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学校法⼈横浜学園 
ソーシャルローンフレームワーク 
 

2022 年 4 ⽉ 21 ⽇ 

 

ESG 評価本部 

担当アナリスト︓税所さやか 

  

格付投資情報センター（R&I）は学校法人横浜学園（以下、本法人）が 2022 年 3 月 29 日に策定したソー
シャルローンフレームワークが「ソーシャルローン原則」1（SLP）に適合していることを確認し、セカンド
オピニオンを提供した。オピニオンは下記の見解に基づいている。 

 

■オピニオン概要 

(1)調達資⾦の使途 
ソーシャルローンの調達資金は今年度に横浜学園高等学校（以下、本校）へ入学した生徒及び教職員

が使用するタブレット端末の購入資金に充当する。中央教育審議会（以下、中教審）が 2022 年 1 月に
公表した答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」において、社会基盤のデジタル化を前提と
する Society 5.0 の実現、新型コロナウイルス感染症の感染拡大で経験したような予測が困難な事象への
対応など、これからの社会を生きるのにふさわしい学びとして ICT を活用した「主体的・対話的で深い
学び」が求められている。同答申において高等学校教育のあり方として、教科等を横断した視点で広い
範囲での資質・能力の育成が挙げられている。本法人は 2016 年に国内に導入された持続可能な開発の
ための教育（ESD）の理念も踏まえ、生徒の生活環境に依らず全ての生徒がタブレットを活用して本校
独自の SDGs プログラムを受けられるようにすることにより、ICT の活用と SDGs への貢献といったキ
ャリア構築を促す。タブレット使用による身体的影響や SNS 等の不適切な利用による対人トラブル
などに関して、注意を喚起するとともに、情報リテラシーやマナーについて研修等を実施する。R&I
は対象プロジェクトが社会全体としてポジティブな成果を生み出すものと評価した。SLP に例示さ
れる事業区分の中では、「経済的事情等により教育を受けられない人々」を含む横浜学園高等学校に
今年度入学した生徒を対象とした「必要不可欠なサービスへのアクセス（教育）」に該当する。 

(2)プロジェクトの評価と選定のプロセス 
本法人 5 つの教育目標「考える人を育てる」「心豊かな人を育てる」「たくましい人を育てる」「思いや

りのある人を育てる」「公につくす人を育てる」に基づき、タブレットを使いながら SDGs の 17 のゴー
ル全てを 3 年間で網羅する学習プログラムを策定した。本プロジェクトの採択に際しては同法人の理念、
中教審の答申、新学習指導要領、情報セキュリティ、生徒の家庭の経済事情等を検討した。計画は所管
部署が立案し、最終的に校内理事会の審議を経て法人理事会が決議している。評価・選定のプロセスは
明確かつ合理的である。 

(3)調達資⾦の管理 
調達資金は全額、速やかにタブレットの購入資金に充てられる。関連する証憑等は本法人の文書管理

規定に基づき適切に管理する。 

(4)レポーティング 
調達後に貸出金融機関に資金充当の結果を報告する。インパクト・レポーティングはローン期間中、

タブレットを活用した生徒 1 人当たりの年間授業時間、学校行事ごとに実施する活動記録の作成回数と
内容の例示、授業での活用例（視聴覚での訴求、他者意見の共有、プレゼンテーション技術の習得など）
――などを年に 1 度貸出金融機関へ報告する。レポーティングは適切である。 

 
                                                      
1 ローン・マーケット・アソシエーション（LMA）、アジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション（APLM
A）、ローン・シンジケーション＆トレーディング・アソシエーション（LSTA）が策定 
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借⼊⼈の概要 
 「女子には学問は不要」という風潮が色濃く残る明治初期において「これからの時代は女子にも教育が

