
①①①①

《実施状況》

②②②② 新学部新学部新学部新学部((((学芸学部学芸学部学芸学部学芸学部））））設置計画設置計画設置計画設置計画（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月開設予定月開設予定月開設予定月開設予定））））
《実施状況》

③③③③ 入学定員入学定員入学定員入学定員のののの削減及削減及削減及削減及びびびび音楽学科募集停止音楽学科募集停止音楽学科募集停止音楽学科募集停止（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月月月月よりよりよりより実施予定実施予定実施予定実施予定））））
《実施状況》

④④④④ 学園運営体制学園運営体制学園運営体制学園運営体制のののの改編改編改編改編

６６６６者会議者会議者会議者会議

大学等大学等大学等大学等のののの名称変更名称変更名称変更名称変更にににに併併併併せせせせ、、、、学園内学園内学園内学園内のののの教育研究資産教育研究資産教育研究資産教育研究資産のののの共有化共有化共有化共有化とととと諸諸諸諸システムシステムシステムシステムのののの統合化統合化統合化統合化をををを
図図図図るるるる。。。。

平成２０年４月より教職員からの意見を反映でき、意思決定の迅速化と学園の統合化を図
るための会議体として、従来の「法人企画会議」を改め、「６者会議（経営者サイドで構
成）」と「代議員会議（６者会議構成員と各大学の役職者等で構成）」を設置、また、理事
長の直轄組織として「ブランディング委員会」を設置し、新たな会議体の運営により事業計
画の達成に大きな役割を果たした。

私学経営が厳しい中で広島文化学園に属するすべての教育研究資産を総合的に活用
すべく、平成21(2009)年4月に呉大学を「広島文化学園大学」に、広島文化短期大学を
「広島文化学園短期大学」に統合的に名称変更を行う。（文部科学省届出済）

平成22(2010)年に広島文化学園大学(広島 長束キャンパス)に新しく「学芸学部」を設置
する計画である。この新学部には、広島文化短期大学の保育学科と音楽学科の教育研
究資産を継承した4年制の「こども学科」と「音楽学科」を計画しており、文部科学省の事
前指導を受けつつ、認可申請書を作成中。平成21（2009）5月末日に書類を提出予定。

呉大学及び広島文化短期大学では教育内容転換を行っているものの一部の学部学科
では「定員割れ」となっており、学園全体で見れば経営的な課題を生じている。そのため、
各大学の入学定員に関して、平成22(2010)年から呉大学社会情報学部社会情報学科を
１００人から８５人へ，健康福祉学科を７５人から６０人へ，（２年次編入５人から０人へ，３年
次編入１５人から１０人へ），広島文化学園短期大学　コミュニティ生活学科を１２０人から１
００人へ，保育学科を１３０人から７０人へ定員変更を行う計画である。〔私立大学等経常
費補助金特別補助　定員割れ改善促進特別支援経費」補助金採択H20.10.30〕

｢建学の精神｣に基づく本学園の経営と教学に関し，理事長がその業務執行において，迅
速な意思決定が出来るよう，理事長の協議機関として６者会議を平成20年4月に設置し、
原則月2回開催した。

事業の概要

〔１〕学　園

（１）事業の概要

（２）主な事業の目的・計画及び進捗状況

平成１９年度に始めた中期経営計画は２年目を迎えたが、学園の将来構想の予測をはるかに
超え、学園を取り巻く環境は厳しさを増している。
教育研究に対する要請も変化する中、平成２０年度は学園の改善・改革を進めながら重点課
題最優先の事業計画を策定した。



代議員会議代議員会議代議員会議代議員会議

⑤⑤⑤⑤ 理事長直轄組織理事長直轄組織理事長直轄組織理事長直轄組織のののの整備整備整備整備によりによりによりにより、、、、学園学園学園学園のののの諸課題諸課題諸課題諸課題にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ

入学支援入学支援入学支援入学支援センターセンターセンターセンター

ブランディングブランディングブランディングブランディング委員会委員会委員会委員会

学芸学部設置準備室学芸学部設置準備室学芸学部設置準備室学芸学部設置準備室

孔子学院設置準備室孔子学院設置準備室孔子学院設置準備室孔子学院設置準備室

⑥⑥⑥⑥ 奨学金制度奨学金制度奨学金制度奨学金制度のののの拡充拡充拡充拡充

従来のスポーツ奨学金制度、留学生奨学金制度に加え、平成20年度より、広島文化学園
奨学金制度を発足し、更なる学生支援の充実を図った。

学芸学部設置に向け準備室を立ち上げ、文部科学省、関係各部等との調整、申請書類
等の作成を実施。

本学園の管理運営や業務執行の迅速化と統合化を図るため，また，重要事項を協議す
る場として，法人・各大学・各部会間の情報交換，理事長指示事項の伝達等，学園内の
相互連絡調整を果たすため，平成20年4月に設置した。構成員は以下のとおりで、原則
月１回開催した。

