
 月 日 学校法人 学校 学部 学科 課程等の新増設等

昭和「6 4月1日 広島高等洋裁女学院設置 ８「6.「.「7認可

昭和」9 4月1日 広島文化女子短期大学設置 入学定員被服科100名 ８」9.1.「5認可

昭和4「 4月1日 広島文化女子短期大学被服科入学定員100名を150名に変更 ８4「.1「.「届出受理

昭和4「 4月1日 広島文化女子短期大学食物栄養科設置(入学定員100名) ８4「.1.「」認可

昭和44 4月1日 広島文化女子短期大学被服科を被服学科に 食物栄養科を食物栄養学科に名称変更

昭和47 4月1日 学校法人広島文化学園 に名称変更 ８46.9.9認可

昭和48 4月1日 広島文化女子短期大学被服学科入学定員150名を100名に変更 ８48.1.「6届出受理

昭和51 4月1日 広島文化女子短期大学音楽学科設置 入学定員器楽専攻」0名 声楽専攻40名 ８51.1.10認可

昭和57 4月1日 広島文化女子短期大学幼児教育学科設置 入学定員50名 ８57.1.16認可

昭和61 4月1日
広島文化女子短期大学専攻科音楽演奏専攻設置及び定員変更 入学定員音楽専攻5名 音楽演奏専攻5名

８60.1「.17届出文部大臣受理

昭和61 4月1日
広島文化女子短期大学期限を付した入学定員増 入学定員被服学科100名を150名に 食物栄養学科100名を150名に変更

成11 度ま ８60.1「.「5届出文部大臣受理

昭和61 4月1日 呉女子短期大学設置 経営情報学科100名 生活学科50名 ８61.「.」認可 呉市 の公私協力方式によ 設置

昭和6」 4月1日 広島文化女子短期大学被服学科を生活文化学科に名称変更 ８6「.1「.9届出文部大臣受理

昭和6」 4月1日
呉女子短期大学経営情報学科期限を付した入学定員変更 入学定員100名を150名に変更 成7 度ま

８6「.1「.「」認可

成」 4月1日 広島文化女子短期大学食物栄養学科を生活科学科に名称変更 H「.1「.「1届出文部大臣受理

成」 4月1日
広島文化女子短期大学期限を付した入学定員変更 入学定員生活文化学科150名を175名に変更 成11 度ま

H「.1「.「1認可

成」 4月1日
呉女子短期大学経営情報学科期限を付した入学定員変更認可 入学定員経営情報学科 情報専攻75名を85名に 秘書専攻
75名を100名に 生活学科50名を75名に変更 成11 度ま H「.1「.「1認可

成4 4月1日
広島文化女子短期大学音楽学科入学定員変更 再配分 入学定員器楽専攻」0名を45名に 声楽専攻40名を「5名に変更

H」.1「.「0届出文部大臣受理

成7 4月1日 広島文化女子短期大学生活文化学科入学定員変更 入学定員100名を50名に変更 H6.1「.「1届出文部大臣受理

成7 4月1日 広島文化女子短期大学生活科学科の入学定員変更 入学定員50名を「5名に変更 H6.1「.「1届出文部大臣受理

成7 4月1日
呉大学開学 社会情報学部社会情報学科入学定員 経済情報学専攻100名 社会環境情報学専攻75名 編入学定員 経済
情報学専攻 「 次5名 」 次15名 社会環境情報学専攻 「 次5名 」 次15名 H10.1「.「「認可

呉市 の公私協力方式によ 設置

成7 4月1日
呉女子短期大学経営情報学科の情報専攻の入学定員50名を「5名に 秘書専攻の入学定員50名を「5名に 生活学科の入学定
員75名 うち期間を付した入学定員「5名 を0名に変更 H6.1「.「1届出文部大臣受理

成7 4月1日 呉女子短期大学生活学科の学生募集停止 H7.1.「0届出受理

成9 4月1日 呉女子短期大学を呉大学短期大学部に名称変更 H8.9.1」届出文部大臣受理

成11 4月1日 広島文化女子短期大学を広島文化短期大学に名称変更 H10.8.14届出文部大臣受理

成11 4月1日 呉大学大学院修士課程設置  社会情報研究科 修士課程 入学定員10名 H10.1「.「「認可

成11 4月1日 呉大学看護学部看護学科設置 入学定員95名 」 次編入学定員10名 H10.1「.「「認可

成1「 4月1日
広島文化短期大学期間を付した入学定員の変更 臨定恒定化 生活文化学科1「5名を87名 恒定50名 臨定恒定化」7名
に 生活科学科生活科学専攻75名を50名 恒定「5名 臨定恒定化「5名 に変更 H11.10.「「認可

成1「 4月1日 呉大学短期大学部入学定員の変更 臨定恒定化 (恒定50名 臨定恒定化」5名) H11.10.「「認可

成1」 4月1日 呉大学大学院博士課程設置 社会情報研究科 博士課程 入学定員」名 H1「.1「.「1認可

成14 4月1日
呉大学短期大学部経営情報学科入学定員の変更 入学定員50名を85名に変更

恒定50名 臨定恒定化」5名

成14 4月1日 呉大学短期大学部経営情報学科を地域情報学科に名称変更 H1」.11.「8認可

成15 4月1日
広島文化短期大学生活文化学科 生活科学科生活科学専攻募集停止 コミュニ 生活学科設置 (87名 フ ョ
ン 食生活 キャ コ を設け H14.5.「9設置認可

