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第１章 建学の精神・学園の基本理念・目的・使命等 
 （１）建学の精神 
 （２）学園の基本理念 

  （３）学園の目的 
  （４）学園の使命 
  （５）設置大学等 
  （６）沿革 

 
第２章 経営理念・経営戦略・経営目標 

  （１）経営理念 
 （２）経営戦略 

   （３）経営目標 
  

第３章 教育理念・教育目的・教育方針 
 （１）教育理念 
 （２）教育目的 
 （３）教育方針 

  （４）３つのポリシー 
 

第４章 中期経営計画Ⅲ策定基本方針及び重点施策・課題 
   （１）中期経営計画Ⅲ策定基本方針 

  （２）中期経営計画Ⅲの重点施策 
  （３）中期経営計画Ⅲの重点課題 

 

中期経営計画Ⅲと

同じ内容であるた

め、要約版では内

容省略 
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第５章 広島文化学園大学、大学院及び短期大学（要約版） 

＜社会情報学部＞ 

（１）教養教育・専門教育の充実 

①学習者中心の教育、入学前教育、初年次教育、リテラシー教育の充実 

語学で、クラス授業を全て実施した。30 年度もクラス授業を行う。 

フレッシュマンセミナー（文化に生きる）の中で市民教育、平和教育を実施した。 

フレッシュマンセミナー（Ⅰ）（Ⅱ）の中で、目標設定、将来の動機付け、スタディスキルの修得 

を行った。 

30 年度は秋入学留学生にフレッシュマンセミナー（文化に生きる）を開講し、対人援助の３部門 

の取り組み、消費者問題、ハラスメント、SNS の利用についての項目を含めて実施する。 

30 年度もフレッシュマンセミナー（Ⅰ）（Ⅱ）の中で、目標設定、将来の動機付け、スタディスキ 

ルの修得を行う。 

②アクティブラーニングの実施 

各々アクティブ・ラーニングを取り入れた授業を実施した。さらに工夫していく。 

  ③養成する人材像に沿った科目の系統的実施と履修指導 

   系統的に実施した。履修指導を組織的に行った。引き続き系統的実施と履修指導を行う。 

④授業評価の実施と評価による授業の見直し 

学生による事業評価を実施した。その後の対応をルール通りに行った。前期・後期に授業公開と

意見交換会を行った。授業の見直しに役立てた。引き続き行う。 

（２）研究の推進 

ｱ)著書：1人、1件。ｲ)学会報告：5人、延べ 9件。ｳ)学会誌投稿：4人、延べ 4件。ｴ)社会情報

学部紀要投稿：7人、延べ 8件。ｵ)科研費申請：5人、延べ 7件であった。増えてきているが、さ

らに充実させる。 

（３）資格取得支援 

合格等実績：HSK6 級（1）、簿記検定試験（全経簿記：2 級 3、3 級 1、基礎簿記会計 1）。社会

調査士（6 名申請）、社会福祉士（4）、介護職員実務者研修（15 名修了）であった。必ずしも合

格者増となっていないので、支援方法を工夫する． 

（４）学生生活の充実 

①保護者との連携 

保護者懇談会を 5月 14 日に実施した。54 名参加。昨年（40 人）より増えた。引き続きこの時期

に行う。 

②夢カルテの活用 

 理由がある場合を除き、全学生が記入。指導に役立てた。期日が守られていないことがあったの

で、改善する。 

③ボランティア活動・ＣＳＬ活動支援 

 延べ 80 名程度が活動した。昨年とほぼ同様な数であるが、学生の力を引き出すのに効果がある 

ので、引き続き支援を行う。 

（５）就職支援 

①就職支援 

H30 年 5 月 1 日現在の卒業生進路決定率は、グローバルビジネス学科は 96.2％、健康福祉学科

93％となった。 

なお未内定の学生はグローバルビジネス学科は 1 名、健康福祉学科は 4 名である。未内定の学

生については適時連絡を取って支援する。 

②インターンシップ 

参加者 16 名（昨年６名）。昨年より増えたが、ほとんどが一般職として就職するので、参加者を

増やす指導を行う。 
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＜グローバルビジネス学科＞  

（１）教養教育・専門教育の充実 

①アクティブ・ラーニングを取り入れた授業を拡充 

各教員が授業の中にアクティブ・ラーニングの要素を取り入れた。 

②短期語学研修の充実 

短期語学研修の学科からの参加者は 5 名、大学連携プログラム「日越の食と農をめぐる文化

とビジネスの展開」海外現地研修 7 名が参加した。 

（２）資格取得支援強化 

①資格取得支援 

IT パスポート試験については、集中講義の形で対策講座を実施し、47 名が受講した、全経簿

記能力検定試験 2級に 3名、3 級に１名、基礎簿記会計に１名が合格。6名が社会調査士に申

請した。 

（３）大学生活の充実 

①保護者との連携強化 

5 月に保護者懇談会を実施した。必要に応じて保護者と連絡をとり連携を強化している。 

②チューター制度の充実・改善 

月 2回、学科会議を開き、学生に関する情報交換をおこなった。 

③夢カルテの活用 

前期（目標設定・自己評価）後期（目標設定）とも 99.6％、自己評価とチューターから私へ

は 100％が記入した。 

④留学生の生活支援・学外国際交流活動への参加を支援 

学期 7名のサポーターを任命し、留学生を支援した。 

広島県日中親善協会主催の「日中親善交流会」に 4 名、黒瀬商工会女性部主催の「国際交流

会」に 13 名、くれ食の祭典に 10 名、キワニスクラブ主催の留学生日本語スピーチ・コンテ

ストに 2名が参加した。 

（４）国際交流 

①語学パートナー制度の活用 

28 年度からの継続でパ―トナーとして相互の学修を支援している学生はあるが、新規申し込

みはなかった。 

（５）就職支援 

①養成する人材像に沿った就職支援及び就職先の開拓 

進路決定率：2016 年秋卒：留学生 88％ 、2017 年春卒：日本人 100％、留学生 80％。  

②インターンシップの充実 

 GB 学科の学生は 6名が参加（そのうち留学生は 2名）。 

③ 就職関連科目の履修指導の強化 

「企業情報演習Ⅰ」17 名、「企業情報演習Ⅱ」19 名が履修した。 



 

4 

 

＜健康福祉学科＞  

（１）教養教育、専門教育の充実 

 ①セミナー等での学外活動の実施 

   ・ボランティア活動の案内を行った結果、2・3年生を中心に坂町内において 80 名の学生が

ボランティア活動を行った。 

  ②アクティブ・ラーニングを取り入れた授業の展開 

  ・様々なアクティブ・ラーニングの技法を取り入れた授業を展開するため、学内だけでな

く学外研修等への参加を行った。学科達成率８０％以上を継続する。 

  ③福祉教育の拡大のため、高校生対象の福祉エッセイコンテストの実施 

   ・連携校を中心に 9校へ呼びかけ、300 通の応募があった。次年度は実施しない。 

（２）資格取得支援 

 ①社会福祉士、精神保健福祉士、健康運動実践指導者などの対策講座の実施 

   ・各対策講座を行い社会福祉士は４名が合格した。 

 ②カリキュラムの充実・強化による新たな資格の導入 

   ・新たな資格の導入は行わず、現行のカリキュラムでの資格取得支援を行う 

（３）学生生活の充実 

 ①オフィスアワー等を利用した学生相談の充実 

  ・履修相談や学生生活に関する支援を実施した。また、相談時には夢カルテを用いた。 

 ②夢カルテの活用 

  ・各学生の学外活動実施状況にあわせて適宜入力し、また、相談時に活用をおこなった。 

  ③保護者との連携強化 

   ・6 月に保護者懇談会を実施し、３４名の保護者が参加した。 

（４）ボランティア、カークル活動の支援 

 ①坂町社会福祉協議会、広島県社会福祉協議会との協働によるボランティア活動の充実 

   ・坂町内でのサロン活動、子ども福祉教室を実施した。 

（５）就職支援 

 ①希望進路に向けた関連科目の履修指導と就職先の開拓 

  ・福祉分野は、相談職として 1名が内定。健康分野も１名がトレーナーとして内定。 

 ②学生の動機を高めるため、専門職入門セミナー等を行う 

   ・江田島市社会福祉協議会と協同で就職準備セミナーを実施。インターンシップや企業情

報演習の履修指導を行い、動機づけを高める。 

 ③就職支援システムの活用 

  ・各コースの責任者が明確になっておらず、各チューターが就職支援を行った。 



5 

 

社会情報研究科 

（１）学生募集  （29年9月入学の秋季募集を最後に社会情報研究科の募集は停止している。） 

 ①社会人学生の税理士資格試験免除申請および教育研究を公表する 

・博士前期課程在籍者（12名）のうち9名が税理士志望であり、28年度入学が1名、29年度 

入学が8名であり、全員社会人入学で目標値（4名）を達成した。また税理士資格試験免除 

に係る教育研究指導実績については、ホームページで公表している。 

（２）教養・専門教育の充実 

①研究倫理、文献収集法、文献の読み方、研究計画（企画書）立案、プレゼンテーション能力等

の修得 

１）高度専門職業人として身に着けるべき教養教育の実践 

 ・専門基礎教育（リテラシ教育）の強化のため研究倫理及び研究計画に関する講義を前期、後

期の社会情報基礎演習において、それぞれ年間2コマずつ計4コマ開講している。 

（３）コースワークの充実 

②研究科カリキュラムの体系化 

１）情報社会における高度専門職業人育成のためのカリキュラム改革 

・高度情報社会に氾濫するビッグデータに関する内容は既設の講義科目の中に取り入れ、大学

生の関心を引き出す講義内容を提供している。 

（４）研究活動の活性化 

①外部の競争的資金獲得 

１）外部資金獲得 

・社会情報研究科所属教員8名のうち7名は学部兼務であり、学部での補助金申請等により大

学院から単独での申請数については目標に達成できていない。 

②学術雑誌への査読論文を投稿義務 

１）研究費を用いた研究成果の公表義務 

・4月末に提出された30年4月現在の個人研究業績書により研究件数について確認中。 

（５）資格取得支援 

①税理士資格取得支援の強化 

１）資格取得を目指した修士論文指導 

・国税庁税理士審査会に税理士資格試験免除申請（過年度修了生を含め）を5名が提出。 

（６）学位の質保証 

①複数の教員による研究指導 

１）専門分野の異なる副指導教員も含めて3名以上の教員による研究指導 

・社会情報学を学問体系として理解するために、主指導教授と関係する分野の副指導教授、研

究科が指名する専門分野の異なった副指導教授を1名以上、合計3名以上が当たっている。 

②複眼的な視野を持った学位取得者の育成 

１）社会情報学の学問を究めた学位取得者育成 

・修士論文審査においても、前述のような専門分野の教授2名と研究科委員会が指名する1名

以上、合計3名以上の教授が論文審査にあたっている。 

（７）博士の学位取得指導 

①学生の研究状況の把握確認 

１）研究指導を強化する 

・現在在籍している大学院生全員が学位を取得できるよう指導教授を中心に指導している。 
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＜看護学部＞ 