孔子学院設置に向け準備室を立ち上げ、関係各部との調整、申請書類等の作成を実
施。

学園広報、ＰＲ活動、学生募集等を目的に設置。学園内大学の統一化・統合化を図って
いる。2008年度は、パンフレット・オープンキャンパス・説明会・テレビコマーシャル等を通
じて、大学・短大の名称変更を周知した。

大学名称変更等による学園改革、学園統合を目的に設置。学園内の教職員を初め、広く
地域社会に向けて、『広島文化学園』の大学・短期大学に対するイメージを統一するた
め、ロゴマーク・ＣＩ（コーポレートアイデンティティ）カラーの設定を行った。



図書の整備状況

呉大学社会情報学部（郷原）

種　　別 国内書 外国書 合　　計

大　　学　　院 623冊 300冊 923冊

教養教育図書 8,588冊 2,298冊 10,886冊

専門教育図書 17,312冊 5,379冊 22,691冊

学術雑誌・その他 (58種) (4種) (62種)

合　　計 26,523冊 7,977冊 34,500冊

呉大学社会情報学部福祉情報学科（坂）

種　　別 国内書 外国書 合　　計

教養教育図書 6,100冊 1,007冊 7,107冊

専門教育図書 20,483冊 2,320冊 22,803冊

学術雑誌・その他 (75種) (6種) (81種)

合　　計 26,583冊 3,327冊 29,910冊

呉大学（郷原・坂）合計 53,106冊 11,304冊 64,410冊

呉大学看護学部

種　　別 国内書 外国書 合　　計

大　　学　　院 531冊 294冊 825冊

教養教育図書 22,243冊 3,302冊 25,545冊

専門教育図書 10,586冊 3,171冊 13,757冊

図書合計 33,360冊 6,767冊 40,127冊

視聴覚資料（DVD・備品ﾋﾞﾃﾞｵ） 483点 0点 483点

学術雑誌・その他 (100種) (16種) (116種)

