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第 章 建学 精神 学園 基本理念 目的 使命等 
 
 建学 精神 
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  学園 目的 

 

  学園 使命 

 

  設置大学等 
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第 章 経営理念 経営目標 経営戦略 
 

  経営理念 

 

 経営目標 
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第 章 教育理念 教育目的 教育方針 
 

 教育理念 

 

 教育目的 

 

 教育方針 
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第 章 中期経営計画Ⅳ策定基本方針及び重点施策 
 

   中期経営計画Ⅳ策定基本方針 

 

  中期経営計画Ⅳ 重点施策 

 

 
 

第 章から第 章 内容 、中期経営計画Ⅳ 同じ あるため、

内容 省略 



 

第 章 ［戦略Ⅰ］組織ガバナンスの強化 要約版  

．組織 

学校法人のガバナンスの強化 

各部署 中期経営計画Ⅳを見直 次年度 事業計画及び予算 映 令和 」年 」 理 

事会 評議員会 諮 改訂を行い 冊子を全職員 配布  

職員研修会等 場を通 学校法人広島文化学園 ン コ 適 実践を職員 徹 

底 各職員 コ 遵守 努  

学内 学外理事 役割 担表を作成又 改正 理事会 認を得 令和 「年度当初 役割 

担 令和 「年 」 理事会 認  

監事 理事会 加え 理事協議会 評議員会 出席 毎年度当初 作成 監査計画 

当該年度 重 項目を記載  

評議員会 原則 理事会 提出 議案及び報告 情報を提供 また 学 

外評議員 割合を維持又 拡充  

法人情報の公開の推進 

貸借対照表 支計算書 事業報告書 監査報告書等法令 定 情報を学園  

公表 各事務所 備え 学外者 閲覧要求 応え  

寄附行 役員等 簿等法令 定 情報を学園 公表 各事務所 

備え 学外者 閲覧要求 応え  

理事長の指揮統率力の強化 

理事長 参画 学園経営企画会議 入学支援センタ 会議等を定期的 開催 会議等 

認 指示さ た事項 各 ャン 教授会等 各種会議 共 化 迅  

確実 実施  

迅 的確 理事長判断を促 た 各部署 学園経営 関わ 内 外情報 早期 集や  

事件事故等 伴う 要望等処理。報告) 早期報告 を 遅滞 く 組織的 

行う  

職員の意識改革 

職員 各種研修会 セ 研究会等へ参加 職員個人 知識 術や職務意識 向上を 

図 復命書や職員研修会 発表 職員間 情報共 を図  

就職支援や学生支援等へ 事務職員 参画 教職協働 大学運営力 強化を図 た  

ャ ウンセ や ュ コ デ ネ タ を養成  

学園 大学運営や業務へ 明確 目標設定 組織的 対応 職員 意識 能力 向上  

経営感覚 醸成を図  

組織運営の充実・強化 

学部 学科間 ャン 間を横断 た大学運営 た 各種センタ 機能 充実 た P）（A 

サ ク 課題 洗い出 組織 見直 を行い 必要 応 改編  

大学 学部 学科 センタ 等各部署 け 中期経営計画 基 く長期行動計画 作成  

検証 P）（A サ ク を確立  

F）･S） の推進 

毎年度定期的 開催 い 切） S） 研修を 研修内容 見直 を行い 実施 

本学 運営 必要 知識 能 習得 能力 資質 一層 向上を図  



 

．人事・給与 

 

適正な定員配置 

省令 定 大学設置基準を 各種養成施設 課程校 し の要件を満たし 学 

園の運営状況を踏まえた 教育研究 必要 定員配置を実施 

中期経営計画Ⅳの重点施策を見据えた人事計画 必要 職員定員配置を実施す  

 

人事制度の見直し 

職員 意欲を持 働け 職場 く を目指した 採用 異動 昇任等あ ゆ 面 総合的 

運用す た の制度の見直し 規程の整備 

人事制度改革のた のプロジェク を設置し 検討を行う 度 ま 人事制度の見直 

し案を作成し 関連規程を整備す  

 

人事評価制度の導入 

新た 人事評価制度の導入 学園 目指す経営方針 教育方針の可視化 各部署の目標 

行動の明確化 ベク ルの一元化 自己点検評価 他者評価 目標達成感 使命感 

の向上 

人事評価制度改革のた のプロジェク を設置し 検討を行う 令和 3 度 ま 人事評 

価制度の見直し案を作成す  

   評価結果のフィ バックや給与 配置等の処遇 の連動 職員の意欲向上 

人事評価制度の見直し 新た 人事評価制度 基 い 人事評価結果 給与や職員配 

置等 の連動を図 令和 4 度 度  

 

給与制度の見直し 

職員の能力開発 組織の活性化を目標 適正 公 評価制度や処遇制度等の検討 給与 

体系 給与諸制度 諸手当の見直し 規程の整備 

給与評価制度改革のた のプロジェク を設置し 検討を行う 令和 5 度 ま 給与制 

度の見直し案を作成し 関連規程を整備す  

   令和 5 度ま 人件費 3％削減。 成 30 度比)を行うた の計画を策定 実行 

適正 定員配置や人事評価制度 連動した給与制度の構築 運用等 人件費を削減す 

令和 5 度ま の 4 間 人件費 3％削減。 成 30 度比)を目指す  



 

 

第 章 ［戦略Ⅱ］財政基盤の強化 要約版  

．財務 

 

