 11 吹奏楽 2  1  5  8 

トランポリン 4   1  1  6 天文  1 2  2  6 

バレーボール  1  0  0  1      

 2 1  0  3 

バドミントン 4 1 0 5 合唱  0  1  0  1 

中   学 

>>>私立大学    

早稲田大学 東洋大学 亜細亜大学 中京大学 

慶応義塾大学 駒澤大学 国學院大学 南山大学 

 

同志社大学 

立命館大学 

上智大学 専修大学 国士館大学 名城大学 京都産業大学 

明治大学 成蹊大学 拓殖大学 名古屋学院大学 近畿大学 

立教大学 成城大学 帝京大学 名古屋女子大学 甲南大学 

 

京都女子大学 

同志社女子大学 

桃山学院大学 

武庫川女子大学 

大阪経済大学 

法政大学 東京女子大学 日本体育大学 関西大学 京都外国語大学 大阪体育大学 

日本大学 明治学院大学 神奈川大学 関西学院大学 関西外国語大学 他51校 

中央大学 津田塾大学 東海大学 日本福祉大学 龍谷大学 大阪産業大学 

野球部 
全日本少年軟式野球大会 

 夏・春 連覇 
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>>>国公立大学      

京都大学 大阪大学 神戸大学 東京学芸大学 金沢大学 富山大学 

信州大学 石川県立大学 富山県立大学 福井県立大学 新潟県立大学 大阪府立大学など 



 

 

昭和40年14月 星稜幼稚園を開園 

昭和58年14月 星稜泉野幼稚園を開園 

昭和60年12月 星稜幼稚園 園舎新築移転 

平成23年14月 星稜幼稚園を金沢星稜大学附属星稜幼稚園に名称変更 

         星稜泉野幼稚園を金沢星稜大学附属星稜泉野幼稚園に名称変更 

     平成29年  4月 金沢星稜大学附属星稜幼稚園を廃止し、幼保連携型認定こども園金沢星稜大学 

          附属星稜幼稚園を設置 

          金沢星稜大学附属星稜泉野幼稚園を幼稚園型認定こども園金沢星稜大学附属星稜 

          幼稚園に移行 

金沢星稜大学附属星稜幼稚園 
     

  〔園長〕  島田 裕香子 

    〔教頭〕  渡辺 千恵 

金沢星稜大学附属星稜泉野幼稚園     

    

  〔園長〕  西村 敬子 

  〔教頭〕  瀧   美穂 

                              

 金沢星稜大学附属星稜幼稚園 

 0歳児・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3名 

 1歳児・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5名 

 2歳児・・・・・・・・・・・・・・・・・・  7名 

 満3歳児・・・・・・・・・・・・・・・・ 18名 

 年少組(3歳児)・・・・・・・・・・・190名 

 年中組(4歳児)・・・・・・・・・・・105名 

 年長組(5歳児)・・・・・・・・・・・105名 

   金沢星稜大学附属星稜泉野幼稚園 

     2歳児・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12名 

     満3歳児・・・・・・・・・・・・・・・・ 12名 

   年少組(3歳児)・・・・・・・・・・・ 43名 

   年中組(4歳児)・・・・・・・・・・・ 44名 

   年長組(5歳児)・・・・・・・・・・・ 44名 

    

 ■収容定員   

   ■園児数  （総数：３１４名） 

金沢星稜大学附属星稜幼稚園   金沢星稜大学附属星稜泉野幼稚園  

男子 女子 合計 男子 女子 合計 

0歳児 ５ ２ ７    

年少 ２９ １６ ４５ ２５ ３２ ５７ 

年中 ２６ ２８ ５４ ２３ １５ ３８ 

年長 ２４ １９ ４３ １９ １８ ３７ 

合計 ７３ ７８ １６９ ７２ ７３ １４５ 

 

1歳児 ８ ４ １２    

満3歳  １ １  ２ ２ 

2歳児 ３ ４ ７ ５ ６ １１ 

（平成29年5月1日現在）  単位：人 

幼  稚  園 

金沢星稜大学附属星稜幼稚園 

金沢星稜大学附属星稜泉野幼稚園 
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■卒園者数（平成29年3月末現在） 

  金沢星稜大学附属星稜幼稚園  4,365名 

  金沢星稜大学附属星稜泉野幼稚園 2,077名 

■主な沿革 



 

 