合　　計

広島文化短期大学

種　　別 国内書 外国書 合　　計

教養教育図書 28,645冊 2,101冊 30,746冊

専門教育図書 30,676冊 6,905冊 37,581冊

図書合計 59,321冊 9,006冊 68,327冊

学術雑誌・その他 （132種） （15種） （147種）

図 　　 　書 172,864冊

視聴覚資料 483点
総　　計

平成 21年3月31日現在



（（（（１１１１））））学部学部学部学部のののの教育教育教育教育・・・・研究研究研究研究におけるにおけるにおけるにおける事業報告事業報告事業報告事業報告

【目標】

① 徹底した履修相談と履修指導

【結果】

履修登録期間中、教員が昼休みを中心にオフィスアワーを含め、坂キャンパスと郷原

キャンパスで学生の履修相談、履修指導に当たった。

【目標】

② 「分かりやすい授業」を目指して授業の改善を図る

【結果】

全ての教員が、前後期とも最低1科目について、指導案を作成した。

教員間の授業参観を実施。空き時間を利用して、同僚の授業を参観し、シラバス、指導

案、授業について評価を行った。

【目標】

③ 「人間力」、「専門力」、「就職力」を身につけるようセミナーの改善を図る

【結果】

1～2年セミナー（プレゼミ）は、教育内容に統一性を持たせ、大学生、社会人としての

基本的な素養を身につけるよう心がけた。

3～4年セミナー（専門研究ゼミ）は「専門力」、「就職力」を身につけるよう、専門

研究の指導を徹底して行った。

【目標】

④ 第三者評価の受審に向けて、学部をあげて取り組む

【結果】

日本高等教育評価機構が実施する第三者評価を受審するための準備を進め、平成２０年

６月末に報告書、データ編、その他資料を提出、11月11日、12日両日、実地審査が行わ

れた。11項目の基準ごとに面談、質疑応答、現地視察等が行われ、全学的に対応した。

その結果、日本高等教育評価機構による大学評価基準を満たしていると認定され、３月

末に正式に認定証が届いた。

⑤ その他

・高大連携事業として、高校生のための公開講座４講座を実施。

高校生のための環境講座、高校生のための「福祉のまちづくり」、

高校生のための社会福祉学、高校生のための健康づくり

・健康福祉学科開設記念公開講演会の実施

これからの福祉社会と健康づくり

・公開シンポジウム

　 脱温暖化社会の構築を目指して

〔〔〔〔２２２２〕〕〕〕呉大学社会情報学部呉大学社会情報学部呉大学社会情報学部呉大学社会情報学部



（（（（２２２２））））学科等学科等学科等学科等のののの教育教育教育教育・・・・研究研究研究研究におけるにおけるにおけるにおける事業報告事業報告事業報告事業報告

① 社会情報学科

・平成21年度社会情報学科に「経営システム専攻」と「国際ビジネス専攻」を開設する

　ための準備

・海外での短期語学演習を実施し、5名が参加し、国際感覚、人間的たくましさを身に

　つけた。

　 ・環境マネージメントシステムと環境教育を充実させた。

② 健康福祉（福祉情報）学科

・「健康福祉学科」への名称変更に伴い、社会福祉士養成中心の教育から、健康づくり、

　 　疾病予防、介護予防も含むより広い福祉教育を展開

　 ・社会福祉士の合格者を目指し、国家試験対策を講じ、合宿や個別指導を行い、20年度は

　7名が受験し、３名が合格した。

　 ・地域貢献に資する人材を育成するため、坂町ウォーキング大会の企画・運営をサポート

　した。

・障害者・高齢者レクレーションに取り組んだ。

　実施した。

　障害者スポーツ指導員（初級）講習会の開催

　訪問介護員（２級）養成講座の開設

　障害者フライングディスク指導者養成講習会の開催

（（（（３３３３））））学生学生学生学生のののの修学修学修学修学、、、、課外活動課外活動課外活動課外活動（（（（文化文化文化文化・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ））））及及及及びびびび就職等就職等就職等就職等へのへのへのへの支援支援支援支援にににに関関関関わるわるわるわる事業報告事業報告事業報告事業報告
　

① 学生の修学支援

基礎となる資格、検定試験を明確化し、資格取得、検定合格への支援

オリエンテーションの充実、オフィスアワーの実施

外国大学等との学生の交流支援（派遣学生５名）（再掲）

② 課外活動（文化、スポーツ）支援

サッカー部、野球部、バスケットボール部を中心にしたクラブ・サークル活動支援

スポーツ特別奨学金制度、クラブ活動助成

③ 就職等への支援

① 求人開拓の推進

　 　 ② 合同企業説明会等の情報提供の徹底

③ 卒業後の積極的な就職指導、支援

④ インターンシップの推進（４名）

　

（（（（４４４４））））社会社会社会社会とのとのとのとの連携及連携及連携及連携及びびびび社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献にににに関関関関わるわるわるわる事業報告事業報告事業報告事業報告

① 社会との連携に関わる事業報告

・公開講座の開設  (再掲)

・科目等履修生（正規授業の開放）の受け入れ  (学部：社会人１名、大学院１名)

・高大連携公開講座の開設  (再掲)



② 社会貢献に関わる事業報告

・平成20年度　文部科学省の戦略的大学連携事業について、呉工業高等専門学校を代表

　校として、本学、広島商船高等専門学校が連携校となり、「海・技・人の光る呉市周

　辺沿岸島嶼部の総合人材育成」（異分野校連携による教育内容拡充と地域課題解決へ

　の取組）事業として、申請し、採択された。平成20年度から3年間補助金の対象となり

　引き続き、事業を進めていく。

・孔子学院設立へ向けて、昨年度に引き続き情報収集等を行い、孔子学院設立申請書（案）、

　孔子学院設置計画書（案）を作成した。21年度４月には中国駐大阪領事館に指導・助言を

　伺う予定である。

③ 呉大学エクステンションセンター

・前期・後期９０講座　受講生延べ1,614名

新規　社会情報学部の公開講座　くれしん冠講座「ＦＰ講座入門」38名(内学生4名)

新規他７講座「おやこで音感リトミック」・「パソコン教室(ママさんのための)」等

・無料健康教室　１３講座　受講生延べ1,016名

・Ｗｅｂページ上に講座計画書を貼り付け、講座概要を公開して広く案内

（（（（５５５５））））教育研究調査教育研究調査教育研究調査教育研究調査

〔紀　要〕　　ＶＯＬ１４（２００８）

○マクルーハンにとってテレビとは何か－＜メッセージ＞から＜マッサージ＞へ－
・・・・・・・・・・・・・・・　時津　啓

○交流する人々－重要伝統的建造物群保存地区を活用したまちづくり－
・・・・・・・・・・・・・・・　大藤文夫

○バークの『カトリック法論』　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　真嶋正巳

○鉄道沿線地区における通勤交通手段に関する一考察
-広島都市圏ＪＲ山陽本線のパーク&ライドを事例として- ・・・・・ 今田寛典

○グローバリゼーションと観光産業の振興　・・・・・・・・・・・・・・・　権  俸基

○「個人化」「個別化」「私事化」概念
-概念の整理と指標化に向けて- ・・・・・・礒田朋子,香月保彦

〔平成20年度共同研究プロジェクト／呉大学社会情報学部　共同研究推進委員会〕

○坂キャンパス・呉駅キャンパスにおける高大一貫、連携による
教育研究の充実と有効利用に関する研究　・・・・・学長補佐、学部長、

学生部長、学科長

○ネットワーク社会研究　・・・・・・・・・・・・・・・・センター長、センター次長

○ＦＤの推進と教育改革　・・・・・・・・・・・・・・・・学長補佐、学部長、学科長

○環境マネージメントシステム（ISO14001）運用と環境教育の研究
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松尾（昭）、今田、権