健全な収支計画の策定 

職員研修会等 学園 財政状況を適宜説明す 予算策定 当 説明会を開催し  

職員へ予算編成方針 周知を図 各部署 自己点検評価 SWOT 析結果等を予算 映さ 

せ 適 予算執行  

学園 将来構想 基 い 第 2号基本金 将来 多額 固定資産 取得 備え 資金 を組 

入 計画を作成す  

人件費 抑制 効果的 教育研究費 支出 管理経費 縮減等 的 事業活動 支 

差額 黒字堅持を図 事業活動 支差額比率 10％  

安定的な収入確保 

入学支援センタ 各キャンパ 各職員 部署 役割 立場 入学学生数 確保 

伴う学生生徒等納付金 確保を図  

容定員 対す 在籍学生数 割合 一般補 減額 い う 入学学生数 確保 併 

せ 適正 在籍学生数を維持す  

経費支出の抑制 

適正 定員配置 人事制度 見直し 給与制度 見直し等 人件費 抑制を図  

人件費比率 53％ を維持  

効果的 適正 教育研究費 支出  

事務処理方法 見直し キャンパ 間 事務 共通化 事務処理 テム化 省エネ対策等 

管理経費を効率的 運用す  

４キャンパ 経費支出 い 統合等を行うこ 経費を抑制す  

国 実施す 高等教育 修学支援新制度を的確 運用す 本学 奨学金制度 い 

的 見直しを行う  

資産の適切な運用 

資金運用委員会を適宜開催し 市場動向を注視し 安全運用を第一 し 資産運用を行う  

外部資金の獲得 

文部科学省 私学事業団 示す方針を十 理解し 一般補 特別補 改革総合支援事業 

各種補 金 い 調査票 記載さ 事項へ 取組を充実 強化し 補 金 入 

増加を図  

  多元的 財政基盤を確立す 企業や同窓会等外部団体 連携強化 ム 活 

用 寄付金 入 増加を図  

施設・設備の計画的な整備 

各キャンパ 施設 設備等 新規 更新等 関す 10 年計画 和 3年度 和 12 年度 

計画を作成す  

施設 設備等 新規 更新等 関す 10 年計画 基 い 一元的 管理 計画的 整備を 

行う 和 3年度  



 

 

第 7 章 [戦略Ⅲ] 広報・学生募集活動の強化 要約版  

 

．広報 

 

新たな広報企画部門の設置 

学園全体 統合的 広報を推進 ため 情報 一元化を行い 法人事務局 広報企 課を設

置 令和元年度  

広報 関 具体的 施策を企 検討 ため広報企 会議を設置 令和元年度  

 

情報発信の強化 

学校行事 学生や職員 活動 つい コ 対 タイ きめ細や 情報 

提供 実施 

を め SNS LIN分 Tてじtter Instagram 等 広報紙等を用いた学外へ 情報 

発信 強化 

高校生 保護者 在学生 地域住民 企業等 対象 応 た適 情報 発信 

 

大学 ５R の強化 

ブ ン セ SMIL分 人 笑顔を 自 笑顔を を掲 本学 ブ ン  

あ 対人援助 をアピ  

本学 強 や 特色 明確化 外部へ アピ  

HBG 命 権取得 よ PR 現在 契約期間 令和 」年度  

 

情報公開の推進 

私学法 改正 伴う ガバ ン コ や寄附行 役員情報 情報 公開 

既 公開 い 情報を 対象者 応 よ や く表示 

 

ブランド力の向上 

広島市 呉市 坂 を中心 自治体 連携 看護 教育 健康福祉 生活 食物  

保育 子育 幅広い 野 対人援助 特化 た広島 呉地域拠 大学 ブ ン  

を確立 

情報発信 強化 大学 PR 強化 情報公開 推進 加え 社会連携 窓会活動 卒業生  

就職先 評価 様々 場面 手法を用い 本学 存在をアピ ブ ン 力を 

向上 

 



．学生募集 

 

学生募集活動の強化 
学生募集 繋 の充実 

広報企画 専門委員会 協力 連携  

魅力的 大学案内の制作 

学科の強みをわ や く示  

   オ プンキャン の内容充実 集客強化 

入学支援セン 会議 の意見交換 無料送迎 運行 進学説明会や ク

の告知 Ｓ Ｓ発信 集客  

高校生の動向を注視 た学生募集活動 

Ｓ Ｓ利用 を含 高校生の動向を検証 進  

 

学生募集活動の質の向上 

的確 収集 分析を基 た学生募集活動の実施 

接触者 活用 希望者情報をオフ サ 高校訪問 情報収集 資料請求者管理  

の活用 

入学支援セン 会議を通 学生募集の意識の向上 

学生募集 い の現状把握 目標設定 意見交換 向上させ  

受験対象者の認知度を高 た の本学園広報 の連携 

広島文化学園 Ｂ Ｓ Ｅ を含 た本学園 を学生募集 繋 

う 広報企画 連携  

 

高等学校との信頼関係強化 

オフ サ 高校訪問 

学科情報 希望者情報 在学生状況を主 資料 年間計画 実施 高校 の信頼 

関係を  

教育職員 高校訪問 

進路担当以外の 学科の教育内容 関連 先生を訪問 信頼関係を構築 各学科定員 

確保を目標  

学校見学の積極的 受入  

依頼 あ た場合 学生部を窓口 積極的 受 入 学科 連携 本学教育内容を 

理解 う  

高校内説明会への積極的 参加 

学校別 分野別 模擬授業 参加 以前実施 いた 教員 高校一斉訪問 変更 

高校内説明会 積極参加 方針を  

 

 



 

．入学者選抜 

 

入学者選抜の円滑な実施と検証 

 学生募集要項と AO パンフレットの見直し 

 入学者選抜の実施時期・ 容等の見直し 

 他大学の入学者選抜の動向の注視 

 

入学者選抜制度と奨学金制度の連動性・有効性の検証 

 現行の奨学金制度の有効性の検証 

 募集 つ が 奨学金制度の提案 

 

早期合格者の入学前教育と高大連携の在り方の検証 

 各学科と連携した入学前教育の有効性の検証 

 高大連携推進委員会と連携した高大連携の在 方の検証 

 

入学者選抜業務の見直し 

 入学者選抜システムの改善と 滑 運用 

 入学者選抜業務の効率化の推進 

 入学者選抜経費の削減の推進 

 



第８章 ［戦略Ⅳ］教学の質の向上 要約版  

 

．教学 

教学マネジメントの確立 

」 セ ン 検証 修正 

」 セ ン 適 性を検証 改善 いく  

学修履歴証明書 作成 GPA 確認 学期末 学生 修得単位チェッ 等  

  学修状況を把握 析 基 い 改善方策を実施  

教育課程の改善 

」 基 く 教養教育 専門教育 キャ 教育 教職教育 充実 

卒業生調査 そ 必要性 示 い 社会人 語学力 情報処理能力 向上方

策を検討実施  

学生 初年次 進路就職を意識 た学修を う 事業を実施 キャ 教育 充

実を図  

短大  

学科 キュ 授業内容 見直 を行う  

教育実習関 機関 連携 協働を推進  

広島地区大学教育実習研究連絡協議会令和 「年度当番校 業務を遂行  

キュ ッ ンバ ン 検証 そ 伴う教育課程 体系化 

キュ ッ 適 性を検証 必要 応 改善 教育課程

体系化を図  

キュ ッ 検証 結果を踏まえ 必要 応 ンバ ン を見直  

短大  

教育課程 キュ ッ 検証 

統一 た様式 バ 作成 内容 充実 

バ を今日 高等教育改革 方針 適 た う充実 せ  

バ 作成要領を再整備 事前事後学習時間 確保 学期終了後 振 返

講学生へ バッ ン 導入 I（T 活用等 情報を充実

せ  

教育方法の改革 

HBG 型 ン 開発 推進 

切） 高度化。授業評価 授業公開 切） 研修 教育改善委員等) 