必要」と考えた田沼太右衛門翁が明治 32 年に私財を投じて設立した横浜女学校を源流とする学校法
人。「女性としての特性を伸ばす」「世間の為、人の為になれ」「寛容の精神をもって人を包容し、心豊
かな人になれ」「慎み深く、真心をもって事にあたれ」という建学の精神は平成 13 年度に男女共学制
に移行してからも受け継がれ、近年は新しい時代に対応した「キャリア教育」「グローバル教育」「情報
教育」「自然環境教育」などに力を注いでいる。横浜学園高等学校と付属元町幼稚園を運営する。生徒
数は高校 741 名、幼稚園 106 名、教職員数 121 名（2022 年 4 月 6 日現在）。 
 

1. 調達資⾦の使途 
(1) 対象プロジェクト 

対象プロジェクト 

 ソーシャルローンの調達資金は 2022 年度に本校に入学した生徒に貸与するタブレット端末及び教員が
使用するタブレット端末の購入に充当する。 

対象事業の目的 

 本校は SDGs を積極的に取り込んだ学習プログラムを策定した。3 年間で SDGs17 のゴール全てを網羅
する学校行事を通して生徒は自らと社会の結びつきを考え、自身の成長の記録を定期的にタブレットへ
記録する。各自が作成した成長の活動記録を進路活動へとつなげてキャリア形成を促す。 

 昨今の新型コロナウイルスの感染対策の一環として、必要に応じてタブレットを使用したリモート授業
を実施する。 

 対象の生徒全員が当校の学習プログラムを滞りなく履修できるように安全かつ「誰一人残さない」体制
を整える。タブレットは生徒に 3 年間無償で貸与し、セキュリティ上安全な環境で授業を行う。 

社会の課題認識 

 国の教育に関する課題については 2019 年 4 月 17 日の諮問「新しい時代の初等中等教育の在り方につい
て」にて議論が進められ、21 年 1 月 26 日の答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」におい
て初等中等教育の在り方について目指すべき改革の方向性と具体的な方策が示された。答申の中でこれ
からの子供たちに必要なのは「令和の日本型学校教育」、即ち急激に変化する時代の中で「一人一人の児
童生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多
様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り
手となることができるよう、その資質・能力を育成すること」とされ、「資質・能力の育成」に向けて「子
供たちの知・徳・体を一体で育むこれまでの日本型学校教育の成果と、子供のたちの多様化や教師の長
時間勤務といった直面する課題を踏まえつつ、学校における働き方改革や、GIGA スクール構想の実現
といった新たな動きも加速・充実させながら、新学習指導要領を着実に実施することが必要である」と
された。 

 GIGA スクール構想は Society 5.0 時代を生きる子供たちにふさわしい学びを実現するために、小中学校
に「1 人 1 端末」とする ICT 環境の整備を進める施策。高等学校に関しては新学習指導要領に沿って「情
報活用能力」を学習の基盤となる資質・能力の 1 つとして位置づけ、共通必履修科目に新たに加えられ
た「情報 I」において全ての生徒がプログラミング、情報セキュリティを含むネットワーク、データベー
スの基礎について学習することとなっている。 
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(2) 対象事業の⽬標がポジティブな社会的成果であること 

対象事業の目標 

 本法人は 2016 年に国内に導入された持続可能な開発のための教育（ESD）の理念も踏まえ、生徒
の生活環境に依らず全ての生徒がタブレットを活用して本校独自の SDGs プログラムを受けられ
るようにすることにより、ICT の活用と SDGs への理解と実践といったキャリア構築を促す。「横
浜学園で過ごす 3 年間を、生徒の成長につなげるために、本校で行われる学校行事すべてにおいて、
SDGs との連関を図り、自らと社会の結びつきを考え、生徒一人ひとりのキャリア形成につなげるプロ
グラムを体系的に確立すること」としている。 

