
①①①① 新理事長の就任新理事長の就任新理事長の就任新理事長の就任

②②②② ガバナンスの確立ガバナンスの確立ガバナンスの確立ガバナンスの確立

③③③③ 学園改革・統合のための運営体制学園改革・統合のための運営体制学園改革・統合のための運営体制学園改革・統合のための運営体制

④④④④ 情報公開情報公開情報公開情報公開

　理事長、学園長並びに学長、副学長等の役割分担を明確にし、組織としての機能の充
実を図った。また、理事長をはじめとした役職者のリーダーシップと責任の所在を明確に
した。H24年度からは各学部・短期大学に副学長を設置することにより、各学部ごとの機
能充実を図る。又、自己点検評価、相互評価を通じてガバナンスの確立を目指した。
　意思決定については全教職員に対して、速やかに情報を開示するとともに、中期経営
計画、事業計画、予算等について、全教職員による策定を行い、健全なる組織の確立を
図った。

　前年度に引き続き、学園改革・統合のための三役会議の開催により、本学園の経営と教
学に関する学園改革及び業務執行の迅速化と統合化を図った。また、三役（常勤役員）
及び幹部職員で構成される代議員会議では学園統合に向けて諸課題に対し協議がなさ
れた。さらに、代議員会議各部会では学園の統合・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。三役会議は原則月２回、代議員会議は総会が年５回、各部会が
月１回の開催であった。

文部科学省通知「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」によ

り、平成23年4月1日より①学校教育法で公開が定められている項目８項目，②教育力の

向上の観点から公表が求められる情報　(公表の努力義務)４項目，③国際的な大学評価

活動の展開や我が国の大学情報の海外発信の観点から公表が望まれる情報として５項

目について，情報公開を求められているが、学園内に情報公開プロジェクトチームを立ち

上げ、単なる事務対応としてではなく、大学改革に連なる自己点検作業の一環として、公

開計画の立案、資料作成を行い、①の８項目全て及び②、③のうち主要な項目について

ホームページ他で公表した。

事業の概要

〔１〕学　園

（１）事業の概要
平成22年に学園の改革を盛り込んだ「広島文化学園中期経営計画Ⅱ」を策定した。平成23
年度はその計画に基づいた平成23年度事業計画により運営を行った。一部の学部・学科に
おいては、定員割れをおこしており、更なる学園改革が必要となっている。学園の安定的基
盤に資する学生確保において、十分な成果が得られていないものの、一部には改善もみられ
た。今後も学園の改革が必要であり、平成23年度は中期経営計画Ⅱ（H24改訂版）の策定に
取り組み、長期的なビジョンを見据えた中長期的な課題に対応する基本的な方針、計画、施
策等の重要事項を検討した。

（２）主な事業の目的・計画及び進捗状況

　平成24年1月1日付で新理事長が就任した。新理事長は就任にあたって、基本姿勢を
示し、その中でガバナンスの確立、情報公開、中長期の戦略立案と履行、教育の質保証
など具体的な目標と行動について掲げ、全教職員にこれらを実現するための課題解決と
取り組みの実施を指示した。これまでの学園の歴史を踏まえつつ新たなる局面に対応す
るための行動を起こすことで学園の充実発展を目指していく。



⑤⑤⑤⑤ 中期経営計画Ⅱの見直し中期経営計画Ⅱの見直し中期経営計画Ⅱの見直し中期経営計画Ⅱの見直し

⑥⑥⑥⑥ 看護学研究科博士課程開設準備（平成２４年４月開設に向けて）看護学研究科博士課程開設準備（平成２４年４月開設に向けて）看護学研究科博士課程開設準備（平成２４年４月開設に向けて）看護学研究科博士課程開設準備（平成２４年４月開設に向けて）

