
広島国際大学 

Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色 
・広島国際大学および広島国際大学大学院（以下「本学」という）の設置者は、学校法人

常翔学園（平成 20(2008)年 4 月に学校法人大阪工大摂南大学から改称）（以下「本学園」

という）である。 

 

1．本学園の建学の精神 
・本学園の「建学の精神」は、次のとおりである。 

世のため、人のため、地域のために 

「理論に裏付けられた実践的技術をもち、現場で活躍できる専門職業人の育

成」を行いたい。 

時代と地域が求める真のフィールド・スペシャリストを育成する使命と情熱。 
・本学園は、大正 11(1922)年に創設した関西工学専修学校が始まりである。 
・関西工学専修学校は、本庄京三郎（甲陽土地社長・大正信託代表取締役）を校主とし、

校長・工学博士の片岡安（大阪工業会理事長）をはじめ、池田實（大阪府建築課長）を

中心に、島重治（大阪府土木課長）、中村琢治郎（大阪府営繕課長）、直木倫太郎（大阪

市港湾部長兼都市計画部長）、澤井準一（大阪市水道部長）、清水凞（大阪市電気鉄道部

技師長）、奥村泰助（大阪府土木主事）、田上憲一（大阪府技師）、境田賢吉（日本電力

土木部長）、小野捨次郎、大橋導雄、岡崎忠三郎等の協力を得て創設されたものである。 
・当時、わが国の工業教育に対する認識は浅く、とくに商業中心の大阪での工業教育機関

は微々たるものに過ぎなかった。このような時代に、将来、工業技術者の必要な時代が

必ず到来することを察知し、私立学校の経営では も難しいといわれる工業教育に、あ

えて踏み切った関係者のパイオニア精神は注目に値する。 
・関西工学専修学校の創設にかかわったうちの一人である初代校長の片岡安の情熱は、

「工業化する大阪の現場に即戦力として活躍できる人材、都市改造の現場ですぐに役立

つ人材を輩出すること」であり、本学園の「建学の精神」は、その情熱を受け継いだも

のである。 
 
2．本学園の経営理念 
・本学園の「経営理念（四位一体）」は、次のとおりである。 

「学生・生徒」「保護者」「卒業生」「教職員」を一つの「家族」（絆～きずな～）と

とらえた経営を行うことで全員が一丸となって多くの優秀な人材を世の中に送り

出し社会と学園の永続的な成長と発展を目指す。 
・この四位一体の理念に基づく経営を行うために必要なものは、「互いの信頼関係」とそ

の信頼を生み出す「コミュニケーション」である。 
・そこには、家族として互いを認め、理解し、信頼することが根底になければならない。

上記の四位が信頼で結ばれ一体となることで社会に対して大きな力となり、また相互の

指導や切磋琢磨により常に成長を続けていけるものである。本学園では、四位が皆で上

位の成果をめざしてチャレンジし、その過程において自らも大きく成長していけるよう

な学園運営を理念としている。 
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3．本学園の長期目標 
・本学園は、平成 34(2022)年に創立 100 周年を迎える。100 周年に向けて次のとおり長期

目標を定め、日々の活動に取り組んでいる。 
「ユニバーサル社会を創造するプロフェッショナルな人材を輩出し社会評価を得る

ことでリーディングポジションを獲得する」 
 
4．本学の目的 

・本学園の中で、本学は広島国際大学（以下「本大学」という）に 6 学部 14 学科を、広

島国際大学大学院（以下「本大学院」という）には 3 研究科 10 専攻を設置しており、

本学園の設置する大阪工業大学と摂南大学（以下「姉妹校」という）とも連携し、建学

の精神である「現場で活躍できる専門職業人の育成」を行っている。 
(1)本大学の目的 

・本学は本大学の目的を、広島国際大学学則第 1 条（目的）に次のように規定している。 
広島国際大学は、時代の要請に基づき、深く専門の学術とその応用を教育研究し、

深い教養と豊かな人間性を備えた健全な有為の人材を育成し、もって国際社会の発

展と学術・文化の向上に貢献することを目的とする。 
・この目的を成し遂げるために、本学は、建学の理念を「保健・医療と福祉を軸に世界平

和を創造する大学」と定め、保健医療学部と医療福祉学部の 2 学部で平成 10(1998)年 4
月に開学した。 

・さらに、以下の学部および学科をそれぞれの目的により増設し、本大学を 6 学部 14 学

科とした。 
1)人間環境学部（現 心理科学部） 
本大学の基本理念を、より時代のニーズにあった形で追求するために、「21 世紀を物

質的豊かさから人間の精神的豊かさへと方向転換するための教育研究を推進し、新たな

時代の要請に応えること」を目的として、平成 13(2001)年 4 月に人間環境学部を増設し

た。 
2)社会環境科学部（現 工学部） 
保健・医療・福祉に加えて、人間を中心とした人に優しい社会システムの構築や精神

的豊かさの要求に応えるため、平成 14(2002)年 4 月に社会環境科学部を増設した。 
3)看護学部、薬学部、保健医療学部理学療法学科 
病院に代表される医療現場では、医師と各分野のコメディカルスタッフが相互に協力

しあう「チーム医療」が普及してきており、専門領域に加えて関連分野の知識を備え、

人としての豊かさを兼ね備えた実践力のある人材が求められている。そこで、平成

15(2003)年 4 月に保健医療学部の看護学科を看護学部に改組し、さらに、平成 16(2004)
年 4 月に薬学部の増設と、平成 18(2006)年 4 月に保健医療学部に理学療法学科を増設し

て、チーム医療に対応できるよう充実させた。 
4)工学部機械ロボティクス学科 
少子高齢化社会において、医療・福祉・介護の分野や、防災、救命・救急の分野など

で人間と協同できるロボットや、労働人口減少の中にあって、人間を補完することので

きる産業用ロボットの開発が求められるなどの社会的要請に応えるため、平成 19(2007)
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年 4 月に工学部に機械ロボティクス学科を増設した。 
(2)本大学院の目的 

・本学は、本大学院の目的を、広島国際大学大学院学則第 1 条（目的）に次のように規定

している。 
広島国際大学大学院は、高度にして専門的な学術の理論および応用を教授研究し、

その深奥を究め、または高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識およ

び卓越した能力を培い、文化の進展と人類の福祉に寄与することを目的とする。 

・本大学院は、この目的を成し遂げるために、平成 15(2003)年 4 月に、看護学研究科（看

護学専攻）と総合人間科学研究科（医療工学専攻、医療経営学専攻、臨床心理学専攻）

の 2 研究科 4 専攻を設置した。 
・さらに、以下の研究科および専攻をそれぞれの目的により増設し、本大学院を 3 研究科

10 専攻とした。 
1)総合人間科学研究科医療福祉学専攻 
社会福祉学を基礎に、医療福祉分野における学識と卓越した実践能力を持つ高度専門

職業人を育成する目的で、平成 16(2004)年 4 月に医療福祉学専攻を増設した。 
2)総合人間科学研究科医療工学専攻（博士後期課程）  
 医療工学の全体像を理解し、これらに関する深い学識を身につけ、広い視野を持った

教育者、研究者、高度専門技術者を育成することを目的として、平成 17(2005)年 4 月に

医療工学専攻に博士後期課程を増設した。 
3)社会環境科学研究科 
社会生活基盤を支える高度専門職業人の育成を目的として、平成 18(2006)年 4 月に社

会環境科学研究科（建築・環境学専攻、情報通信学専攻）を増設した。 
4)総合人間科学研究科コミュニケーション学専攻 
広い視野と国際性を備え、高い見識と問題解決能力を有する専門職業人を育成する目

的で、平成 19(2007)年 4 月にコミュニケーション学専攻を増設した。 
5)総合人間科学研究科実践臨床心理学専攻（専門職学位課程） 
多様な臨床の現場で多様な人に、多様な対応ができる心理臨床の高度専門職業人を育

成するため、平成 19(2007)年 4 月に実践臨床心理学専攻（専門職学位課程）を増設した。 
6)総合人間科学研究科感性デザイン学専攻 
専門的な仕事を積極的に企画・推進することができる高度専門職業人を育成する目的

で、平成 20(2008)年 4 月に感性デザイン学専攻を増設した。 
 

5．本学の教育の理念 
・本学の教育の理念は次のとおりである。 

本学における教育は、豊かな人間性と命の尊厳を基本とする。この理念に基づき、

新しい時代が求める専門的な知識と技術の習得を進めるとともに、健康、医療、福

祉、そして生活の分野において必要とされる環境、工学、情報の各領域で活躍しう

る職業人を養成する。もって、地域社会と国際社会に貢献し、人類への奉仕に寄与

する。 
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6．本学の個性・特色 

本学は、本学園の建学の精神および本学の目的の具現化をめざし、保健・医療と福祉の

分野を主力として大学教育を展開してきた。さらに、工学・情報・環境などの分野も備え

て、地域社会と国際社会への貢献をめざしている。そのために、本学は、以下の特色ある

教育体制および学生支援体制を備えている。 
(1)専門職業人の育成 

・本学の教育の理念は、「豊かな人間性と命の尊厳を基本として、各領域で活躍しうる職業

人を養成する」ことであり、この理念に基づき、国際社会の発展に貢献できる専門職業

人を育成している。 
(2)国家試験対策 

・本学は「保健・医療と福祉を軸に世界平和を創造する大学」を建学の基本理念として開

学した。国家試験合格に向けた徹底した学習支援を行い、各学部・学科とも国家試験の

合格率は高く、特に、保健医療学部診療放射線学科の第二期卒業生の平成 14(2002)年度

の診療放射線技師国家試験合格率は全国第 1 位（合格率 100％）であり、また、薬学部

薬学科の第一期卒業生の平成19(2007)年度の薬剤師国家試験合格率も全国第1位を達成

した。 
(3)海外研修・国際交流 

・外国語教育を行い、学生の外国語能力を伸長させるとともに、学生や教職員の海外留

学・研修および留学生の受け入れを推進するために、平成 18(2006)年 4 月に国際交流セ

ンターを設置した。 
・現在、本学が支援する「海外語学研修」と「学生短期海外研修」を国際交流センターが

担当している他に、学部・学科が独自に海外研修を実施している。 
 (4)資格・能力取得奨励金制度 

・平成 20(2008)年 4 月から、学生のスキルアップおよびキャリアアップをサポートするこ

とを目的として、所属学科を卒業することで取得できる資格を除き、在学中に本学園が

指定する試験に合格した場合、奨励金を支給する制度を開始した。 
(5)四位一体による学生支援 

・本学園は、「学生」、「保護者」、「卒業生」、「教職員」を一つの家族（絆～きずな～）とと

らえた経営理念のもと、全員が一丸となって多くの優秀な人材を世に送りだし、社会と

学園の永続的な成長と発展をめざしている。 
・学生指導の面で、チューターの教員と保護者とがともに手を携えることのできる保護者

ネットワークを全学的に構築しており、安心して学べる環境を整えている。 
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Ⅱ．広島国際大学の沿革と現況 

1．本学の沿革 
平成 10(1998)年 広島国際大学を開学 

保健医療学部（看護学科、診療放射線学科、臨床工学科）と医療

福祉学部（医療福祉学科、医療経営学科）を設置 
平成 13(2001)年 人間環境学部（臨床心理学科、言語・コミュニケーション学科、

感性情報学科）を増設 
平成 14(2002)年 社会環境科学部（建築創造学科、住環境デザイン学科、情報通信

学科）を増設 
平成 15(2003)年 保健医療学部の看護学科を看護学部看護学科に改組 

大学院を開設し、看護学研究科に看護学専攻（修士課程）、総合

人間科学研究科に臨床心理学専攻（博士課程）、医療工学専攻（修

士課程）、医療経営学専攻（修士課程）を設置 
平成 16(2004)年 薬学部（薬学科）を増設 

大学院総合人間科学研究科に医療福祉学専攻（修士課程）を増設

平成 17(2005)年 大学院総合人間科学研究科に医療工学専攻（博士課程）を増設 
平成 18(2006)年 保健医療学部に理学療法学科を増設 

人間環境学部（臨床心理学科、言語・コミュニケーション学科、

感性情報学科）を心理科学部（臨床心理学科、コミュニケーショ

ン学科、感性デザイン学科）に改称 
薬学部（薬学科）を 6 年制に移行 
大学院に社会環境科学研究科を増設し、建築・環境学専攻（修士

課程）と情報通信学専攻（修士課程）を設置 
平成 19(2007)年 社会環境科学部（建築創造学科、住環境デザイン学科、情報通信

学科）を工学部（建築学科、住環境デザイン学科、情報通信学科、

機械ロボティクス学科）に改組 
大学院総合人間科学研究科にコミュニケーション学専攻（修士課

程）と実践臨床心理学専攻（専門職学位課程）を増設し、臨床心

理学専攻を博士課程から博士後期課程に改組 
平成 20(2008)年 大学院総合人間科学研究科に感性デザイン学専攻（修士課程）を

増設 
 
2．本学の現況 

[大学名]  

広島国際大学 

[所在地] 

東広島キャンパス： 広島県東広島市黒瀬学園台 555 番地 36 
呉キャンパス    ： 広島県呉市広古新開五丁目 1 番 1 号 
広島キャンパス ： 広島県広島市中区幟町 1 番 5 号 
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[学部・研究科構成] 
学部 
保健医療学部 診療放射線学科、臨床工学科、理学療法学科 
医療福祉学部 医療福祉学科、医療経営学科 
心理科学部 臨床心理学科、コミュニケーション学科、感性デザイン学科 
工学部 建築学科、住環境デザイン学科、情報通信学科、機械ロボティク

