
①①①① 学芸学部設置認可申請学芸学部設置認可申請学芸学部設置認可申請学芸学部設置認可申請・・・・開設準備開設準備開設準備開設準備（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年４４４４月開設月開設月開設月開設））））

(主な取組み)
学芸学部設置認可申請事前相談
寄附行為変更認可申請事前相談
学芸学部設置認可申請書提出、寄附行為変更認可申請書提出
寄附行為変更認可申請事前相談
寄附行為変更認可申請事前相談
寄附行為変更認可申請事前相談
学芸学部設置認可申請書提出、寄附行為変更認可申請書提出
寄附行為変更認可申請書面接審査会
学芸学部設置申請審査意見伝達会
学芸学部設置認可（補正）申請事前相談
学芸学部設置認可（補正）申請事前相談
学芸学部設置認可申請書（補正）提出
寄附行為変更認可申請書提出
学芸学部設置認可（再補正）申請事前相談
学芸学部設置認可（再補正）申請事前相談
学芸学部設置認可（再補正）申請事前相談
学芸学部設置認可申請書（再補正）提出
学芸学部設置認可

②②②② 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月実施月実施月実施月実施））））

平成２２年４月の広島文化学園大学学芸学部の開設に向け、平成２１年５月末に文部科

学省へ認可申請書を提出し、平成２１年１２月に認可を受けた。その後、学生募集、入試

を経て、平成２２年度新入学生の受け入れ態勢を整えるため、毎週学芸学部開設準備室

会議を開催した。

広島文化学園学芸学部の開設と同時に、平成２２年４月から広島文化学園大学社会情

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１００人へ，保育学科を１３０人から７０人へ定員変更を行い、広

島文化学園短期大学音楽学科は学生募集停止をして学芸学部音楽学科へ改組すること

とした。

9 月 1 日

9 月 9 日

6 月 29 日

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

　地域の高等教育機関としての期待と要請に応えるため、不断に学園の改革、改善に努めて

きた。近年その取組みも加速化を図ってきたところであり、なかでも大学の統合化、大学名称

の変更に続き、平成２２年度の学芸学部の開設とそれに伴う新校舎の建設と人的整備等の事

業を展開した。

　今後は、現行の中期経営計画を見直し、新たな局面に対応した計画の策定が必要である。

5 月 7 日

5 月 26 日

6 月 25 日
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6 月 8 日

6 月 12 日

7 月 22 日

8 月 5 日

8 月 19 日

8 月 26 日

12 月 24 日

10 月 26 日

11 月 5 日

11 月 12 日

11 月 17 日



③③③③ 学園改革学園改革学園改革学園改革・・・・統合統合統合統合のためののためののためののための運営体制運営体制運営体制運営体制

④④④④ 学園統合記念事業学園統合記念事業学園統合記念事業学園統合記念事業

⑤⑤⑤⑤ 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のののの強化強化強化強化・・・・充実充実充実充実