ポジティブな社会的成果であること 

 目標達成に向けて生じうる直接的・間接的な便益と影響について以下の通り整理した結果、対象事業が
社会全体としてポジティブな成果を生み出していると評価した。 

 
  対象事業による便益及び影響 
直接的2な便益・
影響 

 ⽣徒のキャリア形成。 
 教職員の⽣産性向上など。 
 家庭の教材費負担の軽減。 

間接的な便益・
影響 
 
間接的な影響と
その対応 

・本校の卒業⽣の社会へ貢献。 
・タブレットの使い過ぎなどによる⾝体的影響や SNS 等の不適切利⽤による対⼈トラブルの

発⽣については、⻑時間に渡る電⼦機器の使⽤に対する注意喚起や情報リテラシーやマナ
ーについての研修を⾏うなどの予防措置をとる。 

広範囲に及ぶ影
響とその対応 

 ICT 活⽤した教育活動の推進により本校の消費電⼒量の増加に伴う CO2 排出が想定され
る。太陽光発電の導⼊や照明の LED 化などの省エネ・再エネの取り組みを進めている。 
 タブレットの充電は各家庭で実施するため家庭部⾨の CO2 排出増が想定される。省エネ性

能に優れた⽐較的新しい機種を導⼊することにより消費電⼒を抑制する。 
［出所：ヒアリングを基に R&I 作成］ 

 

対象事業が関わる持続可能な開発目標(SDGs)との整合 

 ICMA の事業カテゴリーと SDGs のマッピングテーブルを参考に対象事業による SDGs への貢献を確
認した。 

SDGs ⽬標 ターゲット 

 

4.4︓2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇⽤、働きがいのある⼈間らし
い仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成⼈の割合を⼤幅に増加させる。 

4.7︓2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイ
ル、⼈権、男⼥の平等、平和及び⾮暴⼒的⽂化の推進、グローバル・シチズン
シップ、⽂化多様性と⽂化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、
全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得
できるようにする。 

 

                                                      
2 「直接的」とは対象事業の利用者、「間接的」とは対象事業を行う社会、「広範囲」とは対象事業を行う社会を超える

社会を指している。詳細は、「R&I ソーシャルボンドオピニオン 評価方法」を参照のこと 
https://www.r-i.co.jp/rating/products/esg/so_social_jpn.pdf 
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SDGs アクションプランとの整合 

 日本政府の SDGs の達成へ向けた「SDGs アクションプラン 2022」に示された①～⑧の優先課題に関し
て、本ソーシャルローンでの充当事業が特に以下の課題に貢献すると考えられる。 

 
優先課題 対応するSDGsターゲット 

① あらゆる⼈々が活躍する社会・ジェン
ダー平等の実現 

     

     

     

     

SLP2021 に例示される事業区分との整合 

 対象プロジェクトは SLP に例示されている事業区分「必要不可欠なサービス（教育）」に対応する。対
象となる人々は金融庁のソーシャルボンドガイドラインに例示される「経済的事情等により教育を受け
られない人々」を含む横浜学園高等学校に今年度入学した生徒となる。 

 
ソーシャルローンの調達資金は今年度に横浜学園高等学校（以下、本校）へ入学した生徒及び教職員が使用
するタブレット端末の購入資金に充当する。中央教育審議会（以下、中教審）が 2022 年 1 月に公表した答
申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」において、社会基盤のデジタル化を前提とする Society 5.0
の実現、新型コロナウイルス感染症の感染拡大で経験したような予測が困難な事象への対応など、これから
の社会を生きるのにふさわしい学びとして ICT を活用した「主体的・対話的で深い学び」が求められている。
同答申において高等学校教育のあり方として、教科等を横断した視点で広い範囲での資質・能力の育成が挙
げられている。本法人は 2016 年に国内に導入された持続可能な開発のための教育（ESD）の理念も踏まえ、
生徒の生活環境に依らず全ての生徒がタブレットを活用して本校独自の SDGs プログラムを受けられるよう
にすることにより、ICT の活用と SDGs への貢献といったキャリア構築を促す。タブレット使用による身体
的影響や SNS 等の不適切な利用による対人トラブルなどに関して、注意を喚起するとともに、情報リテラシ
ーやマナーについて研修等を実施する。R&I は対象プロジェクトが社会全体としてポジティブな成果を生み
出すものと評価した。SLP に例示される事業区分の中では、「経済的事情等により教育を受けられない人々」
を含む横浜学園高等学校に今年度入学した生徒を対象とした「必要不可欠なサービスへのアクセス（教育）」
に該当する。 
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2. プロジェクトの評価と選定のプロセス 