ス学科 
看護学部 看護学科 
薬学部 薬学科 

研究科  
看護学研究科 看護学専攻（修士課程） 
総合人間科学研究科 医療工学専攻（博士前期課程・博士後期課程）、医療福祉学専攻

（修士課程）、医療経営学専攻（修士課程）、臨床心理学専攻（博

士後期課程）、コミュニケーション学専攻（修士課程）、実践臨

床心理学専攻（専門職学位課程）、感性デザイン学専攻（修士課

程） 
社会環境科学研究科 建築・環境学専攻（修士課程）、情報通信学専攻（修士課程） 

[学部・研究科の学生数・教員数] 
学部学生数 

学部・学科 定員（収容定員） 在籍学生数 

保健医療学部 

診療放射線学科 

臨床工学科 

理学療法学科（*）

70(280) 

60(240) 

60(240) 

361 

306 

226 

医療福祉学部 
医療福祉学科 

医療経営学科 

110(460) 

100(400) 

481 

451 

心理科学部 

臨床心理学科 

コミュニケーション学科 

感性デザイン学科 

100(420) 

60(250) 

80(330) 

548 

210 

214 

工学部 

建築学科 

住環境デザイン学科 

情報通信学科 

機械ロボティクス学科（*）

60(240) 

50(200) 

80(320) 

60(240) 

177 

209 

293 

71 

看護学部 看護学科 100(420) 503 

薬学部 
薬学科［4 年制］ 

薬学科［6 年制］（*）

 

160(960) 

225 

542 

合  計 1,150(5,000) 4,817 

平成 20(2008)年 5 月 1 日現在（単位：人）［（*）：学年進行中］ 
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学部教員数 

学部・学科 
教授 

（特任含む）
准教授 

講師 
（嘱託含む）

助教 
助手 

（嘱託含む）
合計 

保健医療学部 
診療放射線学科 
臨床工学科 

11 
10 

理学療法学科（*） 5 

5 
4 
4 

2 
2 
2 

1 
1 
5 

3 
1 
0 

22 
18 
16 

医療福祉学部 
医療福祉学科 8 
医療経営学科 8 

8 
6 

4 
5 

0 
0 

0 
0 

20 
19 

心理科学部 
臨床心理学科 
コミュニケーション学科 

4 
7 

感性デザイン学科 5 

4 
4 
4 

2 
0 
4 

2 
1 
2 

0 
0 
0 

12 
12 
15 

工学部 

建築学科 
住環境デザイン学科 
情報通信学科 

6 
5 
9 

機械ロボティクス学科（*） 8 

6 
3 
2 
0 

2 
0 
3 
0 

1 
1 
3 
1 

0 
0 
0 
0 

15 
9 
17 
9 

看護学部 看護学科 8 6 12 5 8 39 

薬学部 薬学科（*） 19 12 4 17 2 54 

合  計 113 68 42 40 14 277 

平成 20(2008)年 5 月 1 日現在（単位：人）[（*）：学年進行中] 

研究科の学生数と教員数 

研究科 専攻 定員(収容定員)
在籍 

学生数 

授業 

担当教員 

特別研究 

指導教員 

看護学研究科 
看護学専攻 
修士課程 

10(20) 9 13 12 

医療工学専攻 
博士前期課程 

5(10) 20 27 26 

医療工学専攻 
 博士後期課程 

2( 6) 4 16 15 

医療福祉学専攻 
修士課程 

5(10) 10 7 5 

医療経営学専攻 
修士課程 

5(10) 5 15 11 

臨床心理学専攻 
博士後期課程 

2( 6) 7 8 7 

コミュニケーション学専攻 
 修士課程 

5(10) 2 11 8 

感性デザイン学専攻 
 修士課程（*）

5(10) 4 9 7 

総合人間科学研究科 

実践臨床心理学専攻 
 専門職学位課程 

20(40) 35 8 － 

建築・環境学専攻 
修士課程 

5(10) 7 17 13 
社会環境科学研究科 

情報通信学専攻 
修士課程 

5(10) 8 12 12 

合  計 54(100) 111 143 116 
平成 20(2008)年 5 月 1 日現在（単位：人）［（*）：学年進行中］ 

実践臨床心理学専攻専門職学位課程には特別研究はない 

臨床心理学専攻博士後期課程については、前期課程在籍者を含む
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広島国際大学 

Ⅲ．「基準」ごとの自己評価 
 
基準１．建学の精神・大学の基本理念および使命・目的 

 

１－１  建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されていること。 

 

（１）事実の説明 （現状） 

１－１－①  建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されているか。 

・学校法人常翔学園（以下「本学園」という）の建学の精神は、広島国際大学および広島

国際大学大学院（以下「本学」という）の『学生便覧』、『大学院便覧』、「Flow学園ニュ

ーズレター」、「広国大キャンパス」、本学ホームページ(http://www.hirokoku-u.ac.jp/)
および『大学案内』に掲載し、学内外に周知している。 

・本学園が定期的に刊行している広報冊子「Flow 学園ニューズレター」を、学生と教職

員に配付するとともに、保護者に年 2 回（5 月号と 1 月号）、本学園の卒業生に年 2 回（9
月号と 3 月号）送付している。 

・本学内には、本学園の建学の精神と本学の教育の理念を記載した周知用ポスターを作成

し、掲示している。 
・新入生には導入教育等を通じて周知し、また教職員には採用時の研修時に説明するとと

もに、FD(Faculty Development)研修会および SD(Staff Development)研修会を通じて

周知している。 
・教職員には、本学園の建学の精神とともに、経営理念、行動規範、中・長期目標等を記

載した三つ折り名刺サイズの「コンプライアンスカード」を配付し、常に所持すること

としている。 
 

（２）１－１の自己評価 

・本学園の建学の精神と本学の教育の理念は、『学生便覧』、『大学院便覧』、「Flow 学園ニ

ューズレター」、本学ホームページ等に明確に示され、学内外に周知されている。 
・本学ホームページへのアクセス数は、平成 19(2007)年度については 41 万 5,119 件であ

り、学外に十分周知されていると認識している。 
 
（３）１－１の改善・向上方策（将来計画） 

・本学の後援会に依頼し、会報である「LiNK」への掲載も含めて、教育の理念がまだ記

載されていない本学の刊行物に記載し、学内外への一層の周知徹底を図る。 
 
１－２  大学の使命・目的が明確に定められ、かつ学内外に周知されていること。 

 

（１）事実の説明（現状） 

１－２－①  建学の精神・大学の基本理念を踏まえた、大学の使命・目的が明確に定めら

れているか。 

・本学園の建学の精神を踏まえた広島国際大学（以下「本大学」という）の目的は、広島
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広島国際大学 

国際大学学則第 1 条（目的）に、以下の通り明記されている。 
広島国際大学は、時代の要請に基づき、深く専門の学術とその応用を教育研究し、

深い教養と豊かな人間性を備えた健全な有為の人材を育成し、もって国際社会の発

展と学術・文化の向上に貢献することを目的とする。 

・また、広島国際大学大学院（以下「本大学院」という）の目的は、広島国際大学大学院

学則第 1 条（目的）に、以下のとおり明記されている。 
広島国際大学大学院は、高度にして専門的な学術の理論および応用を教授研究し、

その深奥を究め、または高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識およ

び卓越した能力を培い、文化の進展と人類の福祉に寄与することを目的とする。 

 
１－２－②  大学の使命・目的が学生及び教職員に周知されているか。 

・本学の目的は、本学ホームページ、全学生に配付している『学生便覧』および『大学院

便覧』に記載されており、新任教員については採用時の研修で説明するなど、様々な場

面において周知徹底している。 
・本学の目的を達成するための教育の理念は学内にポスターを掲示するとともに、『学生

便覧』および『大学院便覧』「キャリアガイドブック」に記載し、周知されている。 
 
１－２－③  大学の使命・目的が学外に公表されているか。 

・本学の使命・目的は、本学の大学案内である「CAMPUS GUIDE」などの各種パンフレ

ットや本学ホームページに掲載されている。 
・オープンキャンパスや高校生・保護者の大学訪問の機会を設けて、これらの内容の説明

を行っている。 
・高校訪問時に高校生・進学担当教員や入学を検討している高校生・保護者に対しても大

学案内等で周知している。 
・本学の教育の理念は、「研究者要覧」に記載され、これらをステークホルダーに配付し

ており、学外に周知されている。 
 
（２）１－２の自己評価 

・本学の目的は明確に定められ、本学の学則に明記するとともに、本学が発行する各種印

刷物、本学ホームページに記載しており、学内外に明確に周知されている。 
 
（３）１－２の改善・向上方策（将来計画） 

・本学の教育の理念を明確にするために、現在制定されているアドミッション・ポリシー

に加えカリキュラム・ポリシーおよびディプロマ・ポリシーを制定し、学内外に周知さ

せる。 
 
［基準１の自己評価］ 

・本学園の建学の精神に基づく本学の目的は、学則に明確に定められており、本学ホーム

ページおよび本学の各種出版物に記載することにより、学内外に周知されている。 
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［基準１の改善・向上方策（将来計画）］ 

・本学の学部長会議は本学園の建学の精神と本学の目的および本学の教育の理念に基づ

く大学運営の方針を堅持し、教職員に示していく。 
・本学園の建学の精神と本学の目的および本学の教育の理念に基づいた教育研究や学生

への支援を行っていくためには、個々の教職員がこれらを常に意識することが必要であ

る。全ての教職員の意識を高め教育・研究に反映させるための FD 研修および SD 研修

等を継続実施する。 
・学外に対しては、「入試センター」において、オープンキャンパスや高校訪問時に高校

生・進学担当教員にも広く本学園の建学の精神等を周知する方法の検討を進めていく。 
・本学学生の保護者の集まりである後援会に働きかけ、この事業活動である教育懇談会お

よび会報となる後援会会報等により周知を図っていく。 
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基準２．教育研究組織 

 

２－１ 教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、附属機関等）が、大学の使命・

目的を達成するための組織として適切に構成され、かつ、各組織相互の適切な関連

性が保たれていること。 

 

（１） 事実の説明（現状） 

２－１－① 教育研究上の目的を達成するために必要な学部、学科、研究科、附属機関等

の教育研究組織が、適切な規模、構成を有しているか。 
[全学] 
・広島国際大学および広島国際大学大学院（以下「本学」という）は、広島県東広島市に

東広島キャンパス、広島県呉市に呉キャンパスおよび広島県広島市に広島キャンパスの

3 つのキャンパスを擁している。 
・東広島キャンパスには、広島国際大学（以下「本大学」という）の保健医療学部、医療

福祉学部、心理科学部の 3 学部と広島国際大学大学院（以下「本大学院」という）の総

合人間科学研究科（実践臨床心理学専攻を除く）を、呉キャンパスには本大学の工学部、

看護学部、薬学部の 3 学部と本大学院の看護学研究科、社会環境科学研究科を開設して

いる。 
・広島キャンパスには、本大学院の総合人間科学研究科実践臨床心理学専攻と、附属機関

である「心理臨床センター」を設置している。 
・本大学の学部・学科の構成および規模は、表 2－1－1 に示すとおりである。 
 

表2－1－1 学部・学科の入学定員および在籍学生数 

学部・学科 入学定員 
第3年次 

編入学定員 
収容定員 

在籍 

学生数 

保健医療学部 
診療放射線学科 
臨床工学科 
理学療法学科(*)

70 
60 
60 

― 
― 
― 

280 
240 
240 

361 
306 
226 

医療福祉学部 
医療福祉学科 
医療経営学科 

110 
100 

10 
― 

460 
400 

481 
451 

心理科学部 
臨床心理学科 
コミュニケーション学科 
感性デザイン学科 

100 
60 
80 

10 
5 
5 

420 
250 
330 

548 
210 
214 

工学部 

建築学科 
住環境デザイン学科 
情報通信学科 
機械ロボティクス学科(*)

60 
50 
80 
60 

― 
― 
― 
― 

240 
200 
320 
240 

177 
209 
293 
71 

看護学部 看護学科 100 10 420 503 

薬学部 
薬学科［4 年制］ 
薬学科［6 年制］(*)

160 ― 
 

960 
225 
542 

合  計 1,150 40 5,000 4,817 

平成 20(2008)年 5 月 1 日現在（単位：人）[(*)：学年進行中] 
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・本大学院の研究科・専攻の構成および規模は、表 2－1－2 に示すとおりである。 
 

表2－1－2 研究科・専攻の入学定員および在籍学生数 

博士前期課程 

または修士課程

博士後期 

課程 

専門職学位

課程 
研究科名 専攻名 

入学 

定員 

収容 

定員 

入学

定員

収容

定員

入学 

定員 

収容 

定員 

合計収

容定員

在籍 

学生数

看護学研究科  看護学専攻  10 20 ―  ―  ―  ―  20 9 
医療工学専攻  5  10 2 6 ―  ―  16 24 
医療福祉学専攻  5  10 ―  ―  ―  ―  10 10 
医療経営学専攻  5  10 ―  ―  ―  ―  10 5 
臨床心理学専攻  ―  ―  2 6 ―  ―  6  7 
コミュニケーション学専攻 5 10 ―  ―  ―  ―  10 2 
感性デザイン学専攻  5  10 ―  ―  ―  ―  10 4 

総合人間科学

研究科  

実践臨床心理学専攻  ―  ―  ―  ―  20 40 40 35 
建築・環境学専攻  5  10 ―  ―  ―  ―  10 7 社会環境科学

研究科  情報通信学専攻  5  10 ―  ―  ―  ―  10 8 
合  計  45 90 4 12 20 40 142 111 

平成 20(2008)年 5 月 1 日現在（単位：人） 

  
・東広島キャンパス、呉キャンパスおよび広島キャンパスともに、収容定員に対して、校

地と校舎のいずれも大学設置基準上必要な面積を超えており、十分な校地と校舎の規模

を確保している。 
・本学の目的を達成するために、表2－1－1、表2－1－2および図2－1－1に示すとおり、

本学は 6 学部 14 学科、3 研究科 10 専攻および 1 附属施設を設置する大学として、その

規模に相応した教育研究組織を構成している。 
・国家資格に関連する学部・学科では、充実した専門教育を行うため、学生定員に見合っ

た教育研究設備と学外実習委託機関を揃えている。特に、医療系学部では 新の医療機

器による学内実習に加え、近隣の総合病院等の医療機関との連携により、 先端の医療

技術を修得できる体制を整えている。 
・学部・学科、研究科・専攻および附属機関に加え、教育研究上の目的を達成するために、

以下の組織を設置している。 
(1)総合教育研究機構 
・教育支援等を推進するため、平成 17(2005)年度に「総合教育研究機構」を設置し、以下

に関することについて検討および改善を行っている。 
1)全学共通教育に関する授業科目の提供に関すること 
2)全学共通教育科目の非常勤講師に関すること 
3)教学推進のための調査・企画・立案に関すること 
4)各学部および学生支援センター・呉学生支援センター（教務課・学務課・リメディア

