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　「中期経営計画Ⅱ（H25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

　学園運営機能の充実を図るため、理事長のリーダーシップのもと、学園長及び学長、副

学長の学園統合に向けた役割を明確にするとともに、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。
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事業の概要

〔１〕学　園

（１）事業の概要

平成23年に策定した「広島文化学園中期経営計画Ⅱ」は毎年度、自己点検評価を行い、事

業報告書を作成するとともに、一部見直しを行った後、改訂版を策定している。平成25年度は

「中期経営計画Ⅱ（H25改訂版）」に基づいた平成25年度事業計画により学園経営（大学運

営）を行った。学園全体としては、改革や統合も徐々に進み、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（H26改訂版）」の策定を行った。

（２）主な事業の目的・計画及び進捗状況
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d)経営企画局の設置

　本学園における所管横断的な経営上の課題等に関し，理事長の命に基づき経営企画

委員と連携し調査・研究を進め，施策の企画・立案及び連絡調整を行い，早急な意思決

定により課題解決を図ることを目的とする。また課題毎の方針に従いタイムリーにプロジェ

クトの編成を指示し，各学部・学科・学生部・事務部・法人部門と連携して効果的に課題

解決を図ることを目的として経営企画局を設置した。

　H25事業実績

　ｱ)福祉施設誘致検討

　ｲ)看護学部通信制設置検討

　ｳ)社会情報学部留学生別科の設置

　ｴ)ベトナム留学生の受け入れ

　ｵ)希望退職者の勧奨

　ｶ)定員の見直し　　ほか

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26年度以降の計画を網羅した「中期経営計画Ⅱ（H26改訂版）」を作成した。

　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月に開設した。この2年間定員未充足となっているため、入学

定員及び編入学定員の削減について検討を重ね、平成26年度より変更を行った。

　大学および大学院に留学生として入学を希望する外国人のために、その準備教育とし

て日本語および日本事情、日本文化およびアジアの文化その他の必要な科目を教授

し、国際理解と親善に寄与しうる人材を育成することを目的として、広島文化学園大学留

学生別科を設置した。

  学芸学部は完成年度を迎え、設置計画を確実に履行するべく整備を進めてきた。学生

募集では、教育内容のPR等に努め入学定員充足率が100%を上回った。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。小

学校教員採用試験では15名の受験者のうち7名が採用された。
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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。

　大学改革につながる情報公開

a)学校教育法で公開が定められている項目

b)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

c)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。

　平成25年度に完成年度を迎えた学芸学部の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、設置認可申請を行っ

た。平成25年10月31日付けで認可された。

経営企画局を中心に、各学部の定員の適正人数について社会情勢、本学及び他大学

の募集状況等を調査、検討した。平成２６年度から、以下のとおり定員変更を文部科学省

へ届け出た。

a)グローバルビジネス学科　 定員　　　　　85人⇒70人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3年次編入　15人⇒ 5人

b)健康福祉学科　　　　　　　 3年次編入　10人⇒ 5人

c)音楽学科定員　　　　　　　 定員　　　　　45人⇒40人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　3年次編入　10人⇒ 5人

　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。平成25年度は、合同入学宣誓式、学芸学部音楽学

科定期演奏会などの行事で活用した。
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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、耐震改修工事が完了した。また、平成26年度に予定し

ている同キャンパス２号館の耐震改修工事について業者選定を行った。選定にあたって

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27年3

月31日である。

a)広島文化学園50周年記念誌発刊事業

　「広島文化学園高等教育半世紀の歩み」

　編集委員会を設置し、平成26年発刊に向けて、記念誌の編さんを進めてきた。

b)広島文化学園50周年記念式典開催事業

　記念式典実行委員会を設置し、平成26年7月16日(水）の記念式典開催に向けて準備

を進めてきた。

c)「HBGあかねの森」建設事業

　広島文化学園取得地の活用事業として、平成25年6月から工事を着手し、12月に工事

完了した。

　平成26年4月「HBGあかねの森」利用を開始する。

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5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。

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。
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　広島 長束 キャンパスの運動場予定地について、計画変更し、教育林を活用した「あか

ねの森」を整備した。学芸学部・短期大学の教育内容を検討し、この森を活用したフィー

ルドワークを実施して授業計画を進めていく。また、音楽学科の野外演奏や学生ボラン

ティアによる地域貢献活動等にも活用する。なお、この森を整備するに当たっては、森を

教育林として整備する過程から学生達を参加させ、森の整備や施設作り等の教育を進め

ていった。

また、本活動を通して次のような教育効果を得る。

a)教育林で活動し、木々の名称・特徴を習得することにより、五感で自然を感じる楽しさを

知る。

b)植物等を使った遊びの体験・工夫を知る。

c)教育林の樹木を使った工作・遊具造りの実習と工具の使い方を習得する。

d)地域貢献活動や奉仕活動を通して、ボランティア活動の意義を理解する。



図書の整備状況

平成26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

学術雑誌・その他 (0種) (0種) (0種) (0円)

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

広島文化学園大学社会情報学部グローバルビジネス学科・社会情報学科・健康福祉学科（坂）

種　　別 国内書 外国書 合　　計 価　　格

大　　学　　院 171冊 0冊 171冊 699,192円

教養教育図書 7,571冊 1,124冊 8,695冊 30,651,814円

専門教育図書 23,260冊 2,318冊 25,578冊 80,232,345円

学術雑誌・その他 (99種) (13種) (112種) (2,141,652円)

合　　計 31,002冊 3,442冊 34,444冊 111,583,351円

広島文化学園大学（郷原・坂）合計

59,792冊 11,429冊 71,221冊 316,170,579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 836冊 294冊 1,130冊 5,385,772円

教養教育図書 22,897冊 3,306冊 26,203冊 95,857,543円

専門教育図書 14,025冊 3,268冊 17,293冊 92,494,079円

図書合計 37,758冊 6,868冊 44,626冊 193,737,394円

視聴覚資料（DVD・備品ﾋﾞﾃﾞｵ）
714点 18,767,970円

学術雑誌・その他 (102種) (9種) (111種) (2,436,816円)

合　　計 212,505,364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

大　　学　　院 703冊 37冊 740冊 2,920,685円

教養教育図書 735冊 14冊 749冊 1,062,404円

専門教育図書 4,620冊 81冊 4,701冊 13,588,430円

図書合計 6,058冊 132冊 6,190冊 17,571,519円

視聴覚資料（CD・DVD) 565点 5,281,785円

学術雑誌・その他 (47種) (108種) (155種) (1,316,023円)

合　　計 22,853,304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) 28,410冊 1,652冊 30,062冊 104,985,422円

専門教育図書/保育(学芸共用) 15,045冊 1,244冊 16,289冊 36,975,284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 12,757冊 996冊 13,753冊 51,822,318円

図書合計 60,651冊 8,775冊 69,426冊 214,224,480円

視聴覚資料（DVD・備品ﾋﾞﾃﾞｵ）
108点 828,400円

学術雑誌・その他 (90種) (7種) (97種) (1,382,365円)

合　　計 215,052,880円

図 　　 　書 191,463冊

視聴覚資料 1,387点

総　　計 766,582,127円
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［２］広島文化学園大学社会情報学部・社会情報研究科 

（１）学部・研究科の教育・研究における基本方針と事業報告 

＜社会情報学部＞ 

①教養教育（組織）の再構築（３年計画） 

【目標】 

留学生やスポーツ奨学生等，入学生の多様化に対応した教養教育（組織）の検討と再構築に

取り組む。 

【結果】 

平成 23 年度は特に初年次教育と語学教育に焦点を置いてカリキュラムの見直しを行い，平 

成 24 年度カリキュラムに反映したが，まだ十分とはいえず，平成 25 年度にさらに検討を加 

え改善を行なった。 

26 年度より新たに開講する大学共通の教養科目「フレッシュマンセミナー（文化に生きる）」

を準備した。3 学部、1 短大が協力して開講する科目である。 

 

②リテラシー教育の徹底（２年計画） 

【目標】 

コミュニケーション能力と表現力の向上のための科目を準備する。 

【結果】 

初年次教育のなかで，「言語により読み書きできる能力」および「ある分野の事象を理解・ 

整理し，活用する能力」の定着を図るために検討した科目を平成 24 年度カリキュラムに反 

映した。文章表に関しては、外部講師に担当を依頼した。 

 25 年度の自己点検評価結果を 26 年度に反映させる。 

 

③留学生に対応した教養教育の構築 

【目標】 

留学生のニーズに対応した教養教育を検討する。 

【結果】 

平成 25 年度は GB 学科のカリキュラムが進行中ということもあり、追加・修正は最小限に抑

え、留学生のニーズに対する調査を平成 26 年度に実施し、平成 27 年度にその結果を反映し

たか企画・改善を行うこととした。 

 

④国際理解，異文化理解に対応した教養教育科目の検討 

【目標】 

 国際理解，異文化理解を対応した教養教育科目の検討，具体化する。あわせて，海外への学

生派遣プログラムの充実を図る。 

【結果】 

国際理解，異文化理解を対応した教養教育科目として，『現代中国を知る』を平成 24 年度に



社情－２ 

 

続き平成 25 年度も開講した。 

現代中国の最新の状況を教授し，中国に対する学生の理解・関心を深めさせることに一定の

効果を上げた。しかし，科目の性格から授業のほとんどを外部講師に依存しなければならず，

①外部講師の選定・依頼に苦慮したこと，②また年度を通じて月 2 回土曜日に実施するとい

う変則授業のため，受講者が 30 名弱と少なかったことなど，改善点も多くみられた。なお，

平成 25 年度も専任教員が補助的に授業に加わり，学習効果の向上を図った。 

平成 25 年 12 月 10 日、JICA 中国で日本の国際貢献について研修した。学生 26 名、教員 1

名が参加した。主に、海外青年協力隊についての講義や貿易ゲームを通して日本の経済支援

について学修することができた。 

 

⑤スポーツによる人間力の形成 

【目標】 

 スポーツ（クラブ活動）への参加により，チームワーク，リーダーシップ，礼儀，体力等，

人間力を形成させる環境整備と支援を行う。 

【結果】 

 入学前教育，初年次教育，セミナー教育，クラブ活動等を通して，人間力の形成をめざし，

社会人として身に付けなければならない教育を実践した。 

  

⑥課外活動時の教養教育の展開 

【目標】 

 入学前，入学直後，入学から卒業まで一貫したＡＯ教育体制の実現を目指し，教養教育の見

直しを検討する。 

【結果】 

 入学前，入学直後，入学から卒業まで一貫したＡＯ教育体制の実現を目指しているが，平成

25 年度は初年次教育への対策をフレッシュマンセミナーの運営方法とあわせて検討した。 

 

⑦3つのポリシー策定と見直し 

【目標】 

社会情報学部の 3つのポリシーを策定する。これまでは、試案が示されてきているので改め

て策定を行う。 

【結果】 

 教授会に提案し、審議を経て社会情報学部の 3つのポリシーを策定した。さらに、この 3つ

のポリシーを学部学科会で審議した結果を教授会で承認を得て決定された。 

 

＜社会情報研究科＞ 

①大学院改革 

【目標】 

大学院開設時以来の日本人学生を対象とした前期課程カリキュラムを留学生・社会人の教育

研究も考慮したカリキュラムに改定することを検討する。 
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【結果】 

前期課程の教育は社会情報研究の基礎を形成する「社会情報基礎領域」とその応用面として

「社会情報応用領域」から構成されている。その基礎領域は、環境情報、経済情報、法律情報、

福祉情報のサブ領域からなっていたが、社会人、留学生の反映した教育研究を目指して政策科

学情報系、経済情報系、経営情報系、法律情報系の 4つのサブ領域に再編した。 

同時にカリキュラムを改訂した。改訂点は、学部のグローバルビジネス学科がスタートする

こと、税理士資格を志望する社会人入学生の増加等を反映した点である。具体的には、税法に

関する 3 科目を 4 科目に再編した。より実践を重視した科目として、社会情報基礎特論と社会

情報応用特論を開講した。 

 

②税理士 

【目標】 

 税理士資格取得のための授業科目開講と税理士資格試験免除に対応できる修士論文指導を

行う。税法 3 科目中 2 科目，又は会計学 2 科目中 1 科目が免除される。 

【結果】 

 25 年度は、税理士志望の学生の教育研究のため 8科目を開講した。4 名の専任教員と 1 名の

客員教授が担当している。 

平成 25 年度には、税法および会計に関する税理士試験に 9 名が合格している。1 科目が 3

名、2 科目が 4 名、3 科目が 2 名であった。なお、9名の内 2 名が税理士協会に修士論文を提出

して審査に合格、税理士資格を取得した。残り 7 名も 1 年以内には税理士試験 3 科目合格する

ことが期待されている。 

24 年度以前の修了生のうち 1 名が 25 年度に税理士資格を取得した。 

 平成 25 年度、10 名の税理士志望の学生が入学した。 

 

③日本語による企画書・研究計画書作成能力育成 

【目標】 

 日本語による企画書・研究計画書作成能力を育成する。 

【結果】 

非常勤講師 2 名によるビジネス日本語Ⅰ・Ⅱを開講した。受講者は、両科目合計前期 6 名、

後期 8名であった。 

 ビジネス日本語や Jtest受験を推奨しているが、25 年度には受験者はいなかった。しかし、

24 年度広島県留学生活躍支援センター主催実用日本語研修選考試験受験者の一名がインタ

ーンシップに参加して 25 年度秋季修了時広島県三原市の株式会社レニアスに就職した。 

平成 26 年度も引き続きビジネス日本語Ⅰ・Ⅱを開講する。 

 