（１）アクティブ・ラーニング（AL）の推進 

   シラバス上に表記された AL 表記科目の実施率は 100％。内容的には反転授業、模擬授業、ICEル

ーブリック、地域課題解決型学習、問題解決型学習、ポートフォリオ、KJ法、その他、教授自身の

独自の教授法での AL学習の推進。AL・FD 共同での C-learning導入に向けた研修会を開催した。 

（２）看護学部コース制の充実と国家試験対策 

   看護学部に設置している保健師、養護教諭、高校教諭一種（看護）、精神保健福祉士、精神保健看

護強化、認知症看護強化、急性期看護強化の各コースについては、それぞれ、責任者を設け、着実

に教育推進している。尚、各コースの学生は学習意欲が高く、平成 29 年度、いずれの学生も国家

試験に合格した。尚、看護師国家試験合格率向上に向けて、看護師のみのコース（学習不振の者も）

を含めた全学生以下のような対策を実施した。 

   ４年次生国家試験対策：国家試験対策委員会（国家試験学生参画委員会含む）主催による東京ア

カデミー模試（振り返り試験）、学研模試（振り返り学習）、岡先生補講自己学習、夏季集中補講、

保護者への模擬試験成績郵送、実力試験結果、保護者学生三者面談実施。 

３年次生国家試験対策：東アカ模試（振り返り試験）、学研模試（振り返り試験）、岡先生補講、

２年次生国家試験対策：東京アカデミー模試（振り返り試験）、自己学習記録指導、精神保健福祉

士国家試験対策：４年生模擬試験、国家試験対策研修会、全国統一模試、web 講座の実施擬試験

実施、夏期講座実施、後期対策講座の実施。 

１年次生に対する基本的学習習慣形成対策：基本的に規律ある日常生活確立のための指導と、宿

題や課題の提示による学習スタイルの確立に向けた教育・指導。 

（３）学修環境の整備・充実 

   Wifi 環境及び図書館の整備・充実、学生の自己学習を可能とさせる空間整備（オープンコモンズ

含む）、視聴覚機器の及び教材の計画的再配備、教員の教育力向上に向けた C-learning 研修会、科

研費獲得セミナー研修会、及び個々の教員の課題解決に向けた学外研修セミナー参加の推進 

（４）学修者中心の教育の充実 

   地域課題解決型活動：地域の自治体・行政等も含めた地域課題解決のための必修授業の実施、ブ

ランディング事業及び救急看護、認知症看護強化コースの学生による地域課題の発見とその課題解

決のための創意・工夫、とプレゼンテーション能力の向上を図った。 

問題解決型学習：各領域での必修教科の学習、看護過程における事例検討、自己の研究課題を中

心とした探求活動を通して、情報収集・収集した情報の分析・解釈、統合・発表することによる問

題解決できる能力の育成を図った。 

（５）地域貢献事業の充実 

   アガデミア事業、大崎上島町・商船高専との連携事業、教育ネットワーク中国との連携事業、呉

市子育て支援研修会、潜在保育士研修会、新・老人の会との連携事業、ボランティア、オレンジリ

ボン活動、学生ボランティア事業等で学生による多くの地域貢献事業を継続実施した。 

（６）高大連携事業の充実 

   市立呉高等学校の１年次生に「産業社会と人間（進路別ガイダンス）」を本学３学部１１学科で担

当、３年次生「看護基礎」「フロンティアⅠ・Ⅱ」を年間授業として看護学部教員で担当した。瀬戸

内高等学校の２年次生「看護医療総合」を１年間担当、また安芸高等学校の公開研究授業の高大連

携を行った。高大連携８校を招待し、アクティブ・ラーニング研修会を開催した。 
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＜看護学研究科＞ 

（１）学習者の能動的教育研究の推進 

博士後期課程の在籍学生（本学教員）１名が博士論文を完成させて学位を取得した。在籍中 13 名

も研究活動をそれぞれのペースで行っている。博士前期課程は 2 名が修士論文を完成させ学位を取

得した。うち 1名は専修免許も取得した。前期課程在籍者 13 名は専門看護師（クリティカルケア・

老人看護）・看護管理者・専修免許・一般の各コースで順調に単位修得と研究活動を実践している。 

（２）博士前期・後期課程における教育研究の質的向上・維持のための教員組織・体制の再構成 

学生の研究テーマに即して指導教員を決定した。年度末に「大学院研究科担当教員資格審査規程」

に沿って教員の業績と社会活動評価を行い、指導体制の見直しを行った。新たに 2 名のマル合教員

への移行と、3 名の博士号取得或は取得見込みの教員が研究科メンバーに加わった。 

（３）個人研究・共同研究の強化 

また FD 委員会が中心となり、科研費獲得セミナーを開催し、若手教員の科学研究費獲得に向け

た支援を行った。非常勤を含めて 4 名が科学研究費を獲得中である。研究ブランディング事業の研

究活動への支援を行っていく。 

（４）看護専門職に対する学び直し（生涯学習）の研修会、社会的貢献活動の推進 

認知症看護エキスパート養成プログラムの課程を展開した。本プログラムは文部科学省の認定す

る職業実践力育成プログラム（BP）履修証明プログラムである。7 科目 150 時間の講義と実習を終

えて、5名が修了した。29 年度履修者から 2名が大学院へ進学した。 

（５）広報の充実と研究科教員による募集 

実習施設連絡会等での PR 活動、また研究科教員による募集活動により、現在 26 名の学生が在籍

しており、各コースに入学者が確保できている。 

（６）論文のネット公表の積極的活用 

28 年度学位取得の 2 名の Web 公開が行われた。29 年度の博士論文のネット公開に向けて 1 名が

手続き中である。 

（７）研究科の教育研究環境の充実 

大学院講義室を整備し、少人数の講義可能な部屋が確保できた。大学院生への環境満足度の調査

では前年度より改善は見られたものの、施設設備に関する評価は低い。 

（８）自己点検評価組織の構築と評価基準の策定 

教務委員会の担当者が、評価基準に沿ったシラバスの点検・見直しを実施した。 

（９）博士前期・後期課程教育が教育理念・目標に合致しているか、在学生・修了生、及び教員に対す

る教育研究活動評価の分析・評価 

在学中の大学院生への調査を実施した。今年度は昨年同様の調査票を用いた。教員への評価は概

ね昨年度と同様の結果であった。次年度は授業評価の内容と方法を検討する。 

（10）国際的・学際的教育研究の推進 

国際交流委員会により英文パンフレットが完成し、海外大学等との交流活動で活用される。国際

交流委員会が中心となりドイツ NRW-KatHO 大学との交流が行われ、大学院生も参加した。 
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学芸学部 

（１）アクティブ・ラーニングの推進 

①反転授業、グループワーク等でアクティブ・ラーニングの推進 

②学内外の研修会への積極的な参加 

「アクティブ・ラーニングの効果検証」等のアクティブ・ラーニング研修会に参加 

（２）教養教育改善 

①全学共通教養科目「フレッシュマンセミナー」の検証と改善 

１）全学共通教養科目「フレッシュマンセミナー」の検証と改善 

②学芸学部共通教養科目の検討 

１）学芸学部共通教養科目の検討 

２）学芸学部教育基礎教育の充実 

1)2)について検討 

（３）専門実務教育の充実 

①カリキュラム設計の充実 

カリキュラムマップをディプロマポリシーに対応づけ 

②専門実務教育及び実技指導の充実 

現役 4年生 17 名が採用試験 1次試験に全員合格、最終合格者は既卒を含め 14 名 

③シラバスの内容充実 

１）シラバス内容(予習・復習，到達目標)の確認及びシラバス内容点検 

２）専門実務教育の充実と資格取得支援 

免許・資格取得数(率)  85 名(89.4%)目標値 90％をほぼ達成 

３）領域横断的教育及び実技の連携強化 

コース制の導入及び進路や専門楽器に合わせた支援体制の充実・組織化に着手 

④卒業生への支援の充実と協力体制の構築 

１）在学生と卒業生との交流の強化及び卒業生の専門性向上支援 

「里帰りミーティング」を実施、同窓会との協力を実施 

（４）教職課程教育 

①教育者の養成に必要な指導体制の充実 

１）教育者の養成に必要な指導体制の充実 

教員採用試験に向け，実施・指導体制の強化 

２）シラバスの確認及び履修方法の徹底指導  

３）教育実習指導の取り組み(GPA を活用し，個人面談等で免許状取得希望者への指導を徹底) 

（５）広報の強化 

①積極的な高校訪問 

１）積極的な高校訪問 

最重点校に学科担当者を置き、継続的に関係を強化 

②教育内容・取り組み関する積極的な広報 

OC における教育内容の説明の充実、レスナー対象教育内容説明会実施、同窓会との連携 
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子ども学科 

（１）アクティブ・ラーニングの推進 

①アクティブ・ラーニング教室の有効活用 

・AL 教室使用時は ICT 教材やグループワーク用の白板などを活用して授業を実施している。 

②反転授業の実施 

・事前に資料を渡して次授業外で読み込んだ上で授業に参加させ、授業中グループワークを実施

する方法などで行っている。 

③研修会への参加 

・「アクティブ・ラーニングの効果検証」講師 森 朋子 氏（関西大学 教育推進部 教授）比治

山大学主催 

・英語教育・法律学・政治学・国際関係学・コミュニケーション関係学グループの分野連携アク

ティブ・ラーニング対話集会 私立大学情報教育協会主催 開催地早稲田大学 

（２）教養教育の改善 

①初年次教育の充実 

１）全学共通教養科目「フレッシュマンセミナー」の検証と改善 

・「社会参加に必要な知識、技能、価値観を身につけ、平和について考える力を身につける。」を

新たに授業目標に加え、全学共通の内容として、平和教育と主権者教育を加えた。 

２）初年次教育の充実 

・基礎学力テスト、美文字練習、文章力の養成、プレゼンテーション力養成を行った。 

②教養科目と学芸学部共通教養科目の見直し 

・28 年度に基礎力養成演習Ⅰ・Ⅱについて履修者が少ないことなどを踏まえ科目を削減し、実施

内容の一部を必修科目の基礎ゼミナールに組み込み実施。 

（３）専門実務教育の充実 

①特別支援教育の資格支援体制の組織化 

・広島市特別支援学校のほか県内の特別支援学校の研究大会や見学、学校支援活動等に参加する

よう促した。 

②コース制の導入による資格支援 

③保育園・幼稚園・小学校との連携教育 

・教育保育体験Ⅰでは、子ども学科 2 年生全員が近隣の長束、長束西、山本小学校で学習支援。 

④こどもまつりの充実 

   ⑤卒業生への支援の充実 

・4/29(土)に前年度に卒業生が集まる「里帰りミーティング」を実施した。 

（４）教職課程教育の充実 

①教職の指導体制の強化と厳格化の推進 

・本年度は広島市 3名、広島県 6名、福岡県 1名、既卒含め 14 名が合格を果たした。 

②シラバスの確認、及び履修方法の徹底指導 

・免許状取得希望者への指導を徹底 

（５）広報の強化 

①ホームページの効果的活用 

②積極的な高校訪問 

③学科の教育内容・取り組み関する積極的な広報 
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音楽学科 