ル学習支援室）との協力ならびに連絡に関すること 
5)FD(Faculty Development)に関すること 
6)授業評価に関すること 
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FD委員会

大阪工業大学 庶　務　係
庶　務　課

摂南大学 学長秘書

営　繕　課 営　繕　係

庶　務　係
呉庶務課

企　画　課 企　画　係

学　長　室 会　計　課 会　計　係

研究助成係

教務委員会 リメディアル学習支援室

学生委員会 教　務　課 教　務　係

学　生　係

学
園
本
部

学生支援センター 学　生　課
厚　生　係

学　生　寮

学生相談室

リメディアル学習支援室

教　務　係
呉学生支援センター 学　務　課

学　生　係

学生研修棟

学生相談室

入試委員会
学生募集係

入試センター 事　務　室
入　試　係

キャリア支援委員会
就　職　係

キャリアセンター 事　務　室
呉 就 職 係

図書館運営委員会 庶　務　係

図　書　館 事　務　室 図　書　係
学部長会議

図書利用係

呉　分　館

個人情報保護委員会
情報センター

呉情報センター
自己評価委員会

心理臨床センター

情報センター運営委員会

広島国際大学 学　長 副学長 保　健　室

呉 保 健 室
教員選考委員会

専門職学位課程
　　教員選考委員会

事　務　室 庶　務　係

教授会 診療放射線学科

保健医療学部 臨床工学科

教授会
医療福祉学科

医療福祉学部
医療経営学科

大学院委員会 理学療法学科

庶　務　係事　務　室

事　務　室

教授会 臨床心理学科

庶　務　係

心理科学部 コミュニケーション学科

感性デザイン学科

教職教室

事　務　室

教授会 建築学科

庶　務　係

工　学　部 住環境デザイン学科

情報通信学科

機械ロボティクス学科

庶　務　係

事　務　室
教授会

庶　務　係

看 護 学 部 看 護 学 科

事　務　室
教授会

薬　学　部 薬　学　科

教員会

国際交流委員会
庶　務　係

国際交流センター 事　務　室
国際交流係

専門職学位課程委員会

総合人間科学研究科 事　務　室

研究科委員会

看護学研究科 事　務　室

研究科委員会

広島厚生会

教育研究組織図
広島国際大学

実践臨床心理学
　　専攻事務室研究科委員会

総合教育研究機構
社会環境科学研究科 事　務　室

研究開発推進機構

大　学　院

 

図 2－1－1 教育研究組織 
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(2)研究開発推進機構 
・教育研究の支援体制の中で、平成 17(2005)年度に「研究開発推進機構」を設置し、大学

全体として組織的な社会連携と産官学連携を進めている。その内容は以下のとおりであ

る。 
1)教育研究に関わる産官学連携の推進に関すること 
2)研究政策に関わる調査・企画・立案に関すること 
3)知的財産に関すること 
4)特許に関すること 
5)技術移転に関すること 
6)学外研究資金に関すること 
7)学内の研究費、研究助成に関すること 
8)学内外の研究機関との研究交流に関すること 
9)社会や地域との交流および連携推進に関すること 
10)教育・研究成果の社会への情報発信に関すること 
11)研究者交流に関すること 
12)研究者情報の管理に関すること 
13)寄付研究プロジェクトに関すること 
14)講座、研究会、交流会、講演会に関すること 
15)発明委員会に関すること 

(3)国際交流センター 
・外国語教育に関する組織的教育支援体制を構築し、学生の外国語能力を伸長させるため、

平成 18(2006)年度に「国際交流センター」を設置した。 
・それまで各学部・学科に所属していた共通教育の外国語担当教員を国際交流センターに

所属変更し、学生のあらゆる習熟度に対応した英語教育を行っている。 
(4)教職教室 
・平成 19(2007)年度に心理科学部のコミュニケーション学科と感性デザイン学科に教職

課程を開設した。さらに、平成 20(2008)年度にも工学部に教職課程を開設した。 
・教職課程の運営機関として、「教職教室」を設置し、次の 3 つの目標を掲げ、教職教育

に関する教育・研究を行っている。 
1)教師としての適格性を育成し、教育職員免許を取得させる。  
2)教員採用試験に資する支援を行う。 
3)将来にわたり教職に携わる意欲と情熱のある人材を養成する。 

 [学部・学科] 
・本大学は、図 2－1－1 に示したとおり 6 学部 14 学科を設置している。 
(1)保健医療学部 
・保健医療学部は、高度な専門知識と豊かな技術力を備え、チーム医療に貢献できる人材

を育成することを目的として、診療放射線学科、臨床工学科、理学療法学科の 3 学科で

構成されている。 
(2)医療福祉学部 
・医療福祉学部は、福祉と保健・医療の幅広い専門知識を持ち、高福祉社会を実現できる
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スペシャリストを育成することを目的として、医療福祉学科と医療経営学科の2学科で

構成されている。 
(3)心理科学部 
・心理科学部は、「人の心」、「自己表現力」、「人の感性」をテーマに、新たな精神的豊か

さを模索し人間の本当の幸せを創造することを目的として、臨床心理学科、コミュニケ

ーション学科、感性デザイン学科の 3 学科で構成されている。 
(4)工学部 
・工学部は、平成 19(2007)年度に社会環境科学部を改組し、ものづくりのための実践的教

育を重視して、建築学科（建築創造学科から名称変更）、住環境デザイン学科、情報通

信学科に機械ロボティクス学科を加えた 4 学科で構成されている。 
(5)看護学部 
・看護学部は、高度な専門知識と豊かな技術力を備え、チーム医療に貢献できる人材を育

成することを目的とし、1 学部 1 学科構成である。 
(6)薬学部 
・薬学部は、高度な専門知識と技術力を持ち、豊かな人間性を備え医療の高度化に対応で

き得る新しい時代の薬剤師を育成することを目的とし、1 学部 1 学科構成である。 
[研究科・専攻] 
・本大学院は、表 2－1－2 および図 2－1－1 に示すとおり 3 研究科 10 専攻を設置してい

る。 
(1)看護学研究科 
・学科組織である保健医療学部看護学科を、学部組織である看護学部看護学科に発展改組

させるとともに、時代の動向に即応し、社会の強い大学院設置要請に応えることを目的

とし、これを達成させるために1専攻を設置している。 
1)看護学専攻 
１研究科１専攻の構成で、看護職のリーダーとして活躍できる高度専門職業人を育成

するために、基礎看護学、成人・老年看護学、母子看護学、地域看護学の各分野に教員

を配置し、教育研究指導にあたっている。 
(2)総合人間科学研究科 
・従来の人間科学の枠を越えた幅広い人間の科学をめざし、人文・社会科学と自然科学の

統合と深化を図り、広い視野と知性を有する高度で実践的な職業人の養成を行うことを

目的とし、これを達成するために7専攻を設置している。 
1)医療工学専攻 
専攻内各領域間での相互協力を基として、 新の施設設備を利用した講義・演習・実

習および教育専用に購入した新しい医療機器を全面的に活用した特別研究等を実践し、

適切な教育研究活動が実施できる構成となっている。 
2)医療福祉学専攻 
医療保健福祉志向モデル、住民参加型地域福祉志向モデル、介護・地域ケア志向モデ

ル、社会福祉調査・社会福祉理論志向モデルの4モデルを設定して研究体制を構築し、

それぞれの分野の専門家を配し、また外部から非常勤講師として招聘している。 
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3)医療経営学専攻 
病院管理志向モデル、医療情報志向モデル、コンサルティング志向モデル、国際活動

志向モデルの4つの履修モデルに基づいて授業を配置し、実学に沿った講義と実習を中

心に指導できる専任教員および非常勤講師を配置している。 
4)臨床心理学専攻 
博士論文作成のために、必要な教員を配置し、附属機関である「心理臨床センター」

と連携をはかりながら、適切な教員配置による研究活動の指導を行える構成となってい

る。 
5)コミュニケーション学専攻 
教育研究組織は、学科の11人の専門教育教員で構成され、英語コミュニケーション志

向モデル、社会コミュニケーション志向モデル、教養コミュニケーション志向モデルに

基づいて指導を行っている。情報・専門社会調査士関連では、感性デザイン学科教員と

の相互連携を取り教育に反映させている。 
6)感性デザイン学専攻 
人間工学・感性工学、商品開発・デザインの両分野の専門的な仕事を積極的に指導し、

企画・推進することができる高度専門職業人の養成のために学術的かつ実用技術的に高

い業績を有する専任教員および非常勤講師を配置している。 
7)実践臨床心理学専攻 
本専攻は、本学初の専門職大学院として設置され、高度専門職業人の養成に主眼を置

いた組織構成となっている。 
・広島キャンパスの「心理臨床センター」は、学内の重要な教育・臨床学習の場として、

実習を重視した研究組織となっている。 
(3)社会環境科学研究科 
・高度な科学技術能力を有する人材の育成システムを確立することを目的として、社会環

境科学部を増設し、当該学部・学科における教育研究を基礎とし、さらに充実した高度

先端的な教育研究内容とすることを目的とし、これを達成させるために2専攻を設置し

ている。 
1)建築・環境学専攻 
教員の専門分野は、「空間設計・形成」、「住環境・福祉」、「居住環境」、「建築構造」の

各領域をバランスよく網羅しており、学術的、実用技術的にも高い業績を有する専任教

員を配置している。 
2)情報通信学専攻 
「コンピュータ技術」、「通信技術」、「マイクロエレクトロニクス技術」、「ソフトウエ

ア技術」を基幹技術としてこれらの分野における高度な教育研究能力を持つ専任教員を

配している。 
[附属機関] 
・広島キャンパスには、附属機関である「心理臨床センター」を設置している。同センタ

ーは、大学院総合人間科学研究科臨床心理学専攻（博士後期課程）および実践臨床心理

学専攻（専門職学位課程）の訓練機関をかねており、入学定員 20 人の実践臨床心理学

専攻の学生が実習を行える規模を有しており、臨床心理士の資格を持った教員を配して

いる。 
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２－１－② 教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、附属機関等）が教育研究上

の目的に照らして、それぞれ相互に適切な関連性を保っているか。 

[全学] 
・大学全体の教育研究の基本的な組織は、図 2－1－1 に示すとおりである。 
・大学全体の教育研究組織は、本学の教育の理念に沿った目的を達成するために、学長の

下で、重要な事項について学部長会議および大学院委員会で審議し、統括され、ここで

決定された事項は各学部教授会、各研究科委員会で審議あるいは報告され、各学科にお

ける学科会議と各専攻会議を経て、全教員に伝達、周知される。 
・本学の基本的組織の連携体制は、図2－1－2に示すとおりである。 
・教育研究組織の円滑な運営のために、学生支援センター、呉学生支援センター、入試セ

ンター、キャリアセンター、図書館、情報センター、保健室、国際交流センターからの

支援体制も確立している。 

FD委員会産官学推進委員会
公開講座推進委員会
発明委員会

情報センター

情報センター
運営委員会

大学院

教授会

研究開発推進機構 総合教育研究機構

研究科委員会
専門職学位課程

委員会

学部長懇談会

学生支援センター

図書館
運営委員会

キャリア支援
委員会

入試委員会
教務委員会
学生委員会

呉学生支援センター図書館 キャリアセンター 入試センター

学部長会議

副学長（東広島・呉キャンパス）

国際交流センター

教員会

学長

人権侵害防止委員会
個人情報保護委員会
自己評価委員会
教員選考委員会
専門職学位課程教員選考委員会
広報推進委員会

大学院委員会

運営会議

国際交流委員会

学部

人事労務委員会
学園個人情報保護委員会
人材強化委員会
コンプライアンス委員会
資金運用委員会

理事会

理事長

常務理事

監事評議員会

経営会議

大阪工業大学 摂南大学 広島国際大学

人事担当 財務・システム担当

法人本部

常翔学園高等学校

 
 

図2－1－2 運営組織図 

 

[学部・学科] 
・学部・学科の組織、職員、学部長会議、教授会および各種委員会については、本大学学

則第2章の第3条～第9条に明確に定義されており、教育研究に関する事項は本大学学則

に関わる細則や各種委員会の規定に基づいて審議、運営されている。 
・本学の教育の理念に沿った目的を達成するために、これらの学部・学科の教育研究組織

の管理運営については、学部長会議で統括される各学部単位での学部教授会によって審

議されている。 
・教育研究組織は、学部単位で学部長・学科長を中心に運営されている。 
・教育研究の具体的な細目については、各学科における学科会議で検討しており、教員間

での意思の疎通は図られている。 
・学部長会議、学部教授会における代表的な審議事項は、以下に示すとおりである。 
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学部長会議 
(1)学則および重要な教学にかかる規定に関すること 
(2)教育組織の新設および改廃に関すること 
(3)名誉教授の称号授与等に関すること 
(4)教員の留学に関すること 
(5)理事会に付議する案件（教員の任免を除く）に関すること 
(6)その他学長が諮問した事項に関すること 

学部教授会 
(1)学則および重要な教学にかかる規定に関すること 
(2)教育組織の新設および改廃に関すること 
(3)学生の入学に関すること 
(4)研究生、研修生、科目等履修生、特別履修生、外国人留学生および帰国学生の入学に