    教育改善委員を学生 選任 各学部及び短大 い 教育改善 た 意見を聴

 

チン を作成 授業改善 活用  

I（T を活用 た教育 進 

履修単位上限設定 適 運用 

履修単位上限設定 キャッ 制 効果を検証 必要 応 改善  

学修成果の把握と活用 

学修成果 可視化。成果 把握蓄積 析 公表) 

学修履歴証明書 作成 学修成果を可視化 学生 自己認識 学修 振 返 を

可能 大学教員 自己 教育活動を点検 また広島文化学園大学 短期大学

け 学生 成長を社会 発信  

PR４G 調査 実施 学生 ェネ ッ キ 現状及び伸長を評価  

学生 授業評価 活用 

学修行動調査 実施 学習時間確保 

学修行動調査を実施 実態を把握 結果を踏まえ 学習時間 確保や学生

生活 改善 役立  

学生 成長実感 満足度 意欲 向上 

文部科学省 全国学生調査を用い 学生 成長実感 満足度 意欲 向上を把握 た



調査  

HBG 版学修履歴証明書 作成 そ 運用 

  4 年卒業時及び 」年修了 4年進級 時 学修履歴証明書 を作成 学生 交付  

学修支援の強化 

各学科 入学前教育 充実 

教育連携高等学校 協力 入学前 学習課題提示 そ 対 学習計画 遂行進捗

を高等学校-入学生-大学間 共有 体制を整備  

各学科 教育課程 対応 た 教育 計画 実施 

教育 必要 教科 野 い 調査 そ 対応策を検討  

学生 学習を支援 センタ 学修支援センタ 設置 必要性 可能性を検討 効

果 見通せ 場合 設置  



 

第９章［戦略Ⅴ］学生生活支援の強化 要約版  

 

．学生生活支援 

 
学生生活支援体制の強化 

  学生生活支援センタ 、学生部会、キャンパス学生生活委員会、学科、チュ タ の連携強化 

  連続欠席学生 つい 学科会 対応を協議、学生生活委員会、センタ 会議 報告 

  各学科 休退学 至 原因 析を行い、結果をふまえ 支援策を検討 

  臨床心理士、保健室、学生相談参与等 よ 学生相談体制の充実 

     

  学生満足度調査結果の反映 

学生満足度調査の結果を 析 、学生生活環境の整備等を推進 

     

  障害学生支援の充実 

  障害学生支援委員会を中心 た全職員 よ 障害学生支援体制の充実 

     

HBG 夢カルテの改善・活用 

  夢カルテの改善 

  学修履歴証明書 の連携等 よ 夢カルテの改善 

     

  夢カルテ各項目の 100％記入 活用促進 

  目標設定 自己評価の 100％記入 

  活動記録の記載等 よ 夢カルテの活用促進 

     

経済的支援体制の強化 

  国の授業料 入学金の減免制度、給付型奨学金への適 対応のための体制の強化 

  修学支援新制度 対 適 対応のための全学的体制強化 

     

学園奨学金制度 延納 納制度の適 運用のための体制の強化 

学園奨学金制度 延納 納制度の適 運用のための全学的体制を強化 

   

 自治会活動の支援の強化 

   クラブ活動の支援の充実 

   各キャンパスの状況 応 たクラブ活動支援の充実 

   

大学祭 スポ ツ大会等の支援の充実 

   大学祭 スポ ツ大会等 対 支援強化 よ 自治会活動の活性化 

     



 

第 章［戦略Ⅵ］ 就職・キャリア支援の強化 要約版  

 

．就職・キャリア支援 

 

就職・キャリア支援体制の強化 

就職 ャ 支援 ン ャンパ 就職 ャ 支援委員会 学科 ュ の連

携強化 

   ャンパ 就職 ャ 支援委員会 学科 ュ の連携強化を図 ン 会議

い 学園全体の視点 課題集約 改善策の検討等を行う  

学生情報 企業情報の共有 

各学生の成績 就職活動状況や企業等の採用 関す 情報共有  

保護者会の充実 

学科毎の保護者会を定期的 実施し 就職状況や今後の見通し等 い 説明し 保護者への理

解を図  

就職支援力の向上 

研修会の充実 

ャ 形成力向上支援のた の研修会を開催し 就職支援力の向上を図  

各研修会への参加 普及 

各研修会へ参加し 他大学の就職支援体制等 い 情報収集 ャ コン

サ ント養成 向けた補 を行う  

キャリア形成力の強化 

ャ 教育の体系化 

ュ ム改革等 向けた提言 基 ャ 教育の体系化を推進す  

ン ンシッ の推進 

ャ 教育の中 ン ンシッ 実施体制を構築し 効果的 実施す  

就職 ン の充実 

テ ニン の視点 立ち ャ 形成 う就職 ン の充実を図  

企業等との連携強化 

企業情報の収集 

学生 業界 業種 企業の研究 滑 行わ う 企業等 の連携を 強化す  

企業開拓の推進 

パン ット 求人のた の 案 等を活用し 就職先開拓等  

卒業生 関す ン トの実施 

卒業生就職先の企業等へ ン ト調査を行い その結果を踏まえ今後の就職 ャ 支援の

改善を図  

資格等取得の推進 

看護師国家資格取得支援体制の強化 

国家試験合格率全国平均以上の達成 向け 学科 の連携体制強化を推進す  

教員採用試験支援体制の強化 

教員採用試験合格者や公務員 保育士 の輩出 向け 各学科 の連携体制強化を推進す  

各種資格等取得の推進 

各学科のニ 対応し 各種資格取得の支援体制強化を推進す  



第 11 章 ［戦略Ⅶ］地域連携 国際交流の推進 要約版  

 

．地域連携 

 
自治体 住民 機関との連携 

1  本学 ン を発信  

2) 自治体 住民 商工会議所等 ニー 把握 連携事業を推進 確立  

3) 呉市 商工会議所等 包括連携協定 基 く連携推進会議を年 1回以上定期的 開催  

地域課題解決 取組みを推進  

4) 学生 主体的 地域 関わ 課題解決型学習やフ ー ワー 科目を開設  

 