⑥⑥⑥⑥ 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

平成２０年４月に設置した６者会議・代議員会議を継続し、６者会議では、本学園の経営と

教学に関して、業務執行の迅速化と統合化を図った。また，代議員会議では各部会を中

心に学園の統合・改革のためのより具体的な内容について協議を行ってきた。６者会議

は原則月２回、代議員会議は月１回開催した。

平成２１年１０月より、入学支援センターに室長を配置。平成２２年度の学芸学部設置によ

り、大学３学部と短期大学を合わせて８学科となる学園の学生募集にむけて新体制整備

の準備を始めた。大学・短期大学統合により学園内連携が募集活動の最大の強化である

ことを念頭に、学園内の広報活動力を集結できるような連携体制を整備した。各学部学

科、入学支援センター（AOオフィサー）の連携の必要性の意識を明確にし、入学支援セ

ンター会議、AOオフィサー会議の運用、直接高校生と接する機会であるガイダンス参加

への学部も含めた強化運用、オープンキャンパス開催の集客活動、大学案内の大学・短

期大学合冊、学園DVDの制作などを行った。

また、平成２１年度は学芸学部の設置認可申請に係り、開設前の学生募集となった。既設

学科とは異なる活動を要し、AOオフィサーの年間活動計画も申請認可の時期にあわせ

た計画をたて、継続審査時の対応も学芸学部と連携した対応を行った。

平成２１年４月より、大学・短期大学の名称を変更（呉大学から広島文化学園大学へ、広

島文化短期大学から広島文化学園短期大学へ変更）し、広島文化学園として統合するこ

とにより、学生募集に結びつけるために次の事業を行った。

・ ロゴ作成（学園内教職員に対し、ロゴ作成の意味と効果的なロゴ使用の意識付け）

・ ロゴの活用（各キャンパス正門横にサインボードとメッセージボードを設置、既設看板の

変更、広報グッズの作成、ホームページの統合と変更のサポート、校旗、学章バッチ、名

刺、その他印刷物での使用）

・ 広島テレビ主催のミュージックキューブ（平成22年3月21、22日）に特別協賛し、広報に

効果をあげた。平成２１年１１月２４日「マリインスキー歌劇場管弦楽団　広島公演」の協賛

も行った。

平成２１年１１月２９日（日）に広島国際会議場で「音楽と絵本の世界」と題して、短期大学

「音楽学科定期演奏会」と、椎名誠・さこももみ両氏の講演会「絵本の力」を開催した。約

３ヶ月間の広報活動の結果、当日の来場者数は演奏会 約９００人、講演会 約７００人。託

児サービスは約２０名を預かった。当事業により、大学名称変更、大学・短期大学が同一

法人であることを周知できた。



⑦⑦⑦⑦ 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

⑧⑧⑧⑧ 学園内学園内学園内学園内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

１．各キャンパス内データベース分析
２．Web更新・管理作業
３．テレビ会議システム構築
４．証明書発行機対応
５．学籍・履修登録・出欠・成績管理システム
６．高校訪問システム構築
７．就職支援システム構築
８．年度始システム対応
９．メール移行対応
10．学園ＳＮＳ構築
11．統合データベース構築
12．システム検討委員会運営

⑨⑨⑨⑨ 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

19 6 -
47 20 4 -

- 18
- 19

留学生奨学生 特別奨学生
短大

- 9
大学 短大 大学

8 -

H21

スポーツ奨学生

H19
H20

年度
大学 短大
29 21
37

従来のスポーツ奨学金制度(野球・サッカー･バスケットボール、バレーボール)、特別奨学
金及び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。

学園のシステムを概ね５ヵ年で整備することとし、平成２１年度には学園の統合システムを

検討する部署として、学園システム企画室を設置し、室長、課長職員の3名を配置した。

システム構築内容として、主として中期計画を基に学園情報統合データベース構築に取

り掛かっており、その他各種システム関連業務等に携わっている。なお、構築業務は業者

委託しており、委託業者の職員が常駐して開発等実施に取り掛かっている。

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、６月12日北京に提出するとともに、同日、北京

で開催された広島県留学フェアに、本学も参加した。また、21年11月には、パートナー校

である四川外語学院を訪問し、連携体制を確認した。

学園奨学生
大学 短大

- -
7 19
15 14



図書の整備状況 （平成22年3月31日現在）

広島文化学園大学社会情報学部社会情報学科(郷原)

種　　別 国内書 外国書 合　　計 価　　格

大　　学　　院 771冊 301冊 1,072冊 9,296,712円

教養教育図書 8,712冊 2,298冊 11,010冊 59,933,732円

専門教育図書 17,689冊 5,380冊 23,069冊 130,675,049円

学術雑誌・その他 (57種) (4種) (61種) (1,593,846円)

合　　計 27,172冊 7,979冊 35,151冊 199,905,493円

広島文化学園大学社会情報学部健康福祉学科(坂)

種　　別 国内書 外国書 合　　計 価　　格

教養教育図書 6,384冊 1,007冊 7,391冊 28,082,517円

専門教育図書 21,039冊 2,320冊 23,359冊 74,187,167円

学術雑誌・その他 (70種) (10種) (80種) (1,105,830円)

合　　計 27,423冊 3,327冊 30,750冊 102,269,684円

広島文化学園大学（郷原・坂）合計 54,595冊 11,306冊 65,901冊 302,175,177円

広島文化学園大学看護学部(阿賀)

種　　別 国内書 外国書 合　　計 価　　格

大　　学　　院 538冊 294冊 832冊 4,164,976円

教養教育図書 22,505冊 3,303冊 25,808冊 94,647,623円

専門教育図書 11,278冊 3,200冊 14,478冊 82,670,719円

図書合計 34,321冊 6,797冊 41,118冊 181,512,046円

視聴覚資料（DVD・備品ﾋﾞﾃﾞｵ） 498点 14,176,560円

学術雑誌・その他 (100種) (16種) (116種) (2,440,851円)

合　　計 195,659,878円

広島文化学園大学学芸学部(長束)

種　　別 国内書 外国書 合　　計 価　　格

教養教育図書 0冊 0冊 0冊 0円

専門教育図書 6,904冊 4,930冊 11,834冊 28,363,290円

図書合計 6,904冊 4,930冊 11,834冊 28,363,290円

視聴覚資料（CD・DVD) 438点 4,000,000円

学術雑誌・その他 (30種) (15種) (45種) (1,300,000円)

合　　計 33,663,290円

広島文化学園短期大学

種　　別 国内書 外国書 合　　計 価　　格

教養教育図書(学芸共用) 29,095冊 1,898冊 30,993冊 115,653,554円

専門教育図書/保育(学芸共用) 12,562冊 1,244冊 13,806冊 32,987,357円

専門教育図書/食栄・コミュ 14,373冊 1,016冊 15,389冊 57,519,306円

図書合計 56,030冊 4,158冊 60,188冊 206,160,217円

学術雑誌・その他 (135種) (18種) (153種) (2,443,315円)