④学生・教員共同研究 

【目標】 

学生の研究能力を高めるため教員と共同して実践的な研究を行う。このことは教員自身の研

究推進にもつながる。 
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【結果】 

25 年度、学生・教員共同研究成果としネットワーク社会研究センター研究年報に 3編収録さ

れている。内、2編は学生が第一著者である。 

  

（２）学科等の教育・研究における基本方針と事業報告 

＜グローバルビジネス学科・社会情報学科＞ 

① 高校教諭一種免許状（商業）の認可を受ける 

【目標】 

 25 年度、グローバルビジネス学科に高校教諭免許（商業）の認可を受ける 

【結果】 

 高校教諭一種免許状（商業）認可に向けて文部科学省の指導を受けながら申請をした結果、

2 月に認定された。 

② IT パスポート試験の全員受験・合格を目指す 

【目標】 

IT パスポート試験を学科の導入的基礎資格と位置づけ，日本人学生を中心にセミナーや関連

科目等を通じ履修指導および受験指導を実施する他、自主ゼミの形で希望者に個別指導し，

合格に向けた支援を行う。 

【結果】          

自主ゼミの他，前期と後期に集中講義の形で試験対策講座を開催したが、1 名の合格（受験

者 4 名）となお低い値にとどまっている。 

IT パスポート試験の合格率は実施団体の当初の目安を大きく下回り、大学生の合格率は約

30%となっており、受験を希望する学生に集中的な指導を行う方針に切り替えて、指導を強

化する。 

 

③ 日本語能力試験 N1合格に向けた支援 

【目標】 

留学生に日本語能力試験Ｎ１受験と合格に向けた受験指導を強化するほか、セミナーなどを

中心にモチベーションの向上を図る。また、日本語教育の向上を目的にカリキュラムの改革

を検討する。 

【結果】          

24年度の受験者数 72名、合格者数 6名。 

24 年度に引き続き 25 年度も総合日本語Ⅰ・Ⅱを前倒し開講するなどして日本語教育の強化

を図った。また N1 の難易度があがったことを踏まえて、学生には N2 からの受験を勧めた結

果、25 年度の合格者は 10 名（N1:6 名、N2：4 名）となった。 

 

④ 簿記検定試験合格に向けた支援 

【目標】 

日商簿記検定試験 2級受験と合格に向けた受験指導を行う 
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【結果】 

 ・全経簿記能力検定試験：総計 36名受験、17名合格（47.7％） 

     全経簿記 3級  20名受験、12名合格。 

     全経簿記 2級  11名受験、 4名合格。 

     全経簿記１級（会計）  1名受験、    1名合格。 

     全経簿記１級（工業簿記）  4名受験、合格者なし。 

 

 ・日商簿記検定試験：総計 8名受験、2名合格（25.5％） 

     日商簿記検定 3級    6名受験、2名合格。 

     日商簿記検定 2級    2名受験、合格者なし。    

      

「簿記会計演習Ⅰ・Ⅱ」の担当者に資格検定支援のプロを招き、模擬問題を解くなどの指導

をおこなった他、専任教員により、不定期に自主ゼミを開いて指導したが、いずれも結果と

して、全経簿記検定対策となり、日商簿記検定 2級については、昨年度は受験生も少なく合

格者も出なかった。日商簿記検定は年 3 回の試験があるが、3級も 2級も全国の合格率自体、

25％～35％と全体に難易度が高くなる傾向にある。これを踏まえて、まず全経簿記検定2級、

ならびに日商簿記 3級の合格者を増やすことに注力する。 

 

⑤ 簿記①～③以外の資格取得支援 

【目標】 

基本情報技術者、中国語検定･HSK、TOEIC、ビジネス日本語検定（BJT）などの支援を行うほ

か、実施体制の強化を図る。 

【結果】          

社会調査士については、社会調査士（見込み）からの変更 3名、社会調査士申請 3名の計

6名が取得した。学期はじめのガイダンス、授業の中でのアナウンスを強化して、取得者を

ふやしていく。中国語検定・HSKについては HSK2級合格者 4 名、5級合格者 1 名という成果

である。その他の試験については受験者の報告はうけていない。支援する資格について段階

的な絞り込みを行うとともに、学生のニーズと適性を把握し適切な指導を行う。 

 

⑥ 「グローバルビジネスセミナー」の開催 

【目標】 

グローバルビジネスの場で活躍されてきたビジネスパーソン２名を招き、社会情報学科主催

の講演会として開催する。 

【結果】          

白石久充客員教授と岩下大介イワシタ専務取締役を講師に迎え、「現代中国を知る」との合同

開催の形で 12 月に講演会を開催した。参加者は 50 名強で、講演会の後に質疑応答も活発に行

われた。 

 

⑦ 国語学習支援 
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【目標】 

学習会（自主ゼミ）の開催およびセミナーを中心に留学生との協働・交流を通じて文化理解

の促進を図る。 

【結果】          

自主ゼミに 4 名の日本人学生が参加し、中国語を学習した。その際留学生がチューター役を

引き受け、その学習を支援した。結果としてこのゼミに参加した 4 名は HSK2 級に合格して

いる。 

 

＜健康福祉学科＞  

①改革案の実施 

【目標】 

作成した改革案を実施する。また担当を明確にし，実施する。 

【結果】 

担当ごとに計画書を作成し、進行管理した。 

 

②学生募集の推進 

【目標】 

55 名の入学者。雰囲気づくり、面談を重視したオープンキャンパスの運営。説明会参加。高

大連携講座。出前講座。ＤＭ。高校教員とのコネクションづくり。 

【結果】 

 80 名の入学者を得た。オープンキャンパス参加者はほぼ同じであったが、出願率がアップ

した。運営がうまくいった。入学者の内訳でもトレーナー、ソーシャルワーカーの両志望と

も増えた。説明会参加 38 校。出前授業３校。高校教員とのコネクションづくりはうまくい

いってないので、福祉作文コンテストとからめて関係づくりをしていく。 

 

③社会福祉に関する教育支援 

【目標】 

 継続して，社会福祉士国家試験受験資格取得のためのカリキュラム編成，専門知識の教授，

学外実習等の支援を積極的に行う。現役学生の国試合格率を 50%、既卒学生の合格者を 1 名以

上。総数の合格率を 30%。 

【結果】 

 指定科目の開講とともに、社会福祉士国家試験合格必勝法手引き」に基づいて一貫した支援

を行った。卒業生にも手引き、模擬試験問題集を送付した。現役学生 12 名、既卒学生 17 名が

受験し、現役学生 2 名、既卒学生 1 名が合格した。現役学生の合格率、総数合格率は目標を達

成できなかった。１年次からの計画的な動機づけと学力向上が必要である。 

 

④健康づくりに関する教育支援 

【目標】 

 継続して，健康運動実践指導者の資格取得のためのカリキュラム編成，専門知識の教授，学
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外実習等の支援を積極的に行う。合格目標合格率80％。 

【結果】 

 健康運動実践指導者資格試験対策として実技および筆記それぞれの講座を開講した。受験者

は昨年の 7 名から 13 名に増加した。合格率は 61.5%（13 名人 8名が合格）と、全国平均（65.5%）

に近づいた。 

 

⑤ 介護福祉士コースの学生支援 

【目標】 

 介護福祉士受験資格取得のため，介護福祉実習・実務経験等の支援を行う。 

【結果】 

 受講中の 3 名の学生について実習支援を行った。 

 

（３）学生の修学支援，課外活動（文化・スポーツ）及び就職等への支援に 

関わる基本方針と事業報告  

①学生の学習支援 

【目標】 

学生の夢が実現できるよう、教学に関して総合的な学習支援を行う。 

【結果】 

・前期、後期の学期始めにおいて、履修指導の徹底を図るため、チューターによる履修指導

のほか、各学科において履修相談週間を設けた。 

・英語と日本語の授業において、プレスメントテストを実施し、習熟度別授業を行った。 

・出席システムを利用し、問題を抱える学生に対して早期に相談支援を行った。 

・HBG夢カルテの運用を開始した。学部で教職員を対象に HBG夢カルテ運用方法について研

修会を開催した。その後、学生が将来の夢や目標を記入し、教員が面談結果等の入力を行

った。 

・H26 年度から Webシラバスを作成し、公開するとともに、紙ベースのシラバスを廃止し、

その代わりに履修の手引きを作成した。シラバスの様式は全学部で統一し、各教員がその

様式によりシラバスを作成した。シラバスチェック委員会を発足させ、シラバスの形式と

内容についてチェックした。 

 

②資格取得支援 

【目標】 

専門力、就職力を確実に高めるため、就職支援センターと各学科が協力して資格取得や検定

合格の向上のための支援に取り組む。 

【結果】 

・両学科において，基礎となる資格・検定試験を明確化するとともに、教養教育を含めた教

育課程の検討を行った。 
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・資格取得の手引きの作成をはじめ、入学時から計画的、体系的な履修相談・指導を行うな

ど支援体制を整備した。（合格結果については学科で記述） 

 

③学生の交流支援 

【目標】 

海外大学等との交流を促進する。 

【結果】 

・本学部生２名が中国の大学に留学し、５名が大連の短期語学研修に参加した。 

・重慶師範大学等から短期交換留学生として６名を受け入れた。 

 

④課外活動（文化，スポーツ）支援 

【目標】 

課外活動の支援 

【結果】 

野球部，サッカー部，バスケットボール部を中心にクラブ・サークル活動を支援した。特に、

バスケット部は、広島県学生バスケットボール選手権大会において男子３位、女子２位の栄誉

に輝いた。野球部は、3 部リーグへの降格となったが、23 名という多数の新入部員を確保する

ことができた。 

 

⑤就職支援 

【目標】 

 ４年生の卒業時の就職内定率を社会情報学科では 90%、健康福祉学科では 95.0%を目標に、

就職支援センターおよび両学科が協力し、就職支援を行う。 

【結果】 

 ・大学祭に合わせて保護者会を開催し、就職状況を説明するとともに、今後の課題について

懇談を行った。また、個別相談も実施した。 

 ・社会情報学科では、就職課の協力を得て、中国に進出している企業および卒業生が就職し

ている企業を中心に計 20 社を教員が訪問し、就職開拓を行った。 

 ・健康福祉学科では、健康運動コースにおいて健康運動実践指導士を求めている病院・施設

を中心に 8 社を訪問した。社会福祉コースにおいて、相談職を求めている病院・施設を訪

問、または、会合・電話で依頼し、就職先開拓を行った。 

 ・健康福祉学科では、１・２年生を対象に専門職就職入門セミナーを、３・４年生を対象に

専門職就職セミナーを実施した。 

・学生の就職への取り組みを支援するため、ゼミ教員による 3,4 年生の全員の卒業進路調査

と面談、個別指導を行った。 

・H26 年 3 月末の卒業生就職決定率は、社会情報学科では 88.2%、健康福祉学科では 95.6%

となり、概ね目標が達成できた。 

 

⑥ 留学生への就職支援 
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【目標】 

日本での就職を希望する留学生を対象に就職支援を行う。 

【結果】  

 ・留学生の能動的意識・就職支援プロジェクトを 3 年生に対し開講した。 

 ・４年生の留学生全員の卒業進路調査を実施し、就職課及び４年ゼミ教員による個別指導を

行った。 

 ・留学生対象の就職説明会や留学生求人企業の会社説明会関連資料の提供を行った。 

・日本での就職希望者 4 人のうち 3 人が就職した。進学希望者 5 名全員が進学できた。32

名が帰国して就職活動。1 名が家族滞在。 

 

⑦ 卒業後の就職支援 

【目標】 

 「就業力」の強化という観点から、学生の一生涯を通した就職支援を行う。 

【結果】 

・卒業後にも大学に来て就職課での相談等を通じて、就職する学生が持続的に増えている。 

 

（４）社会との連携及び社会貢献に関わる基本方針と事業報告  

①学生ボランティア活動 

【目標】 

学生の自主性や社会性を涵養するためボランティア活動を推奨するとともに、ボランティア

推進委員会が中心となり、ボランティア派遣支援を行う。 

【結果】 

・昨年を少し上回るボランティア参加者があった新規に 3件の参加があった。 

・坂町商工会と共同で開催したキッズセミナーや坂町ウォーキング、ぱおぱお子どもまつり

はボランティアとして参加するだけでなく、企画から参画するもので、学生の企画力や

実践力が養われた。 

 

②社会との連携 

【目標】 

地域社会に貢献するため、社会連携の推進を強化する。 

【結果】 

・教育ネットワーク中国、県・市教育委員会と連携し、夏季高大連携講座を計４講座開講し、

２２名が参加した。 

・広島市立広島商業高等学校の大学インターンシップ生、５４名を受け入れ、ビジネスの講

座を開講した。 

 ・呉市中通商店街通行量調査について受託研究を受けた。 

 ・坂中学職場体験において、２名の中学２年生を受け入れた。 

  ・沼田高校へ 2 名の教員が出前授業を行った。 
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  ・海田高校へ 1名の教員が出前授業を行った。 

 

 