企業との連携 

1) 企業 事業所 連携事業 共同研究 環境 く を目指  

2) ンターンシップを め企業 連携を強化  

 

近隣教育機関との連携 

1) 教育コンソーシ ムへ参加  

2) 教育ネッ ワー 中国主催 高大連携 参加  

 

地域におけるプ ットフォ ム体制の整備 
1) 行政 住民 企業 大学 研究機関 連携基盤 プ ッ フォーム を整備  
 
 

 

．社会貢献 

 
社会貢献活動の強化 

1) 地域ニー 収 社会貢献活動を強化  

2) 地域社会 必要 人材を育成  

3) 学生及び教職員 社会活動へ 参加を支援  

4) 教育研究活動を積み重 本学 地域性を発揮  

 

カレント教育の充実 

1) 地域 求め 学び直 場 学習機会 を提供  

2) 教員免許状更新講習を３キャンパ 開催  

3) 用保険法 規定 教育訓練講座等を開講  

4) 高齢者 学び直 定年後世代を主 対象 たキャ 形成目的 学習機会 履 

修証明付 プロ ム を提供  

 

公開講座の充実 

1) 生涯学習講座を実施  



 

 

3. 国際交流の強化 
 

協定締結大学とのプログラムの実施と定着 

全学の学生を対象とした短期留学プログラムの制度化と派遣の実施と定着 

1）学生の海外現地研修プログラムの提供、支援 

学生及び職員の国際交流の実施 

1）センタ 独自の HP を整備 

 

本学と海外協定校及び教育研究施設との連携の見直しと強化 

協定締結 提携をしている 10 大学、15 教育研究施設との連携を点検 整理 

1）センタ 独自の HP を整備 

実質的 活動の点検と実施計画の立案 確認、及び実施 

1）実施計画の立案、確認 

 

大学院学生及び職員の研究交流の促進 

協定締結大学との大学院学生及び職員の研究交流の促進 

1）大学院学生、教員と協定締結大学と研究交流 

協定締結大学と本学との人的交流を基礎とした交流の促進 

1）人的交流 研究協力の検討 

 

留学生受入体制の整備と日本人学生と留学生との国際交流の促進 

留学生受入制度等の策定 関する検討 

1）留学生の学習、生活支援 

留学生と本学日本人学生及び地域との国際交流の促進 

1）留学生と日本人学生 教員との交流促進 

新た 留学生募集ル トの導入 ついて検討 

1）センタ 独自の HP を整備 



 

第 12 章 ［戦略Ⅷ］研究と教育のダイナミックな連携 要約版  

．研究 

 

研究の推進と多様化 

①研究 推進 多様化 

対人援助研究センタ を核 した連携 協力 実現 

ツ健康福祉研究センタ 仮称 設置 

    研究ブランディングに係る対人援助研究 発展 

 

研究成果の発信 

①研究成果 発信 

    発表会 ン ウム等 開催 

対人援助に関する研究成果 公表 

研究成果 学会誌、紀要等に投稿 

各教員が毎年 編を目標 し 3年間に 1編 上をノル する  

 

研究の活性化 

   ①研究 活性化 

科学研究費補助金等 外部研究資金獲得 活用 

和 2年度内に応募者数 50％増、採択数 全学 15 件 上  

 

 



 

 

第 章 図書館 要約版  

学生の学習支援 

教育のカ キュ ム 直結 た図書 学術雑誌 視聴覚資料他の資料を整備   

授業の終了時間を考慮の上，学生の教育研究上の支障 いよう延長開館を実施  

ン コ ン や パソコン の施設設備 有効 活用さ ブ ン

導入さ た能動的 学習 深化 よう 支援  

 

教育職員の研究等の支援 

国立情報学研究所や他大学図書館 諸機関 連携 て，多様 学術情報サ ビ を共有 や

文献入手体制を整備  

学内知的生産物を収集 情報発信 ていくた ，広島県共同 ポ 機能の安定化を図  

 

学術情報環境整備 

紙媒体資料の目録 タを整備 ，図書等や施設 設備を整備  

学術研究 教育の多様化 対応 た，電子 ソ 電子 ，電子書籍， タベ

等 の情報資源の提供 

図書館 ッ ワ の情報整備基盤を確立 ，次期図書館 ムの選定 構築を図  

 

地域連携 

地域利用者へ公開を て，本学施設の活用や地域住民の受入を行う  

公共図書館 大学図書館 の連絡を通 て，情報交換を図  

 



 

第 章 システム 要約版  

 

学園ネットワーク運用整備 

次期 を円滑 実施するための準備、計画的 実施 

）サ 及び端 環境 

） ム 基 仕様策定 

）情報収集 

センタ ム の積極的 活用 

 

情報セキュリティ対策 

規程、ポ の見直し 

ン ン 対策 

）情報セキュ 訓練 

）Ｃ Ｉ 設置 

情報 クセ 権の見直しを行い、情報セキュ の強化を実施 

 

研究教育支援拡充 

ICT クの拡充 

）授業評価 ンケ のオン ン化 

）貸出機器の一括管理 

） Ｐ 全学展開 

FD SD 対する ICT 支援の実施 

 

HBG システム充実 

①障害対応 

キャン 毎の業務仕様の標準化 

改善要望をまとめ、次回の更改 向けた ケ ュ を策定 

 



 

第 章 ＩＲ 要約版  

 

IR 業務の段階的整備、 ータの一元管理体制の構築 
各部署の情報収集 分析体制の整備 

各センタ 、各学部 学科、各部会等の情報を収集し分析す 体制の整備 

タの一元管理体制の構築 

シス ム開発管理センタ 連携し 、教育 研究 社会連携 経営財務等の IR 関連 タ

を一元管理す 体制の構築を推進す  

 

IR 業務に求めら 職員の資質向上 

IR 関連の研修への積極的 参加 

IR 関連 先進的 大学の担当者 研修会の実施 

教学経営 求め 情報を取 扱う職員の意識の向上 

IR 関連研修会への積極的参加、学内研修会の実施等 、IR 関す 職員のスキル及び資

質の向上を図  

 

学生の成長プロセスを可視化でき シス ムの構築 

全学規模 実施さ 各種 ス の結果及び学習成績の タを用い 、 の学生の成

長 確認 う 可視化シス ムの構築 

学修履歴証明書、学生満足度調査、卒業生調査、及び学習成績 タ等を用い 、学生の成長

確認 う 可視化シス ムを構築す  

 