図 　　 　書 179,086冊

視聴覚資料 936点
総　　計 737,658,562円



（（（（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 「学習者中心の教育」の展開を目指し、分かりやすい授業への工夫・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】

② 郷原キャンパスと坂キャンパスの有効な利用と「学習者中心の教育」の具現化

【結果】

郷原・坂キャンパス間にシャトルバスを週３日（水，木，金）運行した。これにより郷原

キャンパスの施設の有効利用とキャンパス利用の学生の利便性を確保した。

【目標】

③ 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】

④ 「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、学部として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、社会人としての自覚を徹底して行った。

⑤ その他

・高大連携事業

広島翔洋高校での講義（各学年３回）・コンサート１回（看護学部・短期大学含む）

教育ネットワーク中国の広島県備北地区での中高大連携公開講座の実施

教育ネットワーク中国の夏季高大連携講座の実施（８月　５回）

（（（（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

・社会情報学科に「経営システム専攻」と「国際ビジネス専攻」を開設し、専門性の高い

　学習者中心の教育を目指す準備をしている。

・中国・大連外国語学院へ社会情報学科の３年生が１年間の短期留学に取り組んでいる。

・中国・大連外国語学院での短期語学研修に５名、ニュージーランド・フィティレイアオー

　クランド校での短期語学研修に３名が参加し、国際感覚、人間的たくましさを身につけた。

　中国・大連での短期語学研修では研修期間中に現地企業でのインターンシップを実施。

〔〔〔〔２２２２〕〕〕〕広島文化学園大学社会情報学部広島文化学園大学社会情報学部広島文化学園大学社会情報学部広島文化学園大学社会情報学部



　 ・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

・これまでの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、21年度は

　６名が受験し、１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

・学生主体の共同研究会、資格取得のための講座開催により、学生の企画力、実践力を支援

・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８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21年度より３年間、文部科学省の戦略的大学連携事業において、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）事業が補助金対象として採択され、事業を進めている。

・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11月には、パートナー校である四川外語学

　院を訪問し、連携体制を確認した。



③ 広島文化学園大学エクステンションセンター

・前期・後期９３講座　受講生1,845名

新規１７講座「心をつなぐｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ講座」･「一人で悩まないで」･「脳と体のｴｸｻｻｲｽﾞ」

・「お料理のイロハ」・「英会話（小学生・高学年）」等

・無料健康教室２１講座　受講生1,205名

・中高齢者でも携帯電話から簡単に講座が参照できるように、ＱＲｺｰﾄﾞを作成して広く案内

（（（（５５５５））））教育環境教育環境教育環境教育環境のののの整備整備整備整備

1 学生の満足度を高める環境整備 （千円）
・郷原キャンパス野球場・サッカー場整備
・野球場照明設備
・留学生交流館階段補修工事
・体育館カーテン設置工事
・2号館空調機修理

2 その他教育環境整備 （千円）
・トレーニング機器更新

3 校舎の整備 （千円）
・車椅子用トイレ改修工事　
・福祉実習室屋根庇笠木防水工事他　

（（（（６６６６））））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〕　　ＶＯＬ１５（２００９）

○地域協働と担い手育成－呉市Ｓ地区における地区まちづくり計画策定を事例に－
・・・・・・・・・・・・・・・　大藤文夫

○体力問題に関する考察－学力問題と小児看護の議論から－
・・・・・　伊藤数馬・大原美香・松尾晋典・若林紀乃・長沼貴美・時津　啓

○児童の生活状況からみた体力と運動意識の関連－島嶼部の小学生に着目して－
・・・・・　松尾晋典・若林紀乃・大原美香・伊藤数馬・時津　啓・長沼貴美

○島嶼部および急傾斜地に居住する高齢者の介護予防に関する調査
－口腔衛生と運動能力との関係について－

・・・・・・・　平岡敬子・礒田朋子・伊藤数馬・松尾晋典・平岡貴子

○島しょ部住民の生活環境評価に関する調査研究　・・・・・・・・・・・　今田　寛典

○中国の監査制度と歴史　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・　毛　暁・松尾俊彦

〔平成2１年度共同研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ／広島文化学園大学社会情報学部　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

294
3,150
1,500

451
1,260

1,200

1,333
567



○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〕〕〕〕広島文化学園大学看護学部

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((((新規事業新規事業新規事業新規事業))))
【目標】

　看護学は実践の科学と呼ばれる。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・キネステティックスなどの技術教
育理論を採用し、振返り学習などにより実践教育が効果的に推進できるようにする。
  ４年間の教育を通して修得する技術についてはチェックリストを作成し，20年度に策
定した卒業時到達目標に沿って学生の卒業時評価とする。
  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】