関すること 
(5)大学の年間行事予定および授業計画その他の大学の教育方針に関すること 
(6)名誉教授の称号授与等に関すること 
(7)教員の留学に関すること 
(8)その他学長または学部長が諮問した事項に関すること 

[研究科・専攻] 
・研究科・専攻、職員組織、運営組織については、本大学院学則第1章～第3章に明確に定

義されており、教育研究に関する事項は学則に関わる細則や各種委員会の規定に基づい

て審議、運営されている。 
・これらの教育研究組織の管理運営については、大学院委員会で統括される各研究科単位

での研究科委員会によって審議されている。 
・総合人間科学研究科実践臨床心理学専攻については、専門職学位課程につき、その独立

性から専門職学位課程委員会において管理運営を審議され、総合人間科学研究科委員会

に報告がなされている。 
・教育研究組織は、研究科長・専攻長を中心に運営されている。 
・臨床心理学専攻および実践臨床心理学専攻での臨床実習は、附属機関の「心理臨床セン

ター」および外部の医療・福祉施設等と連携して行っている。 
・大学院委員会と研究科委員会における代表的な審議事項は、以下に示すとおりである。 
大学院委員会 

(1)研究科の人事に関すること 
(2)大学院学則および重要な教学にかかる規定に関すること 
(3)教育組織の新設および改廃に関すること 
(4)理事会に付議する案件に関すること 
(5)その他学長の諮問した事項に関すること 

研究科委員会 
(1)大学院学則に関すること 
(2)研究科の人事に関すること 
(3)諸規定の制定および改廃に関すること 
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(4)授業科目および研究指導の担当に関すること 
(5)学生の入学、休学、再入学および修了ならびに賞罰に関すること 
(6)試験および学位論文の審査に関すること 
(7)学長または研究科長が諮問した事項に関すること 
(8)その他研究科の重要な事項に関すること 

専門職学位課程委員会 
(1)大学院学則に関すること 
(2)本専攻の人事に関すること 
(3)諸規定の制定および改廃に関すること 
(4)授業科目の担当に関すること 
(5)学生の入学、休学、再入学および修了ならびに賞罰に関すること 
(6)試験に関すること 
(7)学生が入学前および在学中に他の大学院で修得した単位の認定に関すること 
(8)学長または研究科長が諮問した事項に関すること 
(9)その他本専攻の重要な事項に関すること 

[附属機関] 
・「心理臨床センター」では、大学院総合人間科学研究科臨床心理学専攻（博士後期課程）

および実践臨床心理学専攻（専門職学位課程）の訓練機関として、入学定員 20 人の実

践臨床心理学専攻の学生が実習を行えるよう、臨床心理士の資格を持った教員を 8 人配

置している。その指導のもとに、主として大学院生がクライアントの心理相談を担当し

ており、「心理臨床センター」と当該専攻との間で相互連携が図られている。 
 
（２） ２－１の自己評価 

・教育研究の基本的な組織（学部・学科、研究科・専攻）は、図2－1－2に示す各種会議・

委員会の定期的な開催に基づく相互連携によって、本学の目的を達成するために適切に

運営されている。 
・基本的には、学部・学科を基盤にした大学院研究科の設置であるので、その枠内では学

部・大学院間の相互連携は適切に図られている。しかし、総合人間科学研究科には、保

健医療学部、医療福祉学部、心理科学部を基盤にした7つの専攻があり、その専門性の

異なった多分野の統合による運営上のギャップから、専攻間の相互連携は十分ではない。 
 
（３） ２－１の改善・向上方策（将来計画） 

・本大学院の総合人間科学研究科を表2－1－3のとおり、医療・福祉科学研究科および心

理科学研究科の2研究科に改編し、各専攻間の相互連携を図る。 
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表 2－1－3 大学院編成案 平成21(2009)年 4月 1日改組予定 

大学院組織（現行） 大学院組織（改編案） 

 総合人間科学研究科  医療・福祉科学研究科

 医療工学専攻 医療工学専攻 

 ・放射線学分野 ・放射線学分野〈博士前期・後期課程〉 

・臨床工学分野 

 

・臨床工学分野〈博士前期・後期課程〉 
 

  ・理学療法学分野〈博士前期課程のみ〉

 医療福祉学専攻 医療福祉学専攻    〈修士課程〉 

 医療経営学専攻 
 

医療経営学専攻    〈修士課程〉 

   心理科学研究科

 臨床心理学専攻 臨床心理学専攻  〈博士後期課程〉 

 実践臨床心理学専攻 実践臨床心理学専攻〈専門職学位課程〉 

 コミュニケーション学専攻 コミュニケーション学専攻〈修士課程〉 

 感性デザイン学専攻 

 

感性デザイン学専攻   〈修士課程〉 

 
２－２ 人間形成のための教養教育が十分にできるような組織上の措置がとられている

こと。 

 
（１）事実の説明（現状） 

２－２－① 教養教育が十分にできるような組織上の措置がとられているか。 

[学部・学科] 
・教務委員会において教養教育を担当する共通教育担当教員を代表する委員を配置して

いる。 
 
２－２－② 教養教育の運営上の責任体制が確立されているか。 

［学部・学科］ 
・教養教育を担当する共通教育担当教員は、いずれかの学科の教員として分属配置されて

いる。従って、教養教育の実施にあたっての学部単位あるいは全学的な取組みについて

は、総合教育研究機構と学生支援センターの連携により決定される。 
 
（２）２－２の自己評価 

[学部・学科] 
・共通教育担当教員は、いずれかの学科に分属配置されていることから、専門教育と教養

教育の連携が図りやすい。 
・教務委員会において委員の配置は行っているが、責任体制が明確に確立されているとは

いえない。 
 

（３）２－２の改善・向上方策（将来計画） 

[学部・学科] 
・総合教育研究機構に「総合教育研究委員会」を設置し、その小委員会である、共通教育

担当教員で構成される「全学的教育システム検討委員会」と各学科の専門教育担当委員
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で構成される「専門教育検討委員会」を設置する。この中で専門教育と共通教育の連携

を図るとともに、責任体制を確立させる。 
 

２－３ 教育方針等を形成する組織と意思決定過程が、大学の使命・目的および学習者の

要求に対応できるよう整備され、十分に機能していること。 

 

（１）事実の説明（現状） 

２－３－① 教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が適切に整備されているか。 

[全学] 
・教育研究に関わる意思決定は、学長・副学長・学部長レベルのトップダウンの場合も、

学科内の教員の議論などから始まるボトムアップの場合も、教務委員会の審議を経て教

授会で諮られ、 終意思決定は学部長会議で行われる。 
・学部長会議、学部教授会は、原則として毎月 1 回／年 12 回開催され、必要に応じて臨

時会議も召集される。 
・教務委員会は、原則として毎月 1 回／年 10 回開催される。 
・大学院委員会は、学部長会議開催時に随時開催することとし、研究科委員会および専門

職学位課程委員会については、年 7 回の開催に加えて臨時会議も開催される。 
[学部・学科] 
・学部長会議、学部教授会および教育研究に関わる各種委員会での決定事項は、各学科に

おける学科会議において説明され、情報の共有が図られている。 
・学科における学科会議は、薬学科を除き、各学科に所属する全教員が参加し、教育研究

に関する事項を審議し決定している。 
・薬学科では、学科における学科会議は、学科所属の講師以上の教員で構成され、学科所

属全教員レベルでの意思統一が必要な場合は、拡大学科会議を開催している。 
[研究科・専攻] 
・本大学院は、各研究科・専攻からの提案を、研究科委員会で審議し、大学院委員会で

終意思決定が行われる。 
(1)看護学研究科 
・研究科に所属する教員で構成される「看護学研究科委員会」において、大学院委員会の

議題を報告し、検討事項を審議した上で、研究科の意思決定を行っている。 
(2)総合人間科学研究科 
・各専攻担当の教員全員で構成される、各専攻における専攻会議において、大学院委員会

の報告や各種委員会の報告により情報の共有化を図り、教育研究に関する事項を審議し、

各専攻の意思決定を行っている。 
・実践臨床心理学専攻では、「実践臨床心理学専攻（専門職学位課程）会議」を臨床心理

学科と連携し円滑な専攻の運営ができるように、月例の「学科会議」、「臨床心理学専攻

（博士課程）会議」と合同で、全教員が参加して行っている。 
(3)社会環境科学研究科 
・各専攻担当の教員全員で構成される各専攻の専攻会議において、大学院委員会の報告や

各種委員会の報告により情報の共有化を図り、教育研究に関する事項を審議し、各専攻
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の意思決定を行っている。 
 

２－３－② 教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が大学の使命・目的および学習者

の要求に対応できるよう十分に機能しているか。 

[全学] 
・教育研究活動は、2－3－①に示した組織によって運営され、これにより本学の目的およ

び学習者の要求に対応する体制がとられている。 
[学部・学科] 
・基準 4 に示すように、全学のアドミッション・ポリシー、求める人材像、輩出する人材

像を、各学部・学科において定め、それぞれの学部・学科がより具体的な目標を設定し

ている。 
・学習者の要求に対しては、「チュートリアル」「卒業研究」等により、少人数あるいは個

別の指導が行われている。 
・全教員が講義時間以外の時間にオフィスアワーを週 1 時限（90 分）設けて、学生の要求

に対応できるようにしている。 
・個々の授業に対する学生の要求は、総合教育研究機構の FD 委員会が全ての教員の講義

科目に対して毎年実施している「受講生満足度調査」の結果を踏まえて、継続的に取り

入れている。 
・FD 委員会では、よりよい教育を行うため、教員の工夫例を周知させる講習会や外部講

師による講演会を実施するとともに、平成 19(2007)年度から授業公開を始めた。 
・学生委員会が学生課と学務課の支援を受けて実施している「学生意識・動向調査」等か

ら学生の要求を吸い上げ、その要求に関連する教員が学生に対応するようにしている。 
 
（２）２－３の自己評価 

[全学] 
・学内意思決定機関の組織は適切に整備され、十分に機能している。 
・学部長会議、教授会、各種委員会等の相互の連携は十分に図られている。 
・「受講生満足度調査」や「学生意識・動向調査」等の調査結果によれば、学内意思決定

機関の組織は学生の要求にも対応できるように機能している。しかし、各学科の担当教

員および教務課、学務課、学生課の担当職員の精力的な対応にも拘らず、各学科で毎年

1 人から 10 数人の退学者を出しており、学生の要求に対して十分に対応できているとは

いえない状況も存在している。 
・国家試験に対応するすべての学部・学科では、1 年次には将来の専門職業人としての教

養・基礎的素養の習得をめざした早期教育、2、3 年次には国家試験と関連した資格試験

の合格をめざした専門基礎的な教育支援、4 年次には正課の講義・演習・実習に加えて

国家試験対策特別授業・定期的な模擬試験等を実施し、その効果を上げてきている。 
・本大学院においては、各研究科とも、学位審査発表会に先立った中間発表会の開催と関

連学会・公開講座での発表を推奨して、教育研究の向上を図っている。 
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（３）２－３の改善・向上方策（将来計画） 

[全学] 
・現状の学内意思決定機関の基本的な組織での決定が、教員個々に徹底して伝達される仕

組みを工夫し、同時に FD 活動を強化して、教育研究に携わる教員個々の意識の向上を

図る。 
 

［基準２の自己評価］ 

[全学] 
・本学の教育研究組織は、適切に構築されており、その運営は円滑に機能している。ただ

し、学年進行中の学部・学科についてはまだ明確な検証はできていない。 
・共通教育担当教員は、いずれかの学科および国際交流センターに分属配置されているこ

とから、専門教育と教養教育の連携が図りやすく、各学部の実情に基づいたカリキュラ

ムになっているが、その運営上の責任体制が確立されているとはいえない。 
・本大学および本大学院の教育研究活動は、学部長会議・大学院委員会を中心として学生

支援センター・総合教育研究機構・研究開発推進機構による教育研究の活性化システム

により、効果的に推進されている。 
・本学の教学に対する意思決定システムは、学長のリーダーシップのもと適切に機能して

いる。 
 
［基準２の改善・向上方策（将来計画）］ 

・大学院教育については、社会的ニーズを踏まえ、本学の特色を生かした教育研究体制の

構築をめざす。このため平成 21(2009)年度に総合人間科学研究科を医療・福祉科学研究

科および心理科学研究科に改編する。 
・国家試験の有無に関わらず、基本的には学生の有意義な学園生活と学力向上をめざした

教育研究の向上する仕組みが学内統一的に整備されるように、学部間・学科間・研究科

間の相互連携をさらに模索していく。 
・教養教育は、総合教育研究委員会とその小委員会である全学的教育システム検討委員会

および専門教育検討委員会において、専門教育との連携を考慮し、審議・検討するとと

もに教養教育の運営上の責任体制を確立する。 
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基準３．教育課程 

 

３－１ 教育目的が教育課程や教育方法等に十分反映されていること。 

 

（１） 事実の説明（現状） 

３－１－① 建学の精神・大学の基本理念及び学生のニーズや社会的需要に基づき、学部、

研究科ごとの教育目的・目標が設定されているか。 

[全学] 
・学校法人常翔学園（以下「本学園」という）は、建学の精神を次のように定めている。 

世のため､人のため、地域のために理論に裏付けられた実践的技術をもち、現場で活

躍できる専門職業人の育成を行いたい。時代と地域が求める真のフィ－ルド・スペ

シャリストを育成する使命と情熱。 
・広島国際大学（以下「本大学」という）の目的を、広島国際大学学則第 1 条（目的）に

次のように規定している。 
広島国際大学は、時代の要請に基づき、深く専門の学術とその応用を教育研究し、

深い教養と豊かな人間性を備えた健全な有為の人材を育成し、もって国際社会の発

展と学術・文化の向上に貢献することを目的とする。 
・広島国際大学大学院（以下「本大学院」という）の目的を、広島国際大学大学院学則第

1 条（目的）に次のように規定している。 
広島国際大学大学院は、高度にして専門的な学術の理論および応用を教授研究し、

その深奥を究め、または高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識およ

び卓越した能力を培い、文化の進展と人類の福祉に寄与することを目的とする。 
・広島国際大学および広島国際大学大学院（以下「本学」という）の教育の理念を次のよ

うに定めている。 
本学における教育は、豊かな人間性と命の尊厳を基本とする。この理念に基づき、

新しい時代が求める専門的な知識と技術の習得を進めるとともに、健康、医療、福

祉、そして生活の分野において必要とされる環境、工学、情報の各領域で活躍しう

る職業人を養成する。もって、地域社会と国際社会に貢献し、人類への奉仕に寄与

する。 
・本学園の建学の精神、本学の目的および教育の理念に基づき、学部・学科、研究科・専

攻ごとの特性を生かした教育目的を、表 3－1－1 および表 3－1－2 のとおり定め、明文

化し、学則に示している。 
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表 3－1－1 学部・学科の教育目的 