情報の収集及び分析を通じた学園経営及び大学運営への支援 

財務情報の収集 分析 、効率的 予算策定や事業計画策定の めの支援 

人事 給与情報の収集 分析 、人事制度、給与制度改革の めの支援 

広報 学生募集の めの活動 成果 関す 情報の収集 分析 、実効性の高い学生募

集活動の めの支援 

各種アンケ 等の結果の収集 分析 、効果的 情報発信を行う めの支援 

財務情報、人事 給与情報、広報 学生募集 関す 情報、各種アンケ 結果等の情報を収

集 分析し 、学園経営や大学運営 関す 政策形成を支援す  



 

第 章 自己点検・評価 要約版  

 
自己点検・評価の徹底 

学 自己点検 評価 関わ 組織 点検及び評価 

具体的施策：関係法令及び認証評価機関 基準 対応した自己点検 評価規程及び実施細 

細則 点検 評価 

学 自己点検 評価 関わ 組織 点検及び評価 

 内部質保証 ため 恒常的 組織体制 整備 

内部質保証 ため 大学全体 Ｐ Ａサイクル 確立と機能性確保 

大学 短大 内部質保証 ため Ｐ Ａサイクル 確立 ため 組織 く と責任体制  

明確化 

 

自己点検・評価とＰ Ａサイクルの確立 

 中期経営計画 基 く年度事業計画を自己点検 評価 基 き策定 Plan  

年度事業計画 基 く適切 事業 実施 ）o  

実施事業 い 中間及び年度 自己点検 評価 実施 （heck  

自己点検 評価 基 く課題 明確化と改善策 次年度計画へ 反映 Action  

 

機関別認証評価の受審 

大学 、日 高等教育評価機構 よ 2021 年度認証評価受審 向け 、年次計画 基 き備

付資料デ タ等 更新 蓄積等を準備 

短期大学基準短期大学基準協会 短期大学を評価 よ 2026 年度認証評価受審 第４ク

ル 向けた対応準備、備付資料デ タ等 更新 蓄積 

 

内部質保証のための仕組みづく  

内部質保証を効果的 実施、恒常的 組織体制を整備し、責任体制を明確化 

内部質保証 ため 自己点検 評価体制 

自己点検 評価、Ｐ Ａサイクル 仕組み 確立と機能性確保 

 

教職員個人、各部署及び大学全体によ Ｐ Ａサイクルの確立 

教職員個人 よ 年度目標作成と実施後 自己点検 評価 実施及び評価 

大学 短大各部署 よ 自己点検 評価 適切 実施体制 確立及び責任体制強化 

学生 よ P）（A サイクル 確立支援 

 



 

第 ７章 リ ク管理 要約版  

 
リ クマネ メント体制の強化 

危機管理マ ュア 周知 更新 

新た 事象等 い ，マ ュア 見直 を遅滞 実施 また，危機 存在や対応 

策を職員 共有 ，対応 徹底を図 ， クを予防 う，研修会や講演会を開催  

危機 対 組織体制及び責任体制 見直 強化 

危機を想定 た検討を定期的 実施 ，実際 事象 遭遇 た際 ，対応  

い ，必 検証を行い，責任 所在を明確 ，マ ュア や規程 整備を行う  

 

監査体制の強化 

本学園 経営状況や周辺環境を注視 効果を最大限 発揮 監査計画 立案 

監事 い 年度当初 監事監査計画を作成 監査法人 い 第 2四半期監査 

日程 監査方針 調整を行う  

監査計画 基 監事 公認会計士 監査 実施 

監査計画等 基 い 監事 年度を通 監査法人 第 3四半期 翌年度第 1四半期 

    ま 監査を実施  

内部監査 充実 監事 連携 監査体制 強化 

年度当初 内部監査計画を作成 監事 連携 各 ャン 及び法人事務局 係  

内部監査 定期監査 を実施 必要 応 特別監査を実施  

 

組織倫理の確立 

社会的責任を負う機関 必要 組理倫理 関 規程 整備 運用 

ン コ 公益通報等 関 規程 メン 防止等 関 規程 利益 

相反マネ メン 規程 各学部等 倫理委員会規程等 基 適切 対応  

学園コンプ イアン 確立 周知 

職員研修会 法令 学内規則等 周知 コンプ イアン 係 意識向上を図  

職員一人一人 危機事象を共有 迅 適切 対応 う 研修 訓練 利益相反マ 

ネ メン 係 研修等 実施 

各 ャン 毎 ，地勢的特性等を考慮 た避難計画を立案 ，避難訓練を実施  

，検証を通 ，個々 対応や組織的行動 見直 を図 また，業務 起因 ク  

い ，最新情報や全国的 動向を入手 ， ク 発生を未然 防 体制 を進  

   情報 公開 

個人情報 保護 最大限配慮 ，情報 的確 開示 提供 ，危機意識 共有を図 

，組織全体 コンプ イアン 確保 ク 予防 努  



 

第 ８章 広島文化学園大学・大学院・短期大学の教育方針と教育計画 

要約版  

 

看護学部看護学科 
 

教学の質の向上 

HBG 型 ン 授業展開 

全領域 おける ン 実施 I（E ッ 導入 

問題解決型 課題探究型学修展開 

    ン ン  、 ワ 、 ュ ョン  

チャ ホ タ 教育 

   国家試験合格率向上支援強化 年次生実力試験後 者面談、各学年成績不良者保護者面談  

 ７つの学生主体型学生参画会議の 的展開 

 ェネ ッ 向上支援のための長期計画 

 

学生生活支援の強化 

   経済的支援体制 環境整備 奨学金制 等  

 心身面 の支援環境強化 保健室 相談室機能  

学修環境整備 自主学習のための環境調整  

長期的計画 よる メ 充実 

 

就職・キャリア支援の強化 

 就職支援事業強化 講 等  

コ 別就職支援 行政職 教職別  

看護部長講話、卒業生 先輩の話を聞く会の 実施 

 

地域連携・国際交流の推進 

   事業、教育ネッ ワ 中国 の連携 

 呉市子育 支援研修、呉市潜在保育士研修、産科救急研修の実施 

   認知症 高齢者 ェ の 的展開 

   内 る国際交流事業 呉 阿賀地区 推進 

 サ ン 実践型 循環型 の積極的展開 

 