○国際交流と異文化理解の総合的な研究・・・・・・・・・・・・・・真嶋、岡、権、何、
 留学生支援委員会



〔〔〔〔３３３３〕〕〕〕呉大学看護学部呉大学看護学部呉大学看護学部呉大学看護学部

（（（（１１１１））））学部学部学部学部のののの教育教育教育教育・・・・研究研究研究研究におけるにおけるにおけるにおける事業報告事業報告事業報告事業報告
AAAA))))実践能力実践能力実践能力実践能力をををを高高高高めるためのめるためのめるためのめるための教育推進教育推進教育推進教育推進

【目標】

①看護の理論教育と実践教育を同等に位置づけ、学内における技術教育についてはシミュ
　レーション教育・キネステティクスなどの技術教育理論を採用し、振返り学習等により
　実践教育が効果的に推進できるようにする。

【結果】

　　シミュレーションルームは、特に急性期・集中治療室を想定し、成人看護領域におけ
　る治療行為に伴う看護技術、救急看護場面における看護技術教育に有用である。
　　オープンキャンパスにおいても活用し、高校生の好感度を高めることに寄与した。今
　後、ビデオ・PC等の充実を図り、学生の振返りに効果的な設備としたい。
  　キネステティクスは主として基礎看護学の活動と休息の単元、老年看護学で実施、学
　習者の興味や関心を惹く学習方法になっている。

【目標】

②４年間の教育を通して修得する技術について卒業時到達目標を設定し、専門領域間の連
　携を強める。

【結果】

　　厚生労働省の諮問機関から通達された看護技術水準１・２・３について、それぞれ本
　学看護学部の卒業時到達目標を設定した。その目標に従って、学生の技術経験録を作成
　し、3年次生（平成18年度入学生）については平成20年10月から平成21年7月までの領域
　別実習から調査を行い、２年次生（平成19年度入学生）については平成21年3月の基礎
　実習及び、平成21年10月から平成22年7月までの領域別実習にかけてその到達度の調査
　を行い、評価することとした。学内における技術教育については、基礎看護領域及び応
　用看護六領域間で教育内容について調整を行った。今後も引き続き、効果的な学習が推
　進できるようにする。

【目標】

③看護教育についてのイメ－ジと動機付けを図る目的で、新一年次生から病院見学実習を
　開始する。

【結果】

　　新一年次生を３グループに分けて、国立呉医療センター、呉共済病院、中国労災病院
　で7月24日（金）午後2時間　病院見学実習を行った。見学実習に先立ち事前に課題学習
　（自己学習）、事後に振り返り学習を行うことにより、座学での学習より看護教育につ
　いてのイメージ化が更に深まり、学習への動機付けにつながった。

BBBB))))探求的態度探求的態度探求的態度探求的態度のののの育成育成育成育成

【目標】

①探求的態度を養い、将来、看護実践での問題意識を理論的・実践的に追及することので
　きる人材育成を図る。

【結果】

　　看護過程の授業（患者の健康問題抽出から具体的介入計画作成までの思考訓練）を各
　領域間で内容調整を行い、新規授業科目として看護方法論Ⅰ（60時間）・Ⅱ（30時
　間）・Ⅲ（30時間）・Ⅳ（30時間）・Ⅴ（30時間）を策定した。これに伴い、従来各領
　域で実施していた授業時間を減少させてこの時間に充てた。結果、看護過程の教育内容
　については各領域間で、周知徹底することが出来、重複を避けると共に学生の認識・理
　解に沿った内容となった（学生の思考訓練としての教育成果は平成20年度生からである
　ので、今後、4年間見定め、評価・修正を重ねていく）。



【目標】

②学内教育・研究活動により能動的学習態度を育成する。昨年発足した学生参画会議の実
　践を通して、研究に対する取り組みに興味が持てるよう配慮する。

【結果】

　　研究概論・研究方法論・看護研究セミナーⅠ・看護研究セミナーⅡを通し、看護研究
　に対して理論教育及び実践力を高めてきている。その成果発表に向けて研究委員会（学
　生参画会議は3年次生中心）は、主として抄録作成、法人への招待状、会場準備、当日
　の司会・進行、座長などの役割を主体的に行った。こうした取り組みを通して4年次生
　の研究を垣間見ることが出来、研究への関心が高まった。今後、学生研究発表会に向け
　て臨地実習施設に対しても参加呼びかけができるよう効果的な運営をしていく。

CCCC))))養護教諭養護教諭養護教諭養護教諭ココココ－－－－ススススについてについてについてについて

【目標】

　　養護教諭コ－スは、学校保健に参画できる質の高い学生を育成するために平成19年度
　より実施している。教育実習参加者の増加が見込まれるが、その期間中に一度は巡回
  し、現場との教育連携が図れるようにしたい。

【結果】

　　教職課程（養護）は学生の関心が高く、平成20年度、教職課程受講者は成20年度生
　45名、平成19年度生45名、平成18年度生15名、平成17年度生7名であり、２名の学生が
　科目等履修生として卒業後も本学に残り、教職試験に挑戦する予定である。