  看護技術教育にシミュレーション教育・キネステティックスを取り入れ、講義展開に
振り返り学習を導入した。特に成人看護学領域では、成人１・２・３と実習が３クール
に分かれており、効果的な実習展開に振り返り学習が有効であった。
  厚労省からの卒業時到達目標を達成するための技術経験録を新たに作成、４年次生が
実習においての技術経験状況を記録した物を、集計、その結果を分析することで、今後
の実習教育における課題を見出すことができた。
  １年次生に対する病院見学実習を３グループにわけて３施設（国立呉医療センター、
呉共済病院、中国労災病院）で実施した。看護学教育を受ける初年度生としての意識が
高揚し、問題意識・課題探求的に事前学習、事後発表等を行うことができた。

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】

　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。
　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じて,研究に対する取り組みに興味がもてるよう
配慮する。
　学生研究論文の学外公表の一貫として隣地実習施設の看護実践者への参加呼びかけを
行い,研究発表会の効果的な運営をしていく。併せて,研究論文評価の客観的評価表を作
成し,質の維持を図る。

【結果】

  本年度から看護方法論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴの看護過程の全教科目が、始めて講義展開
された。健康問題抽出から具体的な看護介入のための計画作成まで、実践的な思考訓練
演習により、各看護学領域での実習に向けての重複・不足箇所を補いながら学生の理解
度を深めることができた。また、演習により各学生ごとの苦手な部分を明らかにするこ
とができ、具体的に学習を補習・強化する効果が得られた。

  学生参画活動としては研究発表運営委員会、国家試験対策委員会、実習室整備委員会、
保健委員会、防災委員会での実践を通して、看護学生として積極的で、自主的な学習姿
勢を修得することができた。また、各委員会の学生メンバーの活動が、その他の学部生
に対して良い波及効果をもたらし、より能動的・探究的態度の育成が図れた。

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】

　学校保健に参画できる質の高い学生を育成するために新設した養護教諭コ－スは既に
1名の養護教諭合格者を排出したが，今後，養護教育課程委員会の組織を磐石にするた
めに，全国養護関連学会への参加を行い，教育現状の把握を行いつつ，その教育の基礎
を固めたい。

【結果】

（（（（１１１１））））学部学科学部学科学部学科学部学科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基本方針基本方針基本方針基本方針とととと事業報告事業報告事業報告事業報告



  養護教諭コースを希望する学生は例年多く、関連教科目における学習態度も良く、教
育実習へも意欲的に臨むことができた。本年度修了生の２名（内１名は科目等履修生で
卒業後１年頑張った学生）が養護教諭として就職することができた。

DDDD) ) ) ) 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

【目標】

平成21年度,保健師助産師看護師学校養成所指定規則の変更に伴い,現行教育課程改革を
行い,関係機関に申請・受理されたので,平成21年度生からこの適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践する。

【結果】

  厚労省による指定規則等の変更に伴い、本学部では１年先がけて平成20年度から統合
分野「看護の統合と実践」の教科目として看護総合に「看護方法論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ」
を新設、また、「地域統合実習」「災害看護論」「音楽と日常生活」を新設した。看護
方法論の５科目は、各看護学領域間の枠を超えた統合的な看護過程の具体的・実践的演
習の強化を目的に配置された科目で、前述した様に有機的な展開が実施されている。

AAAA) ) ) ) 国際化教育(新規事業)

【目標】

　グロ－バルな視点に立ち,国際貢献の契機と成りえるために海外研修（フィリピン)の
継続と昨年度実施したアメリカとの教育連携に向けての具体的活動を行う。
　世界災害学会への参加を通じて,日本における災害看護システムの構築などに貢献
する。
　フィリピン国パ－ペチュアル大学から2名の研究生を受け入れ,広島大学病院・原田
病院での研修サポ－トを行う。

【結果】

  本年度は新型インフルエンザ対応等の問題があって、海外研修は実施されていない。
  世界災害学会においては,本学部の活動状況を学会発表し,意見交換・交流等を深めるこ
とができた。

BBBB) ) ) ) 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））））

【目標】

  シミュレ－ション教育・体験学習など国庫補助事業を中心に教育方法の改善を行い，
教育内容の充実と学習者主体の教育を推進する。

【結果】

  シミュレ－ション教育・体験学習のための学習環境づくりを強化することができ（シ
ュミレ－ションル－ム)，学部内での授業・演習展開,研修等にも積極的に実践・活用す
ることができた。

CCCC) ) ) ) 教育連携強化教育連携強化教育連携強化教育連携強化

【目標】

　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い，教育内容を精選
し効果的な学習成果を狙う。
　臨地との教育連携を効果的にするために臨地実習施設者会議を例年どおり実施する。
　看護学部の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
内容の充実を図るため非常勤講師に対し教育説明会を実施する。

【結果】

　　　　① ① ① ① 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基本方針基本方針基本方針基本方針とととと事業報告事業報告事業報告事業報告