研究と教育のダイナミックな連携 

研究発表会運営委員会 よる卒業論文発表会の 運営 

日本看護学教育学会交流集会への学生参加 

科研費セ 研修会  

 

広報・学生募集活動の強化 

学生参画活動 よる ン ャン の運営強化 

在学生の母校訪問 個別懇談会開催  

高大連携事業校 の早期高大連携教育の展開 強化 



看護学研究科 

 

博士前期・後期課程 おける教育研究の質的向上・維持のための教員組織・体制の充実 

教育体制 運営 実施 

博士前期 後期課程を担当する教員の教育研究能力の評価 

博士前期課程を担当する教員の支援体制の整備 

博士後期課程を担当する教員の教育研究の支援体制整備 

看護教員の博士号取得の積極的推進 

    大学院教育要項の評価 評価組織の再検討 

外部 の連携 よる教育の質的向上 

    博士学位論文審査の主査、及び副査 つい 学外委員等選出の検討 

    他の看護系大学院 の連携した教育体制の検討 

学習支援の強化及び教育研究環境の充実 

看護学研究科の教育研究活動 対する評価 検討 

博士前期課程 博士後期課程の在学生 修了生 対する授業評価 ンケ トの実施 

TA ７A の研修 キ 向上 

研究科教員の大学院教育 対する ンケ ト調査の検討 

   研究環境の実態調査 研究環境改善 

    大学院生 対する学修 研究環境の実態調査 改善 

    大学院生の講義室及び研究室環境の整備 

教育研究活動の強化 

学習者の能動的教育研究の推進 
博士前期課程学生の能動的 教育研究活動の推進 論文完成への取組 

博士後期課程学生の自主的 自立的 研究課題 究 研究内容の充実、オ ナ テ の

ある論文完成への取組 

    能動的 研究活動の展開、研究手法の習得 強化 

研究論文のネットを活用した積極的 公開 よる社会連携の推進 

論文のネット公表の積極的活用 

博士学位論文 看護学 のネット上 の公開 

教員の研究論文のネット上 の公開 

個人研究・共同研究の強化と充実 

論文の投稿への積極的推進 

学術誌等への投稿の積極的推進 

外部資金の獲得 

科学研究費への応募 択、外部資金等の確実 獲得 

    対人援助研究の推進 

看護専門職 対する研修 

看護専門職 対する学び直し 生涯学習 の研修会、社会的貢献の実施 

   （３S 取得の支援推進 ッ ュ ッ  

広報・学生募集活動の強化 

広報の充実 

大学院 ム 、及び大学院案内の充実 

研究科教員 よる学生募集 

研究科教員の学生募集への積極的取組 



 

学芸学部 

 

教学の質の向上 

教養教育の充実 

専門 キャ 教育の充実 

学修成果の可視化と結果の ッ 及び個別指導への活用 

学修活動支援の充実 

 

就職・キャリア支援の強化 

キャ 教育の体系化 

ンタ ンシップ推進体制の構築 

キャ センタ との連携強化 

免許資格取得支援体制の強化 

 

学生生活支援の強化 

学習指導体制の充実と指導の強化 

保護者との連携の強化 

学年 ふさわしい大学生活の支援 

 

地域連携・国際交流の推進 

ボ ンテ 活動への参加 推進 

地域行事への参加促進 

国際交流 ベン への参加の推進 指導 

）交流協定 よ 短期留学プロ ムへの参加 

）国際的 著名 音楽家を招聘し、学生、地域の高校生、指導者との交流 

 

研究と教育のダイナミックな連携 

新しい研究を授業 取 入  

研究成果を授業等 反映 

HP 学術雑誌 紀要等への投稿 掲載 よ 発信 

 

広報・学生募集活動の強化 

オ プンキャン ス おけ 年間を見通した系統的 内容構成 

学科の教育内容 取 組み 関す 積極的 広報 

入学支援センタ 及び高校担当オ サ との情報共有 

学科の ッ スや話題、 ベン 等の情報を迅 発信と HP への ップ 

 



子 も学科  

 
教学の質の向上 

初年次教育の充実 

）基礎学力向上のた の取組強化 

）セ を活用 た実践力養成 

） テ ン の充実 

専門実務教育の充実 

）教職教養 の特別支援教育の強化 

）入学前 の一貫指導体制の構築 

）教育 福祉現場 の連携教育 

）コ 制の見直  

   教職課程教育の充実 

    ）教員採用試験対策の強化 

    ）実践力育成のた の体制 く  

資格取得支援の充実 

学生生活支援の強化 

全学年を通 たセ の改善 活用 

）チュ タ 支援の強化 

）保健室、学生相談室 の連携強化 

保護者 の連携 

）学生の休退学への対応強化 

就職・キャリア支援の強化 

一般就職を含 た進路支援 

） 公務員試験対策の強化 

） 一般就職希望者への支援の充実 

卒業生への支援の充実 

）卒業生の就労 への支援 

）卒業生の専門性向上への支援 

保護者への理解 進 

）学外実践への支援体制 

）保護者向け通信の発行 

地域連携・国際交流の推進 

ンテ 活動を通 た地域貢献 

高大連携事業の積極的推進 

留学制 や教員の研究交流の積極的活用 

研究 教育の発展的連携 

研究センタ の連携 活動の充実 

研究成果の授業への ッ  

広報・学生募集活動の強化 

S３S の効果的活用 

学科の教育内容 取組 関 積極的 広報 



 

音楽学科 

 
教学の質の向上 

 HBG 型 テ ン の推進 

 初年次教育の充実 

）音楽基礎力向上を図  

能力別 分け ソ ュ、音楽理論等の授業の充実 

 専門実技の充実各   

）実技 ッ ンの充実 

非常勤講師 の連携 幅広い ャン を通 たコンサ の実施 

）コン ン の奨励 

全国大会への ン を増や 、学生の実力向上を図  

 定期演奏会の充実 

学生生活支援の強化 

全学年を通 たセ の改善 活用 

保護者 の連携 信頼の構築 

入学前教育や新入生対象の保護者会 の情報交換 

就職・キャリア支援の強化 

教職 音楽療法 関 資格教育の支援強化 

キャ セ け 細や 指導 

音楽関 就職 関わ 説明会の実施 

地域連携・国際交流の推進 

音楽を通 た地域への貢献 

国際的 音楽家 学生 の交流 

国際的 著 音楽家を招聘 、演奏会 の学生 の共演、公開 ッ ン等開催 

学科の特性を生 た講 の開催 

研究 教育の発展的連携 

学会誌や紀要への投稿推進  

学生 卒業生 連携 た演奏会の実施 

広報・学生募集活動の強化 

学科の教育内容 取 組み 関 積極的 広報 

大学案内 ４C HP を通 音楽学科の教育内容 取組を積極的 広報 、非常勤講師の協力  

得 学生募集を行う 

高校音楽教員や の連携強化 

高校教員対象 夏期実技講習会 、高校生対象 広島県 ュ ッ コンサ  

、出張 ッ ンの実施、 対象講 開催等 

窓会 卒業生 の連携強化 

 