(1) 包括的な⽬標、戦略等への組み込み 

 本法人は 5 つの教育目標を掲げる。 

 
 

[出所：横浜学園ホームページ] 

 5 つの教育目標を具現化する方策として、3 年間の学校行事がSDGs の 17 のゴール全てを網羅し、生徒にと
って横断的かつ成長につながるプログラムを設計した。生徒が成長の記録を蓄積し振り返ることを容易にした
り、生徒と教職員が活動記録を共有し易くしたりするための道具としてタブレット端末を位置付けている。 

(2) プロジェクトの評価・選定の判断規準 

 上記の通り本法人は対象プロジェクトを本校の教育目標に沿ったプロジェクトとして選定している。選
定に際して、同法人の理念、中教審の答申、新学習指導要領、情報セキュリティ、生徒の家庭の経済事
情等を検討した。 

 当校に通う生徒の家庭は必ずしも裕福な家庭ばかりではなく、家庭への追加負担は一部の生徒から本校
の学習プログラムを履修する機会を奪うことになりかねない。そのためタブレットは 3 年間貸与するこ
とを基本とし、故障等に対する保険料とソフト使用料を除いてタブレットのコストは生徒が支払った授
業料の中で賄い、卒業時に希望者に贈与することなどを検討・決定した。 
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(3) プロジェクトの評価・選定の判断を⾏う際のプロセス 

 プロジェクトを進めるにあたり所管部署が法人内外の関係者から情報を収集して計画を立案した。最終
的に校内理事会の審議を経て法人理事会の決議を経て実行している。 

 

本法人 5 つの教育目標「考える人を育てる」「心豊かな人を育てる」「たくましい人を育てる」「思いやりの
ある人を育てる」「公につくす人を育てる」に基づき、タブレットを使いながら SDGs の 17 のゴール全てを
3 年間で網羅する学習プログラムを策定した。本プロジェクトの採択に際しては同法人の理念、中教審の答
申、新学習指導要領、情報セキュリティ、生徒の家庭の経済事情等を検討した。計画は所管部署が立案し、
最終的に校内理事会の審議を経て法人理事会が決議している。評価・選定のプロセスは明確かつ合理的であ
る。 

 

3. 調達資⾦の管理 

 調達資金はタブレットの購入資金に速やかに全額充当する。未充当資金は発生しない。 

 調達資金は法人事務局が当座預金口座で管理する。調達資金に関連する証憑等は当法人の文書管理規定
に基づき適切に管理する。 

 

調達資金は全額、速やかにタブレットの購入資金に充てられる。関連する証憑等は本法人の文書管理規定
に基づき適切に管理する。 

 

 
4. レポーティング 
(1) 開⽰の概要 

 レポーティングの概要は以下の通り。 

 開⽰事項 開⽰タイミング 報告⽅法 

資
⾦
充
当
状
況 

 
 プロジェクトの概要 
 資⾦充当額 

 
調達後 

 
貸出⾦融機関へ報告 

イ
ン
パ
ク
ト 

 
 インパクト・レポーティングを参照 

 

 
1 年に 1 回 

 
貸出⾦融機関へ報告 
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(2) インパクト・レポーティング 

 対象事業によるレポーティングはタブレットを活用した生徒 1 人当たりの年間授業時間、学校行事ご
とに実施する活動記録の作成回数と内容の例示、授業での活用例（視聴覚での訴求、他者意見の共有、
プレゼンテーション技術の習得など）実績を開示する。また、本校が行う SDGs 関連の取り組みはホー
ムページにて一般に開示する。なお、その後も大きな状況の変化が生じた場合は適宜開示する。 

 