　(2) 重点項目の基本方針と事業計画



  定期的なFD委員会と集中検討会の開催により、看護関連領域、各看護学領域間の教育
連携を有機的に展開することができ、教育内容の見直し、調整・補強等に努めることが
できた。また、本年度で３回目になる非常勤講師懇話会の開催により、本学部教員間と
の教育展開に関する具体的な意見交換・調整を行うことができた。
  臨地実習施設者会議では,厚労省による指定規則改正の趣旨・意向を踏まえての本学
部での教育内容への反映,展開について,共通見解等々を深めることができた。

DDDD) ) ) ) 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専門看護師専門看護師専門看護師専門看護師・・・・博士課程博士課程博士課程博士課程をををを新設新設新設新設するするするする。。。。((((新規事業新規事業新規事業新規事業))))

【目標】

　専門看護師・博士課程設置検討委員会を中心に,広島文化学園大学大学院看護学研究科
に博士課程設置のための要件を整える。
　老年看護学，クリティカルケア領域における専門看護師育成のため,平成21年度教育
課程の改革を行う。

【結果】

  次年度からの専門看護師教育課程開講に向けて「クリティカルケア看護領域」「老人
看護領域」を新設することができ、具体的実践に向けての実習要綱等々の文書も整備す
ることができた。また、博士後期課程の次年度新設に向けての検討委員会により文科省
提出用書類等々の準備が整い、設置のために必要な要件等の整備ができた。

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

【目標】

　昨年度から実施した国家試験・保健・防災・研究などの4つの学生参画会議は、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。

【結果】

　５つの学生参画活動による委員会も学生による自主的・積極的運営が定着してきた。
国家試験対策委員会では全員受験・全員合格のスローガンの基、最終年次生に早期に
動機づけを行い、看護師国家試験合格率94.3％（全国平均89％）と好成績をあげること
ができた。
　昨年度卒業生は２名を除き、看護師国家試験に合格することができた。
　実習室整備委員会では備品台帳を作成し、備品一覧のUSBを委員会担当者管理とした。
　また、例年通り実習室の環境整備と実習器械・器具、物品の補修・補充を行った。
　物品管理・使用に関するマニュアル作成が次年度への課題として残っている。
　保健委員会は年度当初から新型インフルエンザ対応に追われた。新型インフルエンザ
対策室も設置され迅速で適切な対応をとることができた。学生への周知文書等も委員会
で適宜、検討し素早い対応がとれた。今年で２年目になる新入生への性教育も沢田先生
の説得力のある話に真摯な姿勢で受講していた。その成果はアンケート結果からも伺え
た。
　また大学行事（健康診断、新入生歓迎キャンプ、大学祭、センター試験等）時には
保健係メンバーとして適切な対処がとることができた。
　防災委員会は、防災訓練時に呉市東消防署と連携し、企画・運営に携わることができ
た。最初は戸惑う場面もみられたが、消防署との打ち合わせを重ねる中でより実践的・
効果的な防災知識・行動を習得することができ、委員会活動の委員以外の学部生への
啓蒙活動も積極的に行えていた。
　研究発表会運営委員会は、４年次生の研究発表会の運営に積極的に関わることができ
た。３年次生の発表会時の役割指導、物品・備品の確認、準備、段取り等、適切に対応
できていた。研究抄録集の編集・製本・配布等についても担当教員のもと、昨年度より
も早い時期に的確に４年次生に手渡すことができた。

 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,,,,スポスポスポスポ－－－－ツツツツ))))におけるにおけるにおけるにおける基本方針基本方針基本方針基本方針とととと事業報告事業報告事業報告事業報告

 ( ( ( (3333) ) ) ) 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，，，，課外活動課外活動課外活動課外活動((((文化文化文化文化・・・・スポスポスポスポ－－－－ツツツツ))))就職等就職等就職等就職等ののの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基本方針基本方針基本方針基本方針とととと
　　 　　 　　 　　 事業報告事業報告事業報告事業報告

①　学生の修学における基本方針と事業計画



【目標】

　自治会活動を中心にした学生の課外活動(文化,スポ－ツ)を積極的に支援する。

【結果】

  本年度、阿賀キャンパスで始めて実施された大学祭において、学生主体の運営を尊重
しながら、運営上の諸問題（グランド管理・周辺住民への騒音等々の配慮など）におけ
る適切な対処方法・協力依頼等について担当教員は適切な支援体制をとることができて
いた。一方、教員が実習に出ていて不在のことが多いため次年度以降の大学祭に向けて
関連資料等の保存・引継ぎが課題として残った。また、自治会活動の円滑な運営のため、
教員・学生間の連携、情報共有化のための会議等の定期的開催を検討していく必要があ
る。

【目標】

　自治会活動の延長線上にある同窓会が顧問教員との連携により,効果的に運用できる
ように支援する。

【結果】

　同窓会室の確保等の物的体制作り,環境整備を引き続き調整中である。
　人的体制としては,看護学部教員２名を同窓会顧問とし，同窓会長と連携を取りながら
住所録の作成等引き続き実施している。