 



 

教育学研究科 

 
教育学研究科の教育・研究組織の充実 

①博士前期 後期課程の組織体制の充実 

研究科規程 申し合わせ 手順等を点検し整備する  

教育学研究科学生便覧 履修の手引き 仮称 の完成  

研究指導体制 授業科目を再編 整備する  

 

教育研究指導 対する学生の満足度向上 

①学生生活 学修支援の強化 充実 

 学生研究費を活用し 施設 設備の充実 調査等の研究支援を図る  

    人材養成の妥当性検証 資格教育の改善 

 

専修免許を含む免許・資格取得支援と後期課程学生の学位授与 

①キャ ア支援 研究支援の強化 

 将来 教育研究職 就くた の TA や RA の キ を向上させる  

専修免許取得のた の授業科目の確保 取得支援 

主指導教員 副指導教員の連携を密 し 効果的 指導体制を維持する  

 

地域連携の企画・事業実施 

①地域連携の推進 

教育委員会 他大学や海外の教育機関 研究機関 の連携を推進する            

地域の学校 おける研究開発事業 協力する  

子 学研究会 よる地域連携の実施 地域 公開する講座の企画 

 

研究と教育の連携 

①研究 教育のダイナ ック 連携 

 外部資金獲得の奨励 学内外 の共同研究の促進 

子 学研究会 の開催 子 学論集 の刊行 

 

優秀 学生 社会人を含む の確保 

①広報 学生募集改善計画の推進 

 学生募集活動を強化し定員の充足 努 る  

入学者選抜方法等の見直し 改善 社会人の 1『 条適用や長期履修の実質化  

    教員の研究や学生の研究活動を 掲載し 情報発信 学生募集 役立てる  



 

人間健康学部 

 
教学の質の向上 

ブ ラ ニン の質の向上 

（-Learning や情報機器端末を活用した授業実践への取組 進 

外部講師を招致し、深い学び つ がる機会の創出 

 

学生生活の充実 

チュ タ 制 の定着と履修指導の徹底 

保護者との連携 信頼関 の構築 

図書館利用の 進 

指定強化 ラブの充実 

 

就職・キャリア支援の強化 

各資格取得 わる養成モ ル 履修モ ル の徹底理解と学修計画の作成 

学生全員の資格取得を念頭 した履修指導の徹底 

教職、福祉資格支援、及び公務員 一般 警察 消防 関する特別講義の実施 

 

地域連携・国際交流の推進 

公開講 等を通した対人支援活動の充実 

スポ ツ 福祉の国際交流 

 

研究と教育のダイナミックな連携 

人間健康学部紀要の充実 

学術雑誌への投稿 進 

 

広報・学生募集活動の強化 

学生募集戦略会議を中心とした学生募集活動の充実 

高校訪問の実施 

 

将来構想を見据えた教育と研究の充実 

大学院構想 

コ ス体制の充実 

 

 



 

社会情報学部 

 

教学の質の向上 

学習者中心の教育 

ＦＤ活動 

ンテ の推奨 

テ ン の実施 

養成す 人材像 沿った科目の系統的実施 履修指導 

授業評価の実施 評価 授業の見直し 

 

学生生活支援の強化 

保護者懇談会 保護者 の連携強化 

チュ タ 制 の充実 改善 

夢 テの活用 

 

就職 キャ ア支援の強化 

資格取得支援体制の充実 資格授業の実施 

資格取得支援体制の充実 

各資格支援担当者の指導 チュ タ 個別指導 

資格授業の実施 

社会福祉士 の対応授業の実施 

養成す 人材像 沿った就職支援及び就職先開拓 

養成す 人材像 沿った就職支援 

就職先開拓 

就職関連科目の履修指導の強化 

ンタ ンシッ の充実 

 

地域連携 国際交流の推進 

ンテ 活動 （S１ 活動の支援 

 

研究と教育のダイナミッ な連携 

研究発表 学部紀要の発行 外部 の研究費の調達 を推進 

研究発表 

学部紀要の発行 

外部 の研究費の調達 

 

 



 

ロ バ ビ ネ 学科 

 
教学の質の向上 

テ ン を取 入 た授業 （-１earning の活用を含 を拡充 

テ ン の充実 

 資格取得支援体制及び資格関連科目の充実 

資格取得支援体制の充実 

資格関連科目の充実 

  

学生生活支援の強化 

 保護者 の連携強化 

保護者 の連携強化  

   協定機関 の連携 

 チュ タ 制 の充実 

チュ タ 制 の充実 改善 

 夢 テの活用促進 

夢 テの活用 

 

就職 キャ ア支援の強化 

養成す 人材像 沿った就職支援及び就職先の開拓 

就職先開拓 情報収集  

ンタ ンシッ の充実 

キャ センタ の連携 

就職関連科目の履修指導の強化 

就職関連科目の履修指導の強化 

留学生の就職支援の充実 強化 

留学生の就職支援 

 

地域連携 国際交流の推進 

地域連携行事への積極的 参加 貢献 

学部関連行事への協力 

 

研究と教育のダイナミッ な連携 

研究発表 学会誌や学部紀要への投稿推進 

研究発表 

 

 

 

 



 

健康福祉学科 

 
教学の質の向上 

テ ン の技法を取 入 た授業の展開 び拡充  

テ ン の展開 拡充 

学外活動の充実 

    学生の進路 あわせた専門教育 

     

学生生活支援の強化 

   ス ワ 等を活用した学生相談の充実 

学生生活 相談支援の充実 

   夢 テの活用促進 

夢 テの有効活用 

   チュ タ 制 の改善 充実 

    活動支援 

    学外活動の充実 

   保護者 の連携強化 

保護者 の連携強化 

 