（（（（２２２２））））学科等学科等学科等学科等のののの教育教育教育教育・・・・研究研究研究研究におけるにおけるにおけるにおける事業報告事業報告事業報告事業報告

AAAA))))新教育課程新教育課程新教育課程新教育課程とととと現行教育課程現行教育課程現行教育課程現行教育課程とのとのとのとの効果的効果的効果的効果的なななな運用運用運用運用についてについてについてについて

平成20年度生からの新たな教育課程の運用が速やかにできるように、一貫性のある教育
を実施する。関連するシラバス他教育目的・目標の矛盾がないように実施した。その分、
時間割上の窮屈さが生じてきているが、今後、解消される問題であると考えている。

BBBB))))国際化教育国際化教育国際化教育国際化教育（（（（新規事業新規事業新規事業新規事業））））

海外研修（フィリピン）は、7名の学生と引率教員1名で実施し、安全に目的を遂行し
た。アメリカでの海外研修は学生の関心は高いが、本年度は具体的な教育連携には至って
いない。実施に向けてはフィリピンでの海外研修と並行し、その開拓に努める必要があ
る。
　世界災害学会への参加は、現在情報収集の段階である。

戦略的大学連携支援事業の一環である「教育プログラム開発部門」で、本年度はフィリ
ピンの施設を視察した。ＡＭＡコンピュータ大学及びエミリオ・アギナルド大学が、本学
との教育連携を希望し、21年度中に訪日予定である。今後、大学院教育も含め、国際的な
視点で教育開発ができれば、学生の興味や関心が更に高まっていくと考えられる。

CCCC))))教育方法教育方法教育方法教育方法のののの改善改善改善改善（（（（新規事業新規事業新規事業新規事業））））

本学部では、学習者主体の教育を早い時期から推進している。国庫補助事業を活用し、
教育内容整備に努めている。本年度は国庫補助事業として、継続事業4件、新規事業5件、
計９件の申請を行い、教育方法の改善に努めた。

DDDD))))教育連携強化教育連携強化教育連携強化教育連携強化

・FD委員会を中心に、看護関連領域及び専門領域間の教育連携を行った。
　本年度の学内教育連携は、看護過程の授業（患者の健康問題抽出から具体的介入計画作

成までの思考訓練）を各領域間で内容調整を行い、新規授業科目として看護方法論Ⅰ
（60時間）・Ⅱ（30時間）・Ⅲ（30時間）・Ⅳ（30時間）・Ⅴ（30時間）を策定した。こ
　れに伴い、従来各領域で実施していた授業時間を減少させてこの時間に充て、教育課程
　の改革を行った。



・臨地実習施設連絡会議は、臨地との教育連携を効果的にする目的で実施した。成人看護
　学及び地域看護学領域から、学内における看護技術教育及び演習内容がスライドで報告
　され、実習施設の関心を惹いた。
・非常勤講師懇話会は、専任教員及び非常勤講師との連携を強化し、学生の教育意欲を高
　め、教育内容の充実を図る目的で実施した。主として学力の低い学生に対する教育につ
　いて意見が交わされ、効果的に実施できた。

EEEE))))大学院看護学研究科大学院看護学研究科大学院看護学研究科大学院看護学研究科にににに博士課程新設博士課程新設博士課程新設博士課程新設にむけてのにむけてのにむけてのにむけての活動活動活動活動

看護学研究科の定員充足率は深刻な問題であり、その改革が急務である。併せて教育内
容の整備を行い魅力ある大学院作りをしていくことが、今後の看護学の発展に寄与できる
と考える。また、看護学研究科が学際的パラダイムを目指すとき、博士課程は必須である
と考えるため、博士課程設置に向けての準備段階として検討委員会を設置した。検討委員
会は４名の教員により始動し、その主たる機能は、修士課程における専門看護師及び博士
課程設置に向けた骨子作りである。専門看護師教育課程は昨年度実施した「学習者ニー
ズ」を検討しつつ、最終的に「クリティカルケア看護」、「老人看護」の２領域を選択
し、教育課程案を提案した。

（（（（３３３３））））学生学生学生学生のののの修学修学修学修学、、、、課外活動課外活動課外活動課外活動（（（（文化文化文化文化、、、、スポーツスポーツスポーツスポーツ））））及及及及びびびび就職等就職等就職等就職等へのへのへのへの支援支援支援支援にににに関関関関わるわるわるわる事業報告事業報告事業報告事業報告

 ① ① ① ①学生学生学生学生のののの修学支援修学支援修学支援修学支援

AAAA))))学生参画活動学生参画活動学生参画活動学生参画活動

昨年度から実施した学生参画会議（国家試験・保健・防災・研究・実習室整備など）
は、ほぼ順調に滑り出している。が、まだ手探り段階であるためにその運営・実施につい
ては実践しながら学び、学生及び地域に対してその知識・技術の啓蒙活動を引き続き行
う。

国家試験対策では、目標を、学生が主体的に国家試験に向けて学習できるとし、10名の
国家試験委員と前期・後期に会議を開催している。学生参画の内容・方法については、学
生委員が4年生の意見を聞き、日時・実施内容等を検討し、問題作成や質問に答えるなど
教員が協力した。