（１）アクティブ・ラーニングの推進 
①アクティブ・ラーニング教室の有効活用 

・AL 室を使用したグループワーク、スピーチやプレゼンテーションの発表を行った。 

②反転授業の実施 

・「演奏活動」「音楽アウトリーチ概論」で DVD 録画の検証と報告書作成を行った。 

③研修会への参加 

   ・９月に公益社団法人私立大学情報教育主催の教育 ICT 戦略大会に出席。 

（２）教養教育の改善 

①初年次教育の充実 

   ・ソルフェージュ進度別クラスを実施した。今後は非常勤と連携が必要である。 

②学科特有の教養教育の検討 

 ・海外留学に役立つ「音楽家のための英会話」を新規科目として導入した。 

③学生の育成に係る一貫体制 

１）全学年を通じた「セミナー」の活用 

（３）専門実技の充実 

①演奏機会の活用とその提供 

１） コンクールエントリーの奨励 

・広島市新人演奏会にて卒業生が優秀演奏者として選出され、広島交響楽団と共演を果たした。 

２） 異種楽器とのアンサンブル 

３） 実技非常勤講師との連携 

４）定期演奏会の充実 

 ・第 42 回定期演奏会開催。幅広いジャンルにわたるプログラムで演奏を行った。 

（４）資格教育の支援 

①資格取得 

１） シラバスの確認，及び履修方法の徹底指導 

②教職 

・現役 2名受験、うち１名が 2次に進んだが不合格であった。既卒者 2名合格。 

③音楽療法士 

１）音楽療法の施設領域の拡大 

（５）広報の強化 

①ホームページの効果的活用 

②同窓会、卒業生との協力体制 

・同窓会コンサート、「母校のコンサートグランドピアノ開放」を実施した。 

③学科の教育内容・取り組みに関する積極的な広報 

（６）高校との連携 

①卒業生進路報告高校訪問 

②在学生・教員の実技指導 

・「合唱応援プロジェクト」を立ち上げ、専任教員と非常勤講師が中学、高校の指導を行った。 

③広島県ハイスクール・コンサートの支援 
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大学院教育学研究科 

（１）博士前期・後期課程の組織体制の充実 

①大学院の３つのポリシーと研究科のポリシーの検討 

本学大学院 3つのポリシーと教育学研究科のポリシーとの整合性について検討 

②博士前期課程の研究指導体制とカリキュラムの検討 

（２）学生募集改善計画 

①学生募集活動の強化のための広報や大学院教育内容説明会実施 

子ども学科及び音楽学科の教員と在学中の博士前期課程学生が実施 

②入試内容・方法の見直し 

社会人入学に関連して 14 条適用や入学試験について検討 

（３）学修支援の強化・充実 

①学習環境の整備 

統計分析ソフト（SPSS Amos）を導入し学修環境の充実 

②多様な人材養成の検討 

文部科学省が示す大学院における専門職大学院動向について検討 

③アクティブ・ラーニングの実質化 

高度な知識や専門性を有する教育・保育実践現場で活動する実践者養成に係る授業実施 

④TA、RA としての資質及びスキル向上 

授業で TA として雇用及び RA 研究申請・実践をとおしたスキル及び資質の向上を図った 

（４）研究支援の強化・充実 

①個別指導体制の強化 

主指導教員と副指導教員の連携を図り指導体制の強化 

②研究指導の質向上 

１）研究指導の質の向上 

論文指導ができる主指導教員 AC 診査を受審 2名増となり研究指導の質の向上を図った 

２）外部資金獲得と共同研究の促進 

新たに 3名の専任教員が科学研究費補助金申請者申請し、採択  

③子ども学の研究推進と公表 

１）子ども学研究会の開催 

平成 29 年度第 1回子ども学研究会を開催 

２）子ども学論集の刊行 

「子ども学論集」第 4巻を刊行 

④自己点検・評価 

「自己点検・評価」結果を全学ホームページ上に公開 

⑤研究ブランディングへの参加 

新たに 1名が参加。目標とする未達成 

（５）社会貢献・地域連携推進計画 

①関係機関との連携（国内・国外） 

教育委員会、内外の教育機関・研究機関との連携については、教員が個別に対応 

②「子ども学研究会」による地域連携の実施、公開講座の企画 

本学大学院担当教授小笠原道雄教授を講師として「子ども学研究会」を開催 
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人間健康学部開設準備室 

（１）人間健康学部開設準備 
① 人間健康学部開設認可 

平成 29 年 8 月 29 日付で人間健康学部設置が認可された。 

② 教職課程認定 
平成 29 年 12 月 4 日付で人間健康学部教職課程が認定された。 

③ 人間健康学部開設準備室教員会 
人間健康学部開設準備室教員会を毎週開催して教育体制の整備を行った。 

④ 人間健康学部開設準備室会議 
教務、入試、福祉、広報・募集、施設、自治会・クラブ、奨学金、就職及び総務・規程に役割

分担を区分して各担当責任者を決定し諸準備を行った。 

⑤ 人間健康学部就任予定教員会 
人間健康学部開設準備状況を随時説明した。 

⑥ 人間健康学部と社会情報学部との調整会議 
人間健康学部と社会情報学部の授業等に係る調整会議を随時開催した。 

（２）オープンキャンパスによる学部説明 
① 坂及び郷原キャンパスでの開催 

坂及び郷原キャンパスにおいて計 5回開催した。 

（３）学生募集 
① 教育内容説明会 

人間健康学部の教育内容等について高等学校教員を対象に説明会を開催した。 

② 高校体育教員教育内容説明会 
郷原キャンパスにおいて高校の体育教員及びクラブ顧問を対象に、人間健康学部の教育内容

及びスポーツ施設等の見学会を実施した。 

③ 高校訪問 
設置認可後に 53 の高校に 107 回訪問を実施した。 

（４）クラブ活動支援 
① 強化クラブの指定 

硬式野球部、サッカ―部バスケットボ－ル部、陸上競技部、女子柔道部、ダンス部、テニス
部及びバトミントン部を強化クラブとして指定した。 

② 強化クラブ監督会議 
 強化クラブ監督会議を開催し、入試制度及び奨学金等について説明し、意見交換を行った。 

（５）入学試験の実施 
① 入試要項の作成 

応募要領及び入試要項を作成し、高校及び関係機関に配布するとともにホームページに掲載
した。 

② AO 入試 
AO 入試を実施計画に基づいて実施した。 

③ 推薦入試 
地域特別、教育連携指定校、専門学校・総合学科特別、公募制（A日程）、スポーツ特別の推

薦入試及び公募制（B日程）推薦入試を実施した。 

④ 一般入学試験及び大学入試センター利用入試 
一般入学試験及び大学入試センタ―試験利用入試を実施した。 

（６）施設・備品等の整備 
① スポーツ施設の充実 

郷原キャンパスのグランド等のスポーツ施設は平成 29 年 7 月末に完成した。 

② 教室の整備・改修 
 郷原キャンパスのグランド等のスポーツ施設は平成 29 年 7 月末に完成した。 

③ 交流館（寮） 
郷原キャンパス交流館（寮）は平成 30 年 3 月 16 日に完成した。 

④ スポーツ関係備品の整備 
授業に必要な備品の整備を行った。 
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広島文化学園短期大学 

 

＜コミュニティ生活学科＞ 

（１） カリキュラムの見直し 

① 学科の継続、発展を担う教員組織の編成を行う。 

学科の教員組織と将来の展望について、短期大学将来構想 WG での審議と並行して議論を重ね、

学科の方向性と後任教員の要件等について報告書にまとめた。 

② 学生の興味や社会のニーズに適合したカリキュラムの作成を継続して行う。 

平成 30 年度については変更なし。ファッションとフードを中心に、学生のニーズが高いブラ

イダルや、メイク・ネイル、製菓・調理系の授業を充実させ、非常勤講師科目との連携をはかり

ながら学生を「育てる」教育の展開に努めた。 

③ 新カリキュラムのもと、2 年間の集大成といえる卒業研究の発表形式について検討を行う。 

卒業制作ファッションショーおよびパーティーを今年度初めて同一日、同一会場にて実施し

た。（平成 30 年 2 月 10 日、広島市中区本川町ゲバントホール）出席者数はファッションショー

74 名、パーティー82 名。 

（２） 学生サポート体制の強化 

① 多様な学生に対するきめ細かな指導を継続する。 

ライフプランニング教育・キャリア編（新規）を 4月 24 日に実施。（ファッション系卒業生 2

名による講演およびプレゼンテーション）続いて 5 月 31 日にフード系卒業生 1名による講演を

実施。従来のライフプランニング教育・事例編は 5月 17 日、6月 21 日に実施した。 

② 魅力ある多彩な科目を展開し、学生の満足度を高める。 

   学生による授業評価アンケートの集計結果について、前期の学科、教養科目、専門科目とも 5

段階評価で 4.4 と高評価であった。また総合評価が 3.0 未満の科目、教員も該当者はなかった。 

③ 進路決定率の向上をはかるため、資格・検定取得サポートの充実がもとめられる。 

資格検定のサポートを積極的に行い多くの検定で実績をあげた。在学中に１つ以上の検定を

取得した学生の割合は 91％であったが、目標値に届かなかった。 

④ 進路決定率の向上をはかるため、キャリアサポート科目の検討やバックアップ体制の強化につ

いて検討する。 

卒業予定者 68 名のうち、休学 2名、就職希望なし 4名を除く 62 名中、進路決定者は 60 名で、

進路決定率は 96.7％であった。 

（３） 学生募集の強化 

① オープンキャンパス、大学案内、HP 等について内容の検討を継続し、学科教育の「見える化」

をはかる。 

オープンキャンパスの実施にあたっては 毎回改善策を練りながら実施したが、昨年度に比

べ参加者数が減少した。OC 参加者 135 名中入学者は 66 名で、入学決定率は 48.9％であった。学

生によるプレゼンテーションの向上、午後の部への参加者動員、保護者対応について検討した。 

② 高校生、高校教員への広報活動の一環として高大連携講座等へ積極的に取り組む。 

出張講義等実績は下記の 10 校で、積極的に取り組んだ。本学での教育ネットワーク中国高大

連携公開講座にも多くの高校生の参加があった。 
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＜食物栄養学科＞ 