（５）学生募集・入試に関わる基本方針と事業報告  

①学生募集の目標 

【目標】 

 入学定員の確保を最重要課題と位置づけ、入学支援センターと連携を図りながら、広報活動

やオープンキャンパス運営の改善に取り組む。 

【結果】 

Ａ グローバルビジネス学科 

・入学者数は、日本人学生 17人、留学生 21人、計 38 人と目標数（70人）を大きく下回った。

日本人学生は、H25 年の 10 名に対して H26 年は 17人に増加したが、留学生は前年度から大

きく減少した。 

・５月に、広報の打ち出しを「海外で活躍」から「地元で活躍」に変更し、ＧＢ学科を希望す

る２層のうち、従来層へのアプローチに力点を置くよう軌道修正を行った。 

・大学案内において具体的な就職への支援や就職先が見えないとの意見があり、7 月から「就

職サポートガイド（６つの出口）」の作成に取り掛かったが、出来上がったのが 10 月とな

った。 

・このような状況の中で、ＡＯ・推薦入試までは高校生や高校教員に対して訴求力のある広報

内容がない状態が続いた。このことが、ＡＯ・推薦入試で受験者を増やすことができなった

大きな要因と思われる。 

・経済大学が定員内不合格を実施したことが、推薦Ｂや一般入試ＡＢＣ、センター試験に大き

な影響を与えた。この経済大学効果によって、一般入試とセンター試験において出願者・受

験者・入学者とも増加した。一方、一般入試Ｃには５名が出願したが、受験者は１名と、ほ

とんどの出願者が試験を受けなったことも特徴である。 

・11 月に 16校の高校訪問を実施し、３年担任の教員に学科ＰＲを行ったところ、安芸高校（推

薦Ｂ）と高陽東高校（一般Ｃ）の担任のクラスから受験があった。ＡＯ推薦の担任教員や在

学生の元担任教員にＰＲを行う方法はかなり有効な手段と考えられる。 

・今年度は、本特別奨学金を嚶鳴教育特別奨学金の一つとして位置づけ、すべての入試種別を

対象として、実施要領を早期に作成した。 

・ＡＯ・推薦においても、本奨学金を希望しなかった生徒が若干名いた。特に一般入試におい

ては、本奨学金の内定通知を受け取った生徒も入学を辞退した事例が多数見られた。 

・奨学金はプラス方向に働いているが、高校生の進路決定の決め手にはなっていないようであ

る。 

・校長推薦だけが出願条件である本奨学金は、入学者のほとんどが受給することになる。また、

２年間または４年間受給するため、今後もこの奨学金を続けると、財政を圧迫することにな

る。そのため、奨学金の廃止、または、受給者数の制限など見直しが必要ある。 
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Ｂ 健康福祉学科 

・大学案内、オープンキャンパスなどの広報において、トレーナーとソーシャルワーカーとい

う養成する人材像を明確に打ち出した。 

・オープンキャンパスでは、雰囲気づくりやＡＯ三層勧誘システムなど改善を行った。 

・入学者は、定員６０名に対して８０名を確保することができた。今後は、４年間を通して定

員を確保することが課題である。 

 

②学生募集の効率化 

【目標】 

学園統合による効果的な学生募集を行う。 

【結果】 

 ・大学案内やＨＰを充実させ，各種チラシ等を制作し，オ－プンキャンパスや高校訪問で使 

用した。 

 ・入学支援センターに対して適切な時期に広報資料を提供し、オフィサーによるＰＲを展開

した。 

 

③入試におけるシステム化 

【目標】 

学園内入試システムの統一と作成 

【結果】 

・学園内入試システムを業者に発注して、３年計画で作成した。 

・今年度は３年目にあたり、入試システムがほぼ完成したことによって，入試が効率的に実

施できた。何点かの不備な部分を、学生部会で協議し改善する事にした。 

 

（６）教育環境の整備  

①学生の満足度を高める環境整備                          （千 円） 

・坂キャンパス GB ラボ（LL教室）改修工事                         1,176 

・郷原キャンパス 交流館エアコン取替工事                           136 

 

②その他教育環境整備                                                        （千 円） 

・坂キャンパス クラブハウス屋根補修工事                            121 

 ・坂キャンパス 図書館カーテン取替工事                                        109 

 ・坂キャンパス 本部棟女子トイレ改修工事                   294 

 ・郷原キャンパス窓ガラス補修工事                       278 

 

【結果】 

 ・学生の満足度が上がり、授業環境が改善された。 
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（７）教育研究調査 

広島文化学園大学ネットワーク社会研究センター研究年報，Vol.9，No.1，2013 

○Granger-causality test in de-trended and differenced data ・・・・・・  Zonglu He 

○OECD加盟国の経済及び幸福度比較－自己組織マップによる多元評価の試み 

                     ・・・・・・・・・   岡 隆光・何 宗路 

○企業会計審議会の現代的役割と今後の課題 

－国際会計基準（IFRS）への対応に関連して― ・・・・・・・・・・・  新野正晶 

○次世代のグローバル観光振興に向けた若者文化の活用 

  ―中国・韓国の若者の日本文化認識と日本への観光需要を中心に― ・・  権 俸基 

○会計観と会計情報の役割について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  松尾俊彦 

○平成 24 年度呉市中通商店街における通行量調査報告 ・・・・・・・・・・  今田寛典 

 

広島文化学園大学ネットワーク社会研究センター研究年報，Vol.8，No.2，2013 

○同族会社の行為計算否認規定と否認基準に関する研究  ・・・・・・・・  堀 真也 

 

○固定資産税課税をめぐる争訟に関する事例研究（１） ・・・・・・・・・  東條武治 

○インターネットを利用した地域の観光情報発信に関する研究 ・・・・・・  権 俸基 

－呉市下蒲刈町の地域観光情報発信を中心に－ 

○地方空港におけるアクセスが航空需要に及ぼす影響に関する実証研究 

               ・・・・・・・・・・・・・・・・  李 妮・今田寛典 
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［３］広島文化学園大学看護学部・看護学研究科 

（１）学部・研究科の教育・研究における基本方針と事業報告 

＜看護学部＞ 

① 看護実践能力を高めるための教育推進、教育の質保証 

【目標】 

看護学の理論教育と実践教育を同等に位置づけ、実習施設との効果的な連携を強化する。４年

間の学部教育で修得する看護技術の到達度評価を引き続き行い、卒業時到達度評価の完成度を

高め、学生の卒業時の学修成果を保証する。 

【結果】 

非常勤講師説明会において看護学部の教育方針、選択型カリキュラムの目的・具体的な教育内

容・方針等を説明し、非常勤講師の先生方お一人ひとりから本学部に関する意見を伺い、学生

への学修支援について交流をはかることができた（4/18）。また、学部生の臨地実習における

教育効果支援対策として臨地実習指導者との連携・調整を密にするために臨地実習指導者懇談

会を例年通り設定（5/17）、看護学部の臨地実習内容の共有化をはかり、学生の学修効果を高

めるための教育方法等について意見交換を行った。学部教育で修得する看護技術教育の質の保

証の一環として学部生に実施している卒業時技術到達目標と教育実践技術チェック表につい

ては昨年度に引き続き FD 委員会が中心となって集計、結果及び分析を行い、成果報告を行っ

た。カリキュラムマップ作成については昨年度完成した看護学部の目的・目標（横軸）、教科

目（縦軸）、教科目の中心課題、科目目標等の GP（graduation policy）分類の検討に加え、さ

らに学年進行にあわせての一覧として完成し、看護学部教育課程の全容を概観できるようにす

ることができた。 

 

② 看護学部教育理念と専門力向上に向けた取り組みの推進 

【目標】 

学部教育実践における問題解決型学習・探究型学習の展開により、学部生の探究型態度を育成

し、将来の看護専門職者として、理論的・実践的に探究できる基礎的能力を修得する。平成 24

年度から開始した選択型カリキュラムのコース制の本格的運用体制を整え、学生のキャリア形

成を支援する。 

【結果】 

教育技法としてのシミュレーション教育・キネステティクスは学生への講義展開の振り返り学

習を進める上で引き続き有効に機能しており、またリフレクション、ポートフォリオ研修（2011

年度夏季集中検討会）の成果として、各看護学領域における教育方法の再検討がはかられ、よ

り充実した教授法が展開されている（授業評価アンケート結果より）。さらに臨地実習指導時

に昨年度購入したナーシング・グラフィカを活用することで、学生の各領域ごとの学修課題の

事後確認や事前学修不足部分の適時補足を臨床現場において即時的に展開することができ、効

果的な学習環境を整備することができた。平成 24 年度から開始した選択型カリキュラム（保

健師・養護教諭・精神保健福祉士の資格取得コース、精神看護強化・老年看護強化コース）に、
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次年度から高校教諭（看護）の資格を取得するコースを追加するための申請書類を文科省に提

出、認可を受けることができ、学生のキャリア形成支援のためのコース制のさらなる充実をは

かることができた。各コース責任者との緊密な連携のもと、教育課程委員会を中心に各コース

の教育方針・方法等を明確化、GPAをシラバスに明記し、学生への周知をはかることができた。

また各コースごと対象学生への面接を実施し、コース選択の意志、学業成績状況等々を確認し、

個別指導を実施した。なお、コース別の教育環境整備として、懸案事項であった模擬保健室を

開設（205 教室）、養護教諭関連の教科目での学内演習だけでなく、オープンキャンパス時には

学部生が主導となって養護教諭に関心のある高校生への教科目に関する学習内容案内に有機

的に活用することができた。養護教諭一種免許取得希望者の支援体制として例年通り、パワー

up 研修を実施した。また養護教諭として働いている卒業生のフォローup 研修も例年通り引き

続き開催している。１年次生看護学専門領域の早期学習計画としての病院見学実習（呉医療セ

ンター、呉共済病院、中国労災病院）は看護学原論Ⅱとして位置づけられており（平成 20 年

度から実施）、入学後間もない初年次学生としての意識高揚に効果がみられている。また、教

科内活動としてのフィールドワーク（看護学原論Ⅰ）として情島訪問を引き続き実施、１年次

生は実際に看護の対象者の生活の場に学生自身の身を置くことで、離島という体験したことの

ない日常生活体験に触れることで多くの学びを得ることができた（実習報告レポート）。 

 

③ 対人関係能力育成、学習者中心教育の推進、学生参画会議活動の充実 

【目標】 

対人関係能力構築のために必要な能力を育成し、将来の看護専門職者としての基盤づくりをす

る。TPO に応じた服装の選択や挨拶などの社会人としての基本的行儀作法等の常識を身につけ

る。学内教育・研究活動、学生参画会議活動により、能動的学修態度を育成する。 

【結果】 

問題解決型学習・探究型学習の導入による探究型態度養成のための教科目としての看護方法論

も５年目に入り、教科目の流れも学内教育から演習実践、臨地実習での学修効果へと有機的連

携がはかれ学生の学修支援体制として効果的に機能している。就職支援としての４年次生に向

けてのマナー講座だけでなく、２年次生、３年次生にもマナー講座を実施し、臨地実習に向け

ての事前準備教育、社会人としての基礎教育づくりの基礎づくりを行うことで、臨地実習に向

けてのスムーズな導入がはかれ、対人関係構築のための基本的能力を修得する機会の充実がは

かれた。本年度の看護研究発表会（11/18）も学生参画会議活動としての研究発表会運営委員

会により企画・運営、抄録集の編集等着々と準備をすすめることができた。また、高大連携に

よる事業の一環として昨年度に引き続き市立呉高等学校の生徒さんも発表会当日に参加、各発

表会場で発表内容に関する高校生ならではの素朴な質問により、発表者自身も気づかなかった

学びを深めることができていた。会場フロアと発表者、学生メンバーの活動がその他の学部生

にも波及効果をもたらし、より能動的・探究的態度育成の機会となっていた。看護学部での４

年間の学びの集大成としての卒業論文は学生の学びの学外公表の一環として臨地実習施設の

看護実践者への参加の呼びかけを行い、看護研究発表会の効果的運営をはかることができた。

あわせて学部生と来学者（市立呉高等学校生、保護者、実習指導者他）に評価表を配布、後日

集計後、上位３名の高得点者報告を教授会で行い、学位記授与式にて学長表彰を昨年に引き続
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き実施した。６委員会の学生参画会議活動内容には委員会により活動状況に違いはみられるが、

学部生として自主的に企画・運営、実施、評価する過程が少しずつ定着してきている。実践的

な思考訓練演習は、３年次生で本格的な臨地実習に向けての学生自身の各看護学専門領域の過

不足部分の確認作業を行いながらの学修を容易にしている。 

 

④ 教育連携強化・地域貢献事業の積極的推進（フラワー・フェスティバル参加、アガデミア

事業、教育ネットワーク中国への参加） 

【目標】 

学部内教育連携改善（基礎看護学領域と専門看護学領域との連携）を行い、看護技術教育を効

果的に行うための教育環境を整備する。本学内各学部教育連携改善として、現行諸規程の見直

し、文書の統一に向けての検討を行う。教育内容説明会と非常勤講師懇話会、実習施設連絡会

議の引き続きの開催、地域貢献事業（公開講座、フラワー・フェスティバル参加、子育て支援

研修、出前講座、骨密度測定、アガデミア事業等）の引き続きの実施、推進をはかる。 

【結果】 

昨年度に引き続き、各学部間教育連携改善として、現行諸規程の見直し、追加・修正、文書の

統一を事務部会・学生部会との連携のもと実施した。戦略的大学間連携事業終了後も最終年度

に立ちあげた「呉・芸南学」の開講科目を学部内教員で担当（金澤・大竹）、呉高専生・地域

の受講生に講義を行った。教育内容説明会、非常勤講師懇話会、実習施設連絡会議については

例年通り、企画・運営、実施・評価を行い、次年度への課題の明確化をはかった。また、地域

貢献事業（公開講座、フラワー・フェスティバル参加、子育て支援研修、こども夢財団との連

携、出前講座、骨密度測定、アガデミア事業等）について例年通り引き続き実施、企画・運営、

実施・評価については教授会にも成果報告を行った。 

 