⑦⑦⑦⑦ 学芸学部開設（平成２２年４月開設）学芸学部開設（平成２２年４月開設）学芸学部開設（平成２２年４月開設）学芸学部開設（平成２２年４月開設）

⑧⑧⑧⑧ 呉 呉駅キャンパスの見直し呉 呉駅キャンパスの見直し呉 呉駅キャンパスの見直し呉 呉駅キャンパスの見直し

⑨⑨⑨⑨ 学生募集活動と広報活動の強化・充実学生募集活動と広報活動の強化・充実学生募集活動と広報活動の強化・充実学生募集活動と広報活動の強化・充実

　社会情報学部の改革と学園経営体制の強化の一環として平成23年度末における呉 呉

駅キャンパスの休止を決定した。同キャンパスの資源を他のキャンパスに移行させること

で機能強化と効率化を目指す。

　学園が設置する「大学３学部５学科と短期大学３学科」の融合により、特色ある人材の育

成を前面に出し、大学・短期大学統合による学園内連携が学生募集活動の最大の強化

であることを常に念頭に置き、学生募集活動・広報活動を進めた。各学部・学科、学生部

と入学支援センター（ＡＯオフィサー）の連携の必要性を常に意識しながら、学部独自で

行っていた教員による高校訪問から入学支援センター主導による同時期・同目的での一

斉高校訪問へ変更したほか、直接、高校生と接する進学相談会や、オープンキャンパス

の活動を積極的に行った。また、広報企画室とも綿密な連携を取りながら広報の方法・費

用対効果等を検討しつつ、大学・学部等の情報を地元の新聞・経済誌をはじめ全国的な

メディア媒体なども利用しつつ多様な手法で地域へ発信し、学園（大学）の存在感を地域

に広めていくよう努めてきた。

　現在、計画・執行中の中期経営計画Ⅱ（H23～H27）について、進捗状況の管理と環境
の変化への対応等を目的に毎年見直しを行うこととしている。平成23年度は学生数予測
の修正、会計方針の変更に伴う財務面の修正を行った。また、平成23年度の取組状況
と、それを踏まえた平成24年度の計画を網羅した資料を作成し、中期経営計画Ⅱ（H24
改訂版）として充実を図った。

　広島文化学園大学大学院看護学研究科博士課程を呉 阿賀キャンパスに設置するた
めの準備を行った。既存の同研究科修士課程を博士前期課程とし、新たに博士後期課
程（入学定員6名、修業年限3年）を設置する計画で文部科学省へ認可申請を行った。平
成23年10月24日に認可を受け、学生募集活動などを行い、平成24年度は博士後期課程
に4名の学生が入学した。

  学芸学部は開設から2年目を迎え、設置計画を確実に履行するべく整備を進めている。

学生募集では、教育内容のPR等に努め昨年度の2倍を超える受験生があった。教育研

究成果の還元、地域貢献にも積極的に取り組み、子ども・子育て支援研究センターで地

域の親子を受け入れたり、地域行事への参加、地元小学校との連携促進などを進めてい

る。年度末には開設年度に3年次へ編入した学生が第1期生として卒業した。卒業生は全

員進路が決定し、特に小学校教員採用試験では3名の受験者のうち2名が採用された。



⑩⑩⑩⑩ 学園内システムの統合化・合理化学園内システムの統合化・合理化学園内システムの統合化・合理化学園内システムの統合化・合理化

⑪⑪⑪⑪ 奨学金制度の拡充奨学金制度の拡充奨学金制度の拡充奨学金制度の拡充

⑫⑫⑫⑫ 寄付金募集活動寄付金募集活動寄付金募集活動寄付金募集活動

⑬⑬⑬⑬ 一般事業主行動計画一般事業主行動計画一般事業主行動計画一般事業主行動計画

　「奨学金制度の拡充」等の学生支援の充実を図るためには、何よりも財政基盤の充実が
必要であり、文部科学省への特定公益法人認定申請、日本私立大学振興事業団への受
配者指定寄付金適用申請、自治体への寄付控除手続、学内体制整備・学外への公表体
制の整備等の準備を平成22年度までに完了した。平成23年度ではこれらの制度を活用
し寄付金の募集活動を展開し、制度対象のものだけで約660万円の寄付金収入があっ
た。この収入は、学生への奨学資金をはじめ教育研究環境の充実と地域に貢献できる人
材の育成のために活用する。