（１）入学前教育の充実 

入学前の不安を解消し、スムーズに学生生活をスタートさせるため、入学予定者全員（53 名）

に学科作成冊子の送付と通信教育を実施した。 

3/10 には入学前ガイダンスを行った。出席は入学予定者 44 名、保護者 32 名の合計 76 名であ 

った（出席率は 86.4％）。入学予定者と保護者の不安解消に役立った。 

 

（２）栄養士として必要な知識及び技術の向上 

「調理のできる栄養士」として、即戦力になれるよう、平成 29 年度も 1年生を対象に「チャレ 

ンジ！調理講座」を行った。計４回実施し、受講者は延べ 77 名であった。前期の最後に実施す 

る実技試験は、全員合格した。 

ほとんどの学生は、２年間で栄養士免許取得に必要な科目の単位を修得して卒業する。２年

次には、栄養士として必要な知識が身についているかを評価し、自己研鑽を促すため、全員に

「栄養士実力認定試験」の受験を課している。平成 29 年度は、35 名のうち 32 名が栄養士免許

を取得して卒業した。 

卒業研究発表会は 2月 4日（日）に実施した。在学生以外の参加者は、66 名（文化学園関 

係者 10 名、保護者 40 名、卒業生 4名、入学予定者 12 名）であった。２年生の卒業研究に対す

る満足度は高かった（4.満足 56％、3.やや満足 44％）。研究の内容については更にレベルアッ

プをめざしたい。 

 

（３）人間教育の充実 

学科ボランティア事業として一人暮らし高齢者を対象に長年実施しているお弁当配食サービ

ス（年４回）と「クリスマス会」を平成 29 年度も引き続き実施した。 

    

（４）学習者中心の教育の実施 

     多目的実験実習室として改装された調理実習室２を使用することで、複数の教室を移動する 

必要がなくなり、効率よく授業が行えるようになった。個人やグループで異なった作業をして 

いても同じ教室にいることで、タイミングよく適切な指導ができ、教育効果も高まった。 

 

（５）きめ細かな学生指導 

キャリアセンターと連携した進路指導で、卒業時進路決定率 100％、食の専門職への就職率 

80％以上を目標に学生指導に取り組み、４年連続で目標を達成した。平成 29 年度卒業生の専

門職への就職率は 89％であった。 

 

（６）卒後教育の充実 

栄養士研究会は、在学生と卒業生の研鑽と交流の場として、年 1 回の会報の発行と研修会を

行っている。平成 29 年度は 10 月 7 日（土）に実施した。参加者は在学生 71 名、卒業生 15 名、

合計 86 名であった。また、キャリアアップをめざす卒業生を支援するため、管理栄養士国家試

験対策講座を実施している。平成 29 年度は 19 名が受講した。 
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専攻科栄養専攻 

（１）２年間の研究活動の充実 
２年生３名は、学士（栄養学）取得のため、積極的に研究活動に取り組んだ。 

専攻科において６２単位を取得するとともに、「学修総まとめ科目」としての研究成果を報告 

し、学士（栄養学）を取得した。 

学内では 4/13 に中間発表会、2/8 に特別研究発表会を開催した。 

 

（２）専門科目の充実 

 特に科目の変更は行わなかったが、常に専攻科に必要な科目配置を考えてカリキュラム編成

を検討している。平成 29 年度は「学修総まとめ科目」担当教員について、1 名が「適」となっ

て追加され 3名となった。 

平成 30 年度に「認定専攻科の教育状況報告」と「特例適用教員」の審査実施が決定した。 

 

（３）管理栄養士国家試験への対策 

管理栄養士国家試験対策講座、模擬試験に参加し、栄養士としての知識を増やすとともに、 

専攻科修了後の管理栄養士受験対策を実施した。 

管理栄養士国家試験対策講座は、夏から１月にかけて５回、模擬試験は２回実施した。 

専攻科学生も３名が参加し、栄養士としての知識を深め、将来の試験対策とした。 

また、平成 29 年度修了生３名は、全員が管理栄養士国家試験の受験資格に係る実務経験２

年相当の単位として必要な 62 単位以上を修得して修了した。 

      

（４）地域貢献活動への積極的参加 

地域で実施される行事（健康相談、栄養相談）に積極的に参加し、学内で学んだ栄養知識

で地域に貢献した。 

平成 29 年度は、安佐勤労青年ホームの骨密度測定・健康相談（10/29）、祇園公民館におい

て骨密度測定・健康相談（11 月）、神田山荘での骨密度測定・健康相談などに参加した。 

 

（５）進路支援の充実 

      キャリアセンター、指導教員を中心に専門知識を活かした進路・就職のための支援を行っ

た。その結果、３月末までに２年生全員の栄養士又は調理員としての就職が決定し、目標と

していた進路決定率 100％を達成した。 
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＜保育学科＞ 

（１）実習訓を基盤とした、保育者としての人間教育の充実 

①ボランティア精神や協働の精神の育成 

入学前教育から一貫して、日々の授業、学科行事、実習出発式等のあらゆる場面で、「実習訓」による

指導を繰り返し行った。保育士証の取得者は 99 名、幼稚園教諭免許の取得者は 98 名であった。体調や

経済的理由で免許を取得できなかった学生には、卒業後も引き続き取得を指導する。 

また、対人援助職を目指す者としてのボランティア精神や協働の重要さを理解させる指導の一環として、

１年生全員に、「子育て支援」「福祉援助」「災害援助」「社会・地域貢献」「学習体験」の５領域から２領域を

選択したボランティア活動を実施するよう指導し、全員が課題を遂行した。 

②キャリア教育の充実 

キャリアセンターと協力してキャリア教育を進め、就職活動に向けての意識化に努めた。その結果、就

職率は 100％、専門職比率は 90％であった。 

さらに、２つの国家資格以外の資格取得も推進し、日赤の幼児安全法指導員資格を 36 名が取得した。 

（２）保育者として必要な知識の習得 

   ①入学前課題の提示 

入学前課題を入学者全員に送付し、基礎学力の定着及び社会的事象に関心を向ける活動などの課題

提示を通して、保育者という夢の実現に向けての動機付けを行った。 

②アクティブ・ラーニングの推進 

３月初旬、非常勤講師を含む授業担当者意見交換会において、学生の資質向上に向けて次年度共に

取り組むための意識を共有した。また、アクティブ・ラーニングの手法を取り入れ、主体的・能動的に学ぶ

授業づくりに向けての意識付けを行った。 

（３）保育者として必要な技術の修得と指導力の育成 

①音・図・体の技術力の向上 ②模擬保育等の充実 

       音楽・図画工作・体育の技術力の向上と共に、保育指導案の作成と模擬保育を通して指導力育成に努

めた。また、幼児体育の指導力育成のために幼児体育指導者検定講座を実施し、26 名が修了した。 

（４）体験学習による現場力の育成 

①学科行事や体験活動の充実 

       従来から、シミュレーション的体験学習を通して、現場に則した実践力の育成に努めている。平成 29 年

度も、選出した２年生のリーダー19 人を中心に、運動会委員会、子育て支援活動委員会、生活発表会委

員会を分担・組織し、各行事の企画・運営の体験学習を進めた。いずれも充実した内容となり、各方面か

ら高い評価を得ることができた。今後も、更なる充実を目指していきたい。また、地域貢献としては、近隣地

区子ども会の盆踊りの指導や、長束地区「とうべえ祭り」への参加などに取り組んだ。 

 （５）卒後支援の充実 

       本学で学んでよかったと思えるよう、夢カルテ(100％実施)等を通して学生一人一人との緊密なコミュニ

ケーションを図った。卒業時満足度調査や授業評価についても、真摯に受け止め改善につなげた。 

ホームカミングデイを春・秋に各 1 回実施し、卒業生の職場での状況把握を行うとともに、社会人として

の課題共有や困難に立ち向かう意識の高揚等に努めた。４月 29 日（祝）の同期会では約 30 名、11 月 3

日のあかね祭時には約 40 名参加し、明日につながる笑顔のあふれる会となった。 
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第６章  組織（要約版）  
 

（１）理事長のガバナンスの強化 

①理事長への報告の迅速化と徹底(電話・口頭での報告の活用) 

・大学・短大協議会において、役職者研修を実施した。 

・理事長指示事項を事務部会で検討し、実施案を策定した。 

     ②経営企画会議での議事の関係者への徹底(各種会議で伝達・指示を徹底する) 

・経営企画会議の議事録について運営会議及び教授会で報告することとした。 

・事務職員には朝礼等で報告することとした。 

③学園経営企画会議で各センターの活動状況報告とセンターへの指示実施 

     ・経営企画会議において大学・短大部門とは別に各センター部門を設け活動状況及び課

題等について報告することとした。 

       ④組織体系に基づいた責任体制の明確化と懲罰規程の整備 

・昨年度、就業規則にある第 35 条(懲戒の方法)については見直しを図ったが、懲

罰規程の整備については未実施。 

（２）学長のガバナンスの強化 

①役職者の選考 

     ・平成 30 年度の役職者人事について学長ガバナンスで実施した。 

②報・連・相の徹底 

     ・大学・短大協議会において、役職者研修を実施した。 

・理事長指示事項で検討した。  

（３）組織体制の強化 

①各種会議の協議内容の情報の共有、共通認識、連携を図る 

・各種会議の議事録について運営会議及び教授会で報告し、事務職員には朝礼等で

周知を図った。 

②SWOT 分析の有効活用 

・平成 29 年度 SWOT 分析を実施した。 

（４）経営企画力の強化 

①各会議の議事録の報告徹底と経営企画室による内容確認及びそれらに基づいた新たな

企画や分析の実施 

        ・各種会議の議事録について運営会議及び教授会で報告。事務職員には朝礼で報告

することとした。 

・主要会議の議事録は法人事務局に提出し、理事長に報告した。 

②各部署との積極的交流と情報収集による的確な企画の策定 

・各種教学関連会議に事務職員が参加し、情報収集とスキルアップを図った。 

（５）大学運営の強化 

①情報の共有、各種会議での協議内容等の共通認識と連携 

・大学・短大協議会を毎月開催し情報共有と課題認識を共有化している。また、

キャンパス運営会議や学部・短大教授会において各委員会の報告等を行い課題

の共有化を図った。 
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 第７章  財務（要約版） 

 （１）健全な収支計画 

① 平成 29 年 4 月と平成 30 年 1 月に全教職員研修を実施し、理事長及び財務担当理事から学

園全般の状況及び財務の状況を周知したほか、日本私立学校振興・共済事業団の経営相談の

一環として実施した全教職員参加の講演会でも財務状況を周知した。 

② 予算策定にあたって全教職員を対象に説明会を実施し、経営的視点からの課題の周知と、

実効性のある予算策定と適正な執行の指導を行った。 

 