【目標】

　就職係を中心に就職率100%を維持する。

【結果】

　就職率は１００%を維持している。
　４年次生選択科目として「職業選択と職業的アイデンティティ」を引き続き開講して
いる。

① 社会との連携にかかわる基本方針と事業計画

【目標】

　＊地域住民との連携を強化する目的で公開講座の開催1回(講演主体)
　＊高校生対象の公開講座の開催(年6回)
　＊骨密度測定などを含めた健康相談の実施(阿賀プラザ,大学祭,広島県看護協会)
　＊脳卒中予防の出前講座の継続的実施
　＊育児支援のための教育プログラムを実施,地域との連携を強化する
　＊中国・四国教育ネツトワ－ク事業への参加

【結果】

② ② ② ② 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((((新規事業新規事業新規事業新規事業))))

　A) 地域・連携公開講座の継続的実施

((((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基本方針基本方針基本方針基本方針とととと事業報告事業報告事業報告事業報告

 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

A)　 就職支援体制の継続

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



  例年通り、高校生対象の看護学入門講座を４月から毎月第４週に６回開講することが
できた。
  高大教育連携の一貫とし広島翔洋高等学校など3つの高校と連携し、高校への出前授
業、講師の派遣を行った。また、連携高校以外の高校からの出前講座の依頼についても
学部内教員で可能な限りにおいて授業時間等々の調整のもと実施することができた。
  阿賀キャンパスで実施する健康フェスタは学生が学んだ知識を活かして、健康チェッ
クを行ったり、健康相談や身体に良い食事の試食やレシピ等を紹介するイベントで、近
隣地域住民にもかなり浸透・定着してきている。
  脳卒中予防のための出前講座は教員と学生が近隣の自治会館や老人会、公民館でショ
ートドラマを演じたり、講義・相談会を例年通り幅広く積極的に実施できている。
  骨密度測定などを含めた健康相談は広島フラワーフェスティバル、大学祭、阿賀プラ
ザ、ミュージックキューブ会場等で例年通り実施することができた。
  四国教育ネットワーク事業への参加についても、例年通りシティカレッジに特別対応
プログラムを作成し、地域住民に対して他領域の講師を派遣することができた。

A)  社会活動及び研究活動

【目標】

  ＊教員においては社会活動及び研究活動を通じて社会貢献する。
　＊看護学生にあっては卒業後の就職継続による社会貢献に不可欠である。在学中に
　　学生の職業的アイデンティティの確立を図り,社会貢献をなす人材の育成を図る。
　＊呉市活性化研究への学生参加

【結果】

  昨年度に引き続き、近隣呉市地域の幼稚園教諭・保育士を対象に育児支援のための教
育研修プログラムを８月に２週間にわたり開講した。
呉市消防署の救急救命士の方々を対象に昨年度に引き続き産科救急研修を実施し、救急
の場面での対応等について講義の後、シミュレーション演習を毎回実施した。
文科省の戦略的連携事業の一環として、島嶼部での出張講演会、出前講座を開講した。
また、「呉・芸南地域高専大学連携センター」教育プログラム部門開発企画事業として
プロ野球解説者・指導者の渡辺弘基氏の講演会を地域住民、３校学生に幅広く開くこと
ができた。
平成21年度地域活性化研究として助成金をうけ、特に呉・芸南地域島嶼部に焦点をあて
た調査研究を行い、その成果を公表することができた。また呉地域オープンカレッジと
して脳卒中予防のための公開講座を開講した。
本学部教員の知的財産を活用しての社会活動及び研究活動の詳細は、平成21年度看護学
部教育評価として集録、冊子として公開している。

女子更衣ロッカ－(４人用)30設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　 765千円

日照調整フィルム(講義室ガラス用)　　　　　　　　　　　　　　   　　438千円

食堂券売機　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210千円

フロジェクタ―3台（302講義室，2・3階実習室）　　　　　　　　 　　1,785千円

プラズマテレビ(１０１講義室)　　　　　 　　　　　　　　　　　　　  962千円

乳幼児診療台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　737千円　　

情報処理演習室　床改修工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　735千円

防犯扉設置工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　589千円

(5) 教育環境の整備

１．学生の満足度を高める環境整備

２．その他の基養育環境整備

３．校舎の整備

   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基本方針基本方針基本方針基本方針とととと事業報告事業報告事業報告事業報告



正面車止め　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　530千円

(6) 教育研究調査

　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　佐々木秀美
                                       　（済生会呉病院　植田洋子・海段小百合）

○成人看護学実習Ⅱにおける思考過程の学習経過の報告

　　―反省的思考を適用して―

・・・・・・・・・・・・　金子潔子，田村和恵，松井英俊，前信由美，岩本由美

　　　　　　　 　　石川孝則　，迫田千加子，中井芙美子，平間かなえ，佐々木秀美　　

・・・・・・・・・・・・・　岡本響子，村木士郎，東中須恵子

             （徳之島病院―吉元初美・藤崎由美子・川　友美・眞形弘美・上野博之・
                                                 宮　洋子・宮元陽子・東　槇徹）