⑤ 自己点検評価 

【目標】 

自己点検評価委員会を中心に、看護学教員の自己点検・評価の実施計画を策定し、各教員の自

己点検評価活動の推進をはかる。また平成 26 年度日本高等教育評価機構認証評価受審のため

の体制支援、準備を行う。 

【結果】 

例年通り、看護学部教育評価を実施し、冊子に製本、公表することができた。また、学園、大

学独自の評価項目による自己点検評価表の報告書の作成を学部教員に周知徹底した。同僚評価

については基礎看護学領域の演習に授業参加し、演習終了後、意見交換会を実施し、参加教員

から意見・感想を聞くことで今後の課題の方向性を明らかにすることができた。学生による授

業評価の形式を本年度から大学間（３学部）で統一し、大学全体としての授業改善、教員の意

識改革の方向性を探る基礎資料とすることができた。全学的自己点検評価委員会、認証評価推

進委員会との連携をはかりながら次年度の認証評価受審作業の準備体制を整えることができ

た。 

 

⑥ 国際交流推進 
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【目標】 

海外協定学校との共同研究推進、教員交流（派遣と受け入れ）、交流事業の推進をはかる。 

【結果】 

フィリピン国 University of Perpetual との引き続きの学際的交流を行うことができた。学部

生は夏季期間中に英会話一般の科目研修として、英語をコミュニケーションの道具として海外

日常生活場面で用い、異文化体験を通して、自発的学習活動を展開することができた。また、

韓国チョンドン大学との教育・研究推進活動として、学部教員派遣等、交流事業を推進するこ

とができた。次年度の海外大学協定（Bronk Lebanon Special Care Center）に向けて英語版

大学案内を作成した。 

 

＜看護学研究科＞     

① 看護学研究科教育環境の充実と教員組織の再編成    

【目標】 

1）大学院生研究室に必要備品やソフトウェアを整備。 

2）博士前期・後期課程で退職教員の席は適切な教員を配置して、後期課程については文部科

学省で審査を受けて認定されるようにする。 

【結果】 

1）大学院生研究室に必要備品やソフトウェアを整備できた。 

2）博士前期・後期課程で退職教員の席は適切な教員を配置して、後期課程については文部科

学省で審査を受けて認定された。 

 

② 博士後期課程の履行状況の遅滞ない報告 

【目標】 

学年進行（H25 年 4月は 2 年次まで）に応じて、教員も学生も共有できるように教育要項に目

標と手順を示し、すべてを順調に推進する。 

【結果】 

各研究科教育内容と方法の充実をめざして毎月教務委員会で各課題を検討後に、研究科の全教

員によって必要事項を審議し、決定に従って実行できた。 

   

③ 看護学の綜合的研究基盤の形成と看護教育プログラム及びケアシステムの構築に向けた個

人研究及び共同研究の推進 

【目標】 

各教員の個人研究と共同研究について年度初期に目標を設定し、確実に実行する。 

【結果】 

個人研究と共同研究の概要を事務に提出し整理されている。 

 

④ 国際的・学際的教育研究の推進 

【目標】 

国際的教育研究としてすでに平成 24 年度に協定した韓国 Chodang 大学に本学教員２名が招聘



看護―5 

 

され「日本の高齢者看護の制度、ケアシステム・サービス」につて当大学の看護学部と大学院

修士課程学生に講義を行う。 

学際的教育は平成 24 年度と同じく実施する。 

【結果】 

国際的教育研究は予定通り実施した。 

学際的教育は平成 24・25 年度とも同様に実施した。 

  

⑤ 博士前期課程における専門看護師育成教育の推進と大学院学則の変更 

【目標】 

博士前期課程に専門看護師教育課程クリティカル看護専攻と老年看護専攻の認定審査を日本

看護学大学協議会に申請する。 

【結果】 

上記２専攻ともに教育課程が認定された。それに従って大学院学則を改訂し、ホームページに

公開した。 

 

⑥ ティーチングアシスタント制度の活用 

【目標】 

ティーチングアシスタントを積極的に活用し、学部教育の質向上と大学院生がアシスタントを

したことにより教授法を学修する。 

【結果】 

目的どおり実施できた。 

 

⑦ 長期履修制度規程の運用 

【目標】 

大学院前期課程・後期課程ともに学生の就学条件に合わせて長期履修制度の活用ができるよう

にする。 

【結果】 

上記に該当する学生からの申請があり運用した。 

 

⑧ 本学のリサーチアシスタント制度に対する規程の制定 

【目標】 

大学院規定としてリサーチアシスタント制度による規定を制定する。 

【結果】 

上記規定を制定した。該当する研究と学生の希望が合致すれば平成 26 年度より施行できるよ

うにした。 

 

⑨ 博士後期課程の履行状況の遅滞ない報告 

【目標】 

看護学研究科博士後期課程における履行状況報告書を遅滞なく報告する。 
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【結果】 

看護学研究科博士後期課程における履行状況報告書を遅滞なく報告することができた。 

 

   

（２）学科等の教育・研究における基本方針と事業報告 

（１） に同じ 

 

 

(３)学生の修学支援、課外活動（文化・スポーツ）及び就職等への支援に関

わる基本方針と事業報告  

大学における学修として学生は、主体的な自己意思決定により行われるものであり看護学部

で構築された教育課程の中から自主的に選択し運用され学習成果が生まれる学修方法である。

このことを勘案し学生と教職員が共に参画して問題解決への支援を行う。 

① 学習支援 

【目標】 

入学前教育の充実。個別指導体制の強化。国家試験対策支援体制の強化。教室等教育環境整備 

【結果】 

・入学前教育：入学前から卒業までのＡＯ一貫教育の実現をめざし、学部学科の教育目標に応

じた入学前教育を実施した。ＡＯ・推薦入試合格者 70 名に対してスクーリング方式で化学・

生物・国語・数学の問題解答解説 

・学習不振学生に対する教育相談・指導体制の強化、職業的アイデンティティの明確化と社会

貢献に向けた就職活動指導、専門職業人としての接遇指導の強化等により、学修意欲を推進。 

・国家試験対策支援体制強化: 

従来の模試実施、学内教員の補講に加え、学生参画会議の委員と協働して模擬試験を計画的

に実施（月１回のペース）し、低学力者に対しての支援体制を強化した。国家試験対策ソフ

トがインストールされたコンピュータによる自主学習環境の整備、e-learning によるネットワ

ークを介しての学習環境等様々な受験対策教材の提供を展開している。 

・養護教諭一種 教員採用試験対策を実施した。 

・教室等整備：教育機器整備委員会で対応するが，器機の不具合が日常化している現状から，

これまでと同じく個別に対応するが根本的な刷新が必要である．定員を超える入学状況と留

年者の増加により収容能力を超えている教室があり，また教室の確保にも難渋している．

机・椅子等の配置を工夫していくが，増設も含めた根本的な対応が必要な段階であり，検討

が急務である． 

 

② 学生生活環境の充実 

【目標】 



看護―7 

 

学生生活がより良くなるように、学生から改善して欲しい点についてアンケートをとり、次年

度の予算に計上していく。談話室、学生食堂、売店、正課外のスポーツ設備などの福利厚生施

設を順次、改善・整備する。下宿生の生活状況把握と支援体制について検討する。 

【結果】 

・談話室、学生食堂、売店、正課外のスポーツ設備（卓球、バスケットボールなど）などの福

利厚生施設を順次、改善・整備する。 

・学生の禁煙指導：喫煙者には個々に指導を行い、医療従事者として健康推進の必要性につい

ても面談し注意喚起をしている。 

・女子学生専用の下宿について：大家・不動産業者と協議する場を設け、生活環境の改善（・

出入り口にオートロック門を設置，・外壁に鉄条網の設置，・入口に防犯カメラ設置（警備会社

に直結）など）をお願いした。環境改善の結果、学生から安心して過ごせるようになったと報

告を受けた。 

 

③ 学生支援全般の強化 

【目標】 

学生相談の維持継続をはかり学生の多岐にわたる悩みについて専門相談員を継続活用できる

ようにする。 

【結果】 

学生部・チューター（またはクラス担任）共同による個別指導体制の強化、特に教員のオフィ

スアワーの活用強化など、教員による支援体制を推進した。 

学生相談室の充実： 

多岐にわたる悩みを持つ学生が増えており、チューター・学生部では、対応できないことも多

くなっている。学生相談室を設置し、専門相談員を置くことでチューター、学生部ともに学生

の精神面をサポートする。このサポートによって、中途退学者の軽減、学習面のサポートを図

ることができ学習者中心の相談体制が組める。H25 年度は週に 2回（月、金）に実施した。H25

年度の相談状況は、延べ 238件であった。H26年度以降は、相談状況によっては順次回数も増

やしていくことも検討する。 

第 3 回目の保護者懇談会を開催した。39 組の参加保護者があった。保護者からの直接の声を

個々の教員で伺うことができ，学生の学習環境整備およびメンタルサポートが必要な学生に関

する事前の情報確保と支援体制を整えるために，大学と保護者間で必要な課題の共有化を図る

ことができた。 

「学生ポートフォリオ」実施（チューターとの定期的な面談・記録）を目指したが実働できな

かった。 

「WEBシラバス」の導入のための準備に入った． 

   

④ キャリアアップ支援体制の強化【新規事業】 

【目標】 

大学･短期大学を統合したキャリア支援センターの設置。職業的アイデンティティを明確に理

解させ、看護師としての自覚を高める。キャリアアップ支援 
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【結果】 

大学･短期大学を統合したキャリア支援センターの設置：各大学(学部)の学生部長、就職次

長(教員)及び学生部次長(職員）就職課職員を中心に構成されたセンターを設置し、組織的に

学園全体で学生のキャリア支援、就職支援、資格支援等を行う。必要であれば、専任の職員を

配置する。 

小論文指導、就職ガイダンス、マナー講座、看護部長講話、本学卒業生(実習病院)を中心し

た就職、国家試験対策の講話を行った。オープンキャンパスでの実習病院(23施設)による就職

ガイダンス（病院の特徴、看護の理念、就職試験、奨学金制度、就職後の教育体制などについ

て）を実施し、職業的アイデンティティを明確に理解させ、看護師としての自覚を高めた。 

キャリアアップ支援：県内外の病院からのパンフレット及び、卒業生の動向について掲示伝

達した。 

  

⑤ 就職指導力向上 

【目標】 

研修会開催など、教員の就職指導力を向上させる取り組みを行う。 

【結果】 

・職業的アイデンティティを明確に理解させ、看護師としての自覚を高める。本年度も小論文

指導、就職ガイダンス、マナー講座、看護部長講話、本校卒業生(実習病院)を中心した就職、

国家試験対策の講話などを実施した。 

・就職後の卒業生の追跡調査（就職及び転職等の状況）を行った（就職指導委員会）。早期に

ミスマッチ状況を把握し，適切な就職指導を行う。 

 

⑥ 経済的支援の強化 

【目標】 

奨学金、教育ローンの相談体制を強化する。学園独自の奨学金について学園全体の統合化をは

かる。授業料減免制度について見直しをはかる。 

【結果】 

・県市町村，病院奨学金を希望に応じて紹介するためのデータベースを作成した． 

・GPAによる成績優秀者特別奨学生候補選定をスタートさせた．４名の候補者を選出した。 

・ＡＯ・推薦入学特別奨学金候補者 4名を選出した。 

・専門学科・総合学科出身者特別奨学金（6 名）、社会人特別奨学金（3 名）、学園特別奨学金

（13名）、編入者特別奨学金（1名）を給付した。 

 

⑦ 社会人入学者に対する経済的支援規程の見直し 

【目標】 

大学院入学者に対しては社会人特別奨学金のような経済的支援が遅れていることから、これに

見合う規定の見直しを行う。 

【結果】  

学園特別奨学金の対象者に、大学院に合格し入学した者で給付資格を満たすもの、および本人
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が学園の現教職員（4月に職員になるものを含む）を追加した（平成 26年 4月 1日から施行）。 

 

⑧ 入学後も在職のまま修学する者への配慮 

【目標】 

長期履修制度の活用（学則第４２条 5 項に基づく）。修業年限を超えて在学する学生の授業料

の改正。履修登録および履修登録の上限を設定。学園特別奨学金制度の改正 

【結果】 

入学後も在職のまま修学する者への配慮として、長期履修制度の活用（学則第４２条 5項に基

づく）修業年限を超えて在学する学生の授業料の改正：大学院研究科では修業年限を超えて在

籍する学生の授業料について明記されていないので、これを明記した（平成 26 年 4 月 1 日か

ら施行）。修了単位取得後在籍する場合の授業料についての規定を明記し（平成 26年 4月 1日

から施行）、学生の研究活動・博士学位修得に配慮する。履修登録および履修登録の上限を設

定（平成 26年 4月 1日から施行）。各学期あたりの単位数を看護学研究科博士前期課程につい

て 14単位を限度とする。これにより、長期履修学生が履修年数を短縮することが可能となる。

学園特別奨学金制度を改正し、本学教職員で大学院入学者には学園特別奨学金の給付対象者と

した（平成 26年 4月 1日から施行）。 

 

 

（４）社会との連携及び社会貢献に関わる基本方針と事業報告  

① 社会貢献統括部門の設置計画【新規事業】 

【目標】 

中期計画として大学・短期大学を統合した社会貢献等統括部門の新設（産学連携センター）し、

各学部で実施している社会貢献・地域連携を一元管理する。 

【結果】 

社会貢献統括部門は平成 25 年度は未設置であったので、例年通り各学部による社会貢献・地

域連携の事業展開となった。災害時における広島文化学園大学の協力提携を呉市と結び（1/17）、

災害時における本学部の役割と連携体制が強化された。また、私立大学教育研究活性化整備事

業「地域密着型実践的災害訓練教育プログラム」に採択され、阿賀地区住民、阿賀小学校との

連携のもと災害訓練を実施することができた。 

 