 （２）収入増加計画 

① 学生数定員確保のため、入学支援センターを中心に学生確保のためのオープンキャンパス

のあり方等、サポートできる内容について各キャンパスで検討したほか、受験予定者が参加

する行事ごとに予行演習を行い、生徒へのアピール方法などについて研究した。 

② 外部資金の獲得の一つとして、科学研究費助成事業の申請件数の増加を図り、科研費獲得

セミナーを開催した結果、申請件数が増加した。 

③ 各キャンパスの事務部を中心に寄付金募集活動を展開したほか、人間健康学部の開設記念

等で寄付金を受領するなど、寄付金収入の増加を実現した。 

④ 資金運用については、広島文化学園資金運用委員会で検討し、安全性を重視した適正な運

用を行った。 

 

 （３）経費抑制計画 

① 中期経営計画Ⅲに基づき、計画的な人事制度・給与制度の見直しを行うことで、人件費の

抑制を図り、学園の経営基盤を強固なものにするため、定期昇給の昇給幅の改正等を検討し

た。 

② 平成 30 年度から新たな奨学金制度を適用するにあたり、学内外の関係者に新制度の周知を

行った。 

③ 人間健康学部の開設に伴う社会情報学部の募集停止により、平成 30 年度から実施する組織

の統廃合と業務の効率化の実現について協議をした。 

 

 （４）人件費抑制計画 

    新たな人事制度に連動した給与制度の確立、導入による人件費抑制を実行する。 

① 人事評価制度の導入とそれに連動した給与体系による人件費の適正配分を実施し、モチベ

ーションが低下することのないよう配慮した人件費抑制を実施した。 

② 中期の人員配置計画を策定し、適正で安定した人員数による学園運営を行った。 

 

 （５）資産運用計画 

① 市場動向を注視しつつ、定期預金を中心とした安全性を重視した資金運用を行い、安定的

利息収入を確保した。 
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 第８章  人事・給与（要約版） 

 （１）適正な定員配置 

① 省令に基づく設置基準はもとより、学園の運営状況を踏まえつつ、大学の質の向上に繋が

る職員組織を構築し、計画的・効率的に学園運営を推進するための定員配置を図った。 

なお、平成 29 年度は前年度に引き続いて人間健康学部の設置認可申請手続きを進めており、

申請作業を滞りなく進めるため例年 4月に実施している事務職員の人事異動を 7月に行った。 

 

 （２）人事制度の見直し 

① 職員が意欲をもって働ける職場づくりを目指し、採用、異動、昇任等あらゆる面から総合的 

に運用するための制度運用を行った。また、個々の職員の能力向上と将来の幹部候補の育成等 

を目的に、様々な業務を経験させるための人事異動と職務分掌の見直しを進めた。 

日本私立学校振興・共済事業団の実施する経営相談のテーマの１つに他大学の人事制度の事 

例紹介を掲げ、情報収集を行った。 

 

 （３）人事評価制度導入 

① 教育職員を対象に実施している業績貢献手当や個人研究費の加算に連動した業績評価に加え、

事務職員の業績評価を実施する事前準備として上司による面談制度を導入し実施した。 

 

 （４）給与制度見直し 

① 給与体系、給与諸制度、諸手当について、年功序列型から実績給への移行に必要な財源を

確保するため、40 歳以上の昇給幅を見直し、縮小させた。期末・勤勉手当は、人事院勧告及

び広島県人事委員会勧告を参考に支給率を上げた。 

 

 （５）ＳＤ研修の充実 

① 平成 29 年 3 月 31 日公布の文部科学省「大学設置基準等の一部を改正する省令」において、

ＳＤ研修の実施とその目的及び対象者について明記された。これを受け、対象を事務職員の

みならず教員、学長等の大学執行部に拡げた。 

② 業務遂行に必要な外部研修会に職員を派遣したほか、年度初めや暦年の初めなど区切りと

なる時期に全教職員を招集し、学園の現状と課題や職員に求められる能力などの研修会を開

催し、資質向上を図った。 
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 第９章  施設設備（要約版） 

 （１）施設・設備の計画的整備 

    各キャンパスの施設・設備等の新規・更新等の計画を作成し、一元的に管理、実行する体制の

整備。 

各キャンパスで作成している年次計画に基づき、エアコンの交換、障害者用トイレ、洋式ト

イレへの改修を優先的に実施した。 

 

 （２）学園情報データベース整備計画 

    学生サービス向上、業務軽減、人件費削減などを目的とした学園情報統合データベースの構 

    築。ネットワークリース機器のリプレースおよびネットワーク・インフラの整備。 

全学の情報機器の更新は、計画どおり平成 29 年度当初から共用を開始した。 

      長束キャンパス３号館の耐震改修工事の影響で遅れていた有線・無線 LAN 工事を実施し、全 

キャンパスの無線 LAN 環境の整備を完了した。また、人間健康学部の開設に向けて、坂・郷原

キャンパスの無線 LAN 環境の整備や情報機器の整備、教室改修など必要な作業を実施した。 

 

 （３）施設・設備面での学生満足度向上 

    アメニティ設備の充実の計画的実施。 

阿賀キャンパスのアメニティ環境の向上を目指し、食堂の改修計画の策定を検討した。実施

時期は平成 30 年度として計画を策定中である。今後も学生満足度調査の結果などを踏まえ整

備計画の見直しを進めていく。 

 

 （４）適正価格での調達 

    物品の一つずつを厳密に検討し、複数業者への調査等の励行による設備等の適正価格での調達。 

      1 件が 10 万円を超えるものについては、原則として 3者以上の見積りを実施し、適正な価格

での調達を行った。また 10 万円以下のものでも、同等の商品を比較したうえで決定するよう徹

底した。 

 

 （５）郷原キャンパス整備計画 

   「郷原キャンパス活用・整備委員会（仮称）」を設置し、教育的活用を基本に「社会情報学部改革に

伴う活用」「教養教育施設としての活用」「研修施設としての活用」等の活用を行う。 

      平成 30 年度に開設する人間健康学部の主キャンパスとして、郷原キャンパスの整備を進め完

了させた。平成 30 年度からの学部運営に向けて万全の体制を整えた。 

     （郷原キャンパス整備計画の概要） 

       ・野球場、サッカ－グランド、陸上グランド及びテニスコ－トの改修・整備。 

       ・既設建物の教室等一部を柔道場、ダンススタジオ等に改修。 

       ・多目的ホールを第二体育館に改修 

       ・交流館のリフォーム。 

 （６）耐震化工事 

    建物の耐震化工事の 28 年度内の完了。 

     構造体の耐震化は平成 28 年度までに完了した。平成 29 年度は非構造部材の耐震化として阿賀

キャンパス３号館大講義室のアーチ型天井を耐震性のある天井に改修した。 
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第１０章 学生募集・広報（要約版） 

（１）学生募集活動強化 

①地域を大切にした募集活動の展開 

・オフィサーを中心に丁寧な高校訪問、広島県内高校への学生募集活動を重視した。 

・人間健康学部設置認可直後から、開設準備室とオフィサーで高校訪問を実施した。 

②的確なデータ収集・分析を基にした学生募集活動の在り方を検討 

・オープンキャンパス・進学相談会などの接触者データを、ＤＭ発送、集計、分析、

オフィサーの情報収集に活用した（資料請求者管理システムで情報共有）。 

   ③社会人を対象とした学生募集活動 

    ・社会人受入れ実績や社会人特別入学試験を、ホームページ・進学相談会等で紹介。 

④オープンキャンパス充実と集客強化 

・入学支援センター会議で情報交換し改善を進めた。(看護:３月･９月に実施追加) 

・告知は、ホームページ、LINE、高校訪問、進学相談会、ダイレクトメール等で行

った。無料送迎バスは、広島駅､福山､山口､島根､竹原ルートを運行した。 

⑤学園教育成果の周知による学生募集 

・ホームページ、大学案内、オープンキャンパス、キャンパス通信、進学相談会、

大学徹底研究(中国新聞)、高校訪問等で学びの成果を紹介し学生募集に繋げた。 

⑥オフィサーによる丁寧な高校訪問 

・学科最新情報･希望者情報･在学生状況を主な資料として年間計画で訪問、高校と

の信頼関係を継続している。（オフィサー会議で報告。学科とも情報共有) 

⑦受験対象者へのきめ細かな対応と説明 

・本学の特徴である、多くの進学相談会に参加し、丁寧な説明と相談を心掛けた。 

⑧人間健康学部スポーツ健康福祉学科の学生募集 

・開設準備室･坂学生部と協力し、学生募集計画策定･別冊パンフレット作成･設置

認可直後に開設準備室とオフィサーでの高校訪問を行った。 

 

（２）広報活動の強化 

①ホームページの充実 

・ホームページ専門委員会に協力した。(リニューアル、スマートフォン連動など） 

②学園のイメージと認知度の向上 

・広島文化学園ＨＢＧホール命名権と、情報発信(新聞やマスコミ等含)の学内周知 

を行った。 

③高校生の動向を注視した広報 

・ＳＮＳを活用した。 

    ・早期から進学活動する本学志願者への情報を、高校１･２年次から発信した。 

（進学雑誌への新規参画や進学相談会への積極参加、ＤＭ発送など） 

④人間健康学部スポーツ健康福祉学科の広報 

・学生募集活動に合わせ、テレビコマーシャル、新聞広告、ＤＭ等で周知を図った。       
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第１１章 入試制度（要約版） 

（１） 入試制度見直し 

アドミッション・ポリシーに基づいた選抜方法であるか、入学希望者の多様性に対応できてい 

るかを常に自己点検・評価し、入学定員を上回る受験者数の確保に努めた。 

・スポーツ特別推薦入試、音楽特別推薦入試を実施した。（完了） 

・人間健康学部のスポーツ AO 入試、スポーツ特別推薦入試を実施した。（完了） 

 

・また、新テストの導入、ＡＯ・推薦入試における学力評価の義務化等、高大接続改革、 

国の施策に迅速に対応するために、以下のような入試制度変更の検討を行った。（継続） 

実施期間①～⑤：29～30 年度 

目標（数値）①～⑤：数値目標外  

① 新テスト導入に伴う対応の検討（継続） 

② ＡＯ・推薦入試における学力評価実施の検討（継続） 

③ ＡＯ・推薦入試の実施時期の検討（継続） 

④ 一般選抜における高校の成績重視（継続） 

⑤ 「高校生のための学びの基礎診断（仮称）」の利用の検討（継続） 

 