調達後に貸出金融機関に資金充当の結果を報告する。インパクト・レポーティングはローン期間中、タブ
レットを活用した生徒 1 人当たりの年間授業時間、学校行事ごとに実施する活動記録の作成回数と内容の例
示、授業での活用例（視聴覚での訴求、他者意見の共有、プレゼンテーション技術の習得など）――などを
年に 1 度貸出金融機関へ報告する。レポーティングは適切である。 

以 上 
 
 

【留意事項】 
 セカンドオピニオンは、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定される関連業務（信用格付業以

外の業務であって、信用格付行為に関連する業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置と、信用格付と誤認

されることを防止するための措置が法令上要請されています。 
 セカンドオピニオンは、企業等が環境保全および社会貢献等を目的とする資金調達のために策定するフレームワークについての公的機関または民間

団体等が策定する当該資金調達に関連する原則等との評価時点における適合性に対する R&I の意見です。R&I はセカンドオピニオンによって、適合

性以外の事柄（債券発行がフレームワークに従っていること、資金調達の目的となるプロジェクトの実施状況等を含みます）について、何ら意見を表

明するものではありません。また、セカンドオピニオンは資金調達の目的となるプロジェクトを実施することによる成果等を証明するものではなく、

成果等について責任を負うものではありません。セカンドオピニオンは、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではなく、またそ

のように解されてはならないものであるとともに、投資判断や財務に関する助言を構成するものでも、特定の証券の取得、売却又は保有等を推奨する

ものでもありません。セカンドオピニオンは、特定の投資家のために投資の適切性について述べるものでもありません。R&I はセカンドオピニオンを

行うに際し、各投資家において、取得、売却又は保有等の対象となる各証券について自ら調査し、これを評価していただくことを前提としております。

投資判断は、各投資家の自己責任の下に行われなければなりません。 
 R&I がセカンドオピニオンを行うに際して用いた情報は、R&I がその裁量により信頼できると判断したものではあるものの、R&I は、これらの情報

の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&I は、これらの情報の正確性、適時性、網羅性、完全性、商品性、及び特定目的への

適合性その他一切の事項について、明示・黙示を問わず、何ら表明又は保証をするものではありません。 
 R&I は、R&I がセカンドオピニオンを行うに際して用いた情報、セカンドオピニオンの意見の誤り、脱漏、不適切性若しくは不十分性、又はこれら

の情報やセカンドオピニオンの使用に起因又は関連して発生する全ての損害、損失又は費用（損害の性質如何を問わず、直接損害、間接損害、通常損

害、特別損害、結果損害、補填損害、付随損害、逸失利益、非金銭的損害その他一切の損害を含むとともに、弁護士その他の専門家の費用を含むもの

とします）について、債務不履行、不法行為又は不当利得その他請求原因の如何や R&I の帰責性を問わず、いかなる者に対しても何ら義務又は責任を

負わないものとします。セカンドオピニオンに関する一切の権利・利益（特許権、著作権その他の知的財産権及びノウハウを含みます）は、R&I に帰

属します。R&I の事前の書面による許諾無く、評価方法の全部又は一部を自己使用の目的を超えて使用（複製、改変、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳

及び翻案等を含みます）し、又は使用する目的で保管することは禁止されています。 
 セカンドオピニオンは、原則として発行体から対価を受領して実施したものです。 
【専門性・第三者性】 
 R&I は 2016 年に R&I グリーンボンドアセスメント業務を開始して以来、多数の評価実績から得られた知見を蓄積しています。2017 年から ICMA
（国際資本市場協会）に事務局を置くグリーンボンド原則／ソーシャルボンド原則にオブザーバーとして加入しています。2018 年から環境省のグリー

ンボンド等の発行促進体制整備支援事業の発行支援者（外部レビュー部門）に登録しています。 
 R&I の評価方法、評価実績等については R&I のウェブサイト（https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html）に記載しています。 
 R&I と資金調達者との間に利益相反が生じると考えられる資本関係及び人的関係はありません。 