保健委員会では、年間活動目標を保健衛生に関する学生の自主的活動ができるように支
援するとして、各学年から保健委員を選出し活動を行った。特に養護教諭に関心を示す学
生が多く、保健室活動の役に立ちたいと言って立候補する者が12名もいた。感染症対策や
健康診断で大きな役割を果たした。

実習室整備委員会は、1年生10名、2年生10名の20名で活動を開始した。身だしなみ、実
習室使用マニュアル、手洗い・寝衣のたたみ方、ベットメーキングのマニュアル作成を行
い、ラミネートして実習室に配置した。学生参画の学生とは夏休みに2回会議をもち活動
を行った。

研究委員会は、主として3年次生で編成され、4年生の研究発表会に向けて抄録作成、法
人への招待状、会場準備、当日の司会・進行、座長などの役割を主体的に行った。

防災委員会は、11月の防災訓練に向けて活動を開始した。呉市東消防署と連携し企画を
行った。学生は最初、防災知識の乏しさから稚拙な企画を立案するが、消防署との打合せ
を重ねるに従い、より実効的な訓練となっていった。

BBBB))))国家試験対策国家試験対策国家試験対策国家試験対策

　　　　国家試験合格率100％を目指し、国家試験対策委員会を中心に支援した。

　本年度の国家試験合格率は、看護師90.2％、保健師88.9％

看護師合格者数111名（全国8位）、保健師合格者数110名 全国9位 看護師・保健師共
に合格できなかった者は5名であった。尚、既卒者の合格率は全国で71.5％と低値である
が、昨年不合格であった8名は全員合格（100％）できた。

CCCC))))学生保健対策学生保健対策学生保健対策学生保健対策



昨今の麻疹騒動も含め、臨地実習施設では、看護学生の実習に際し（特に新生児・小児
関係）感染症チェックを希望する傾向がある。実習委員会と連携し、求めに応じられる検
査項目についての情報収集を行い、検査が遅滞なく実施した。

一部実習施設における感染症対策で、麻疹、水痘、結核等の抗原抗体反応について、調
査結果の提出が求められた。２・３年次生の実習についてこれを実施し提出した。今後
も、保健委員会・実習委員会の連携を通し、感染媒体とならないよう看護専門職としての
教育と併行し、感染症対策を実施する。

 ② ② ② ②課外活動課外活動課外活動課外活動（（（（文化文化文化文化、、、、スポーツスポーツスポーツスポーツ））））支援支援支援支援

AAAA))))自治会活動自治会活動自治会活動自治会活動のののの継続継続継続継続・・・・推進推進推進推進

・自治会活動は、主として学生の自治を尊重する立場からの支援であるために、表面化さ
　れないが、オリエンテーションキャンプ、大学祭等の学生主催行事に自治会担当教員を
　中心に積極的に支援を行っている。

BBBB))))同窓会活動支援同窓会活動支援同窓会活動支援同窓会活動支援

・看護学部教員の２名の同窓会員を顧問とし、同窓会長と連携を取りながら、現在住所録
　作成などの具体的活動を行っている。

CCCC))))看護学部看護学部看護学部看護学部10101010周年記念式典周年記念式典周年記念式典周年記念式典

・10周年記念事業として、落合恵子先生を招いた特別公開講座を開催した。同窓会員も招
　待し、併せて10周年記念誌の出版を行った。

 ③ ③ ③ ③就職等就職等就職等就職等へのへのへのへの支援支援支援支援

・就職率は100％を維持することができた。

・「職業選択と職業的アイデンティティ」と職業支援プログラムを実施した。

　（学部長講話、学生部次長（事務）ガイダンス、中国労災病院看護部長講話、
　　卒業生講話）

（（（（４４４４））））社会社会社会社会とのとのとのとの連携及連携及連携及連携及びびびび社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献にににに関関関関わるわるわるわる事業報告事業報告事業報告事業報告

 ① ① ① ①社会社会社会社会とのとのとのとの連携連携連携連携にににに関関関関わるわるわるわる事業報告事業報告事業報告事業報告

・公開講座は、看護学部10周年記念式典と並行して開催した。高校生対象の公開講座は各
　領域が年間を通して実施した。健康相談（骨密度・血圧測定・動脈硬化測定等）は阿賀
　プラザ、呉駅キャンパス、フラワーフェスティバル、大学祭等で、学生と教員で実施
　した。中・四国教育ネットワーク事業では、特別プログラムを作成し、地域住民対象に
　実施した。地域連携事業について日本経済新聞の調査報告で本学が全国98位、特に育児
　支援事業では2位の地位を獲得した。
・脳卒中予防の出前講座は、教員と学生、育児支援のための教育プログラムは、呉市との
　連携で実施し、呉市内の公・私立幼稚園教諭・保育士を対象に夏休み中に実施し高評を
　得た。

 ② ② ② ②社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献にににに関関関関わるわるわるわる事業報告事業報告事業報告事業報告