（２）入試業務の見直し  

効率的な入試システムの構築やインターネット出願の 100％実施を図るとともに。入試業務 

を常に自己点検・評価することで入試に係わる業務・経費の削減を図る。（継続） 

・人間健康学部を含む推薦入試、一般入試、センター試験利用入試で 100％ネット出願を 

実施した。（完了） 

 

・また、①人間健康学部ＡＯ入試のネットエントリーと、②少人数入試のインターネット出願

対応（長期履修、大学院などの入試）においてもインターネット出願の是非を検討中。 

（継続） 

実施期間：28～31 年度 

目標（数値）：４年間で業務・経費を 10％削減 
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第１２章 教学支援（要約版） 

(１) アクティブ・ラーニングの推進 

   ①FD 委員会と共催し活動の充実のため「アクティブ・ラーニングの組織的な実践」と題して早稲田大学

の石井雄隆先生の講演を 3 月 6 日に実施。 

②ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞ室の整備と利用の促進、各キャンパスに支援員の配置。 

   ③キャンパスごとに支援員によるＣラーニング研修会を設け授業への活用を検討した。 

④学部学科ごとに学生参画委員会の推進を検討。 

  ⑤ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾗｰﾆﾝｸﾞに関する実施状況調査を行い、報告書を発行。 

   ⑥各部での課題の明確化。 

(２) 教養教育改善 

①新聞を使った授業を、各学部でｱ)読む、書く、発表する、基本的な能力を身に付ける。ｲ)専門

分野の事例（具体例）を理解する。ｳ)時事問題を理解する目的に実施していることを確認した。 

②フレッシュマンセミナー（文化に生きる）のなかに、市民教育、平和教育を加えて実施した。 

(３) 専門実務教育改善 

①大学では，策定した３つのポリシーについて学部・学科において、表現や記載順序、記載様式

の統一について確認、修正事項は無かった。短大では、策定した３つのポリシーについて平成

30 年度のカリキュラムの検討をする際に修正について検討した結果、修正事項は無かった。 

②GPA 制度の活用による、補助金タイプⅠの設問に対応できる活用システムを確立するために、

委員会と学生部との連携を強化する必要があり、そのための調整を行った。 

③平成 30 年度カリキュラムを見直し編成した。また、教職課程再課程認定の申請準備のため、平

成 31 年度カリキュラムについても、教職科目を中心に検討し、科目名の変更等を行った。 

  ④大学では、オフィスアワーをシラバスに記載する事の可否及び記載可能性について検討中であ

る。また、学生部やシステム開発管理センターとの調整を行った。 

(４) 教職課程教育  

  【短大】 

①履修カルテを活用し、学生へのキャリア支援・進路指導に活用、学生を支援した。 

②履修科目の見直し、教育方法の充実、シラバスの確認、教育実習の取り組み支援体制の強化 

③教育実習への取り組みの強化 

④学科ごとに担当者が実習に関する連絡協議会に出席し、得られた情報を実習指導に活用した。 

⑤教育委員会からの資料や実習校と連携し、実習先を巡回し指導の充実を図った。 

    【大学】 

①実施・指導体制の強化し、小学校採用試験合格者 7 名（臨採含 12 名）。公立幼稚園合格者 2 名。養 

護教諭合格者 6 名（臨採 1 名含） 

②教育実習先への巡回指導と実習先の開拓などについては、担当教員に負担が重くなっていることもあ

り、その改善の方法等について検討。 

③タイプ 2 及び私立大学研究ブランディング事業経費により、教育・研究に必要な施設設備・機材の充

実を図った。  

   ④教職科目の共通開講、中学校・高校の免許に係る授業について、社会情報学部と看護学部において

は、可能な科目について遠隔授業を実施した。 
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(５) ＦＤの強化 

①広島文化学園大学 FD 委員会規程 第６条に大学・短大合同 FD 委員会を追加明記（2018.4.1 施行） 

②授業評価アンケート項目の再検討・調整、大学・短大統一授業評価アンケート実施、集計・分析結果、

ホームページ公表。評価の低かった教員に対するフィードバック方法について検討した。  

③アクティブ・ラーニング推進委員会との連携による研修会の実施。 

(６) 大学間連携 

①12 月 27 日に大手前大学・短期大学との SD 研修を実施した。3 月 9 日に「研究ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ」に関する

FD 研修を徳山大学及び吉備国際大学と実施した。 

②教育ネットワーク中国が実施する全ての FD・SD 研修に教職員が参加した。 

③広島商船高等専門学校と共同で連携し、大崎上島地区の住民の健康実態調査・意識調査を実施し

た。 

（７）高大連携の推進 

  ①今年度は新たに進徳女子高等学校と連携協定を締結し、８校となり、引き続き、連携事業を継続。 

  ②平成２９年度新たに高大連携推進協議会を設置した。 
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第１３章 学生生活支援（要約版） 
 
・夢カルテの各項目のほぼ 100％に記入することができており、記入できていない項目については、

全て備考欄に理由を記載することができている。 
・大学全体としての退学率を減少させるため、休退学の状況を細かく調査分析し、その減少に努めた。

退学率は、大学 3.9％、短期大学 2.9％（平成 30 年 3 月 31 日現在）であった。 
・学生生活支援の充実を図るため、学生満足度調査の調査時期について、従前の卒業時に加え、大学

は２年終了時、短大は１年終了時に実施した。また、回答用紙をマークシート方式にし、調査結果

の集計・分析の効率化を図った。総合的満足度の結果で、「やや満足」と「満足」を合わせると、

大学は、２年終了時 72％、卒業時 71％、短期大学は、１年終了時 78％、卒業時 89％であった。 

 

（１）ＨＢＧ夢カルテの充実 

① 平成 28 年度の後期学期終わりと平成 29 年度の前期学期始め、並びに平成 29 年度の前期学

期終わりと後期学期始めに、夢カルテの活動状況を集約・点検したところ、各項目のほぼ 100％

に記入することができており、記入できていない項目については全て備考欄に理由を記載する

ことができている。 

② 夢カルテの「具体的な目標の参考例」を活用し、就職・生活指導面での学生に対する積極的

支援を全教員へ依頼した。 

（２）学生生活環境充実 

① 学生満足度調査の調査時期について、従前の卒業時に加え、大学は２年終了時、短大は１年

終了時に実施した。また回答用紙をマークシート方式にし、調査結果の集計を委託し、効率化

を図った。 

② 大学・短大、各学科ごとに学生生活に関する満足度調査結果のまとめを作成し、各学科で分

析結果を踏まえて改善に向けた取組みを検討した。 

③ 「総合的に学生生活に満足していますか？」の回答結果について、大学は、２年終了時、や

や満足：54％、満足：18％、卒業時、やや満足：42％、満足：29％、短期大学は、１年終了

時、やや満足：47％、満足：31％、卒業時、やや満足：25％、満足 64％であった。 

（３）学生支援体制の強化 

① センター会議を 10 回開催し、学生の個別支援体制を確認し、充実に努めた。 

② 退学・休学の状況を毎学期調査分析した。退学率は、大学 3.9％、短期大学 2.9％、休学率に

ついては、大学 2.7％、短期大学 3.3％であった（平成 30 年 3 月 31 日現在）。 

（４）経済的支援強化 

① 嚶鳴教育奨学金制度及び延納分納制度の周知と適切な運用を図った。 

② 日本学生支援機構奨学金の返還について指導を強化した。 

（５）課外活動支援の充実 

① クラブ・サークル活動、大学祭、スポーツ大会等自治会活動への支援について、報告・協議

した。自治会参与・学生部を中心に、特に予算の有効活用や出納等について支援した。 
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第１４章 就職・キャリア支援（要約版） 

 

・平成 30 年 5 月 1 日時点における進路決定率は大学 98.3％(就職 98.3％ 進学 100％) 

短期大学 99.5％（就職 99.4％ 進学 100％） 

※大学 0.8 ポイント増、短大 5.1 ポイント増（前年度比較） 

・学生の就職活動状況等を各チューターと情報共有したうえでセミナー等の時間を活用し、キャリア

センターによるほぼ全学生に対する面接を実施することができた。 
・採用実績のある企業等への訪問や、合同企業説明会へ参加により企業等の採用活動等に関する情報

収集に努めた。また、卒業生就職先の企業等へアンケート調査を行い、本学の教育内容にフィード

バックすることにより更なる改善に努めた。 

（１）就職・キャリア支援体制強化 

① センター会議をほぼ毎月開催し、学園全体の視点から課題集約、改善策の検討等を行った。

会議では事業計画の進捗状況を確認するとともに、学生の進路決定状況について情報共有に努

め、未内定者については個別に状況を確認した。 

② 各学部等で就職指導委員会を定期的に開催し、センター会議の内容を確認するとともに、進

路状況報告及び取組状況協議、就職ガイダンスの情報共有等を行った。 

③ キャリアセンター職員が学科会等に参加するとともに、各チューターと連携し学生の就職活

動状況等について情報共有に努めた。 

（２）就職支援力の向上 

① 「キャリア形成力の向上」と題して、キャリア形成力支援向上のための研修会を開催した。

（講師 就職キャリア支援センター副センター長 美越） 

② 各研修会へ参加し、他大学の就職支援体制等について情報収集した内容をセンター会議で報

告し、情報共有に努めた。 

（３）学生のキャリア形成力強化 

① 各学部等において計画的に就職ガイダンスを開催し、就職活動の流れと要点、求人サイト登

録会、企業講演会等、内容を工夫して取り組んだ。 

  ② 公務員ガイダンス、国家試験に向けた具体的計画、国家試験模擬試験と振り返り、国家試験

対策等、学生のニーズに応えるとともに、種々の資格取得の推進に努めた。 

  ③ 各学部等において卒業生を招聘し、「卒業生講話」「卒業生による座談会」を開催した。 

  ④ 学生の就職活動状況等をチューターと情報共有し、HBG 夢カルテを活用するとともに、キャ

リアセンター職員による面談を実施し、個別支援に努めた。 

（４）企業等との連携強化 

   ① 教職員による企業訪問を実施するとともに、合同企業説明会へ参加することにより企業の採

用活動等に関する情報収集に努めた。 

   ② 広島県インターンシップ協議会、広島県留学生活躍支援センター、就活企業検索サイト関係のイ

ンターンシップ制度を活用し、インターンシップに参加した。 

   ③ 卒業生就職先の企業等へ「求める人材の要件」等のアンケート調査を行い、教育の効果及び

学生が修得した学修の成果等を把握した。その結果については、学園経営企画会議、大学・短

大協議会等に報告し、本学の教育内容にフィードバックすることにより更なる改善に努めた。 
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第１５章 地域連携センター（要約版） 