② 看護学部独自の科目以外での地域貢献 

【目標】 

学園の中期目標（１）教養教育改善計画 ③人間力の醸成に基づき、看護学部独自の教養科目

以外の正課外活動としての学生参画会議、地域住民への社会貢献活動を展開する。 

【結果】 

６委員会（国家試験対策委員会、研究発表会運営委員会、実習室整備委員会、保健委員会、防

災委員会、キャンパス環境委員会）による学生参画会議も例年通り、学生主導のもと活動が展

開された。各委員会の活動内容には若干違いがみられたが、随時教授会で活動報告がなされ、
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学生の教科外の主体的な学びの成果を把握することができた。地域住民への社会貢献活動（阿

賀地区合同災害訓練、呉市防災訓練参加 JPTEC（外傷セミナー）プロバイダーコース開催、健

康相談事業、高齢者ソフト食教室、ボランティア活動、フラワーフェスティバルへの参加等の

活動を通して、学生部の協力も得ながら、人間力養成のための教養教育の実践のための事業を

展開し、その成果報告を教授会にて実施した。 

 

③ 他大学、企業との連携 

【目標】 

関係施設・大学との連携事業を推進し、アガデミア活動における文化祭・災害活動に参加、協

力する。市立呉高等学校との高大連携活動を引き続き実施する。 

【結果】 

学内教員との研究分野、領域での事業連携、開拓を引き続き実施し、アガデミア活動における

文化祭・災害活動に参加、協力することができた。市立呉高等学校との高大連携活動事業も引

き続き実施、次年度からは高大連携「看護基礎」科目を学部教員（佐々木・山内・加藤・前信・

石川・高橋・久保）が担当することが決定した。また瀬戸内高等学校とも高大連携「看護医療

総合」科目を開講、学部教員（佐々木・山内・加藤・石川）が担当することになった。 

 

 

（５）学生募集・入試に関わる基本方針と事業報告  

① 入試制度の見直し 

【目標】 

本年度は、公募Bと一般B及びセンター利用入試前期を追加し、学生確保を確実なものとする。 

【結果】 

平成 26年度には AO 入試の時期の変更、公募制推薦 B、一般入試 B日程、センター試験利用入

試前期を追加し、学生募集強化を図った。結果として、看護系学部新設があったにもかかわら

ず、受験者数を確保することができた。 

看護学部の学部生募集定員 120 名に対して，AO 入試，推薦入試，一般入試（A 日程，B日程），

センター利用入試（前期、中期、後期）にて，370 名の受験者があり，入学者は 150 名となっ

た．編入学生 3年次編入は 2名，2 年次編入 3名の受験者で 4名の合格となった．看護学研究

科は博士前期課程 2名の受験者で 1名の合格となった．博士後期課程 2名の受験生で 1名の合

格となった． 

 

② 入試業務（広報・学生募集・入試）組織の見直し    

【目標】 

ＡＯ入試、推薦入試（教育連携指定、公募制、特別、地域特別）、一般入試、センター利用入

試、社会人入試、留学生入試（国内、国外）を実施するにあたっての体制について見直しを行

う。H25 年度は H26年度の入試要項の評価修正を行い、確実にスムースに実施されるように計

画する。 
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【結果】 

H26 年度の入試要項について今まで、長束キャンパスが中心となっていた業務を阿賀キャンパ

スで行った。看護学部では，「志が高く，学ぶ意欲のあふれる学生」を求める人間像として掲

げ，AO方式入学試験および高等学校と教育連携による推薦入学で，高等学校から広島文化学園

大学に接続する比率をなるべく大きくするよう募集をおこなった．AO方式入学試験のパンフレ

ットで，「求める人間像」および面談での評価項目を公開し，教育内容入試説明会では AO 入学

試験の目的・方法・意図を重点的に説明してきた．その結果が，AO 入試へのエントリーの増加

と接続可能者の増加につながった．社会人 AO 入学試験は，今年度受験者は 0 名であった．一

般選抜，センター試験利用選抜，編入学選抜，大学院の入学選抜業務は例年通り行った。 

一般入試地方会場については急な会場変更を避けるため，なるべく公共の施設を利用するよ

うにした．地方会場の場所の確保と宿泊施設もトラブルはなかった。 

入学試験業務の見直し： 

・入試事務を出来るだけ共通化する． 

・責任者・責任キャンパスの任務を確認する・ 

・システム使用方法（コンピュータ委員）の研修・引継ぎを徹底する． 

・発送チェック体制の強化 等に着手した。 

 

③ 入試実施体制強化 

【目標】 

AO オフィサーとの連携をより強化・密にして学力上位の入学希望者の情報の共有化を図る 

【結果】 

受験者目線に立って入試要項の内容検討を行った．ＡＯ入試の時期を変更し 8月以降に実施し

た。比較的優位項目の強調によりエントリー数は増加した（+16 名）が，登録者数はほぼ同数

であった．編入学希望が 5名（昨年２名）と増加した．公募制推薦 B、一般入試 B日程、セン

ター試験利用入試前期を追加して学生募集強化を図った。公募推薦Ｂは 9名が応募し，内申点

も比較的高く．当初の意図は適切であった．結果として、看護系学部新設があったにもかかわ

らず、受験者数を確保することができた。H25 年度は学力のアップを狙って、教育連携指定校

に熊毛南高校、近畿大学付属広島高校東広島高校、総合技術高校を加え、2 名の入学者があっ

た。同様に学力アップを狙った特別奨学生試験も実施した。その結果 4名が受給されることに

なった。H26年度入試でも AO 受験生に対しては学力判定検査を行っていなかったため、基礎学

力の低下について十分な対策が得られなかった。  

ＡＯ，推薦入試合格者が逆転している．高校側の指導が推薦・一般入試重視へ移行している．

この状況を踏まえた募集，判定が必要である． 

  

④ 学生確保に関わる広報活動強化 

【目標】 

現在の入試広報について見直しを行い、メディアによる広報（印刷物、ホームページ、マス

コミ利用など）、訪問活動による広報（教員、ＡＯオフィサー、入学支援センター及び学生部

職員）などを効率よく進めていく。教員とオフィサーの連携を強化し入学者・卒業者の動向資
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料を卒業高等学校に開示する。 

【結果】 

卒業者の動向について、卒業高校の進路及び担任が生徒の成長している姿に喜んでおられた。

文化学園に預けてよかったとも評価をいただいた。 

 教員・学生部職員で連携をとり，進学相談会（会場：高校）に積極的に参加するとともに大

学訪問を積極的に受け入れた． 

オープンキャンパスを 5月に追加するとともにリピーターの増加を前提に体験内容を変え，食

堂メニュー，参加グッズを工夫した．結果，前年度+62名の参加人数を確保した． 

学生確保するための広報活動のため, 大学院案内パンフレット日本語を作成した。 

 

⑤ 学生募集活動強化 

【目標】 

各キャンパスでのオープンキャンパス内容の充実、教育連携指定校への訪問、出前授業の充実、

進学説明会・高校内説明会などへの積極的な参加、在学生による高校訪問など、可能な限り、

学生募集に関連する活動を強化していく。 

【結果】 

公開講座：看護を志す高校生に，看護学の内容を知ってもらうことを目的に，看護専門領域

の内容をわかりやすく紹介する「高校生のための看護学入門」を，例年通り 5 月から 10 月ま

で，計 6 回 (一部オープンキャンパスと同時開催)，各領域の看護専門教員が阿賀キャンパス

で行った．毎回 30～40 名の受講生で複数回参加の高校生がいる．担当教員の講義の後，希望

に応じて学内の実習室案内や大学への接続につながる入試説明をするなど、看護に対する興味

が増し受験選択につながるような方法をとった． 

 高校訪問：教育内容・教育目標・求める人間像（これからの高度医療に即応できる実践科学

としての看護学に関心を持っている学生，これからの医療の中核を担う看護職に就きたいとい

う志の高い学生，人が好きな学生）を高校側に理解していただき，大学への接続をスムーズに

なるよう協力を得る目的で，呉市郊外および，県内の高校を訪問した． 

 高大連携一貫教育：今年度，教育連携校は前年に続き 59校で連携をとった．しかし，30 名

の入学者となり高大連携教育は目効果が得られつつある．さらに，教育の連携方法を含め，連

携を密にする必要がある． 

教員と学生部職員が一丸となり進学および、高校内進学説明会に参加し、入学希望者の動向

を把握する。オープンキャンパス、出前講座などは、看護教員が積極的に大学で看護を学ぶこ

とを PRしていった。その結果、2 年次編入や社会人入学生の増につながっていると考える。 

 

 

（６）教育環境の整備  

① 学生の満足度を高める環境整備                  （千円） 

・体育館バスケットゴール取替                   ３６５ 

・食堂床他修繕                          ９８８ 
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・１号館３階女子トイレ改修                   ３,１００ 

・３号館３階女子トイレ改修                   ４,６４１ 

 

② その他の教育環境整備                      （千円） 

・ホワイトボード取替                       ８６５ 

・ナーシング・アン マネキン                   ６６８ 

・吸引シュミレーターＱちゃん                   ４０６ 

・導尿浣腸シュミレーター                     ４１２ 

・小児新生児バイタル                       ３８９ 

・小児まあちゃんＢ                        ４２８ 

・基礎ストレッチャー                       ３０４ 

・小児ベット                           ４８４ 

・バイタルサインベービー                     ３８８ 

・地域防災拠点用設備(補助金)                 １４,２４０ 

・シュレッダー                          ３７０ 

 

③ 校舎の整備                           （千円） 

・体育館外壁腰壁修繕                       ３４２ 

・大講義室天井照明交換修繕                    ４４０ 

・第１会議室エアコン外機修繕                   ２２０ 

・屋内消火栓ポンプ修繕                      ２１０ 

・食堂厨房用ガスフライヤー                    ２４６ 

・事務室用システムカウンター・ローパーテーション他        ８１９ 

 

 

（７）教育研究調査 

  〔看護学統合研究〕 VOL.15 No.1・2（2013） 

 ○ 地域統合実習の学内実習に ICF（国際生活分類）モデルをとりいれて 

― ICF を用いたメリットとデメリット ― 

     ・・・・・・・・岡本響子,森下歩,林君江 

 ○ 明治時代の看護法にみる寝衣交換の看護技術の基盤 

―体位変換の看護技術の発展を鑑みた寝衣交換の看護技術における重要な視点の検討-  

     ・・・・・・・・中井芙美子,佐々木秀美,迫田千加子 

 ○ ナイチンゲールから影響を受けた４人の日本人   

― その１ 石黒忠悳と佐伯理一郎 ―      

・・・・・・・ 佐々木秀美 

 ○ 協定校 Chodang University での講義のための訪問記 

     ・・・・・・・ 安藤純子,島内節 
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 ○ 音楽療法とハーモニカ 

     ・・・・・・・岡田浩佑  

 ○ 裁判所書記官が走る（1）（裁判所勤務の回顧録） 

     ・・・・・・・榎久仁裕 

 ○ 養護から教育の視点へ ― ある養護教諭の実践を通して ― 

     ・・・・・・・山本洋瑚 

 ○ 地域連携型教育支援 呉市・子育て支援事業の取り組みに関する検討報告 

     ・・・・・・・ 山内京子,佐々木秀美,西村淑子,森岡伸治 

 ○ ナイチンゲールから影響を受けた４人の日本人 

      ― その２ 女子教育のパイオニア 津田梅子と安井てつ ― 

     ・・・・・・・・佐々木秀美 

 ○ ソウル近郊楊平郡にある施設の実際 

     ・・・・・・・・安藤純子,島内節 

 ○ 日本人は，今，どんな食事をしているか？ 

― その５ 糯飯主食のラオスから見る日本の粳飯主食 

     ・・・・・・・・山下洵子 

 ○ 米国における「キルトと健康」に関する研究の実際と高齢者施設での取り組み 

     ・・・・・・・・鮎川昌代,成順月 

 ○ 夏目漱石の病歴と生活（四） 

     ・・・・・・・・森下恭光 

 

 

 

 



学芸－１ 

 

［４］広島文化学園大学学芸学部 

（１）学部の教育・研究における基本方針と事業報告 

＜学芸学部＞ 

①学部設置に伴う教育環境の整備と充実 

【目標】 

学芸学部の完成年度にあたり、設置計画を忠実に実行すると同時に、学生の定員確保をめ

ざす。 

【結果】 

これまで維持してきた文部科学省の設置認可に準拠した教育環境の安定化に努める。 

定員確保については、子ども学科が 92 名、音楽学科が 28 名となり、学部としての定員は

満たすことができた。ただし、音楽学科については相変わらず苦戦を強いられており、今後、

音楽学科が数値目標達成のために考案した様々な方策（例えば，オープンキャンパス出席者

への積極的な働きかけ、高校への出張レッスンやレクチャーの実施，コンクールの課題曲講

習会，高校音楽科設置校への連携，同窓会への働きかけ，など）を着実に実践する中で，受

験生確保への取り組みをいっそう強化する。 

②第三者評価への準備 

【目標】 

平成 26 年度受審予定の第三者評価に備え、早めに資料収集等の準備にとりかかる。 

【結果】 

平成 25 年度は、全学の認証評価委員会、自己点検・評価委員会と学部内の該当する委員

会及び委員が連携をとることにより、報告書の執筆、並びにエビデンスの収集作業を順調に

進めることができた。さらに、平成 26 年度へむけて、諸業務を着実に実施する。 

③学習者中心教育の実現計画 

【目標】 

学習者中心主義の一環として、学内システム「夢カルテ」を活用すると同時に、学芸学部

独自の学生支援対策を考案し、効果的な使用を図る。 

【結果】  

これまで、学習者中心教育の推進のため、期末毎の授業評価アンケート、卒業時の満足度

調査、授業担当者による意見交換会等を開催し、改善を図ってきた。また、学習者中心教育

の支援システムとして，全学システムによる「HBG 夢カルテ」が運用を開始し、実用段階に

入った。学芸学部では、独自に学生用カルテを考案してきた経緯があるが、全学のカルテの

効用を確認しながら、学生を学習面，生活面からトータルに支援する対策を考案していく。

学生のポートフォリオとして活用できるカルテの構築が今後の課題である。 

 