学部・学科 教 育 目 的 

保 健 医 療 学 部 
学部全体としての教育目的は、第一に高度な専門知識と豊かな技術力・人間性を備えた人材の育成、

第二に学科間の垣根を可能な限り外した教育により将来の実践の場でのチーム医療に貢献できる人

材の育成、そして第三に一人でも多くの医療人の輩出を目的に国家試験全員合格を目指した教育を

実施することである。 

診療放射線学科 
先端の診療放射線機器の原理を理解してそれを使いこなす技術を修得し、医療の現場で協調性を

もって活躍し、高齢化社会を支える高度な診断、治療技術と豊かな人間性を持って患者に接するこ

とができる医療人の養成を目的とする。 

臨床工学科 
医学全般にわたる基礎知識とともに、医用工学をはじめ臨床工学に必要とされる電気・機械・材料・

計測等工学分野の知識をも幅広く有し、日々進歩し続ける医療機器の変化に対応できる技術と能力

を持つ臨床工学技士の養成を目的とする。 

理学療法学科 
科学的根拠に裏付けされた理学療法の専門知識と技術を修得するとともに、問題解決能力と豊かな

人間性を備え、理学療法の発展に寄与する理学療法士を育成することを第一義とし、理学療法士の

仕事に「責任」と「誇り」をもち、社会に貢献できる人材の育成を目的とする。 

医 療 福 祉 学 部 人文・社会科学を基礎として、保健医療の分野における広い学識と実践能力を持ち、個人と社会に貢献

できる専門職業人の養成を目的とする。 

医療福祉学科 社会福祉学を基礎として、社会福祉分野、精神保健福祉分野ならびに医療福祉分野における広い学

識と実践能力を持ち、人間の価値と尊厳を守ることのできる専門職業人の養成を目的とする。 

医療経営学科 医療分野の経営学、経済学、法律学、情報学および医学等に関し、現場に立脚した幅広い実践的な

教育および研究を行い、即戦力となり得る専門職業人を育成することを目的とする。 

心 理 科 学 部 
人と人、人と物の調和を自然に取りうる人材の育成、そのために、心理学を共通基盤としつつ、各

学科の特長を十分に生かし、「人の心」「自己表現能力」「人の感性」に焦点を当て、国際的視野をも

った専門的職業人の養成を目的とする。 

臨床心理学科 
心理学全般を多方面から学ぶことを通じて、人の心や行動への関心を深め、生き生きと共感し、豊

かな人間関係を形成する力を醸成する。そして、その醸成させた力を固有の想像力、創造力へと飛

躍させ、社会に貢献できる人材の育成を目的とする。 

コミュニケーション学科 
英語コミュニケーションおよび社会コミュニケーションの分野において、広い視野と国際性、高い

見識と実践能力を備えることにより社会を取り巻く様々な問題に対処できる人材の養成を目的とす

る。 

感性デザイン学科 
安全・安心と、誰もが使えて楽しいなど、人々の感性に適した商品やサービスを企画できる能力を

育成した上で、人々の心理生理の特性や感性を把握し、目指す感性を具現化する製品デザイン設計

およびサービス提案のできる人材の養成を目的とする。 

工 学 部 
自らの得意とする専門分野を中核におきつつ、周辺技術分野をも含めてハードウェア、ソフトウェ

アの両面についてバランスよく高度先端的な専門技術を備え、さらにパーソナルな時代に整合でき

る人材の育成を目的とする。 

建築学科 
建築学の専門科目および専門基礎科目等で構成する総合的建築教育を実施し、建築学の基礎力を確

実に習得させるとともに、建築分野における幅広い視野と豊かな精神を身につけた即戦力となる専

門職業人の育成を目的とする。 

住環境デザイン学科 
美しい外観や心地よい室内空間を創り出す優れた建築デザインやインテリアデザインならびに地球

規模も含めた環境問題を学び、循環型社会にふさわしい質の高い住環境デザインを創造できる人材

の育成を目的とする。 

情報通信学科 
コンピュータ技術、通信技術、マイクロエレクトロニクス技術、ソフトウェア技術の技術融合の観

点に立脚した教育・研究を行い、ハードウェア・ソフトウェアの両面でバランスの取れた情報通信

技術者の育成を目的とする。 

機械ロボティクス学科 
総合技術力を有し、ハードウェア、ソフトウェアの両面に明るくバランスが取れ、実務性も兼ね備

えた先端的機械系技術者を育成し、ネオ・メカトロニクス社会を技術的に支えることのできる人材

を社会に送り出すことを目的とする。 

看 護 学 部 
看護学科 

生命の尊厳と個人の尊重を基盤とし、豊かな人間性を形成するとともに、看護の知識・技術を習得

し、質の高い看護が展開できるよう、実践力・応用力・判断力を養い、広く地域社会と国際社会に

貢献できる人材の育成を目的とする。 

薬 学 部 
薬学科 

専門的知識および技能に優れた薬剤師の養成は当然のこととして、薬剤師である前にまず人間であ

るということを自覚させ、豊かな感性と心を持ち合わせた「人間味あふれる薬剤師」の養成を目的

とする。 
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表 3－1－2 研究科・専攻の教育目的 

研究科・専攻 教 育 目 的 

看 護 学 研 究 科 
看護学専攻 

看護実践指導者、管理者等の高度専門職業人、大学教員等、臨床能力・教育能力・研究能力のバ

ランスのとれた人材の育成を目的とする。 

総合人間科学研究科 従来の人間科学の枠を超えた幅広い人間の科学を目指し、人文・社会科学と自然科学の統合と深

化を図り、広い視野と知性を有する高度で実践的な職業人の養成を目的とする。 

医療工学専攻 
医療工学を発展させ、医療従事者の専門知識および技術水準の向上を図るとともに、多様な医療

技術における問題を統合的・組織的に把握し、問題解決を図る能力を持つ教育者・指導者・研究

者の養成を目的とする。 

医療福祉学専攻 社会福祉学を基礎として、医療福祉分野における深い学識と卓越した実践能力を持つ高度専門職

業人ならびに研究者の養成を目的とする。 

医療経営学専攻 国際的視野で、保健・医療・福祉サービスの本質を深く研究・分析し、 適なサービスを、患者・

利用者中心に、継続的に提供する組織経営ができる人材の育成や再教育を目的とする。 

臨床心理学専攻 
研究能力を持った臨床能力のある専門家を養成すること、特に臨床能力については、臨床家とし

ての幅広い基盤づくりを目指し、具体的な臨床のスキルを身につけることができるように教育す

ることを目的とする。 

コミュニケーション学専攻 英語コミュニケーションおよび社会コミュニケーションの分野において、広い視野と国際性、高

い見識と実践能力を備えた高度専門職業人の養成を目的とする。 

感性デザイン学専攻 
人に優しく使いやすく安全な製品をつくる人間工学および感性工学の分野と、魅力的な商品を産

み出す商品開発およびデザインの分野において、専門的な仕事を積極的に指導し企画・推進する

ことができる高度専門職業人の養成を目的とする。 

実践臨床心理学専攻 
地域社会、家族および教育の再生等さまざまな解決すべき問題が山積している人間社会で、その

問題の解決を図ることができる高度な臨床実践技能を身につけた「心の専門家」の養成を目的と

する。 

社会環境科学研究科 専門領域において、世界に通用する高度の専門知識ならびに即戦力となる技術を修得し、将来、

企業人あるいは研究者として組織を支える高度専門職業人の育成を目的とする。 

建築・環境学専攻 建築および住環境を科学技術的な側面から分析し、社会の将来的動向についての広い視野と見識

を備え、かつ能動的な企画力と国際的な行動力を有する高度専門職業人の育成を目的とする。 

情報通信学専攻 コンピュータ技術、通信技術、マイクロエレクトロニクス技術およびソフトウェア技術の技術融

合の観点に立脚した教育・研究を行い、高度専門職業人の育成を目的とする。 

 

３－１－② 教育目的の達成のために、課程別の教育課程の編成方針が適切に設定されて

いるか。 

[全学] 
・本学は、本学園の建学の精神、本学の目的に基づいた本学の教育の理念および学部・学

科および研究科・専攻の教育目的を達成するために、「教育の方針」として、以下の６

項目を定め、『学生便覧』、『大学院便覧』、『大学案内』等に掲載している。 
(1)平和の創造を原点にすえ、健康な生活の実現を目指す「世界保健機関憲章」の基本

精神を、教育・研究の核心とする。 
(2)自由と敬愛と真義に基づき、学生の創造性と探究心を喚起し、個々の能力を高める

ための積極的支援を行う。 
(3)共通教育では、自己発見とヒューマニズムに富む、社会人としての優れた見識のあ

る知性を養う。 
(4)専門教育では、社会的要請の強い実学教育を重視するとともに、専門基礎知識を体

得することで、社会・技術・学術の深化や発展に柔軟に対応しうる人材の教育に努

める。 
(5)総合大学の特性を生かして、講義のオープン化を進め、学生が自らの意思で、自己

の関心や人間性を涵養しうるための環境を整える。 
(6)海外での実習や交流を積極的に推進することにより、国際的感性の習得を促すとと
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もに、日本文化を客観的に理解した上での、真の国際貢献が可能な人材を養成する。 
・教育目的を達成すべく、本学に設置されている学士課程、修士課程（博士前期課程）、

専門職学位課程、博士後期課程、教職課程の編成方針は、この「教育の方針」に基づい

て設定されている。 
・本学の教育課程の編成方針は、大学設置基準第 19 条第 2 項に定められている「教育課

程の編成に当たっては、大学は、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、

幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮し

なければならない」および、本学園の建学の精神、本学の目的、本学の教育の理念、本

学の教育の方針を踏まえている。 
[学部・学科] 
・本学園は「専門職業人の育成」を建学の精神に掲げているが、本大学は開学当初から同

目的の専門学校との違いを意識し、高度な専門教育と教養教育科目（共通教育科目）の

充実を目指してカリキュラムを編成してきた。 
・学部・学科の増設に伴い多様化・細分化してきた共通教育科目を全学で統一し、教養教

育の一層の充実を目指して、平成 15(2003)年度から共通教育の検討・見直しが開始され、

共通教育科目の統合が現在進行している。 
・本学における学士課程の教育科目は、「共通教育科目」と「専門教育科目」に大別され

ている。「共通教育科目」は「教養科目」と「基礎教育科目」とからなる。「共通教育科

目」は全学および各学部で編成されている。「専門教育科目」は「専門基礎科目」と「専

門科目」からなり、学部・学科ごとに編成されている。 
共通教育科目：人間的優しさ・社会的協調性を身に付けた健全な社会人育成を目的

とする科目群と専門教育の学習に必要な基礎学力強化をめざす科

目群から構成されている。 
専門教育科目：それぞれの学科のめざす専門職業人の育成方針に従ってカリキュラ

ムが整備されている。特に、国家試験による資格取得に直結する科

目群の多くは必修科目に指定している。 
・本大学では、平成 19(2007)年度から共通教育と専門教育において、社会性の涵養を目的

とした科目群の充実を図っている。図 3－1－1 は、それらの科目の年度別配置を示して

いる。薬学部 6 年制においてはこれに準じた形で教育課程を編成している。 
 

 

図 3－1－1 教育課程の編成  
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(1)共通教育科目 
・平成 19(2007)年度から、医療福祉学部・工学部・看護学部は新カリキュラムに移行し、

その際に、共通教育についても新体制への改革を行った。今後、段階的に全学部で新カ

リキュラムを実施する。 
・共通教育の新カリキュラムのカテゴリーとそれぞれの目的・特徴は表 3－1－3 に示すと

おりである。これらのコンセプトを十分に取り入れて人間形成のための教養教育が実施

でき、かつ専門教育と連携できるような教養教育を全学的に構築していく。 
 

表3－1－3 共通教育のコンセプト 

カテゴリー 目的・特徴 
教養科目 

人間と思想・文化 
人間と現代社会 
人間と科学・技術 
国際社会の理解 

豊かな教養を身に付けることを目的とし、各 2 単位（「国際社会

の理解」は 4 単位）を必修化 

共通基礎 
（情報処理を含む） 専門教育履修の基礎として学部・学科が科目名・内容を指定 

外国語 国際社会で活躍する職業人育成の基盤 
スポーツ 心身の健康管理 

特別講義 基礎ゼミナール、キャリア開発、プレゼンテーション等 

 
・「共通教育科目」における「教養科目」は、幅広く深い教養、総合的な判断力、豊かな

人間性を涵養することを目的とし、学部・学科が設定した目的や輩出する人材像の実現

の一助となる科目である。「教養科目」には、「人間と思想・文化」、「人間と現代社会」、

「人間と科学・技術」、「国際社会の理解」の 4 つの領域を置く。（平成 19(2007)年度よ

り、新カリキュラム） 
・「教養科目」以外の「共通教育科目」は、「専門」と「教養」を学ぶための土台をなす

科目で、学部・学科が設定した目的や輩出する人材像の実現に必要な科目群である。す

なわち、①専門教育履修の基礎となる「共通基礎」、②情報化社会に適応するための「情

報処理」、③国際社会で活躍する職業人の育成の基盤となる「外国語」、④心身の健康管

理のための「スポーツ」、⑤大学教育への導入教育である「基礎ゼミナール」（特別講義）、

⑥社会性の涵養をめざす「キャリア開発」、「プレゼンテーション」（特別講義）からな

る。（平成 19(2007)年度より、新カリキュラム） 
(2)専門教育科目 
・専門教育科目は、実践的な技術をもった専門職業人を育成するための科目であり、「専

門基礎科目」と「専門科目」に分けられている。実務を意識した系列・分野に分けるこ

とで、具体的・実践的な専門技術を養成する。 
・専門教育科目は、国家資格取得を目的とする学科では厚生労働省や国土交通省等の指定

規則に則り、さらに今後高度化するであろう技術の進歩に対応できるように、それぞれ

の学科の事情に従って編成されている。 
・医療福祉学科においては、社会福祉士および精神保健福祉士国家試験の受験資格取得の

ために、また、医療経営学科においては、診療情報管理資格の受験資格取得のために修
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得する共通教育科目および専門教育科目を配備している。 
・薬学科においては、モデルコアカリキュラムに準拠して従来の「○○学」といった学問