就職 キャ ア支援の強化 

社会福祉士 精神保健福祉士 健康運動実践指導者 の対策講 の実施 

試験対策講 の実施 

   希望進路 向けた関連科目の履修指導 就職先開拓 

希望進路 向けた履修指導の実施 

    就職先開拓 

   就職 向けた動機 けを高 た のセミ 等の実施 

就職サ ト 

   ンタ ンシッ の充実 

施設 ンタ ンシッ  

   就職関連科目の履修指導の強化 

就職支援 

就職への動機 け 

 

地域連携 国際交流の推進 

セミ 等 の学外活動の実施 

学外活動の充実 再掲  

坂 社会福祉協議会 広島県社会福祉協議会等 の協働 ンテ 活動の支援 

ンテ 活動支援 

 

研究と教育のダイナミッ な連携 

学部の計 取組内容 そっ 実施 

研究発表 

 外部 の研究費の調達 



 

短期大学 コミュニテ 生活学科 

 

教学の質の向上 

  学科 、発展を担う教員組織 編成 新旧交代 滑化   

社会 に適合 た ュ 作成    

卒業研究発表 充実 実施方法 容 検討、関連科目 連動等 検討   

        

学生生活支援の強化 

ュ 制 充実    

入学前 ン 、保護者会 充実 入学前教育、保護者 連携 

    

就職・キャリ 支援の強化  

資格 検定取得サ ト体制 強化 

該当 授業 サ ト、在学中 資格取得率 100 目標    

進路決定に関わ ャ 支援体制 充実  

科会 情報交換 ャ ン 連携 

           

地域連携・国際交流の推進  

地域ふ あい体験会 実施 あ 祭    

地域公民館 公開講座実施 地域 要請に応 実施          

ンテ 活動 推進 う え祭    

   

研究と教育の発展的連携  

外部資金 獲得 専門教育 充実   

 教員 研究推進、研究時間 確保につい 検討      

研究成果 公表 紀要 投稿推進      

      

広報・学生募集活動の強化  

プン ャンパ 、大学案 、 充実  

 O（、HP 充実に向け 科会 検討及び取組み ※定員達成率 100   

春 家庭科教諭訪問 重点校 家庭科教員を 3学科 訪問    

高大連携講座等 積極的取組  

 夏休み高大連携講座、重点校 要請校 出張講義 実施 

          

家庭科教員対象 公開講座実施  

食物栄養、保育学科 共同実施 8月  

       

 



 

短期大学 食物栄養学科 

 

教学の質の向上 

調理技術向上を た 組の実施 

ャレン ！調理講座 包丁研 講座を含 の実施 

I（T を活用 た テ ン の推進 

テ ン を活用 た授業展開 

    多目的実験実習室と て改装 た調理実習室 の有効活用 

入学前教育の充実 

入学予定者 学科作成冊子の配布及び通信教育の実施 

入学前 ン の実施 

卒業研究と卒業研究発表会の充実 

正 い栄養知識の修得と人間力の ッ  

  基礎実験講座、栄養士実力 定試験対策、学食メ ュ 開発、 研修 他  

 

学生生活支援の強化 

セ ュ 制 細 学生指導 

保護者との連携強化 保護者会の実施  

 セ 決定後、 ュ の挨拶文送付 

保護者会の実施 

 

就職・キャリア支援の強化 

ャ セン と連携 た 細 進路指導 進路決定率 100 の維持 

卒後教育と ての 管理栄養士国家試験対策講座 の実施 

 

地域連携・国際交流の推進 

地域住民との た連携行事の実施 

学科ボ ンテ ： 弁当配食サ ビ 、 会 

企業との連携強化 ＪＡ広島、 株 レ  

 

研究と教育の発展的連携 

学会 や紀要への研究成果の投稿推進 

 

広報・学生募集活動の強化 

オ ン ャンパ の内容充実と参加者の 験率 ッ   

1 広報活動用と て、 栄養士の魅力 加え、新た 冊子を作成 

高校 ン への積極的 協力 

高校家庭科教員との信頼関係の強化 

 春の高校訪問、公開講座、 弁当献立コンテ ト 

社会人入学 ついての広報強化 



 

短期大学 専攻科栄養専攻 

 
教学の質の向上 

専門性を活かした科目設定 

特例適用の教育内容 の適切 運営 

専門性を活かした科目設定 

 

 管理栄養士国家試験対策講 の実施 

 管理栄養士国家試験対策講 の実施 

 管理栄養士国家試験対策 模擬試験 の実施 

 

学生生活支援の強化 

教員 よる個別指導の充実 

専攻科修了後の管理栄養士 験対策を実施 

 

学生生活の満足 アップ 

1 「 年生合同研修の実施 

 

就職・キャリア支援の強化 

専門知識を活かせる進路指導の充実 

キャリアセンタ との連携 

 

地域連携・国際交流の推進 

地域行事 健康相談、栄養相談 参加 

地域行事 健康相談、栄養相談 積極的 参加 

 

研究と教育の発展的連携 

   中間報告会、特別研究報告会の実施 

学士 栄養学 得支援強化 

    特例適用 よる学士 栄養学 の申請 

 

広報・学生募集活動の強化 

短大生への広報活動の実施 

進学希望者の有無を確認 

 

 



 

短期大学 保育学科 
 

教学の質の向上 
高い倫理観、深い人間観、広い社会観を持った学生の育成 

実習訓の理解の推進 

 ンテ 精神の体得 

   テ ン の推進 

    音 図 体を主とした技術力と指導力の向上 

       

学生生活支援の強化 

入学前課題の提示 

セ ＆ ュ 制を中心とした支援体制の充実 

   保護者との連携強化 

       

就職・キャリア支援の強化 

ャ 教育 資格取得支援 の充実 

卒業生への相談の場や情報等の積極的 提供 

     

地域連携・国際交流の推進 

ンテ 活動の推進 前掲  

   地域貢献活動の推進 

 

研究と教育の発展的連携 

保育 教育制度、社会福祉制度等、子育て支援制度の理解の促進 

 

 広報・学生募集活動の強化 

オ ン ャンパ 、大学案内、 の充実 

オ ン ャンパ の充実 

大学案内の充実 

   の充実 

  保育職の 向上 向けた高等学校等への積極的 情報提供 

    高校訪問 

    高校家庭科教員との連携 

    高校内 ン への積極的 参加 

       

 体験学習による現場力の育成 

   学科行事や体験活動を通した学生 の育成 

   実習前教育、模擬保育等の充実 

 実習基礎の育成 

 実践力の育成 

   現場実習 よる判断力、対応力、 力、社会性等の育成 

      