　　　－―コメニウスの直感教授方を手がかりに―

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・佐々木秀美

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・佐々木秀美

・・・・安藤純子，加藤重子，今坂鈴江，岡平美佐子，讃井真理，林　君江，日川幸江　

　　　　　　　　エクステンションセンタ－　湯川和子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　佐々木秀美，林　君江,小河朋子

　　　－―経験型実習の試み―

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東中須　恵子，村木士郎，岡本響子

○学生が考え実践できる臨地学習の工夫

〔看護学統合研究〕　VOL.11 No.Ⅰ・Ⅱ（２００９）

○服薬アドヒアランスの獲得に向けての看護者の関わり

○「看護歴史探訪」その２　知的行為としての看護技術教育

○一般病棟における認知症高齢患者の行動障害把握に関する取り組み
　　　－センタ－方式を利用して－

○「看護歴史探訪」その３　小児精神医療のパイオニア富士川遊の看護観

○地域住民へのソフト食紹介の検討　　　

○モ－ル夫人への手紙にみるナイチンゲ－ルの女性観



（１） 大学の教育・研究における事業報告

【目標】
① 広島文化学園大学との統合化による大学改革の推進
【結果】

【目標】
② FD活動等の充実による学習者中心の教育の推進
【結果】

【目標】
③ 相互評価の実施による自己点検・評価活動の推進と大学の改善・充実
【結果】

④ 地域社会との連携によるコミュニティ教育の推進
【結果】

（２） 学科等の教育・研究における事業報告

① コミュニティ生活学科
･体験重視学習の展開（自己評価システムの導入）
　ファッションショー(第１１回・県民文化センター・学生５１名参加、来場者約２３０名)
　カフェ&パーティイベント （スーフォルムカフェ・学生２２名参加、来場者１０４名）
　クリエイト卒業制作展（本館玄関ホール）
　卒業研究のレポートパネル展示（本館玄関ホール）
　インターンシップ（３１名）
　コミュニティ教育の推進

（ボランティアへの参加・あかね祭における体験会の実施やカフェの運営・オープンキャンパス）

・授業担当者意見交換会の開催（３２名参加）
・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 （３２校）
･阿賀サテライトキャンパスの検討

② 食物栄養学科
・各種の学科行事を行い、実践的学習の強化を図った。
　　　・リーダー養成研修
　　　（オリエンテーションキャンプ、七夕の会、あかね祭、Ｔｈａｎｋ you旅立ちパーティなどで活躍した。）
　　　・基礎技術の向上支援(調理、実験)　チャレンジ！調理講座（前期３回、後期特別講座３回実施）
　　　・栄養指導力の強化（新規）
　　　　(栄養指導各論実習、オープンキャンパス、公開講座などで食育SＡTシステムによる食事診断

　大学の名称変更を契機として、広島文化学園大学との管理運営の統合化を推進した。
特に広島長束キャンパスの教育・研究体制の計画策定及び準備作業においては、学芸学
部との連携・協力を積極的に推進するために、会議や委員会等の効果的な運営方法、学
生指導の内容・方法・実施計画等について詳細に協議し、新学部の開設に備えた。

　計画どおり宇部フロンティア大学短期大学部との相互評価協定を締結し、交換資料による質
疑、相互訪問調査等を実施した。相互評価のための諸活動を通して、自己点検・評価活動の
充実を図るとともに、教育の質の向上及び特色ある教育・研究の推進に向けて、改革・改善の
ための課題を明確化することができた。

　コミュニティ・カレッジ的機能の充実をめざして、呉地域オープン・カレッジでの共
同研究の実施、安佐南区役所との連携協定に基づく地域活動、公民館との連携講座、教
育ネットワーク中国による高大連携講座等、各学科の専門を生かした多彩な地域活動を
積極的に展開した。

　ＦＤ活動では、研修会の計画的実施、学生による授業評価の充実、教員相互の授業参
観の実施等により委員会活動の体系化に努めた。また、教育課程編成において履修学生
数や学生による授業評価結果等を活用するなどして、学習者中心の教育の視点から教育
の充実・改善に努めた。

〔４〕広島文化学園短期大学

カンガルースタッフ）



の実施）
・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　
・高校生対象お弁当献立コンテストの開催（応募総数　205件）
・ボランティア活動の推進（ひろしまフードフェスティバルへの参加など）　
・高校家庭科教諭対象の公開講座の開催(２０名参加希望、１９名出席、１名欠席）
・授業担当者情報交換会の開催（参加者21名）
・公開講座の開催（地域住民対象の健康講座を含む)
(第1回目参加人数：121名 、第2回目参加人数：16名）

③ 音楽学科
・中・四国新人演奏会参加
・ピアノ指導者研究会
・音楽療法士養成教育
・全日本吹奏楽コンクール課題曲講習会の開催（6月21日開催　500名の参加）
・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（12月13日開催　15団体が参加）
・定期演奏会開催（11月27日フェニックスホール　800名近くの入場）