成15 4月1日 広島文化短期大学生活科学科栄養専攻を食物栄養学科に名称変更(定員50名) H14.8.16届出受理

成15 4月1日
広島文化短期大学幼児教育学科(定員50名)を保育学科(定員100名)に名称変更 定員増を行い 幼児教育専攻(定員50名)･
保育専攻(定員50名)の「専攻課程を設置 H14.5.「9認可

成15 4月1日 呉大学社会情報学部の改組転換 福祉情報学科設置(社会情報学科100名 福祉情報学科75名) H14.5.」0認可

法人及び設置学校の沿革



 月 日 学校法人 学校 学部 学科 課程等の新増設等

成16 4月1日 呉大学大学院看護学研究科 修士課程 設置 入学定員10名 H16.1.」0認可

成16 4月1日 呉大学短期大学部地域情報学科をコミュニ ン学科に名称変更 H15.9.」0届出

成17 4月1日 広島文化短期大学専攻科幼児教育専攻を専攻科保育専攻 入学定員5名 に名称変更 H16.10.6届出受理

成17 4月1日 呉大学短期大学部 学生募集停止届出文部科学省受理

成18 4月1日 広島文化短期大学コミュニ 生活学科入学定員変更 入学定員87名を1「0名に変更 H17.4.「8届出受理

成18 4月1日 広島文化短期大学音楽学科入学定員変更 入学定員70名を80名に変更 H17.4.「8届出受理

成18 4月1日 広島文化短期大学保育学科入学定員変更 入学定員100名を1」0名に変更 H17.4.「8届出受理

成18 4月1日 呉大学看護学部入学定員変更 入学定員95名を1「0名に変更 H17.1「.5届出文部大臣受理

成「0 4月1日 呉大学社会情報学部福祉情報学科を健康福祉学科に名称変更 H19.4.「7届出受理

成「1 4月1日 呉大学を広島文化学園大学に名称変更 H「0. 4. 4届出受理

成「1 4月1日 広島文化短期大学を広島文化学園短期大学に名称変更 H「0. 4. 4届出受理

成「「 4月1日
広島文化学園大学学芸学部子 も学科･音楽学科を設置 入学定員：子 も学科80名 」 次編入学定員10名 音楽学科45
名 」 次編入学定員10名 H「1.1「.「4認可

成「「 4月1日 広島文化学園短期大学音楽学科募集停止 H「1.7.1届出

成「「 4月1日 広島文化学園短期大学保育学科入学定員変更 入学定員1」0名を70名に変更 H「1.1「.「4届出受理

成「「 4月1日 広島文化学園短期大学コミュニ 生活学科入学定員変更 入学定員1「0名を100名に変更 H「1.1「.「4届出受理

成「「 4月1日 広島文化学園大学社会情報学部社会情報学科入学定員変更 入学定員100名を85名に変更 H「1.1「.「4届出受理

成「「 4月1日
広島文化学園大学社会情報学部健康福祉学科入学定員変更 入学定員75名を60名に 「 次編入学定員5名を0名に 」 次
編入学定員15名を10名に変更 H「1.1「.「4届出受理

成「「 7月1日
広島文化学園大学看護学部入学定員変更 」 次編入定員10名を4名に 「 次編入学定員0名を4名に変更 届出文部科学大
臣受理

成「」 4月1日
広島文化学園大学看護学部入学定員変更 」 次編入定員10名を4名に 「 次編入学定員0名を4名に変更

H「「．7．届出受理

成「」 4月1日 広島文化学園短期大学音楽学科廃止 H「」.4.1「届出

成「4 4月1日 広島文化学園大学大学院博士課程設置 看護学研究科 博士後期課程 入学定員6名 H「」.10.「4認可

成「4 4月1日 広島文化学園短期大学コミュニ 生活学科入学定員変更 入学定員100名を80名に変更 H「」.6.「届出受理

成「4 4月1日 広島文化学園短期大学保育学科入学定員変更 入学定員70名を90名に変更 H「」.6.「届出受理

成「5 4月1日
広島文化学園大学社会情報学部ｸﾞﾛｰ ﾞﾙ ﾞ ﾞﾈ 学科設置 入学定員85名 「次 編入5名 」次 編入15名

H「4.6.「7届出

成「5 4月1日 広島文化学園大学社会情報学部社会情報学科募集停止 H「4.6.「7届出

成「6 4月1日
広島文化学園大学社会情報学部入学定員変更

グロ バ ビ ネ 学科入学定員85名を70名に 」 次編入学定員15名を5名に 収容定員 名を 名に変更
健康福祉学科」 次編入学定員10名を5名に 収容定員 名を 名に変更 H「5.1「.19届出受理

成「6 4月1日
広島文化学園大学学芸学部入学定員変更

音楽学科学科入学定員45名を40名に 」 次編入学定員10名を5名に 収容定員を 名に変更
H「5.1「.19届出受理

成「6 4月1日 広島文化学園大学大学院 教育学研究科 修士課程 入学定員8名 H「5.10.」1認可

成「8 4月1日 広島文化学園大学大学院 教育学研究科(博士後期課程)(入学定員」名) H「7.8.」1認可

成」0 4月1日 広島文化学園大学人間健康学部 ポ 健康福祉学科設置 入学定員1「0名 「 次編入5名 」 次編入10名