専門分野単位での配置を避け、実際の薬剤師活動と結び付けて理解し易い統合型カリキ

ュラムを採用している。 
[研究科・専攻] 
・研究科・専攻の教育研究上の目的に基づき、各研究科長・専攻長を中心とした協議を経

て、本大学院の教育課程は編成されている。 
[教職課程] 
・将来教職に就くことを希望する学生のために、表 3－1－4 に示すとおり 6 種の免許状を

取得するための教職課程科目が設けられている。 
 

表3－1－4 教職課程において取得可能な教員免許状 

学科・専攻 免許状の種類 免許教科 

コミュニケーション学科 中学校教諭一種免許状 
高等学校教諭一種免許状 英 語 

感性デザイン学科 高等学校教諭一種免許状 情 報 

建築学科 
住環境デザイン学科 

情報通信学科 
機械ロボティクス学科 

高等学校教諭一種免許状 工 業 

コミュニケーション学専攻 中学校教諭専修免許状 
高等学校教諭専修免許状 英 語 

 

３－１－③  教育目的が教育方法等に十分に反映されているか。 

[全学] 
・本学園の建学の精神、本学の目的および教育の理念に基づき、各学部・学科および研究

科・専攻の教育目的は、以下の(1)から(5)に述べる教育方法等に反映されており、本学の

教育の特色となっている。 
(1)少人数制教育 
・1 年次の「チュートリアル」、「基礎ゼミナール」、4 年次の「卒業研究」をはじめとして、

演習・実習、外国語科目等を少人数制で行い、学生の実践的能力を高める。 
(2)実験・実習を重視した実践的・体験的な教育 
・学内に現場同様の 新の施設設備を有し、少人数による実験・実習を行い、本学園の前

身である関西工学専修学校初代校長の片岡安の「現場にいるかのように教授する」とい

う信念を受け継いでいる。例えば、「心理臨床センター」においては、実際にクライア

ントの心理相談に応じ、現場さながらの実習が行われている。本学が、医療機関や企業

等の現場で活躍していた教員を多く有することで、このような取り組みが可能となって

いる。 
・医療系・福祉系学部においては、医療機関への長期間の学外実習を行っている。その他

の学部においても、フィールドワーク、体験型教育、モノづくり教育等を重視した実践

的な教育方法を取り入れている。 
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・実践臨床心理学専攻では、必修科目 20 科目中、講義は 3 科目で、残りはすべて演習と

実習である。実習と演習を組み合わせることで、より確かな実践力の涵養を目指してい

る。さらに、実習で実践した事例を掘り下げて、事例研究論文を作成させている。 
・感性デザイン学専攻では、特別研究において企業との共同研究を重視し、指導している。 
(3)国際化への対応 
・本学の国際化を図り、外国語教育を行い、学生の外国語能力を伸長させるとともに、学

生や教職員の海外留学・研修の推進および留学生の受け入れ等に必要な教育および指導

助言を行うことにより、本学における国際交流の推進に寄与することを目的として、国

際交流センターを設置している。 
・国際交流センターを中心として、実践的な英語教育を行っている。また「国際交流セン

ター」を中心として、海外研修の運営や留学生の受け入れによる国際交流事業が全学的

に行われている。 
・海外研修においては、海外語学研修だけではなく、専門的内容に踏み込んだ学部・学科

独自の海外研修を実施している。 
1)医療福祉学科では、2、3 年次学生に対し、中国・上海、蘇州において国際医療福祉演

習（5 日間）を実施している。 
2)工学部の建築学科と住環境デザイン学科では、夏期フィールドワークとして、学生グ

ループがヨーロッパ各国で研修を行っている。 
3)看護学部では、諸外国での保健・医療、福祉の現状を文化的・社会的背景を踏まえて

理解するために、オーストラリア・メルボルン郊外にあるモナッシュ大学英語研修セ

ンターおよび看護学部と関係する保健医療施設での研修プログラムに参加する、短期

夏期海外研修を 2 年次に実施している。 
4)薬学部では、3、4 年次学生にアメリカ・テネシー大学およびノース・カロライナ大学

で国際実務研修（約 2 週間）を実施している。 
 (4)資格取得への体制とキャリア育成教育の充実 
・国家資格等に関係する省庁の指定規則に則り、カリキュラムを編成し、さらに、きめ細

かな学習支援を通じて、資格取得に対する適切な教育的対応を行っている。本学が医療

機関や企業等の現場で活躍していた有資格教員を多く有することで、このような取り組

みが可能となっている。 
・共通教育の基礎科目として、平成 18(2006)年度より正課の授業科目としてキャリア開発

科目（キャリア開発Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）を開講している。「キャリア開発Ⅰ」（2 年次前期）で

はグループワーク演習による自己分析を核に、自己肯定観の醸成を目標としている。「キ

ャリア開発Ⅱ」（2 年次後期）では多様な年齢や職業の卒業生や企業人を招聘し各々のキ

ャリアデザインを聴くことで、自己をとりまく社会環境の理解を深めている。「キャリ

ア開発Ⅲ」（3 年次前期）では実践的な就職活動支援を中心とした内容となっている。こ

れらの授業において、社会人としての常識としての基本マナーの指導も実施している。

さらに本学では、TOEIC 受験を推進するため、受験者に受験料の半額を援助している。 
・医療福祉学部、心理科学部と工学部（建築学科・住環境デザイン学科）の 3 学部では、

専門教育科目に「インターンシップ I、Ⅱ」を設けている。 
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(5)実践的な情報処理教育 
・情報処理教育については、可能な限り座学を廃し、演習・実習形式の授業を実施し、実

践的な情報処理技術を身につける教育を行っている。 
・専門教育においては、「画像情報通信システム概論」（診療放射線学科）、「診療情報管理

論」（診療放射線学科）、「医薬品情報」（薬学科）等、専門職と関連付けた情報処理系の

授業を開設している。 
・工学部、心理科学部においては、学生の個人所有のノートパソコンを情報処理演習授業

およびその他の授業で有効に利用することで、コンピュータ操作のスキルアップを実現

している。 
 

（２）３－１の自己評価 

[全学] 
・本学園の建学の精神、本学の目的および教育の理念ならびに学生のニーズや社会的需要

に基づき、学部・学科および研究科・専攻ごとの教育目的が明確に設定されている。さ

らに各学科、各専攻の教育目的は、『学生便覧』および『大学院便覧』に記載されてい

る。 
・教育目的を達成すべく、全学的な「教育の方針」を定め、それに則して、学士課程、修

士課程（博士前期課程）、専門職学位課程、博士後期課程、教職課程の編成方針が設定

されている。 
・学部・学科および研究科・専攻ごとに定められた教育目的の達成のために、課程別の教

育課程の編成方針が適切に設定されている。 
・本学園の建学の精神、本学の教育の理念を十分に反映した教育方法が明確にされ、適切

に実施されている。 
[学部・学科] 
・各学部・学科において、学生の就職状況や国家試験合格率から判断すれば、現状の教育

内容・方法はその目的に沿って機能しているといえる。 
[研究科・専攻] 
・本大学院の教育の目的も明確化されており、これに基づき、教育課程が編成されている。 
 

（３）３－１の改善・向上方策（将来計画） 

[学部・学科] 
・総合教育研究委員会を設置し、本学における学士課程の編成方針（カリキュラム・ポリ

シー）を明文化し、この啓蒙を図る。 
・医療福祉学科では、将来の就職分野を明確にするために、コース制を平成 21(2009)年度

より導入する。 
[研究科・専攻] 
・現在、大学院開設 5 年目を迎え、平成 20(2008)年 4 月に開設した「感性デザイン学専攻」

の設置をもって、当初計画どおりの大学院整備が完逐する。ここに至り、教育目的を反

映した教育課程の充実を図るため、これまで拡充してきた総合人間科学研究科の改編等、

表 3－1－5 のとおり学部構成の実態に対応した体制に整備し、社会環境科学研究科を基
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礎となる学部の教育目的から発展させた工学研究科に名称変更し、教育・研究環境の一

層の充実と組織構成の強化を図る。 
・保健医療学部理学療法学科を基礎とする大学院の設置構想として、医療・福祉科学研究

科医療工学専攻内において「理学療法学分野」を開設する計画についても、合わせて整

備を進める。 
 

表 3－1－5 大学院編成案 平成21(2009)年 4月 1日改組予定 

大学院組織（現行） 大学院組織（改編案） 
 総合人間科学研究科  医療・福祉科学研究科

 医療工学専攻 医療工学専攻 
 ・放射線学分野 ・放射線学分野〈博士前期・後期課程〉 

・臨床工学分野 
 

・臨床工学分野〈博士前期・後期課程〉 
 

  ・理学療法学分野〈博士前期課程のみ〉

 医療福祉学専攻 医療福祉学専攻    〈修士課程〉 
 医療経営学専攻 

 
医療経営学専攻    〈修士課程〉 

   心理科学研究科

 臨床心理学専攻 臨床心理学専攻  〈博士後期課程〉 
 実践臨床心理学専攻 実践臨床心理学専攻〈専門職学位課程〉 
 コミュニケーション学専攻 コミュニケーション学専攻〈修士課程〉 
 感性デザイン学専攻 

 

感性デザイン学専攻   〈修士課程〉 
 社会環境科学研究科  工学研究科

建築・環境学専攻  建築・環境学専攻 〈修士課程〉 
 

情報通信学専攻  情報通信学専攻  〈修士課程〉 
 看護学研究科  看護学研究科 
 看護学専攻  看護学専攻    〈修士課程〉 

 

 

３－２  教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。 

 

（１） 事実の説明（現状） 

３－２－① 教育課程が体系的に編成され、その内容が適切であるか。 

[全学] 
・本学では、1 授業時間（授業時間割の 1 時限）を 90 分とし、これを単位換算における 2
時間としている。講義および演習については、15 時間から 30 時間までの範囲で、本学

が定める時間の授業をもって 1 単位としている。実験および実習については、30 時間か

ら 45 時間までの範囲で、本学が定める時間の授業をもって 1 単位としている。 
・1 学期の授業は、15 週にわたって行われている。 
・本学の授業は原則として月曜日から金曜日にわたって実施されている。また、科目の性

質を考慮して、適宜、土曜日や休業日を利用した集中講義・実習等を配置する。実施の

配分等については、編成方針に即して定めている。 
[学部・学科] 
・1 年次から 4 年次（薬学部については 6 年次）にわたり、専門知識への関心を高める基
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礎的な科目から、就業先を見据えた応用的な科目へと段階的に配置されている。 
・1 年次より、基礎的な演習、実験、実習等の専門科目を取り入れている。年次が進むご

とに、学内外の演習、実験、実習が増え、卒業後に職場において即戦力となるように、

教育課程が編成されている。 
・授業の種類として、講義、演習、実験、学内外実習を過不足なく設置して、 終的に実

践力を養成するカリキュラム編成となっている。 
・必修科目、選択科目および選択必修科目を設けている。 
・保健医療学部、医療福祉学部、工学部、看護学部では、先修科目を設けている。 
・演習・実習等の一部の授業科目については、実験・実習室の収容人数に制限があるため、

「事前許可申請」を行うことで、受講者数を把握し、授業環境の確保を行っている。 
・共通教育科目のそれぞれの系列・分野ごとの卒業要件の必要単位数を設け、修得する科

目の偏りを防いでいる。 
・専門教育科目は、「専門基礎科目」と「専門科目」に分けられている。「専門科目」は、

実務を意識した系列・分野に分けられ、それぞれの系列・分野ごとに修得する単位数を

設け、偏りなく科目を修得するように配慮されている。 
[研究科・専攻] 
・本大学院における教育は、授業科目の履修および学位論文の作成からなる。 
・学部・学科と同様、大学院の教育課程において、領域・分野ごとに科目を履修すること

で、高度な専門的能力を複合的に修得できるように配慮されている。また、年次進行に

対して、基礎的分野と実践的分野の科目が、バランスよく配置されている。 
・演習・実習を多く設け、高度専門職業人の養成という指導者的立場へスムーズに移行で

きるように編成されている。 
・実践臨床心理学専攻は、専門職学位課程であり、高度専門職業人を育成するための工夫

がなされている。 
・本大学院の研究科によっては、社会人学生のために病院等に勤務しつつ夕方や土日に授

業を受講できる時間割編成にしている。 
 

３－２－② 教育課程の編成方針に即した授業科目、授業の内容となっているか。 

[学部・学科] 
・共通教育科目については、教務委員会による確認と調整により、全学における教育課程

の編成方針に即した授業科目、授業内容になっている。 
・共通教育科目については、本学が学生に提供できる多数の共通教育科目から、各学科が

科目を選択している。 
・専門教育科目については、学部長・学科長・学科教務委員による確認と調整により、学

部・学科の教育課程の編成方針に即した授業科目、授業内容になっている。 
・各学科のシラバスは、本学が定める統一した様式に従って記載され、各学科長の点検、

確認を受けた上で 終決定している。シラバスは電子化され、平成 19(2007)年度より、

学内外に公開されている。 
・診療放射線学科では、3 年次後期の 先端診療機器を用いた「臨床実習Ｉ」（学内実習）

および 4 年次前期の総合病院等での「臨床実習Ⅱ」（学外実習）を実施している。 
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・心理科学部においては、「ボランティア I、Ⅱ」（共通教育科目）、建築学科においては、