■送迎バス（有料） 

  バ    ス    経    路 

金沢星稜大学附属 

        星稜幼稚園 

山王方面、東山方面、もりの里・太陽ヶ丘方面 

津幡・森本方面、駅西・西念方面 

千木方面、みずき・福久方面 

金沢星稜大学附属 

        星稜泉野幼稚園 

笠舞・城南・大桑・野田方面 

高尾方面 

有松・久安方面 

押野・西泉・新保本町方面 

泉野出町・長坂方面   

※着バスメールシステムを導入しており、家に居ながら携帯電話でバスの運行状況が確認できます。 

■年間行事  
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幼  稚  園 

内 容  

給   食 週６回 

お弁当 月１ 

■昼食 

 金沢星稜大学附属星稜幼稚園 

春 
・入 園 式  

・保育参観  

夏 
・アスレバル石川（年長組）  

・プラネタリウム見学 

・お泊り保育   ・プール遊び参観 

秋 

・運動会  ・いもほり  

・秋の遠足 

・表現あそびの会  ・人形劇鑑賞  

冬 
・もちつき会   ・同窓会   ・クリスマス会 

・金沢21世紀美術館見学  ・節分豆まき 

・ひなまつり 

その他 
・個人懇談会 

・保育参観  

・お別れ会  ・卒園式 

金沢星稜大学附属星稜泉野幼稚園 

・入 園 式  

・親子遠足 

・アスレバル石川（年長組） ・観劇 

・プラネタリウム見学 

・お泊り保育  ・夏まつり・同窓会 

・運動会  ・いもほり  ・観劇 

・親子バス遠足 

・表現あそびの会 

・もちつき  ・同窓会  ・ハローサンタの会・  

・節分豆まき 

・ひなまつり  ・保育参加 

・個人懇談会 

・保育参観  

・年長組を送る会 ・卒園式 

年間を通して 

 

・ABCランド （年長組・年中組） 

・キッズサッカー      ・誕生会参観と茶話会 

・子どもなんでも相談室   

・星稜子育てステーション  （園内・園外） 

【課外活動】 

・星稜U-6FC   ・星稜アクアスポルト 

・Fun in English  ・体操教室 

・ABCランド （年長組・年中組） 

・茶道（年長組）  ・誕生会参観 と茶話会 

・レッツスポーツ    ・テニス  ・将棋 

・子ども相談   ・保護者会講演会   

・子育て広場  （未就園児 0.1.2歳対象） 

【課外活動】 

・星稜泉野サッカークラブ  ・習字 

・Fun in English  ・体操教室  ・絵画 

■預かり保育 

 教育認定 7：00～8：30  14：30～18：00 

        （夏休み、冬休み、春休み中も有） 

 保育認定短時間   7：00～ 8：30  16：30～18：00 

 保育認定標準時間 18：00～19：00  

  時 間 備 考 

平 日 ７：００～１９：００   

土曜日 ７：００～１８：００  

 ■保育時間   



☆ 金沢星稜大学 

☆ 金沢星稜大学 大学院  

☆ 金沢星稜大学女子短期大学部  

 〒920-8620 石川県金沢市御所町丑10番地1 

 TEL（代表）076-253-3924 FAX 076-253-3995 

      （大学） http://www.seiryo-u.ac.jp/u/  

        E-mail:shomu@seiryo-u.ac.jp 

       （短大部） http://www.seiryo-u.ac.jp/c/ 

        E-mail:shomu@seiryo-u.ac.jp  

☆ 星稜高等学校・中学校  

 〒920-0811 石川県金沢市小坂町南206番地 

  TEL（代表）076-252-2237 FAX 076-252-9988 

        http://www.seiryo-hs.jp/  

        E-mail:webmaster@seiryo-hs.jp 

☆ 金沢星稜大学附属星稜幼稚園  

 〒920-0813 石川県金沢市御所町寅27番地 

  TEL 076-252-5057 FAX 076-252-5073 

        http://kinder.seiryo.jp/seiryo/ 

☆ 金沢星稜大学附属星稜泉野幼稚園  

 〒921-8034 石川県金沢市泉野町6丁目17番30号 

  TEL 076-244-5636 FAX 076-244-5639 

        http://kinder.seiryo.jp/izumino/ 

☆ 学校法人 稲置学園  

 〒920-8620 石川県金沢市御所町丑10番地1 

  TEL（代表）076-253-3908 FAX 076-253-3993 

        http://www.seiryo.jp/   