④就職支援対策の構築 

【目標】 

就職へむけた対策を組織化し、目的に対応した学生の支援が合理的、かつ効果的に行える

よう強化する。 
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【結果】    

キャリアセンターや教員の支援の中で，両学科の卒業生とも、昨年同様、90％以上の就職

率を達成することができた。各学科が個々の就職先に対応した支援を組織的に行ったことが

功を奏したと考えられる。特に子ども学科では，前年に続き、小学校教員採用試験に 12 名

受験して 9 名の合格者（うち 2 名は臨時採用者）を出すことができた。今後も、目的に対応

した就職支援をさらに徹底させたい。 

 

⑤大学院の設置 

【目標】 

  学芸学部の大学院（修士課程）の設置申請を迅速かつ確実に進める。 

【結果】 

子ども学科を中心にワーキンググループを結成し、文部科学省の指導を受けながら設置認

可申請書を作成し、6 月に提出することができた。設置審や課程認定において問題点を指摘

され、修正作業に奔走する時期もあったが、平成 25 年 10 月 31 日、無事認可書を受理する

ことができた。 

⑥授業計画の見直し 

【目標】 

完成年度後の授業計画に関する改革を推進する。 

【結果】 

完成年度後に備えて、学芸学部の教育課程全体の見直しをおこない、無駄な部分を削除し、

実施上問題のあった箇所（単位修得など）の再検討を行った。 

 

⑤地域貢献の推進 

【目標】 

各学科やセンターによる地域貢献を積極的に推進する。 

【結果】 

     子ども学科では，各種ボランティア活動を積極的に推進する一方，「WA WA WA こども祭り」

などを地域の子ども達と共同企画して地域との絆を深めることができた。参加者も増加の一

途をたどり，地域の行事として定着した感がある。 

音楽学科は，昨年度も世界的に著名な演奏家を招聘して、年間 2 回のコンサートを一般に

開放し，地域貢献の一翼を担うことができた。また，安佐南区役所と連携した「小さなコン

サート」や「子ども子育て支援研究センター」，広島県立美術館でのロビーコンサート等の定

期的な開催も、関係者や地域住民から好評であった。 

 

  

（２）学科等の教育・研究における基本方針と事業報告 

＜子ども学科＞ 

① 教育環境の整備及び改善 

【目標】 
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完成年度を迎え、設置認可申請に基づき、必要な教育環境整備を引き続き行うと同時に、 

必要な改善も行う。 

【結果】 

  入学学生数の増加により，本館 3階と 4 階の各講義室に机・椅子を増加、設置した。 

 

① 学習者中心の教育 

【目標】 

学習者中心の教育を実施し、丁寧な学生指導を行うために、学生支援対策を充実させる。 

【結果】 

学習者中心教育の推進のため、授業評価アンケート、卒業時の満足度調査や、授業担当者

による意見交換会を開催し、改善に努めた。 

② 学生確保に向けた広報活動 

【目標】 

学生定員の確保に向けて、学科教員による就職指導の内容や結果を学生募集や広報に生か 

すとともに、高校生を対象とした様々な広報活動を積極的に行う。 

【結果】 

オープンキャンパス，ミニオープンキャンパス，教育連携指定校への訪問，出前授業，高

校内進路ガイダンスへの積極的参加など，年間にわたって学生募集に関する活動を実施した。

また，年度途中からは小学校教員採用試験・公立保育士採用試験合格情報を活用した募集活

動を実施した。その結果，92 名（平成 26 年 4 月）の入学者を得ることができた。 

③ 積極的な就職支援 

【目標】 

キャリアセンターと密な連携を図りながら、学科全教員が組織的に 4年次生への教員・公

務員採用試験対策や就職支援を積極的に行い、良い結果が出るよう努める。 

【結果】 

キャリアセンターと連携を図りながら，学科教員が年間を通して学生の空きコマなどを活

用した教員・公務員採用試験対策を行った。その結果，学生個々の努力とも相まって教員採

用試験合格者 7名（ほかに少人数臨時採用 2 名）、公立保育士試験合格者 3名をはじめ、90%

以上が進路を決定することができた。 

④ 就職先の開拓 

【目標】 

来年度からの卒業生増加に備え、実習先を中心とした就職先の開拓に努める。 

【結果】 

  キャリアセンターと連携し、幼稚園、保育園、施設、一般企業への求人を依頼した。私立

幼稚園連盟、私立保育園協会などの就職説明会にも積極的に参加した。 

⑤ 地域貢献及び地域連携 

【目標】 

地域への貢献や連携を図るため、学生による各種支援活動の推進を図る。 

【結果】 

       「ワクワク長束とうべえ祭り」に 3 名（1 年生）が参加し、多くの地域住民との交流を深
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めた。（11 月 9日）  

      安佐南区山本川清掃に学生が参加し、地域住民らと清掃活動に尽力した。（11 月 23 日） 

⑥ ボランティア活動の推進 

【目標】 

学生が地域の子ども達と積極的に関わりあうことができるように、ボランティア活動や行

事の開催を推進する。 

【結果】 

年間にわたって子ども学科学生による広島市児童館でのボランティア活動を推進した。ま

た 3 月 23 日（日）には地域の教育機関との連携のもと，地域の子どもたちとの共同企画に

よる「WAWAWAこどもまつり」を実施して 330名の参加が得られた。 

⑦ 音楽学科との合同プロジェクトへの取り組み 

【目標】 

音楽学科と連携し、学部としての合同プロジェクトの実現に向けて取り組む 

【結果】 

  子ども学科として主題や内容など実現に向けての構想を企図した。 

⑧ 全教員（非常勤講師含む）が連携する教育 

【目標】 

非常勤を含めた、全教員が連携して教育に当たることができる体制の充実を図る。 

【結果】 

平成 25 年度授業担当者意見交換会において説明を行った「子ども学科教育方針」をもと

に，非常勤を含む全教員が連携して教育を進める確認をした。 

⑨ 教員養成教育の充実 

【目標】 

教員研修を担当する地元教育委員会と連携を図り、教員養成教育の充実に努める。 

【結果】 

  地元教育委員会指導主事を招いて、教員養成についての講話をしていただいたり、教育委

員会主催の教員採用試験の説明会に参加した。 

⑩ 授業改革 

【目標】 

完成年度にむけた授業改革を推進する。 

【結果】 

教養教育充実のための科目、基礎学力向上のための科目、一般企業への就職対策科目の新

設を検討した。 

⑪ 短大との連携 

【目標】 

短期大学の保育学科とも連携しながら教育を進める。 

【結果】 

  子ども学科としての実施内容の可能性について検討した。 
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＜音楽学科＞ 

① 設置計画にもとづいた履行 

【目標】 

設置認可申請に基づき，設置計画を忠実に行う。 

【結果】 

カリキュラムおよび授業内容すべて申請に基づいて正しく行った。 

② 学習者中心の教育 

【目標】 

  学習者中心教育の推進をはかる。 

【結果】 

  学習者中心教育の推進のため、「HBG夢カルテ」の運用を開始し、授業評価アンケート、卒

業時の満足度調査、授業担当者による意見交換会等を開催した。 

③ 効果的な授業方法の在り方 

【目標】 

  個人レッスンやアンサンブルの授業方法を検証し，より効果的な指導の在り方を模索する。 

【結果】 

実技担当の非常勤講師全員から「月例報告」として毎月末に担当学生の一ヶ月間の状況や

問題点，教師からの要望などを提出していただき，必要な対応をとった。 

また授業アンケートを効果的に生かしながらレッスンに取り組んだ。個人レッスンにおいて

もその学生に合った指導法を研究し，学生によっては，就職支援につながる効果的な指導を

心掛けた。 

④ 学生の学修意欲の向上及び地域貢献の推進 

【目標】 

  学生の学習意欲を高めるため，また地域貢献を推進する目的で一般公開による特別講義，

公開レッスン等を積極的に開催する。 

 

【結果】 

公開講座では海外から世界的に著名な打楽器奏者グレン・ベレズ氏を招き公開レッスンと

ともにコンサートを開催した。来聴された近隣の方々をはじめ打楽器関係者など多くの方に

喜ばれ，高い評価を受けた。 

第一回（7 月 28日）：ラディスラフ・コズデルカ氏 （チェコフィルハーモニー交響楽団

首席トランペット奏者） 

第二回（10 月 9日）：グレン・ベレズ氏 （世界的に著名な打楽器奏者 グラミー賞受賞） 

⑤ 定期演奏会の充実 

【目標】 

  定期演奏会の内容を充実させ，レベルアップをはかる。 

【結果】 

１２月１６日（月）広島文化学園 HBGホールにて世界的に著名なユーフォニアム奏者のス

ティーヴン・ミード氏と共演した吹奏楽をはじめトロンボーンアンサンブル、合唱や日本の

代表的なメーカー３社を一堂に共演させた電子オルガンアンサンブルなど学習の成果を披
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露した。また学園全教職員の協力を得て、1100 人余りの聴衆を動員することができた。 

⑥ 子ども学科との合同プロジェクトへの取り組み 

【目標】 

子ども学科との連携による合同プロジェクトの実現に向けて取り組む。 

【結果】 

音楽学科として主題や内容など実現に向けての可能性について検討した。 

⑦ 吹奏楽の内容・レベルの向上 

【目標】 

  吹奏楽の内容・レベルの向上をはかるために楽譜を充実させる。 

【結果】 

音楽学科として図書費を優先的に吹奏楽の楽譜購入に充て演奏レパートリーを増やした。 

定期演奏会においてユーフォニアム奏者スティーヴン・ミード氏との共演を実現し、本番

に向けた練習やリハーサルにおける様々なアドヴァイスと本番の経験が大きく学生たちの

レヴェル・アップに繋がった。 

⑧ 広報活動としての演奏活動範囲の拡充 

【目標】 

  効果的な広報活動の一環として吹奏楽等の演奏活動範囲を近隣地域のみならず他県に広

げて発信する。 

【結果】 

山口県防府の玉重楽器店を訪問し連携の可能性について話し合った。 

楽器店には複数の関係大学からの接触もあり、すぐに具体的な無料体験レッスンの実現に

は至らなかった。島根県内のオリエント商会およびアツタ楽器店とは電話のみの交渉に終わ

ったが、連携の糸口は出来たように思う。 

⑨ 学生定員の確保 

【目標】 

  定員の確保に向けて、効果的な募集活動を学科の全教員体制で行う。 

学生定員の確保に向けて，高校生を対象とした効果的な広報活動を積極的に行う。 

【結果】 

音楽学科独自の教育内容案内冊子を作成し，あらゆる機会に配布した。また，定期演奏会

の案内を関係者はじめ広島県、山口県，島根県，愛媛県のすべての高校へ発送。電話による

案内ほかあらゆる機会に口頭にて案内をした。広島市以外の福山市，岩国市，山口市の有名

楽器店等にも大学案内等を配布して広報に努めた。 

⑩ 同窓会と組織的な連携の推進 

【目標】 

同窓会主催のコンサートを実施するとともに、四大の周知徹底を図る。 

【結果】 

同窓会主催の第１回コンサート（東区民文化センター6/1）を開催し、音楽学科の広報に

努めた。また、同窓会（広島文化学園 HBGホール 9/29）も開催し卒業生に協力応援を要請

する機会を得ることができた。 

定期演奏会（広島文化学園ＨＢＧホール 12/16、卒業演奏会（東区民文化センター3/1）
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にも同窓会、音楽園のブースを設置して広報に努めた。 

⑪ 就職指導の強化 

【課題】 

音楽関連業種に加え、一般就職も含めた就職指導の推進と強化を図る。 

【結果】 

積極的にキャリアセンターとの連携をとり、就職指導を行った。 

音楽専門分野への就職はもちろんのこと一般就職も職域開拓が進み最終的に 93％の就職率

となった。 

⑫ 学生の国際交流支援および留学制度の検討と推進 

【課題】 

学生の国際交流支援および留学制度の検討と推進する。 

【結果】 

学生の留学に対する希望調査や海外からの著名なプレーヤーによる国内でのレッスンの

橋渡しなど積極的に行った。また教員が学生を引率してオランダで開催されたトロンボー

ンフェスティバルに参加し、著名な演奏家のレッスンを受講し世界最高レベルのコンサー

トを目の当たりにすることができて、学生の向学心を膨らますことができた。 

⑬ 教育改革の推進 

【課題】 

完成年度後の音楽学科の教育内容の改革を検討する。 

【結果】 

完成年度後の音楽学科の教育内容を大学案内にも謳い、その教育内容に沿った新講座を設

けて学生にとってもより有益で魅力的なカリキュラムとなるように見直しを行った。 

 

 

（３）学生の修学支援，課外活動（文化・スポーツ）及び就職等への支援に

関わる基本方針と事業報告 

  