　本学園は広島・呉地域における「人材育成」と「地域貢献」を使命とし、新しい教育文化

の創造に向けた取組み、例えば「子ども・子育て支援研究センターの開設等」を通じて、

地域の子ども・子育てへのサポートと研究を進めるとともに、教職員が仕事と子育てを両

立させることができ、働きやすい職場環境を作ることによって、その能力を十分に発揮で

きるようにするため、行動計画を策定し、平成23年1月から実施している。年末年始やゴー

ルデンウィークを活用した年次有給休暇の取得勧奨や育休対象者の補充要員配置、支

援研究センターによる研究成果の提供などを実施した。

　平成２１年度より学園のシステムを概ね５ヵ年で整備することとし、学園の統合システムを
検討、構築する部署である学園システム企画室を中心に開発を進めている。システム構
築は、現在中期経営計画を基に学園情報統合データベース構築を進めている。同室
は、その他の学園内の各種システム関連業務等も集約することで効率化を図っている。
なお、構築業務は業者とも委託契約を結び、委託業者の職員が常駐することで開発力の
強化を図っている。
　平成２３年度には前年度までに完成しているシステムのバージョンアップ、年度計画で
段階的に開発を進めている各種システム間の調整、新規システムの開発を実施した。
ペーパーレス化ではタブレット型情報端末を一部会議で試験的に導入したものを理事会
等へも拡大した。紙媒体による通知・連絡からメール通知・連絡への変更（文書保存の必
要のない事柄から）は昨年度に引き続き実施し、業務の効率化、資源保護に努めてい
る。

　本学園で自己の夢や希望を実現させようとする意欲と実践力のある学生を支援するた

め、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、留学生奨学金及び学園奨学金制度の一部を見直し、平成23年度より、学園嚶

鳴教育奨学金制度を発足している。そして更なる学生支援の充実を図る為、新たに平成

２４年度以降入学者を対象としてAO・推薦入学者特別奨学金、成績優秀者特別奨学金、

専門学校・総合学科出身入学者特別奨学金等を制度化したことをPRし、学生募集につ

なげるとともに、金銭面での就学支援強化を図っている。



③図書の整備状況 平成24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 1,007冊 304冊 1,311冊 10,218,961円

教養教育図書 9,069冊 2,300冊 11,369冊 60,872,770円

専門教育図書 18,714冊 5,383冊 24,097冊 133,495,497円

合　　計 28,790冊 7,987冊 36,777冊 204,587,228円

学術雑誌・その他 (56種) (4種) (60種) (1,570,378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 6,927冊 1,008冊 7,935冊 29,117,922円

専門教育図書 22,098冊 2,312冊 24,410冊 76,759,907円

合　　計 29,025冊 3,320冊 32,345冊 105,877,829円

学術雑誌・その他 (73種) (10種) (83種) (1,097,297円)

広島文化学園大学（郷原・坂）合計 57,815冊 11,307冊 69,122冊 310,465,057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 619冊 294冊 913冊 4,674,494円

教養教育図書 22,698冊 3,303冊 26,001冊 95,363,340円

専門教育図書 12,551冊 3,234冊 15,785冊 87,409,770円

図書合計 35,868冊 6,831冊 42,699冊 187,447,604円

視聴覚資料（DVD・備品ﾋﾞﾃﾞｵ） 616点 16,554,579円

合　　計 204,002,183円

学術雑誌・その他 (100種) (13種) (113種) (2,287,914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 556冊 0冊 556冊 632,705円

専門教育図書 3,836冊 64冊 3,900冊 11,766,639円

図書合計 4,392冊 64冊 4,456冊 12,399,344円

視聴覚資料（CD・DVD) 519点 4,756,798円

合　　計 17,156,142円

学術雑誌・その他 (35種) (15種) (50種) (1,525,900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) 29,020冊 1,680冊 30,700冊 106,743,384円

専門教育図書/保育(学芸共用) 13,489冊 1,244冊 14,733冊 34,471,031円

専門教育図書/音楽(学芸転用) 4,432冊 4,883冊 9,315冊 20,426,495円

専門教育図書/食栄・コミュ 13,953冊 1,016冊 14,969冊 53,578,587円

図書合計 60,894冊 8,823冊 69,717冊 215,219,497円

視聴覚資料（DVD・備品ﾋﾞﾃﾞｵ） 36点 361,220円

合　　計 215,580,717円

学術雑誌・その他 (108種) (8種) (116種) (1,607,738円)

図 　　 　書 185,994冊

視聴覚資料 1,171点
総　　計 747,204,099円