・本学部教員は自己の有している知的財産を活用して様々な社会活動を行っている。各教
　員の活動内容の細部は、本学部20年度教育評価に全て掲載している。
　研究活動についても、自己の活動計画に沿って研究活動が実施されている。個人研究活
　動報告は本学部20年度教育評価に掲載している。

・平成20年度　文部科学省の戦略的大学連携事業について、呉工業高等専門学校を代表校
　として、本学、広島商船高等専門学校が連携校となり、「海・技・人の光る呉市周辺沿
　岸島嶼部の総合人材育成」（異分野校連携による教育内容拡充と地域課題解決への取
　組）事業として、申請し、採択された。平成20年度から3年間補助金の対象となり引き
　続き、事業を進めていく。

（（（（５５５５））））教育研究調査教育研究調査教育研究調査教育研究調査



　〔看護学統合研究〕　VOL.10 No.1（２００８）

○コミュニケーション　－植物の場合－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　東中須　恵子

〔看護学統合研究〕　VOL.10 No.2（２００８）

○大学院における創造的教育体制構築のための学習者ニーズ調査

・・・・・佐々木　秀美，古屋敷　明美，金子　潔子，岩本　由美，東中須　恵子

○精神看護学臨地実習における看護学生の学びに関する研究

　　　－学生の記述からみる学びの分析－　　　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 東中須　恵子，村木　士朗，岡本　響子

○「看護学統合研究」1巻から10巻までの歩み

・・・・・・・・・・・・　長沼　貴美，山本　カヨ子，山本　正夫，山下　洵子

○「看護歴史探訪」その１　わが国における小児精神医療のパイオニア

　　　－富士川游の生涯とその思想－　　　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　佐々木　秀美

○歴史に見る精神障がい者の処遇

　　　－鹿児島県公立病院の場合－　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　東中須　恵子



   平成　 　

（（（（１１１１））））大学大学大学大学のののの教育教育教育教育・・・・研究研究研究研究におけるにおけるにおけるにおける事業報告事業報告事業報告事業報告

【目標】

①名称変更に伴う手続きの適正な遂行、大学改革の推進

【結果】

　代議員会議及び入学支援センターと連携して、名称変更に伴う各種の業務を計画的に

遂行した。また特別補助の年度計画に基づき、広島文化学園大学学芸学部の設置に合わ

せた定員の適正化、教育課程の充実、入試制度の改革等をすすめた。

【目標】

②安佐南区内公民館との連携事業の充実

【結果】

　前年度に引き続き、祇園公民館・祇園西公民館との連携講座として「藍染め」(全６

回)、「家族と楽しもう！日常のテーブルコーディネート」、「コミュニティ音楽療法」

(それぞれ２回)を実施して、地域との連携事業を実施した。

　

【目標】

③ 地域における教育活動への積極的な参加

【結果】

　各学科の専門を生かして地域活動に積極的に参加した。呉地域オープン・カレッジで

は、学生と教員による非常食に関する共同研究やパソコン利用に関する公開講座を実施

した。また安佐南区役所との連携協定を締結し、多様な地域活動を計画的に推進するこ

ととなった。

（（（（２２２２））））学科等学科等学科等学科等のののの教育教育教育教育・・・・研究研究研究研究におけるにおけるにおけるにおける事業報告事業報告事業報告事業報告

①コミュニティ生活学科

･阿賀サテライトキャンパスの整備充実

･体験重視学習の展開

　ファッションショー（県民文化センター)