④ 保育学科
・専門分野の就職強化
・リーダー養成教育
　2年生のオリキャン委員を中心に、オリエンテーション時の対面式、オリキャンの企画運営をさせる
　うんどう会委員による運動会の企画運営
　生活発表会委員による生活発表会の企画運営
　子育て支援委員による子育て支援活動
・授業担当者情報交換会の開催　参加者37名
・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
・子ども・子育て支援研究センター活動の準備
・子育て支援活動の継続

・子ども文化体験学習の推進
　「おはやし劇場」だだすこだんだんの上演（５月３０日）
・保育に役立つ資格取得の推進

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（10月14日　石川哲郎講師による公開レッスン及びミニコンサート）

　
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
　 ・地域貢献活動の推進

・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

⑥ 広島文化エクステンション（附属音楽園）

【附属音楽園】
・レッスン生40名
・成人のためのミュージックサロンの開催
・附属音楽園発表演奏会の開催

（３）学生の修学、課外活動（文化・スポーツ）及び就職等への支援に関わる事業報告
　

① 学生の修学支援
・学生生活の手引き等、大学との統一化を図る。

（4月18日徳島県郷土文化会館ホールにて開催　植野有紗（ピアノ）出演）
（11回開催）

　　「伝承あそび つくって遊ぼう」開催(8月９日　講師　福田宣行特任教授）
　　あかね祭において「子ども広場」開催

幼児体育指導者（２級）検定講座（８月２５～２４日１年１１名、２年19名）、　障害者スポーツ指導
員、赤十字幼児安全法講習会（８月１１日１年生８名２年生２６名）、幼児安全方支援員養成講習
会（９月２～４日１年生２９名２年生３名）



・オリエンテーション、オフィスアワーの充実
・全学的体制により多様な学生に対して適切な指導を行う
・一人暮らし学生との懇親会の実施
・大学との連携による訪問介護員養成の実施
・音楽奨学金、学位授与機構認定専攻科奨学金制度の充実
・広島文化学園奨学金制度の充実
・学部開設に伴う図書館の充実

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（２０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
・求人開拓への推進
・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

　 ・学内合同企業説明会の開催（参加企業13社）

（４） 社会との連携及び社会貢献に関わる事業報告

　 ① 社会との連携に関わる事業報告
・公開講座の開設・充実（１１回開催）

「暮らしと数学」、「クッキング教室」、「裁判員制度について」、「ロハスな暮らし」など
・科目等履修生（正規授業の開放）の受け入れ推進（７名受け入れ）
・社会人学生の受け入れ推進（９名入学）
・教員免許状更新講習の実施（８名受講）
・高大連携公開講座の開設（９講座、８９名受講）
・出張授業（２校、２１６名受講）
・地域ふれあい体験会開催（約５０名参加）
・児童館との共催事業の実施（山本小学校児童館「山本っ子広場」に４名参加）

② 社会貢献に関わる事業報告
・安佐南区役所との連携協定による事業

「減らそう犯罪　子どもの見守り活動」・町づくりワークショップへの参加
・公民館との共催事業の実施
・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」（学生１２名、教員１名参加）
山本川一斉清掃（学生４名、教職員３名参加）
統合記念事業で託児ボランティア（学生２０名、教員６名参加）
地域の夏祭り（学生１６名、教員３名参加）

・地元企業との連携（資生堂と連携し、カンガルースタッフを５名派遣）

（５） 教育環境の整備

施設整備
千円 千円

新校舎建設 短大 94,127 学芸学部 490,873
新校舎工事管理 1,014 5,286
既設校舎改修 58,386 56,614
図書 0 14,000
機器備品 30,091 129,709
ピアノほか備品 286 54,958
いす等備品 1,947 2,389

185,851 753,829



     ( 6 )教育研究調査

［紀　要］第４２号（２００９）

○　新しい資料の解読によるフレーベル「教育用具」の体系的考察

　　　　　　　ー大裁ち女物袷長着からイブニングドレスへー
　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今井　裕子

　　　　　　　ー資料批判と今日的課題ー
　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小笠原道雄

○　マトロイドによる間取り査定の検証
　　　　　　　ーヘドニック・アプローチとＩＳＭ法による間取り構成の査定ー
　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・古川　博仁

○　和服リフォームにおけるデザインの提案　その２

　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田頭　伸子・宮田　保江

　 　谷口美佐子・白砂千登勢・水井富美惠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   岡田　正浩

○　保育者養成校における子育て支援活動
　　　　ー体験学習としての実践ー

　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山下由美子・溝下あさみ・村田美穂子

○　歴史教材による初等法関連教育の教育内容編成
　　　　　　　ー初等教材“Ｗorking Ｔogether”を手がかりとしてー
　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・二階堂年惠

○　新調理システムにおける真空調理法の安全性についての一考察


