
創立100周年記念式典
（1989年 10月 14日 /
愛知県体育館）

金城学院の創立から現在まで、
130年の歩みを振り返る「金城学院の歴史」。
後編では、「平成」の時代が幕を開けた1989年以降の
歴史を振り返ります。

金城学院創立100周年記念式典を挙行しました。

（平成3年）

（平成4年）

（平成15年）

（平成19年）

（平成24年）

（平成25年）

金城学院軽井沢スマイスハウスが完成。
1991

（平成元年）1989

・金城学院大学家政学部に生活経営学科を設置するとともに 短期大学部の専攻の名称を
変更しました。

・金城大学本部棟、ランドルフ記念講堂を竣工。
・名古屋鉄道瀬戸線「大森」駅が「大森・金城学院前」駅に名称変更しました。

1992

（平成5年）

・法人の事務所を名古屋市守山区大森に移転しました。
・金城学院大学大学院文学研究科に博士課程を設置しました。
・高等学校榮光館にパイプオルガンを設置しました。

1993

（平成6年）
・金城学院中学校友愛館が竣工。
・金城学院スクールモットー「主を畏れることは知恵の初め」を制定しました。

1994

（平成7年）
金城学院大学に人文・社会科学研究所、消費生活科学研究所及びキリスト教文化研究
所を設置しました。

1995

（平成8年）
金城学院大学大学院に人間生活学研究科修士課程を設置しました。
1996

（平成9年）
・金城学院幼稚園新園舎が竣工。
・金城学院大学現代文化学部を設置するとともに文学部に言語文化学科を増設しました。

1997

（平成10年）
金城学院大学文学部国文学科を日本文学科に名称変更しました。
1998

（平成11年）
・金城学院創立110周年・大学設立50周年記念式典を挙行しました。
・大学院人間生活学研究科博士課程後期課程を設置しました。

1999

（平成14年）
・金城学院大学人間科学部を設置しました。
・家政学部を生活環境学部に名称変更し、環境デザイン学科及び食環境栄養学科を設置しました。
・生活経営学科を生活環境情報学科に名称変更しました。
・文学部日本文学科を日本語日本文化学科に、英文学科を英語英米文化学科に名称変更しました。

2002

・金城学院大学短期大学部閉学。
・金城学院中学校・高等学校の中高一貫教育を開始しました。

2003

（平成17年）
金城学院大学に薬学部が誕生し、翌2006年、薬学部薬学科を6年制に移行しました。
2005

卒業生からの寄付金により、中学校および高等学校でワンガリ・マータイさん（ケニ
ア共和国の環境保護活動家・ノーベル平和受賞者）の講演会を開催しました。

2007

（平成21年）
・金城学院創立120周年・大学設立60周年記念式典を挙行しました。
・金城学院大学文学部の言語文化学科を外国語コミュニケーション学科に、人間科学

部の芸術表現療法学科を芸術・芸術療法学科に名称変更しました。
・名古屋市中区栄に金城学院大学サテライトキャンパスを開設しました。

2009

（平成22年）
金城学院大学生活環境学部生活環境情報学科を生活マネジメント学科に、現代文化
学部福祉社会学科をコミュニティ福祉学科に名称変更しました。

2010

（平成23年）
・金城学院中学校白百合館を竣工。
・金城学院大学人間科学部に多元心理学科を設置しました。

2011

金城学院大学現代文化学部を改組し、国際情報学部を設置するとともに、コミュニ
ティ福祉学科を改組し、人間科学部コミュニティ福祉学科を設置しました。

2012

金城学院大学人間科学部芸術・芸術療学科を改組し、文学部音楽芸術学科を設置し
ました。

2013

（平成26年）
・金城学院大学エラ・ヒューストン記念礼拝堂及びN2棟を竣工。
・金城学院高等学校世光館を竣工。
・金城学院大学N1棟を竣工し、センターコートを整備しました。

2014

（平成27年）
・金城学院大学W3棟を竣工。
・子育て支援を通じた地域貢献を目的に、KIDSセンターを

開設しました。
・金城学院高等学校地塩館を竣工。

2015

（平成29年）
金城学院中学校恵愛館を竣工。
2017

（平成30年）
社会人女性を支援する新拠点「女性みらい研究センター」を開設しました。
2018

金城学院130年の歩み〈後編〉特集１

環境や平和について
わかりやすく語って
くださいました。

中学校のシン
ボルとなって
いる白百合館

金城学院の歴史
The History of Kinjo Gakuin

金城学院は 2019 年 10 月、  創立 130 周年を   迎えました。

後編／ 1989年（平成元年）～

米国人宣教師メアリー・
スマイスの別邸を改築
してできた保養所。

幼稚園新園舎

恵愛館

KIDSセンター内観

大学の薬学部塔（左）と
共通教育棟（右）

榮光館のパイプオルガン

大学本部棟

金城学院スクールモットー

アニー・ランドルフ記念講堂

地塩館

エラ・ヒューストン記念礼拝堂
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