　カフェ&パーティイベント（ホテルフレックス）

　クリエイト卒業作品制作展示（本学）

　外部施設による文化洋品店の開催（県立広島産業会館）

・授業担当者情報交換会の開催

・高校生対象ファッションデザインコンテスト・フードデザインコンテストの開催

・インターシップの充実（23名実施）

②食物栄養学科の事業計画

・よき社会人になるための教育の推進

・リーダー養成研修（学生）

・調理技術の向上支援

チャレンジ！調理講座の開催（調理指導講座・牡蠣の調理実習・

包丁研ぎ講習会）

・一人暮らし高齢者のための弁当配食サービス（５回）、クリスマス会の開催　

・ボランティア活動の推進（フードフェスティバル等への参加）　

・地域住民対象の健康講座(いきいき健康セミナー)の開催

〔４〕広島文化短期大学

・給食実務実習室の充実



講演「おいしく食べて予防する高血圧」　体験「ヘルシーランチ」

・高校生対象お弁当献立コンテストの開催

・授業担当者情報交換会の開催

③音楽学科の事業計画

・中・四国新人演奏会参加

・ピアノ指導者研究会（10回開催）

・音楽療法士養成教育（音楽療法実習・音楽療法公開講座の開催）

・電子ピアノ新規購入

・全日本吹奏楽コンクール課題曲講習会の開催（参加者数408名）

・全日本吹奏楽アンサンブルコンテスト課題曲講習会の開催

・定期演奏会開催

・公開講座の開催

外部講師による「電子オルガンの魅力」についての講座開催

学科教員による講演会の開催　参加者350名

④保育学科の事業計画

・専門分野の就職強化

・リーダー養成教育

・授業担当者情報交換会の開催

・入学前ピアノ指導・キーボード貸し出し　　

・ボランティア活動の推進

・子育て支援研究センター（支援活動３回実施）

・子ども文化体験学習の推進（人形劇鑑賞）

・保育に役立つ資格取得の推進

（２級幼児体育指導者検定、障害者スポーツ指導員、リトミックなど）

⑤専攻科

音楽専攻・音楽演奏専攻

・専攻科学外演奏

・専攻科特別講義・一般無料公開

ヒロ野口トランペット・リサイタル公開レッスン

栄養専攻

　 ・教育内容・特別研究の充実

　 ・管理栄養士国家試験実力強化（模擬試験２回実施）

　 ・大学評価・学位授与機構による教育の実施状況等への対応

（栄養学士１名取得）

⑥広島文化エクステンション（附属音楽園・訪問介護員養成）

【附属音楽園】

・レッスン生40名

・発表演奏会の開催（東区民文化センター）

・新聞折り込みによる募集活動を実施

【訪問介護員養成】

・訪問介護員（２級）養成講座を開設し、45名が資格を取得した。

（（（（３３３３））））学生学生学生学生のののの修学修学修学修学、、、、課外活動課外活動課外活動課外活動（（（（文化文化文化文化・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ））））及及及及びびびび就職等就職等就職等就職等へのへのへのへの支援支援支援支援にににに関関関関わるわるわるわる事業報告事業報告事業報告事業報告



　

・ オリエンテーションの充実、オフィスアワーの充実

・ 一人暮らし学生との懇親会の実施

・ 音楽奨学金(10名)、学位授与機構認定専攻科奨学金制度(８名)

・ 広島文化学園奨学金制度(19名)

②課外活動（文化、スポーツ）支援

・バレーボール特別奨学金制度(19名)、クラブ活動助成(バレーボール部、ソフトテニス部)

③就職等への支援

・ キャリアセンターの充実・オフィサーの活用 (スタッフの配置による支援業務の充実、個別指導の充実)

・ 求人開拓の推進 (約1000社へ求人依頼を発送)

・ 就職サポート、キャリアアップのためのプログラム開発と１年生を対象とした講座の効果的な

実施 (就職対策合宿の実施、広島マツダ見学と模擬面接の実施)

　 ・ 学内合同企業説明会の開催（参加企業11社）

（（（（４４４４））））社会社会社会社会とのとのとのとの連携及連携及連携及連携及びびびび社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献にににに関関関関わるわるわるわる事業報告事業報告事業報告事業報告

①社会との連携に関わる事業報告

・公開講座の開設（音楽学科再掲）

・科目等履修生（正規授業の開放）の受け入れ推進 (前期７名・後期６名)

・社会人学生の受け入れ推進 (社会人入学生10名)

・高大連携公開講座の開設 (22校97名受入)

・地域ふれあい体験会開催 (大学祭で実施)

②社会貢献に関わる事業報告

・公民館との共催事業の実施(祇園公民館・祇園西公民館と連携事業を実施)

・地域行事への職員・学生の参加促進

フラワーフェスティバル「テグの日」、

山本川一斉清掃、託児ボランティア等に積極的に参加

（（（（５５５５））））教育研究調査教育研究調査教育研究調査教育研究調査

［紀　要］第４１号（２００８）

○　未刊行資料の解読によるフレーベルの家庭育児書　　　　　　　　　　　

　　『母の歌と愛撫の歌』の成立に関する考察

○　間取りと動線に関する考察

　　　－グラフ理論によるアプローチ－

○　構造モデリングによるゾーニングの検証

　　－構造モデリングによるアプローチ－

○　ピンワーク実習による布および衣服への興味と関心

　　－高校生を対象として－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・古川　博仁

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今井　裕子

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小笠原道雄

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・古川　博仁



○　法理念追従型法関連教育の教育内容編成

　　　－〝FOUNDATIONS of DEMOCRACY（小学校用）〝を手がかりとして－

○　サプリメントの利用実態と食生活との関連

　　－短期大学生と中高年者との比較－

○　中学校音楽科における「ボディ・パーカッション」の意義とその活用

○　バロック音楽の演奏習慣

○　島岡理論の英訳(5)　　　　　　　　　　　　　　　　　

○　ピアノ学習への課題

　　－調査に現れた保護者の意識と役割－

○　英語教育における口語コミュニケーション能力向上のための一考察

○　文化批判の教育プログラムとテレビ・メディアに関する一考察

　　－テオドール・Ｗ・アドルノのテレビ論を手がかりとして－

○　大学生の国語力に関する実態の分析と考察

　　－講義における検定試験運用の現状報告を通して－

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・堀江　周三

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・白銀　夏樹

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・野々村　憲

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・佐藤須美子

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・横山美和・井後勝彦

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・黒住  彰博

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・末永　雅子

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・二階堂年惠

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山下由美子・藤田惠子・山本雅子