 

（１）キャンパス所在地の広島県、広島市、呉市、坂町等の行政機関との連携に向けた取組の推進（包

括協定にこだわらず、個々の事象に応じた連携協定） 

① 呉市との包括連携協定に基づく呉市との連携推進会議を 2月 6日に開催し、私立大学等改革

総合支援事業タイプ５プラットホーム、研究ブランディング事業（対人支援研究センター）、

人間健康学部の新設等について意見交換を行った。 

② 祇園公民館との連携事業として、「アロマ入門」講座、祇園西公民館との連携事業として「食

品表示の基本と夏を乗り切る食生活」の講座を開催した。 

   ③ 10/25・11/29・12/27 「坂町子育て連絡会」に参加、坂町役場で、坂町福祉事務所等と子育

てについて協議をした。 

   ④ 7/1 坂町教育委員会の依頼により、「就学前期家庭教育学級の研修会」の講師を行った。場所

は小屋浦保育園、力をつける育ちについて講演行った。保護者 40 名 

   ⑤ 大崎上島町との協定に基づく、広島商船高等専門学校との課題解決に取り組んだ。（1/27・ 

2/10・2/24）3 回の健康調査を行った。 

   ⑥ 安佐南区との「小さな音楽会」の開催、広島県立美術館でロビーコンサートの実施、広島府

中ソレイユでの演奏活動、子ども支援センターぶんぶん広場での演奏会を実施した。 

 

（２）地域連携災害訓練の実施 

   ① アガデミア地域住民との合同津波訓練、クリーンアップザ阿賀において、アガデミア加盟団

体と共同して、地域の清掃活動を実施した。 

   

（３）地域課題解決に繋がる公開講座の実施 

   ① 10/9：南 裕子先生「災害の多発する時代に生き抜く知恵と支え」330 名参加 

10/28：井門ゆかり先生「認知症になっても地域で幸せに暮らすために」264 名参加 

11/29：石飛幸三先生「平穏死の進め－穏やかに最期を迎えるために」332 名参加 

 

（４）地域を対象とした課題解決型学習やフィールドワークなど、学生が主体的に地域と関わる正課

の授業を必修科目とし、８単位以上を必修とすることの検討（教学支援センターと連携） 

   ① 地域を対象とした課題解決型学習やフィールドワークに学生が主体的に地域と関わる正課

の授業は、現在のところ看護学部６単位、学芸学部２単位の合計８単位である。 

 

（５）職業実践力育成プログラム（BP）の履修制度の認可を受け、社会人の学び直しの支援 

   ① 文部科学省の「職業実践力育成プログラム」（BP※Brush up Program for professional）の

認定を受け、今年度 5名の受講者に修了証を授与した。 

 

（６）ボランティア事業の推進 

   ① フラワーフェスティバル・障がい者スポーツ大会・高齢者施設演奏会・アガデミアふれあい

文化発表会等に学生及び教員が参加。 

オレンジリボン普及イベント公開講座を開催。 
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第１５章－１ 産学連携（要約版） 

 

（１）専門研究の充実、研究成果の公表  

①企業からの外部資金が獲得できる専門研究の充実 

 ・外部資金の獲得件数は、大学、短期大学全の員が所属する学部、学科で集約している。 

②企業が関心を持つような研究成果の公表 

 ・4 月末までに教員から提出される研究業績調書をもとに、大学、短期大学全教員の研究成果 

  の公表件数等を集約する。 

（２）共同研究および受託研究の拡大  

①企業との共同研究の推進 

   ・連携協定を結んでいる呉商工会議所の会員企業が希望する事業内容と本学の専門研究がかみ 

    合わないため（モノづくり系に関する協力依頼）、相談を持ち込まれても具体的連携に進展 

    しない。 

   ・短期大学とフレスタの連携のように、地場の食に関する企業と短期大学との連携に可能性を 

    見つけたい。 

②企業からの受託研究の拡大 

   ・受託にいたっていない。 

（３）企業ニーズの把握と情報収集  

①企業が大学に期待するニーズの把握 

・企業との意見交換会 5 社から聞取り調査 

・広島県信用金庫ビジネスフェアへ参加 約 20 社からニーズの聞取り調査 

・呉商工会議所と連携協定に基づく協議会（意見交換会）を実施 

（４）学生の主体的な学修への支援  

①学生の主体的な学習の確立とその支援 

・広島県インターンシップ推進協議会と連携し、学生のインターンシップを実施 

・ビジネスフェアへの学生参加 

（５）広報の強化  

①企業ニーズにマッチする研究テーマの情報発信 

・システム管理委員会と連携してＨＰでの情報発信について検討 

（６）３つの研究センターの連携強化  

①3 つのセンターが連携して共同研究に取り組む 

 ・実現していない 
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第１６章 国際交流 (要約版) 

 

(１) 海外協定校との連携（教育研究・学生の留学支援等）、学外団体との連携 

現在提携している 5 つの大学と、１つの教育研究施設との連携を継続中である。昨年度は以

下の大学との新たな連携を目指して交流した。 

① 学生、教職員の国際交流に関するサポート 

・ドイツカトリック大学（KatHO）との交流：5月 2日に昨年度に引き続き第 2回交流会をランチ

ョンミーティングおよび講演会を阿賀キャンパスで実施した。交流会には KatHO 側から副学長

他 10 名、本学側から学長他 41 名が参加した。また、この交流で来年度に向けた MOU 交換への

協議が進展した。 

・慈済科技大学との交流：8 月 1 日に本学副学長及び国際交流センター長、看護学部の教員が中

華民国台湾花蓮の慈済科技大学を表敬訪問し、学長および要人に本学との教育交流提携に関わ

る事前ミッションの派遣を要請した。 

・10 月 3 日に開催されたハワイ-広島友好提携 20 周年記念イベントに学長と委員が参加した。 

・パーペチュアル・ヘルプ大学との交流：3月 12 日にセンター長がパーペチュアル・ヘルプ大学

ラグナ校を表敬訪問し講義を行った。 

 

② 学外事業者と連携した各種留学情報の取得と提供 

・広島県の補助事業として広島県立大学と連携し、ベトナムを対象とした講座：「産業社会研究 -

日越の『食』と『農』をめぐる文化とビジネスの展開-」を開講した。 

 

（２）日本人学生と留学生の国際交流支援 

①学生の海外交流プログラムの提供、支援 

・8月 5日から同月 28 日まで実施された大連・遼寧師範学校国際教育学院における短期語学研修

に 5名の学生が参加した。 

 

（３）留学生の国際交流支援 

①留学生の学習、生活支援（社会情報学部） 

・キワニスクラブ主催の留学生日本語スピーチ・コンテストでスピーチを行った。 

③ 留学と学内・地域交流イベントの支援（社会情報学部） 

・6月から 12 月にかけて以下のイベントに留学生が参加し、学内・地域との交流を促進した。 

  6 月：呉市広警察署による「国際交流会」、7月：黒瀬商工会女性部主催「国際交流会」、坂町 小

中学校グローバルキャンプ、広島県日中親善協会主催の交流会、「リオ de ビーチカーニバル in

ベイサイドビーチ坂」、「呉食の祭典」、呉市国際交流協会主催「第 14 回国際交流フェスタ in く

れ」、10 月：「重慶の日」、12 月：留学生が主催するクリスマスイベント 
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第１７章 研究（要約版）               

 

（１）専門研究の強化  

①外部資金が獲得できる専門研究の充実 

 外部資金の獲得件数は教員が所属する学部、学科で集約する。 

②研究成果の公表 

 4 月末までに教員から提出される研究業績調書をもとに、大学、短期大学全教員の研究成果の 

 公表件数を集約する。 

③教員の研究テーマの情報発信 

 ホームページの教員紹介ページで公表している。 

④教育の充実に資する研究活動 

 教員の専門研究により蓄積する理論、技能、見識を授業にフィードバックさせ、教育の質の向 

 上に寄与している。 

（２）共同研究の推進  

①受託研究の拡大 

 2017 年度は実施できていない。 

②大学、研究機関との共同研究 

 2017 年度は研究費、補助金の伴わない共同研究は社会情報学部で 1件実施した。 

（３）３つの研究センター（ネットワーク社会研究センター、看護綜合研究センター、子ども 

子育て支援研究センター）の連携強化  

①３つのセンターの連携事業の実施 

 2017 年度は実施できていない。 

②各センターが主導する学内共同研究の推進 

  2017 年度は、センターが主導する共同研究は実施できていない。 
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第１７章－１ 研究ブランディング（要約版）               

（１）研究の推進 

① 対人援助研究センターの取組 

文部科学省へ平成２８年度進捗状況の報告し、平成２９年度備品等計画申請を行い研究活動

備品の購入及び対人援助研究センター（長束 CP）の新規施設を整備した。 

また、対人援助研究センター全体会議を年７回、３研究部門の研究推進会議を延べ３１回開

催し、研究活動の推進を図った。全教職員を対象とした研究活動報告会を８月に、平成３０年

３月には、平成２９年度私立大学研究ブランディング事業に選定された２大学を招聘して合同

の平成２９年度の研究活動報告会を実施した。さらに、2 月に全学生を対象とした「対人援助

と AI」をテーマとした講演会を HBG ホールで実施した。 

② 各研究部門の取り組み状況 

ア 看護・医療福祉研究部門では、認知症カフェ「あがりんさい」と高齢者カフェを合わせて

８回、認知症サポーター養成講座を４回実施するとともに公開講座を３回開催した。 

また、高齢者・認知症カフェにおけるサポーター養成プログラムを開発し、出張カフェ・

個別・学内カフェにおける縦断的な健康調査の実施と効果的な活動（エクササイズ）の提

案とその効果法について検証した。研究成果を学内紀要２編掲載した。 

イ スポーツ・健康福祉研究部門では、1,020 人を対象とした高齢者健康調査アンケートを実

施し、HBG 重度・重複障害児スポ・レク活動教室「はなまるキッズ」を月１回開催した。  

HBG 健康アダプテッド・スポーツプログラム実施し、「坂町高齢者アダプテッド・スポ

ーツ教室」や公開講座を開催した。研究成果を学会で２件発表し、学術誌に３編投稿し、

学内紀要１本を公表した。 

ウ 子ども子育て・教育福祉研究部門では、発達障害支援に係る員研究員を配置して障害児の

支援、スヌーズレンによる痛み緩和に関する生理心理学的検証を行い、食育支援プログラ

ムを開発を行った。また、来んさいカフェを月４回、来んさいカフェ・きっずの出張開催

３回、ぎおんひろば文化祭での健康調査を行った。高齢者施設を対象とした音楽療法支援

プログラム作成準備や高齢者の水分摂取前後の心拍変動と生活習慣及び体組成の関連を検

討した。学内紀要に２編、学術雑誌１編を投稿し、学会で２件発表した。 

（２）広報活動 

対人援助研究センターの広報リーフレットの作成や、研究ブランディング事業の専用のホー 

ムページを開設、本事業の研究成果や来んさいカフェの実施状況並びに研修会情報などを逐次

更新し、学内外に周知した。また、平成２８年度の研究活動報告書の作成し、県内の高校、関

係機関・者等に送付。平成３０年度、対人援助研究センターに広報担当を位置づけ、より一層、

広報活動を活性化し、本学のブランド力を高める。 

（３）外部評価 

平成２８年度外部評価委員会での指摘事項も踏まえ、年次研究計画に沿って事業を展開した。

平成２９年度外部評価委員会を開催し、結果を HP にアップし年次報告書に掲載する。 

（４）関係機関との連携 

看護医療福祉研究部門では、呉市民生委員児童委員正副会議において、研究成果の周知、カ

フェ運営について意見交換。スポーツ・健康福祉研究部門では、呉市の担当部署との連携によ

る推進会議の実施及び調査の実施。子ども子育て・教育福祉研究部門では、地区の社会福祉協

議会・民生委員・認知症地域支援推進員との協議、高齢者施設との協議等を介した連携。 



32 

 