①各種行事，研究，講座の実施・運営等への学生の参画による企画力・実践力の育成 

【目標】 

学科内の行事，共同研究，資格取得講座の実施・運営等に学生を参画させ，教員と協力し

あって企画力・実践力を身につけさせる。 

【結果】 

定例年間行事に関しては、オリエンテーションキャンプ（4/28-29）、大学・短大合同スポ

ーツ大会（7/10）「ＷＡＷＡＷＡこどもまつり(3/23)」「定期演奏会(12/16)」「音楽学科吹奏

楽松山公演(8/14)」などを、昨年同様，積極的に学生，教員が共に協力しながら実現させた。

アウトリーチ活動やロビーコンサートなどの学外演奏，音楽療法受講生による施設での慰問

演奏，学生の保育園におけるボランティア活動などを通し地域社会との繋がりを築くよい機

会を数多く持つことができた。 
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子ども学科では教員採用試験に７名が合格することができた。音楽学科においても資格取得

に向けたグレード試験への説明会なども行い，その結果音楽講師の就職を多数実現すること

ができた。音楽学科の定期演奏会や卒業演奏会ではステージマネージャーをはじめ運営の多

くを学生主導で行うことにした結果、自主性を持った良い成果を得ることができた。 

また，コンクールへの参加を促し，大阪国際音楽コンクールの全国大会（トランペット部

門）において 1名が最優秀賞を受賞、また日本ジュニアクラッシック音楽コンクール大学の

部にて全国大会（トロンボーン部門）３位入賞を果たした。 

②自治会活動等の充実 

【目標】 

自治会活動を推進させるとともにオリエンテーションキャンプ，大学祭を充実させる。 

【結果】 

学芸学部の２学科が協同で広島市青少年野外活動センターにおいてオリエンテーション

キャンプ(4/28.29)を実施した。 

共同のオリエンテーションであることと，２年次のリーダーの参加により学部の協力体制

が強まっている。 

グリーン・アリーナにおける全学の合同スポーツ大会（７/１０）を実現し、成功させる

ことができた。 

短大自治会との協力体制のもと学芸学部と短大との合同による長束キャンパス大学祭

（11/2.3）を開催した。近隣の地域住民も多数参加されるよい機会となっている。今後オー

プニングにおける音楽学科の吹奏楽演奏などに対し全学園を挙げて動員を図り協同体制を

盛り上げるようにしたい。   

③クラブ・サークル活動の支援 

【目標】 

クラブ・サークル活動を支援する。 

【結果】 

バレーボール・バスケットボール特別奨学金を該当の３年次編入学学生に継続して支給し

ている。自治会を通じてクラブ活動資金助成を行った。（バレーボール，バスケットボール，

ダンス，野球，武道，ボランティア・レクレーション） 

大型掲示板、テント２張りが卒業記念として贈られた。 

長束キャンパスにおける活動する場の狭小さが懸案事項としてあげられる。 

④キャリアセンターとの連携強化 

【目標】 

キャリアセンターと連携を図りながら効率のよい就職指導体制を構築する。 

【結果】 

キャリアセンター主催でキャリアアップ，就職に関する定期講座を年間通じて計６回行っ

た。主には３年生対象として行なわれた定期講座だが，１，２年生対象や全学年対象として

社会人としてのマナー講座なども催した。 

学内合同企業説明会 1/22 を開催した。 
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⑤就職指導体制の見直し 

【目標】 

教員による就職指導体制を構築する。 

【結果】 

教員自らが，学生の就職に関わり，教員採用試験や公務員試験などに対応するために学科

において試験対策指導や助言を行い就職に結びつけた。 

年度初めの段階においては，就職委員を含む複数教員と学生との面談を順次行い，学生の

就職希望職種をリサーチした上で指導を行った。複数教員との面談は様々な角度から学生を

観察することができて相互に非常に有益な場となっている。 

キャリアセンターを有効に利用するためにも，そのきっかけを学生によっては教員との同

伴でつくることも必要と思われる。 

 

 

（４）社会との連携及び社会貢献に関わる基本方針と事業報告 

①社会との連携に関わる事業報告 

【目標】 

地域連携に関わる各種行事の実施 

【結果】 

・広島フラワーフェスティバル（5月 4日，5日学生 10名参加） 

・長束西小学校児童への教育施設見学会（6月 25日：学生と教員で対応） 

・第 4 回 WAWAWAこどもまつり（３月 23 日：学生と近隣小中学生・保護者約 330名が参加）     

・安佐南区役所との地域連携演奏会「小さな音楽会」 

   4/24 サクソフォンアンサンブル 

   5/22 ドラムス 他 

   6/26 金管五重奏 

   7/24 ドラムサークル（来場者参加型） 

   8/28 アウトリーチコンサート（来場者参加型） 

   9/25 打楽器アンサンブル 

10/23 トロンボーン四重奏 

11/27 金管五重奏 

 

・演奏 

  8/3ポップラ劇場 2013「セロ弾きのゴーシュ」野外上映会とアフィニス・ミニコンサート、

8/18 アフィニス夏の音楽祭 2013広島音楽交流プログラムふれあいコンサート、10/5看護

学部公開講座、11/10長束西公民館まつり、11/14長束西小学校音楽鑑賞会、12/10祇園保

育園音楽会、12/12 長束西児童館クリスマスコンサート、12/13 山本保育園クリスマスコ

ンサート、1/24 長束幼稚園音楽会、2/16 安佐南さわやかあいさつ運動推進大会、2/23 三

隅公民館コンサート、3/19祇園西公民館「塾年大学」、可部線鉄道唱歌プロジェクト(祇園

西公民館、地域ボランティアサークル、広島経済大学との 4 者連携) 
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②社会貢献に関わる事業報告  

【目標】 

地域社会におけるボランティア推進の取組 

【結果】 

演奏 

〇「子どものための音楽会」（学内 子ども・子育て支援研究センター）： 

6/7、6/21、7/5、7/19、7/26、10/18、11/15、11/29、12/6、12/20、1/17 

〇広島県立美術館ロビーコンサート： 

4/6、4/20、6/22、6/29、7/20、10/5、10/12、11/23、3/8、 

○デイサービスでの慰問演奏 5/25、10/20、12/19、12/24、1/14 

○おぎおんさん夏祭りでの演奏 7/21 

〇山本学区敬老会 9/16 

〇長束とうべいまつり 11/9 

〇もみじまつり 11/23 

その他 

  〇全日本吹奏楽コンクール課題曲講習会 6/15  

 

 

（５）学生募集・入試に関わる基本方針と事業報告 

①定員確保に向けた効果的な学生募集 

【目標】 

定員確保をめざして効果的な学生募集を展開する。 

 

【結果】 

教育連携指定校への役職者による訪問を夏期休業期間に行うと同時に出身学生の近況を

詳しく報告して高校との連携を深めた。 

指定校としての受験状況を検討して見直し作業も行った。 

各学科重点校を定め、これらをもとに大学入試説明会及び高校内進学ガイダンスに積極的

に参加した。大学案内の編集制作において，各学部の特色を出せるように工夫し在学生や卒

業生の声を多く記載した。 

組織化されたホームページ委員会において、各学科より担当委員を選出しトピックスの更

新など非常にスムーズに行われ、多くの情報を発信（提供）できるようになった。 

またオープンキャンパスの内容についてリハーサルを行いながら再検討し、学生が積極的

に加わるように配慮することで、参加者に分かり易い、親しみやすい内容となり好評であっ

た。 

②入学者選抜方法の改善・充実 

【目標】 

嚶鳴教育奨学金制度の整備や学園統一化による入学者選抜方法の改善・充実を図る。 
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【結果】 

AO・推薦入学者特別奨学金の対象者選抜試験を実施することで受験生の増加を図った。ホ

ームページやオフィサーなどを通じて嚶鳴教育奨学金制度の周知徹底をさらに図った。また

奨学金制度に対する保護者の関心が高いことから個別に保護者対象説明を行った。 

AO 入試における全学科統一様式によるエントリーシートの記入説明がオープンキャンパス

などで積極的に実施された。 

 

 

（６）教育環境の整備 

施設整備 

 学芸学部（千円） 短期大学（千円） 

ＨＢＧあかねの森整備工事 21,835 22,054 

１号館耐震改修工事（着工時分） 7,030 8,089 

１号館耐震改修工事（中間時分） 28,123 32,356 

１号館耐震改修工事（竣工時分） 38,181 43,928 

食堂厨房動力電源設備工事 423 427 

1号館耐震工事 454 522 

女子トイレ擬音工事 388  

ロッカー 139  

エレクトーン 399   

 

 

（７）教育研究調査 

「紀 要」  第 4号（2014年 3 月） 

 

＊ 論文 ＊ 

 

             ＊＊特別寄稿＊＊ 

〇共活社会を創る                   ・・・・・・・ 広瀬浩二郎 

 －広島文化学園大学学位芸学部開催の講演会（H25.7.24）より－ 

 

 

＊＊論文＊＊ 

○学校教育段階における私法教育のあり方についての提言  ・・・・・・ 二階堂年恵 

                           

○「触覚」から考える造形表現             ・・・・・・・ 小笠原 文 

  －二つのワークショップ７実践からの報告－ 

 

 〇ピアノ学習およびピアノ演奏が健常中高齢者の精神的健康にもたらす効果・・・・ 
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井下洋子、小林敏生、古屋敷明美、多田愉可、李ぜいえい、井下べに  

 

 

 ＊＊実践報告＊＊ 

○障害児の音楽療法             ・・・・・・・・・・・・  狩谷美穂 

  在宅医療を受ける子どもと家族のための音楽療法実践より 

 

〇導入期（5～7歳）におけるピアノ演奏指導のための教材開発 ・・・・・・・黒田美絵 

  鍵盤応用カードの開発と活用事例 

 

○藤井清水資料室における紙媒体資料の保存方法検討報告 ・・・・・・・・・ 久保幸代 
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［５］広島文化学園短期大学       

（１）短大の教育・研究における基本方針と事業報告  

① 学習者中心の教育，ＡＯ一環教育の推進 

【目標】          

学園統合化により，学習者中心の教育，ＡＯ一環教育を推進する。 

【結果】 

学生ポートフォリオとして学内 LAN による「HBG 夢カルテ」を開設し，ＡＯ一環教育の視点

から学生の夢の実現に向けた学生支援体制の整備を図った。 

   

②教育・研究，管理運営体制の充実 

【目標】          

学芸学部と連携・協力して，長束キャンパスにおける教育・研究及び管理運営体制の充実を

図る。 

【結果】 

学芸学部完成年度にあたり大学・短大の連携協力体制を点検し，教職協働による学生支援・

学生指導の積極的推進，FD 活動の充実等，教育・研究の改善・充実を図った。    

 

③募集活動の強化 

【目標】 

学生募集活動を強化し，各学科及び短期大学全体の定員確保をめざす。  

【結果】 

入学支援センターと連携して募集活動の強化に取り組んだ結果，入学者数は，コミュニティ

生活学科 66 名，食物栄養学科 61 名，保育学科 114 名，合計 241 名となった。特に食物栄養

学科でオープンキャンパスの充実等の強化策が大きな成果をあげた。 

 

④第三者評価を契機とした質的転換 

【目標】 

第三者評価受審を契機として，短期大学教育の質的転換に向けた取り組みを開始する。 

【結果】 

質的転換に向けた取組みとして，文部科学省による私立大学改革総合支援事業の基本要件に

対応する体制整備に努め，教育活性化設備整備事業に採択された。 

 

⑤就職支援の強化 

【目標】 

就職支援を強化し，学生の進路保証を図る。 

【結果】 

 学科に応じた就職先開拓，キャリアセンター主催の企画，教職員と学生の面談によるキャリ
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ア意識の向上等に取り組み、学生の進路決定で成果をあげた。 

⑥コミュニティ教育の推進 

【目標】 

地域社会との連携によるコミュニティ教育の推進を図る。  

【結果】 

学科主体による公開講座，ボランティア活動の実施等，地域社会との連携を積極的に推進し

た。コミュニティ教育の充実をめざして，呉地域オープン・カレッジでの共同研究，安佐南

区役所との連携協定に基づく地域活動，教育ネットワーク中国による高大連携講座等を継続

実施した。 

    

（２）学科等の教育・研究における基本方針と事業報告  

＜コミュニティ生活学科＞ 

① 専門及び実務教育の改善  

【目標】 

専門教育の充実をはかる。 

【結果】 

学習の成果の発表として様々な行事を行った。ファッションショー(Hiroshima Back Beat),

カフェ&パーティイベント(コレクトウィズカフェ),クリエイト卒業制作展（１号館ホール）,

卒業研究のレポートパネル展示（１号館ホール）,インターンシップ（6 名） 

② コミュニティ教育の推進 

【目標】 

コミュニティ教育の推進を図る。 

【結果】 

「ワクワクながつかとうべえ祭り」等ボランティアへの参加,あかね祭における体験会の実

施,カフェの運営，「あさみなみまちづくりアイデアコンテスト」への参加,オープンキャンパスの手

伝い,カンガルースタッフなどの実施。 

③ 人間教育の推進 

【目標】 

人間教育の充実を図る。 

【結果】 

入学前ガイダンスの実施（63名,保護者 24 名）,ライフプランニング教育の導入（オリエン

テーション,オリキャンでの指導） 

④ 学習者中心教育の推進 

【目標】 

学習者中心教育の推進をはかる。 

【結果】 

学習者中心教育の推進のため，授業評価アンケート，卒業時の満足度調査や，授業担当者に

よる意見交換会を開催した（20 名参加）。その他，高校生対象ファッションデザインコンテ
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スト・フードデザインコンテストを実施し（応募総数 542、19 校），高大連携講座（5講座、