「ボランティア I、Ⅱ」（専門教育科目）を設けている。 
・医療福祉学部、心理科学部、工学部（建築学科、住環境デザイン学科）においては、「イ

ンターンシップ I、Ⅱ」を設けている。 
・看護学科では、看護学総合系科目の中に医療ニーズの高い「緩和ケア」、「救命救急看護」、

「国際看護」等の科目を設けている。 
[研究科・専攻] 
・本大学院は、学部・学科で学んだ内容をさらに深化させるべく、適切な科目群を設定し

ている。 
・各専攻長・専攻教務担当教員による確認と調整により、研究科・専攻における教育課程

の編成方針に即した授業科目、授業内容になっている。 
・各専攻のシラバスは、本学が定める統一した様式に従って記載され、各専攻長の点検、

確認を受けた後、研究科長が 終決定している。 
 

３－２－③  年間学事予定、授業期間が明示されており、適切に運営されているか。 

[全学] 
・授業期間は、学則で、4 月 1 日から 9 月 30 日までを前期、10 月 1 日から翌年 3 月 31
日までを後期と定めている。ただし、学外実習のある学科においては、実習のため長期

間にわたって学外の関連施設に赴くため、原則として休業期間である 8 月から 9 月およ

び 2 月から 3 月に実習を実施している。 
・年間行事予定、授業期間については、前年度に教務委員会で審議し、学部長会議および

大学院委員会で審議・決定した上で、「行事予定表」として印刷物を配付し、同時に本

学ホームページ上において掲載し、学生および教職員への周知を図っている。 
・大学院生を含む全学生に年度初めに配付する「広島国際大学行事予定表」には、年間の

行事予定、授業期間、学外実習の期間などが明示されている。 
・各学部・学科および各研究科・専攻では、年度初めに該当年度の授業時間割表や年間の

行事予定表などを配付し、履修ガイダンスの中で説明を行うなどして周知徹底を図って

いる。 
・本学では、教育・研究に関わる内容および傷病等の止むを得ない場合を除き、休講を認

めていない。授業が休講となった場合、必ず補講を実施することを徹底している。 
 

３－２－④ 年次別履修科目の上限と進級・卒業・修了要件が適切に定められ、適用され

ているか。 

[学部・学科] 
・年次別履修科目の上限は設けていない。 
・修業年限は、保健医療学部、医療福祉学部、心理科学部、工学部、看護学部では４年、

薬学部では 6 年（平成 17(2005)年度以前入学生については 4 年）である。 
・在学年数は、4 年以上 8 年以内（薬学部では 6 年以上 12 年以内）である。 
・保健医療学部、医療福祉学部、心理科学部、工学部、看護学部では、4 年次配当科目で

ある「卒業研究」に着手するための要件を設定している。 
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・薬学部では、2 年次以上の必修科目を履修するための進級要件を年次ごとに設定してい

るが、その他の学部では設定していない。 
・卒業要件は、表 3－2－1 に示すように、それぞれの学科で定めている。 
 

表3－2－1 所属学科の卒業に必要な単位数 

【保健医療学部】 
学科 共通教育科目 専門教育科目 計 

診療放射線学科 24 単位以上 106 単位以上 130 単位以上 
臨床工学科 24 単位以上 106 単位以上 130 単位以上 
理学療法学科 24 単位以上 106 単位以上 130 単位以上 

【医療福祉学部】 
学科 共通教育科目 専門教育科目 計 

医療福祉学科 30 単位以上 94 単位以上 124 単位以上 
医療経営学科 30 単位以上 94 単位以上 124 単位以上 

【心理科学部】 
学科 共通教育科目 専門教育科目 その他 (*) 計 

臨床心理学科 40 単位以上 74 単位以上 10 単位 124 単位以上 
コミュニケーション学科 36 単位以上 78 単位以上 10 単位 124 単位以上 
感性デザイン学科 36 単位以上 78 単位以上 10 単位 124 単位以上 
（注） (*) 所属学部の共通教育科目、所属学科の専門教育科目、他学科の専門教育科目および他学部の科目 

【工学部】 
学科 共通教育科目 専門教育科目 その他 (*) 計 

建築学科 27 単位以上 87 単位以上 10 単位 124 単位以上 
住環境デザイン学科 27 単位以上 87 単位以上 10 単位 124 単位以上 
情報通信学科 27 単位以上 87 単位以上 10 単位 124 単位以上 
機械ロボティクス学科 27 単位以上 87 単位以上 10 単位 124 単位以上 

（注） (*) 所属学部の共通教育科目、所属学科の専門教育科目、他学科の専門教育科目および他学部の科目 

【看護学部】 
学科 共通教育科目 専門教育科目 計 

看護学科 24 単位以上 109 単位以上 133 単位以上 

【薬学部】 ６年制課程 (*)

学科 共通教育科目 専門教育科目 その他 (**) 計 
薬学科 16 単位以上 167 単位以上 10 単位 193 単位以上 

 （注） (*)  4 年制課程では、卒業に必要な総単位数は 140 単位以上 
(**)  所属学部の共通教育科目、専門教育科目および他学部の科目 

 
[研究科・専攻] 
・本大学院のすべての課程において、進級要件は設けていない。 
・学位の取得および修了要件は研究科・専攻ごとに定められている。 
・研究科・専攻における課程および学位については表 3－2－2 に示すとおりである。 
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・専攻の修士課程・博士前期課程では、本大学院に 2 年以上在学して、所定の授業科目に

ついて 30 単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、修士論文の審査お

よび 終試験に合格した者に対しては、研究科委員会の議を経て、修士の学位が授与さ

れる。 
・実践臨床心理学専攻の専門職学位課程では、本大学院に 2 年以上在学して、所定の授業

科目について 50 単位以上を修得し、かつ、領域ごとの現場実習を受けた者に対しては、

研究科委員会の議を経て、臨床心理修士（専門職）の学位が授与される。修士論文は課

していない。 
・専攻の博士後期課程では、本大学院に 3 年以上在学して、所定の授業科目について 16
単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、博士論文の審査および 終試

験に合格した者に対しては、研究科委員会の議を経て、博士の学位が授与される。 
・博士の学位については、上記によらず、博士論文を提出して審査を請求することができ

る。この場合は、本大学院の行う博士論文の審査および試験に合格し、かつ、本大学院

の博士課程を修了した者と同等以上の学力があると確認された者に研究科委員会の議

を経て、その博士論文の内容に応じて、博士の学位が授与される。 
 

表3－2－2 研究科・専攻における課程と学位 
研究科 専攻 課程 学位 

看護学研究科 看護学専攻 修士課程 修士（看護学） 

博士前期課程 修士（医療工学） 
医療工学専攻 

博士後期課程 博士（医療工学） 

医療福祉学専攻 修士課程 修士（医療福祉学） 

医療経営学専攻 修士課程 修士（医療経営学） 

実践臨床心理学専攻 専門職学位課程 臨床心理修士（専門職） 

臨床心理学専攻 博士後期課程 博士（臨床心理学） 

コミュニケーション学専攻 修士課程 修士（コミュニケーション学） 

総合人間科学研究科 

感性デザイン学専攻 修士課程 修士（感性デザイン学） 

建築・環境学専攻 修士課程 修士（建築・環境学） 
社会環境科学研究科 

情報通信学専攻 修士課程 修士（情報通信学） 

 

３－２－⑤ 教育・学習結果の評価が適切になされており、その評価の結果が有効に活用

されているか。 

[学部・学科] 
・各授業科目の成績は、各授業担当教員が学生個々の学習過程と学習成果を総合的に判定

し評価している。具体的な評価方法は、各授業のシラバスに明記されている。 
・科目の成績は、「5、4、3、2、1」の 5 種の評語をもって表し、「5、4、3」を合格とす

る。学業成績の評価基準は、表 3－2－3 に示すとおりである。 
 

表3－2－3 学業成績の評価基準 

評語 ５ ４ ３ ２ １ 
100 点満点 100～80 79～70 69～60 59～30 29～0 

合否 合格 不合格 
（注）編入学などで単位認定を受けた場合は「認」と表示する。 
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・学業成績の発表は、「学業成績通知書」を、保護者へ郵送し、学生本人へは直接交付す

る形で、前期末（9 月）と後期末（3 月）に実施している。 
・成績評価結果に異議がある場合の申し立てについては、学期ごとに期間を定めて受付を

行っており、評価の適正化に努めている。 
・学生の成績評価の結果に基づいて、各学科において、学科長・教務委員が中心となって

単位修得に関して、全体および個別指導に取組むなどして、成績評価の有効活用を行っ

ている。 
・成績評価は適切に実施されているが、結果を有効利用する全学的な取り組みは行われて

いない。 
・既修得単位、外部試験の成績等による単位認定、留学生特例科目については、次の(1)
から(6)のように決められている。 

(1)他大学等での既修得単位の取扱い 
・入学前における他大学または短期大学等での既修得単位の取扱いについては、本大学の

学則第 23 条に基づき認定が行われる。 
・他大学を卒業あるいは 2 年以上在籍して中途退学した者、短期大学を卒業した者、高等

専門学校を卒業した者、文部科学大臣の指定する専門学校を卒業した者については、そ

れまでに修得した単位の取扱いについては、当該学生の単位認定申請に対し、その学習

教育内容および単位数を本学の教育課程と照合のうえ、教務委員、学科長が調査を行い、

教授会の議を経て認定している。この際には次の 1）から 5)の資料を基に審査している。 
1)単位認定申請書 
2)当該大学等の学生便覧 
3)修得した科目に関するシラバス 
4)修得した科目で使用した資料（教科書など） 
5)当該大学等が発行した単位取得証明書あるいは成績証明書 

・放送大学との単位互換（協定締結）については、放送大学と本学の成績判定の評語や評

価基準が異なっているが、成績評価の対応が取り決められている。 
(2)本学園が設置する大学間における既修得単位の取扱い 
・本学園が設置する大学（本大学、大阪工業大学、摂南大学）間の転入学制度が設けられ

ている。この際に、学業成績の読み替えについては、他大学の場合と同様に適切に行わ

れている。 
(3)転学部・転学科における既修得単位の取扱い 
・転学部・転学科の制度が設けられており、志望先に欠員のある場合に限り、1 年次もし

くは 2 年次での転学部・転学科を許可している。この際に、在学中の学業成績を判定に

利用している。また、学業成績の読み替えについては、適切に行われている。 
(4)外部試験の成績による単位認定  
・TOEIC の試験において、470 点以上の成績を取得した学生には 2 単位分、570 点以上の

成績を取得した学生には 4 単位分を、当該学生の申請により指定科目の単位として認定

している。認定対象科目は、新・旧カリキュラムごとに学部別に英語の共通教育科目が

指定されている。成績は「5」とする。 
・本学で指定する学会・協会等による資格試験に合格した学生には、それぞれの申請によ
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り、表 3－2－4 に示す単位を認定している。単位認定を受けた授業科目は、成績表に「認」

と表示する。 
表3－2－4 認定科目 

検定試験、技能資格等 認定科目（単位数） 
初級システムアドミニストレータ 保健医療学部・心理科学部「情報処理概論」（2 単位） 

医療福祉学部「医療・福祉情報学」（2 単位） 

基本情報技術者 情報通信学科「プログラミング基礎」（2 単位） 
情報通信学科「基本アルゴリズム」（2 単位） 

ソフトウエア開発技術者 情報通信学科「プログラミング基礎」（2 単位） 
情報通信学科「基本アルゴリズム」（2 単位） 

超音波検査士 臨床工学科「超音波医学」（1 単位） 
第 2 種ＭＥ技術実力検定試験 臨床工学科「検査機器学概論」（1 単位） 
福祉住環境コーディネーター（2 級） 住環境デザイン学科「福祉機器論」（2 単位） 

 

・当該学生が、単位認定申請書に合格証などの事実を証明する書類を添えて学生支援セン

ターおよび呉学生支援センターに申請する。これを受けて学科で判定し、教授会の議を

経て単位を認定している。 
(5)海外研修による単位認定 
・本学は、希望する学生を対象に、毎年夏期休業期間を利用して 3 週間の日程で、ワシン

トン大学（米国）において海外語学研修を実施している。この研修に参加した学生には、

「オーラル・イングリッシュⅢ」（2 単位）の単位を認定し、成績表に「認」と表示する。 
(6)留学生特例科目 
・本学では、外国人留学生を対象として、「日本事情Ⅰ」、「日本事情Ⅱ」、「日本語Ⅰa」、「日

本語Ⅰｂ」、「日本語Ⅱ」を共通教育科目として 1 年次から 2 年次にわたって開講し、修

得した科目の単位を、人間と現代社会科目（教養科目）・外国語科目として、卒業に必

要な単位数に含めている。 
[研究科・専攻] 
・履修した授業科目の試験は、所定の期間内に行う。授業科目を履修して当該授業科目の

試験に合格した者には、所定の単位を与える。ただし、平常の成績をもって試験の成績

に代えることがある。 
・科目の成績は、「5、4、3、2」の 4 種の評語をもって表し、「5、4、3」を合格、「2」を

不合格とする。また、演習および特別研究は、単に合格または不合格をもって示すこと

がある。 
 

３－２－⑥ 教育内容・方法に、特色ある工夫がなされているか。 

[学部・学科] 
・導入教育として、1 年次前期に「基礎ゼミナール」（共通教育科目）と「チュートリアル」

（専門教育科目）という性質の異なる 2 種類の必修科目を開講している。「基礎ゼミナ

ール」では、大学における学習の方法について習得することおよび大学生活を充実させ

ることを目的とする。「チュートリアル」では、あるテーマに関する問題点、疑問点に

対する解決方法を見出すプロセスを教員の指導に基づいて体験し、問題発見・解決能力

の涵養を目的とする。なお、薬学部では 6 年制に対応して、チュートリアルを 1 年次前
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期と後期に「チュートリアルⅠ・Ⅱ」として開講している。 
・教養科目は、通常「人文科学」、「社会科学」、「自然科学」の 3 つの領域に分けられるこ

