
①①①① 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

②②②② 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

　「中期経営計画Ⅱ(H24改訂版)」を実行するにあたり、理事長よりガバナンスの確

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、全教職員に対して指示があった。各部においては、これらを実現するための

課題解決と取り組みを実施して、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具体的に起こすことで学園の充実発展を目指している。

a)学園運営機能の充実

　理事長、学園長並びに学長、副学長等の学園統合に向けた役割を明確にすると

ともに、理事長のリーダーシップのもと、各役職者の権限と責任の強化を進め、

ガバナンスの確立、組織としての機能の充実を図った。

b)運営組織の健全化

　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。

a)学園改革及び業務執行の迅速化と統合化

　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。

b)「対話」の教育・「対話」の経営

　三役会議に副学長、事務部長も陪席させ教育と経営の更なる融合(「対話」の教

育・「対話」の経営)を図った。

c)学園の統合・改革に向けた協議

　三役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」は毎年、事業

報告を元に自己点検評価を行い見直しの上、改訂版を策定している。平成24年度は

「中期経営計画Ⅱ(H24改訂版)」に基づいた平成24年度事業計画により運営を行っ

た。学園全体としては、改革も進み、収支改善はみられるものの、一部の学部・学科

においては、経常的に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は、平成22年度新設学部(学芸学部)

の学年進行による学生数の増に加え、一部の既存学科においても学生数の増と改善も

みられた。今後も継続的な学園の改革が必要であり、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うえで、

「中期経営計画Ⅱ(H25改訂版)」の策定を行う。

（２）主な事業の目的・計画及び進捗状況

《学園の基本姿勢》《学園の基本姿勢》《学園の基本姿勢》《学園の基本姿勢》



③③③③ 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

④④④④ 呉 呉駅キャンパスの売却呉 呉駅キャンパスの売却呉 呉駅キャンパスの売却呉 呉駅キャンパスの売却

⑤⑤⑤⑤ 看護学研究科博士後期課程開設（平成２４年４月開設）看護学研究科博士後期課程開設（平成２４年４月開設）看護学研究科博士後期課程開設（平成２４年４月開設）看護学研究科博士後期課程開設（平成２４年４月開設）

⑥⑥⑥⑥ グローバルビジネス学科開設準備（平成25年４月開設に向けて）グローバルビジネス学科開設準備（平成25年４月開設に向けて）グローバルビジネス学科開設準備（平成25年４月開設に向けて）グローバルビジネス学科開設準備（平成25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 教育学研究科子ども学専攻開設準備（平成26年4月開設に向けて）教育学研究科子ども学専攻開設準備（平成26年4月開設に向けて）教育学研究科子ども学専攻開設準備（平成26年4月開設に向けて）教育学研究科子ども学専攻開設準備（平成26年4月開設に向けて）

　学生数が減少し、教育内容の改革が急務であった社会情報学科について、体制
の維新、教育内容の改革を目指し、世界で活躍できる企業人の育成を特色とした

グローバルビジネス学科を平成25年4月に改組するため、準備を行ってきた。

  学芸学部は開設から３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。編入学で3年次に入学した学生(第2期生)は全員進路

が決定した。小学校教員採用試験では5名の受験者のうち3名が採用された。

　平成25年度に学芸学部が完成年度を迎えるにあたり、更なる教育研究効果の向

上を目的に大学院教育学研究科子ども学専攻を平成26年4月に設置することを計画

し、そのための準備を行っている。

a)「中期経営計画Ⅱ(H23～H27)」は、進捗状況の管理と環境の変化への対応等を
目的に見直しを行った。
b)経営面では、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。
c)教学面では、各学部の改革案を中心に、教育内容の見直しを図り、取組状況の
修正を行った。
d)平成25年度以降の計画を網羅した「中期経営計画Ⅱ（H25改訂版）」を作成して
いる。

　本学園の経営基盤強化の観点から遊休資産等の整理が学園改革の大きな課題の
一つであった。これに対する取り組みとして運営収支が大幅な赤字となっていた

呉 呉駅キャンパスを売却し、収支改善の一因となった。

　平成24年4月に、広島文化学園大学大学院看護学研究科博士後期課程を呉 阿賀
キャンパスに設置した。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）を設置し、4名の学生が入学した。今後
の課題としては、定員の確保、看護専門職の輩出、さらに大学院博士後期課程と
しての研究の充実を図りつつ、呉・広島地域での地域連携、社会貢献を行ってい
く。