16校、50名参加）を実施した。 

 

＜食物栄養学科＞ 

①栄養士としての資質向上と実力強化（専門教育の充実を図る） 

【目標】 

入学前教育の充実 

【結果】 

入学前教育としての学科作成冊子の送付と併せ，入学生への通信教育を実施した。また,３

月には入学前ガイダンスを行った（参加者：入学予定者５２名，保護者２７名）。 

②基礎知識及び技術の向上 

【目標】 

基礎知識及び技術の強化を行い，栄養士としての資質向上を目ざす。 

【結果】 

「チャレンジ！調理講座」として１年生全員を対象に前期５回、後期１回実施した。基礎実

験講座を後期に１回実施し，技能向上に努めた。新たに「栄養演習Ⅱ」（２年後期）を開講

し，栄養士実力認定試験対策を行った。卒業研究発表会の実施方法を変更し，従来の口頭発

表に加え，展示・試食・実演等を取り入れた。 

③人間教育の充実 

【目標】 

 社会で活躍できる能力を養う。 

【結果】 

 リーダー養成研修として，２年生４名がオリエンテーションキャンプに参加した。あかね祭、

１・２年生交流会など，学生全員が役割を持ち，活動に取り組んだ。 

④学習者が理解しやすいカリキュラムの体系的な掲示 

【目標】 

 学習者中心教育の推進を図る。 

【結果】 

 新年度オリエンテーションにおいて，シラバスに掲載された学習成果と授業科目の関係につ

いて説明した。 

⑤管理栄養士国家資格へのステップアップ支援事業 

【目標】 

管理栄養士国家試験支援の強化 

【結果】 

 管理栄養士国家試験対策講座を実施した（計５回，受講生１７名）。 

⑥教員の連携強化と教育改善 

【目標】 

非常勤講師を含めた学科教員の連携を強化し，教育内容の質向上を図る。 
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【結果】 

 授業担当者意見交換会の開催により，教員の意識統一を図り，教育内容の充実に努めた。 

(参加者１５名） 

⑦保護者との連携強化事業  

【目標】 

学生生活支援のために学科と保護者との連携を強化する。 

【結果】 

 １年生セミナー決定後，チューターからの連絡文書を送付した。１年生の保護者を対象に３

月に保護者会を実施した（参加者９名うち個別面談６名）。 

⑧地域貢献活動 

【目標】 

地域貢献活動を通して，地域との連携を深めるとともに，学生のボランティア意識の向上を 

目指す。 

【結果】 

高校生対象に開催した「お弁当献立コンテスト」には，３２６件の応募があった。 

１年生を中心としたボランティア活動として，ひとり暮らし高齢者のための弁当配食サービ 

ス（４回），クリスマス会を実施した。子ども・子育て支援研究センターを利用した食育活 

動を実施した（１２月 参加者９名）。高等学校家庭科教諭との連携を強化するため，コミ 

ュニティ生活学科と合同で高校訪問を行った。 

⑨他大学，企業との連携 

【目標】 

他大学や企業との連携を図ることで、教育・研究効果を高める。 

【結果】 

JA広島市と連携して学生による「祇園パセリ」のレシピ開発を行い，安佐南農業祭やとうべ

え祭りに参加した。安佐南区足踏み式おもちつき復活プロジェクトに協力した。 

    

＜保育学科＞ 

①専門教育に関する教育支援 

【目標】 

 個々人の特性に対応した指導により，各自が保育者としての専門性を伸ばす 

【結果】 

入学前ピアノ指導・キーボード貸し出し（４月～７月に実施） 

授業担当者情報交換会の開催 参加者 15名 

保育に役立つ資格取得の推進 

幼児体育指導者（２級）検定講座（１年 21 名 2 年生 8名 )  

幼児安全法支援員養成講習会（１年生 31 名） 

リトミック指導者（8名） 

入学前ガイダンス:入学予定者 105名保護者 50名が参加  

保護者懇談会を企画（あかね祭に合わせて実施） 
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子ども文化体験学習の推進:劇と表現あそびの風光舎「だだすこだんだん」の鑑賞 

②自立の精神の涵養 

【目標】 

体験による学習をすすめ，学生自身が考え行動することができるよう，自立の精神を養う。 

【結果】 

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。

（１年生 102 名，２年生 18名参加） 

うんどう会委員による運動会の企画運営（６月 1日（土）に実施） 

生活発表会委員による生活発表会の企画運営（１月 31日（金）に実施） 

中四国保育学生研究大会に参加（学生 13名参加：会場・岡山市くらしき作陽大学） 

花プロジェクトに取り組んだ（１，２年生全員で、フーセンカズラの緑のカーテンに取り組

み、広島市の主催による「緑のカーテンコンクール」の学校の部、最優秀賞を受賞した）。 

③地域貢献への教育支援 

【目標】 

地域への視野を広げ，ボランティア精神を養う 

【結果】 

子ども・子育て支援研究センター活動の実施（ぶんぶんひろばを週２回合 56回実施: 

今年度は耐震改修工事のため、４，５月は休止）。 

子育て支援委員による子育て支援活動を実施（人形劇，あかね祭こどもひろば）。 

あかね祭において「こどもひろば」開催。 

第１祇園が丘自治会の盆踊りへの参加（１，２年生 24 名が踊りの指導）。 

第２回ワクワクながつかとうべえ祭りに参加（子育てひろば・ドロップイン、竹のジャング

ルジムを提供）。 

呉地域 OCN 会議・公開講座「～心と体をほぐす～ヨガ風ストレッチ講座」開催。 

 

＜専攻科 栄養専攻＞  

①教育内容の充実 

【目標】 

教育内容をより充実させる。 

【結果】 

      カリキュラムの検討を継続して行った。  

      ②管理栄養士国家資格へのステップアップ支援事業 

【目標】 

      管理栄養士国家資格へのステップアップ支援を強化する。 

【結果】 

      専攻科栄養専攻並びに食物栄養学科の卒後支援も含めて管理栄養士国家試験対策講座を実 

    施した。学内において管理栄養士国家試験対策模擬試験を実施した（１１月，２月，受験者 

   ８名）。 
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 ③地域貢献活動の推進 

【目標】 

地域のボランティア活動や「食」に関する行事に積極的に参加し，栄養士としての資質を更

に向上させる。 

【結果】 

広島文化学園大学と協力してフラワーフェスティバルに参加し，骨密度測定と健康診断を行 

った。安佐南区勤労青年センターフェスタに参加した。 

 

（３）学生の修学支援，課外活動（文化・スポーツ）及び就職等への支援に 

関わる基本方針と事業報告  

①学生の修学支援に関わる基本方針と事業報告 

【目標】 

教育目的の実現，教育活動の活性化のために，学生の修学を支援する取り組みを積極的に行

う。学習者中心の視点から学生支援における大学との連携を推進する。 

【結果】 

・学生ポートフォリオの中に「ＨＢＧ夢カルテ」を組み入れ、運用を開始した。 

･シラバスの Web化を行った。 

･自宅外通学生を対象とした懇親会を１回開催した。（参加のべ人数 30名） 

･大学との連携による介護職員初任者研修を実施した。（資格取得者 4 名） 

･広島文化学園奨学金制度を有効に活用した。（支給対象者数 72 名） 

②課外活動（文化，スポーツ）支援に関わる基本方針と事業報告 

【目標】 

多様な活動を通して人間形成をはかるために，学生のクラブ活動としての文化・スポーツ活

動を積極的に促進していく。 

【結果】 

・バレーボール特別奨学金制度を有効に活用した。（支給対象者 13名） 

   広島県大学バレーボール選手権大会 優勝 

   中国バレーボールリーグ戦 春季・秋季 各準優勝 

・クラブ活動助成を的確に行った。 

③就職等への支援に関わる基本計画と事業報告 

【目標】 

 全ての学生の進路希望の実現を図る。 

【結果】 

 ・求人開拓を推進するため、企業採用者向けに大学・短大を紹介するパンフレット「求人の

ためのご案内」を作成した。 

・広島県内で取り組むビジネスフェア等に出展し、本学の PR と企業との交流を図った。 

・キャリアセンターの相談体制の充実を図った。 



短大－７ 

 

・キャリアアップにつながるキャリアセンター主催の企画を充実させた。 

  ４月のオリエンテーションにおいて、学科別に２年生対象のキャリアガイダンスを実施。 

  進路・就職ガイダンスを４回実施、参加合計 654 名。 

  ミニ講座、公務員対策講座、数学基礎講座、職種説明会、グループディスカッション等

を 14回実施、参加合計 62 名。 

 各学科出張ガイダンスを 4回実施、200 名。 

 SPI適性検査・一般常識テスト実施、149 名。 

 学内合同企業説明会を実施、参加企業 16 社 参加 83 名。 

 

（４）社会との連携及び社会貢献に関わる基本方針と事業報告 

① 社会との連携に関わる基本方針と事業報告 

【目標】 

地域のニーズに応えた教育プログラムを開発・実施し，地域文化の振興に寄与する。 

教育ネットワーク中国を活用した事業を推進する。 

 

【結果】 

・科目等履修生（正規授業の開放）の受け入れを推進した。（12 名） 

・社会人学生の受け入れを推進した。（7名） 

・教員免許状更新講習を実施した。（受講者数 36 名） 

・高大連携公開講座を開設した。（10講座，受講者総数 121 名） 

②社会貢献に関わる基本方針と事業報告 

【目標】 

地域社会（地域住民・自治体・地元企業・教育機関等）との交流・連携を図り地域の活性化

に寄与する。安佐南区役所との連携協定による事業を推進する。 

【結果】 

・安佐南区役所との連携協定による事業を計画・実施した。 

  「まちづくりアイデアコンテスト」に参加し、最優秀賞を受賞 学生 6 名 

   安佐南区農業祭への参加 学生 3 名 教職員 1 名 

   第３３回ユーストピアフェスタＡＳＡ（安佐） 学生 2 名 

   安佐南食品衛生協会主催「１日食品衛生監視員」 学生 4 名 

・公民館との共催事業を実施した。 

   「フダン着大人ネイル」（祇園西公民館） 

夏休みこどもクッキング教室（祇園西公民館） 

・地域行事への職員・学生の参加を促進した。 

フラワーフェスティバルへの参加「大学生による健康診断」 教員 1 名 学生 10名 

わくわくながつかとうべえ祭りへの参加 教員 6 名 学生 30名 

山本川一斉清掃 学生・教職員 20名 

第一祇園ヶ丘の夏祭り 教員 3名 学生 13名 
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「ふれあいライフ原」夏祭り 学生 11 名 

・地元企業との連携を促進する。 

インスタントラーメン小学生レシピコンクール 学生 14 名 教員 1 名 

 

（５）学生募集・入試に関わる基本方針と事業報告 

 ①学生募集に関わる基本方針と事業報告 

【目標】 

定員確保をめざして効果的な学生募集を展開する。 

 学園のブランドイメージ・アップをめざした組織的な広報活動を推進する。 

【結果】 

 ・入学支援センターとの連携により学科ごとに戦略的な広報活動を推進した。      

・大学入試説明会及び高校説明会に積極的に参加した。 

・教員やオフィサーが高校訪問する際に在学生の情報を提供するようにした。 

 ・出前授業等により高等学校との連携を強化した。 

高大連携公開講座（10講座）の実施 

・学生確保につながるよう大学案内を充実させた。 

 ・学生確保につながるようホームページを充実させた。 

 ・阿賀キャンパスの継続と広報のあり方を検討した。 

②入試の基本方針と事業報告 

【目標】 

大学との統一化による入学者選抜方法の改善・充実を図る。      

【結果】 

・ＡＯ入試による学生確保の充実を図った。 

 ・教育連携指定校推薦入試による学生確保の充実を図った。 

 ・学園内入試システムの統一化を図った。 

      

（６）教育環境の整備 

施設整備 

 
短期大学（千円） 学芸学部（千円） 

ＨＢＧあかねの森整備工事 22,054 21,835 

１号館耐震改修工事（着工時分） 8,089 7,030 

１号館耐震改修工事（中間時分） 32,356 28,123 

１号館耐震改修工事（竣工時分） 43,928 38,181 

食堂厨房動力電源設備工事 427 423 

1号館耐震工事 522 454 

練習室（5310）防音対策等工事 766  

5411 教室黒板取替工事 273  

教室空調工事（6401 室内機 2） 1,675  

教室空調工事（6404 室内機 2） 1,695  

プロジェクター設置（6102・6209教室） 744  
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冷蔵庫（2106 教室） 148  

ふりかえり学習促進システム 

（1110・7101・3109教室） 
5,699  

ふりかえり学習促進システム 

（8101 教室） 
3,051  

ふりかえり学習促進システム 

（8303教室） 
2,765  

 

（７）教育研究調査 

［紀 要］第４６号（２０１３） 

 

〇食空間コーディネートについて 

                ― 指導法の考察 ― 

                       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・烏田 いづみ 

 

〇売物件データによる地域分析について 

             ― 呉市の地域特性 ― 

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

 

○ カウンセリングマインドを導入した栄養教育（第３報） 

        ― 栄養士を目指す学生に対する段階的カウンセリング能力 

獲得訓練システムの効果 ― 

               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・江坂 美佐子 

 

○ 手工科の歴史からたどる工作教育に関する一考察 

             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・清見 嘉文 

 

〇テオドール・リットのペスタロッチー解釈に関する研究 

        ― 1972 年講演をもとに ― 

             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・古賀 直樹 

 

 