第１８章  図書館（要約版）  

（１）学生の主体的な学習基盤の整備 

① H29 年度利用状況 

【長束】入館者 41,567 人（前年比 25％増），内 17 時以降 3,128 人（116％増）， 

貸出者数 5,316 人（31％増），貸出冊数 10,003 冊（ノート PC 含む 1％増） 

【阿賀】入館者 123,168 人（24％増），内 17 時以降 18,054 人（26％増）， 

貸出者数 7,951 人（55％増），貸出冊数 12,457 冊（ノート PC 含む 29％増） 

【坂】 新学部準備のため夏季 25 日間閉館 入館者 27,835 人（5％減），内 17 時以降 980 人

（21％減），貸出者数 792 人（25％減），貸出冊数 1,422 冊（40％減） 

【郷原】入館希望がある時のみ週１日程度開館 入館者 165 人（86％減）， 

貸出者数 41 人（13％減），貸出冊数 68 冊（50％減） 

 ② 学修環境利用支援 

１）授業・自修支援の学習環境整備を目標としてパート職員各 1名が増員。 

このため上記の利用状況報告の通り，長束や阿賀の入館や貸出数が増加。 

【長束】：開館時間を火～金を 1時間延長 月 9：00-18：00 火～金 9：00-19：00, 

土曜 12：00-17：00 の開館開始 

【阿賀】：木曜 3時間延長により月曜～金曜の開館時間全て 9：00-20：00 に延長 

 ２）ノートパソコン館内貸出開始。長束で初めて２０台の貸出を開始し，阿賀は５台から２０台に

増設して対応した。 

 ３）アクティブラーニングに対応する場を整備した。 

【長束】ラーニングコモンズ 244 回 1,345 人 

【阿賀】オープンコモンズ 147 回 1,134 人 

【郷原・坂】アクティブラーニングスペース 151 回 690 人 

 ４）図書館システムのリプレースを完了した。各種データベースにアクセスが簡便になるようアイ

コンを多用したホームページが、６月にリニューアルされた。 

 

（２）授業・自修支援などの学習環境整備 

① 効率的な選書と蔵書構築 

教員への選書依頼や，学生ボランティア選書，学生希望を基に，授業や自修のための図書・

楽譜・DVD 等を配備した。長束 2,141 点，阿賀 1,151 点，郷原・坂 1,089 点。 

 ② 目録データや図書館資料配架の整備 

 【長束】 不明資料低減に向けデータ整備と配架是正が最大の課題である。楽譜への分類付与を

開始した（目標達成率 53％）。未製本の学術雑誌を集密架に五十音配列し閲覧提供した。

重複図書や収納場所の狭隘化等のため図書 1,931 冊を年度末に除却した。 

【阿賀】 同上の理由で 3,613 冊を年度末に除却した。 

【郷原・坂】 人間健康学部設置のための除籍準備を行った（坂 21 千冊，郷原 24 千冊）。 

坂に人間健康学部前年度設置図書 926 冊,DVD23 種がデータ一括登録により新規登

録・納品された。 

 

（３）学内研究成果物の収集・保存と情報発信 

   ① リポジトリ基礎知識と登録スキルの獲得 

司書 2 名が広島県大学図書館協議会勉強会に参加し，国立情報学研究所とリポジトリの機能

について情報収集した。（9/13,2/9） 

 ② 紀要や博士論文のリポジトリによる学外発信（H29 年度登録状況） 

    『広島文化学園学芸学部紀要』Vol.7，『広島文化学園短期大学紀要』Vol.49，『看護学統合研

究』Vol.19 No.1 と No.2，『社会情報学研究』Vol.22 の論文を公開した。  

    なお，『子ども学論集』Vol.1～Vol.3，『子ども・子育て支援研究センター年報』Vol.1～Vol.6，

『看護綜合研究センター年報』創刊号が，この度初公開となった。 
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第１９章  システム・ＩＲ（要約版）  

 

（１）学園システム 

①学園ネットワーク機器の更新 
・キャンパスネットワークおよび PC 端末環境の運用、障害対応の実施 
・キャンパス Wi-fi の構築 
・ICT 支援員によるユーザーサポート開始 
・貸出 PC サービス開始 
・Office365 サービス開始 
②学園情報統合データベースの整備 
・人間健康学部対応に伴うシステム改修の実施 
・利用者要望をまとめた大規模改修の実施 
③次期統合データベースの検討 
・より詳細かつ広範囲に資料を入手し検討を継続中 
④学園ホームページの管理・更新 
・学園ホームページのリニューアルを実施 

 
（２）ＩＲの推進 

①教学ＩＲの推進 
・分析ソフトを導入しデータ分析の試行実施 
②データの一元管理 
・データの収集を実施 

学生による授業評価/成績やＧＰＡ等/学生調査(生活調査等)/休学、退学等/ 
就職状況調査/入学志願者調査/卒業生に対する調査/学生満足度調査 

③情報の収集 
・他大学のＩＲの状況をインターネットにより調査研究し情報の収集を実施 
・調査専門業者のアンケート調査の手法等を研究・調査 

 
（３）情報公表 

①情報公表 
・29 年度の情報公表データの取りまとめを行い、29 年 7 月末に情報公表のデータ更新を実施 
②大学ポートレート 
・大学短大事務局がとりまとめを行い、大学ポートレートの更新を実施 
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 第２０章 リスク管理（要約版） 

 

（１）リスクマネジメント体制の整備 

事件・事故等の未然防止及び事件・事故等が発生した場合の適切な対応と再発防止の徹底 

① 危機管理マニュアルに基づく対応 

② 事件・事故が発生した場合の適切迅速な対応と連絡体制の徹底 

③ 未然防止のために学生に対する指導等の徹底    

 

（２）監査体制強化 

     内部監査体制の強化による法令遵守の徹底 

① 年次計画に基づく会計監査を監事と協力し計画どおり実施 

②  年度後半に法人事務局による各キャンパスの会計監査を実施した結果、全キャンパス及び法 

人事務局ともに適正に処理されていた。 

(阿賀・郷原 Cp：2/15、長束 Cp：2/16、坂 Cp：2/20、法人事務局：2/22) 

 

（３）組織倫理の確立 

    コンプライアンス意識の定着、高い倫理意識を持ったモラルの向上 

     －研修、説明会の実施によるモラル意識の向上－ 

① 7 月(12・13・18 日) 3 キャンパスで教職員を対象に補助金説明会を実施して徹底 

② 8 月(23・24 日) 私学事業団による研修会を実施 

③ 9 月(19・20・21 日) 3 キャンパスで教職員を対象に科研費の説明会を実施して徹底 

④ 12 月 27 日 SD 研修会・学外研修報告会を実施 

⑤ 30 年 1 月 5 日 理事長・学園長・学長講話教職員研修会・財務研修会 FD 研修会を実施 
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第２１章  自己点検・評価（要約版） 

 

（１）自己点検・評価組織の見直しと強化 

  ① 大学・短大の自己点検・評価に係る組織の見直し 

    第 1 回自己点検・評価委員会（5/22）開催、本年度の活動等を含め確認した。 

  ② 総合的な自己点検・評価体制の強化・充実 

    平成 29 年度自己点検評価表（目標設定）の個人目標を各学部キャンパスで設定することを委

員会で周知徹底した。 

  ③ 自己点検・評価規程、実施細則等の見直し 

    各学部キャンパスからの不整合等についての微修調整を行った。 

 

（２）自己点検・評価制度 

   教職員個人、各部署及び大学全体による自己点検・評価体制を再構築して、PDCA サイクルを強

化 

  ① 教職員個人による年度目標作成と実施後の自己点検・評価の適切な実施体制の確立・最終調整 

  ② 学科等各部署による自己点検・評価の適切な実施体制の確立 

各学部・各研究科・事務職員の目標設定を確認し、最終調整を行った。 

  ③ 自己点検・評価委員会による大学全体の自己点検・評価の適切な実施体制及びその情報公開体

制の確立 

 

（３）機関別認証評価 

  ① 日本高等教育評価機構（大学を評価）による 2021 年度認証評価受審に向けた対応準備、備付

資料データ等の更新・蓄積 

  ② 短期大学基準協会（短期大学を評価）による 2019 年度認証評価受審に向けた対応準備、備付

資料データ等の更新・蓄積 

 

（４）自己点検・評価の活用計画（PDCA サイクルの強化） 

   自己点検・評価委員会を計画的に実施して、中期経営計画に基づく毎年度の実施体制を整備し、

PDCA サイクルを強化 

  ① 中期経営計画に基づく年度事業計画の策定 

中期経営計画Ⅲに基づき、年度事業計画の策定 

  ② 年度事業計画に基づく適切な事業の実施 

中期経営計画Ⅲに基づき、年度事業計画の策定及び全職員による目標設定 

  ③ 規程に基づく自己点検・評価の実施と事業報告書の作成 

本年度は大学全体の調整等もあり最終稿が遅れた。次年度への課題となる。 

  ④ 課題の明確化と改善策の次年度計画への反映 

    次年度 7 月の大学進学・教育内容説明にあわせてスケジュール表を作成、自己点検・評価報告

書の作成のための全学的調整を図った。 