⑨⑨⑨⑨ 情報公開情報公開情報公開情報公開

⑩⑩⑩⑩ 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

⑪⑪⑪⑪ 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

⑫⑫⑫⑫ 命名権（広島文化学園HBGホール）の取得命名権（広島文化学園HBGホール）の取得命名権（広島文化学園HBGホール）の取得命名権（広島文化学園HBGホール）の取得
　本学園の知名度向上、地域連携の観点から広島市文化交流会館内のホールの命

名権を平成24年11月に取得した。命名権の期間は4年4か月間。命名権取得に関し

て、各方面より好評な意見が寄せられている。今後、入学式など学内行事や地域

連携行事等にも積極的に活用していく。

大学改革につながる情報公開

　①学校教育法で公開が定められている項目

　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)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の項目について、積極的にホームページ他で

　　公表した。

a)学園内連携による学生募集・広報活動

　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・広報活動を進めた。

b)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

　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。

c)メディア媒体の有効利用

　広報企画室との綿密な連携を取りながら広報の方法・費用対効果等を検証し、

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を

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

いった。

a)学園内情報統合データベースの構築

　平成21年度より5年計画で開始した学園内システムの統合化・合理化は4年目を

迎えた。学園の統合システムを検討、構築する部署として新たにシステム開発管

理センターを設置し、中期経営計画Ⅱを基に学園情報統合データベース構築を進

めている。また、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。

b)新規システムの開発

　平成24年度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（Web学籍シ

ステム）の開発を実施した。

c)環境保護に配慮した業務の合理化

　ペーパーレス化ではタブレット型情報端末を理事会や学園内の会議で活用し

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、資源保護に努めた。



⑬⑬⑬⑬ 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

⑭⑭⑭⑭ 耐震改修工事耐震改修工事耐震改修工事耐震改修工事
a)耐震改修工事の開始

　本学園が設置する建物の中で、耐震基準を満たしていない建物（長束キャンパ

ス1号館～5号館）のうち、1号館について、耐震改修工事を開始した。（平成25年

3月着工）業者選定に関しては、文部科学省の指針により、適正に入札を行い決定

した。工事完了予定は平成26年3月31日である。

b)耐震診断の実施

　耐震診断が未実施であった3～5号館について、耐震診断を実施した。

　今後、残りの2～5号館に関しても順次耐震改修工事を実施していく計画であ

る。

a)奨学金制度の周知
　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、平成２３年度に発足した「学園嚶鳴教育奨学金制度」について、ホー
ムページ等を利用して周知を図った。
b)新規奨学金の制度化
　従来の奨学金に加え、新たに平成２４年度以降入学者を対象とした「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により、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。



図書の整備状況 平成25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

大　　学　　院 74冊 0冊 74冊 334,995円

教養教育図書 7,258冊 1,124冊 8,382冊 29,994,189円

専門教育図書 22,661冊 2,317冊 24,978冊 78,604,432円

合　　計 29,993冊 3,441冊 33,434冊 108,933,616円

学術雑誌・その他 (97種) (14種) (111種) (2,267,564円)

広島文化学園大学（郷原・坂）合計 58,783冊 11,428冊 70,211冊 313,520,844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 688冊 294冊 982冊 4,896,756円

教養教育図書 22,836冊 3,305冊 26,141冊 95,722,688円

専門教育図書 13,406冊 3,250冊 16,656冊 90,319,005円

図書合計 36,930冊 6,849冊 43,779冊 190,938,449円

視聴覚資料（DVD・備品ﾋﾞﾃﾞｵ） 646点 17,170,000円

合　　計 208,108,449円

学術雑誌・その他 (105種) (13種) (118種) (2,310,690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 610冊 0冊 610冊 775,203円

専門教育図書 4,223冊 68冊 4,291冊 12,696,695円

図書合計 4,833冊 68冊 4,901冊 13,471,898円

視聴覚資料（CD・DVD) 531点 4,881,536円

合　　計 18,353,434円

学術雑誌・その他 (46種) (49種) (95種) (1,493,420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) 28,183冊 1,652冊 29,835冊 104,484,631円

専門教育図書/保育(学芸共用) 14,382冊 1,244冊 15,626冊 35,841,889円

専門教育図書/音楽(学芸転用) 4,439冊 4,883冊 9,322冊 20,441,456円

専門教育図書/食栄・コミュ 12,568冊 996冊 13,564冊 51,364,166円

図書合計 59,572冊 8,775冊 68,347冊 212,132,142円

視聴覚資料（DVD・備品ﾋﾞﾃﾞｵ） 38点 405,057円

合　　計 212,537,199円

学術雑誌・その他 (94種) (8種) (102種) (1,335,353円)

図 　　 　書 187,238冊

視聴覚資料 1,215点
総　　計 752,519,926円