とが多い。本学の共通教育における、これらの 3 つの領域に対応する分野は「人間と思

想・文化」、「人間と現代社会」、「人間と科学・技術」であり、これらに加え、「国際社

会の理解」の分野を設けている。 
・共通教育の英語教育は、より多くの学生に適した指導が行きわたるように、習熟度に応

じたクラス編成と e-learning 教育を教育課程に導入している。習熟度の判定は、入学直

後に新入生に対し全学統一の英語の試験を実施し、その結果に基づいて学部または学科

単位でクラス分けを行い、英語の科目ごとにそれぞれの習熟度に応じた達成目標を掲げ

ている。 
・保健医療学部、看護学部、薬学部など、入学生の全員がそれぞれの国家試験に合格し、

国家資格を取得することを目的として入学する学科においては、それぞれの国家資格の

内容と教育課程を密接に関連づけ、対象者全ての国家試験合格をめざして教育を行って

いる。 
・国家試験を受験する学生がいない学科においても、学科の特長を活かした就業先を意識

し、卒業する学生の基礎能力・応用能力・人間力を高めるためにそれぞれ工夫を凝らし

た教育を行っている。 
・臨床工学科では、将来臨床工学技士として生命維持管理装置の向こう側にいる患者の機

能を全体として把握し、器械を操作する習慣を身につけさせるために、教員における医

師の比率を高くしている。さらに、病院実習に割り当てる時間を指定規則より多く配当

している。 
・医療経営学科は、社団法人日本病院会の診療情報管理士試験養成認定教育機関であり、

学内の講義・演習のみならず、ホテル、デパート、福祉施設、病院での学外実習や実務

者による講義を積極的に行い、医療現場や社会を垣間見ることで、学生がモチベーショ

ンを持続できるように工夫している。 
・感性デザイン学科は、文理融合による学科である。カリキュラムが日本人間工学会の「認

定人間工学準専門家資格」取得の認定を受け、全国で唯一、在学中に資格取得可能な学

科となっている。教育課程も感性人間工学系と商品デザイン系を設け重点的な教育を行

い、さらに特色を持たせている。また、企業出身の教員を配置することで、より実践的

な教育を行っている。 
・看護学科では、4 年次に医療ニーズの高い「緩和ケア」等の総合カリキュラムを選択で

きる科目配当を行い、医療ニーズに対応した看護実践能力が培われるよう工夫している。 
[研究科・専攻] 
・各研究科・専攻において、それぞれの特長を活かし、高度専門職業人を養成するために、

教育内容・方法に特色ある工夫がなされている。 
・看護学研究科では、教育内容の特色として、臨床に即した研究教育指導を重視している。

臨床での関心事を課題とし、研究成果が臨床場面で生かせる研究内容になるよう工夫し

ている。 
・総合人間科学研究科では、学部レベルの教育をさらに発展させていくためにいくつかの

分野について専門的に学び、同時に、異なった分野の高度な知識を修得することで、将
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来登場するであろう新しい手法や学問分野へ迅速に対応できる能力を養うことが可能

となる教育・研究を行っている。 
・総合人間科学研究科の医療工学専攻は、がん患者のための 適な放射線治療や高精度な

品質管理等の教育研究にも重点をおいている医療工学専攻放射線分野に対して、平成

20(2008)年 4 月に日本放射線治療専門放射線技師認定機構から「放射線治療専門放射線

技師補の認定された教育課程をもつ養成大学」として評定されいている。 
・社会環境科学研究科では、狭義の技術融合を意識させる意味で、中核的専門技術を中心

にそれを取り巻く周辺技術までをカバーした授業科目を履修させるようにしている。 
 

３－２－⑦ 学士課程、大学院課程、専門職大学院課程等において通信教育を行っている

場合には、それぞれの添削等による指導を含む印刷教材等による授業、添削等

による指導を含む放送授業、面接授業もしくはメディアを利用して行う授業の

実施方法が適切に整備されているか。 

・通信教育は実施していない。 
 

（２）３－２の自己評価 

[学部・学科] 
・学部全体における教育課程が、年次進行、履修の順序や修得分野に対して、体系的にバ

ランスよく適切に編成されている。 
・共通教育科目において、導入教育として「基礎ゼミナール」、就業意識を高めるための

「キャリア開発」、「プレゼンテーション」を設けるなど、学士力の育成に一貫した編成

方針がある。 
・共通教育科目の「基礎ゼミナール」において、学生生活に深くかかわるテーマについて

外部講師による講演を行っているため、学部にまたがって同時限に授業を行っている。

授業担当者の数を考えると、より少人数の教育を行うためには、同一時限に授業を行わ

れることが制約となっている。 
・共通教育科目の外国語教育については、 低レベルの保証だけではなく、より高いレベ

ルへの対応の充実が必要である。このため学生の習熟度に応じた教育を実施している。

習熟度別教育を実施している英語では、それぞれのクラスで教育効果が高まっている。 
・専門教育科目では、1 年次前期に「チュートリアル」を配当し、学生が専門職業人をめ

ざして、4 年間学修していくための心構えができるよう配慮している。薬学部では、1
年次前期および後期に「チュートリアルⅠ・Ⅱ」を配当し、6 年間の学習に対応してい

る。原則としてそれぞれの学部・学科の専門教員全員で担当し、少人数教育を実践し、

きめ細かい教育指導が行われている。しかし、個々の教員によって授業内容に差がある

ことから、今般、教務委員会よりチュートリアルのあり方について指示が出され、改善

を行っている。 
・卒業要件における共通教育科目の取得数には、薬学科の 16 単位から、臨床心理学科の

40 単位までの差がある。 
・成績評価は、本学が定める指針に基づき適切に実施されているが、結果を有効利用する

全学的な取組みを検討する必要がある。 
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[研究科・専攻] 
・本大学院においては全ての研究科・専攻で、その設置時において目的達成のための教育

課程の編成を行っている。 
・教育課程は教育体系を整備し、学生が実践に必要な高度の専門的能力や、研究に必要な

理論と技術が習得できるよう配慮している。 
・総合人間科学研究科においては、専攻の増設に伴い、研究科としての体系的な専門教育

課程の構築という観点からやや専門性が薄れてきている。 
 

（３）３－２の改善・向上方策（将来計画） 

[学部・学科] 
・入学生の入学時の学力の変動に適正に対応していくことが今後必要になると同時に共

通教育および専門教育のあり方について統合的に検討していくため、総合教育研究委員

会を新たに設置し、全学の教育の整備計画を進めていく。 
[研究科・専攻] 
・総合人間科学研究科を医療・福祉科学研究科および心理科学研究科に改編し新しい時代

が求める専門的な知識と技術の習得を目的とした体系的な教育課程の構築を図る。 
 

 [基準３の自己評価] 

[全学] 
・社会的需要を考慮した上で、本学園の建学の精神、本学の教育の理念に基づき、学部・

学科および研究科・専攻ごとに教育目的は設定されている。 
・本学園の建学の精神、本学の教育の理念に基づき、全学的な「教育の方針」を定めてお

り、それに則して、学士課程、修士課程（博士前期課程）、専門職学位課程、博士後期

課程、教職課程の編成方針が設定されている。編成方針をさらに明確にするために、よ

り具体的に明文化する必要がある。 
・学部においては、本学園の建学の精神、本学の教育の理念を十分に反映した教育方法が

明確にされ、実施されている。一方で、本大学院については、教育目的を反映した教育

課程の整備が学部と比べると充実しているとはいい難い。 
・教育課程は、体系的に編成されており、その編成内容は適切である。なお、本大学院の

研究科においては、社会人学生のために、広島キャンパスでの授業実施の可能性も検討

する必要がある。 
・年間行事予定、授業期間は明示されており、適切に運営されている。 
・教育・学習結果の評価は適切になされているが、その評価の結果を有効利用する全学的

な取り組みを検討していく必要がある。 
・学部・学科および研究科・専攻において、それぞれの特長を活かし、教育内容・方法に

特色ある工夫がなされている。 
[学部・学科] 
・進級・卒業・修了要件は適切に定められ、適用されている。ただし、卒業要件における

共通教育科目の取得数には、薬学科の 16 単位から、臨床心理学科の 40 単位までの差が
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ある点については、学科ごとの特性を再検討し、適切な修得単位数に見直す必要がある。 
・授業科目と授業の内容は、教育課程の編成方針に即した内容となっている。 
[研究科・専攻] 
・それぞれの専攻において教育体系を整備し、教育課程の編成方針に即した科目を配して

いる。 
・総合人間科学研究科については学際的特徴を活かした教育を進めてきたが、専攻の増設

に伴い研究科全体としての専門性が薄められてきている。 
 

[基準３の改善・向上方策（将来計画）] 

[全学] 
・教育・学習結果の有効利用のために、GPA(Grade Point Average)制度の導入等について、

総合教育研究委員会を新たに設置し検討する。 
[学部・学科] 
・看護学科では、保健師助産師看護師学校養成所指定規則の改正に伴う平成 21(2009)年度

からのカリキュラム改正に向け、看護学総合系の科目の充実と過密カリキュラム改善の

ために単位のスリム化を含めた検討を行う。 
・薬学部では、平成 21(2009)年度入学生からのカリキュラム編成の根本的な見直しに着手

する。その骨子は単位制の見直しを含め、教養科目の更なる充実、基礎科目の講義枠の

拡大や専門科目の統合型カリキュラムの一部再編、見直し等である。 
[研究科・専攻] 
・看護学専攻では、臨床志向、研究志向それぞれの要求にできる限り応えるよう、専門看

護師制度(CNS:Certified Nurse Specialist)の導入を検討している。 
・総合人間科学研究科については、社会的に専門性を求められている医療・福祉の分野で

の専門職業人の養成機関としてその専門性をより明確化した教育を行うため、平成

21(2009)年度より医療・福祉科学研究科および心理科学研究科に整理・改編を行う。 
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基準４．学生 

 

４－１  アドミッションポリシー（受け入れ方針・入学者選抜方針）が明確にされ、適切

に運用されていること。 

 

（１）事実の説明（現状） 

４－１－① アドミッションポリシーが明確にされているか。 

[全学] 
・平成 15(2003)年に、広島国際大学（以下「本大学」という）学部長会議において課題検

討委員会を設置し、学校法人常翔学園（以下「本学園」という）の建学の精神、広島国

際大学および広島国際大学大学院（以下「本学」という）の教育の理念、本学の教育の

方針に基づいて本学のアドミッションポリシーを設定し、学部・学科の求める人材像・

輩出する人材像について検討した結果、本学のアドミッションポリシーを次のように決

定し、明文化した。 

我々は、一丸となり国際的視野で学習する文化を育んでいます。知りたいという好

奇心や、変えたいというチャレンジ精神を伸ばし、熱中したいという若い志を抱く

人を歓迎します。 

・併せて、学部・学科の求める人材像と輩出する人材像を決定し、明文化した。 

・本学のアドミッションポリシーを大学の公的印刷物により公表し、全学への周知徹底を

図っている。 

・本学および学部・学科のアドミッションポリシーを学内外に明示するために、大学の公

的印刷物および本学ホームページ上に公表している。 

・学生募集活動において、次の方法でアドミッションポリシーの周知を行っている。 

(1)職員による高校訪問および予備校訪問 

(2)高校教員、予備校に向けた本学主催入試説明会 

(3)業者主催の進学説明会への参加 

(4)高等学校への模擬授業の実施 

(5)オープンキャンパスの実施 

(6)オープンキャンパス以外の見学者への年間を通じた個別対応 

(7)本学ホームページ、メールによる情報発信 
 [学部・学科] 
・本学のアドミッションポリシーに基づき、学部・学科のアドミッションポリシーを定め、

表 4－1－1 のように明文化した。 

・本学のアドミッションポリシーと同様に、学部・学科のアドミッションポリシーについ

ても本大学の公的印刷物により公表し、全学への周知徹底を図っている。 
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表 4－1－1 学部・学科のアドミッションポリシー 

学部・学科 アドミッションポリシー 

保 健 医 療 学 部 
生命倫理を重んじた教育と研究を基盤とし、先端医療に必要な専門技術者として

の教養、基礎力、実践力、応用力をバランスよく学ぶ、人間性豊かな人を歓迎す

る。 

診療放射線学科 
医療の現場で協調性をもって活躍し、高齢社会を支える高度な診断、治療技術と

豊かな人間味をもつ人材を育成する。 

臨床工学科 
生命の尊さを重んじ、医療工学分野をリードする臨床工学技士を目指し、広い視

野をもって、積極的に学習する人を歓迎する。 

理学療法学科 
常に新しく安全な理学療法技術を開拓、開発しようとする前向きな態度と基礎知

識を育成する。 

医 療 福 祉 学 部 
私たちは、「幸福」と「健康」に対する新しい価値観を学び、21 世紀を拓く。人々

が「幸福」かつ「健康」な生活を獲得するためにどうしたらよいのか、共に考え、

行動し、道を進もうとする人を歓迎する。 

医療福祉学科 

私たちは人の気持ちを理解する力（共感力）、人と生活を構築する力（想像力）、

社会に新しいシステムやサービスを作り上げる力（創造力）にあふれる福祉専門

職を育てる。自分をも他者をも大切に思うことが出来る人、新しいことにチャレ

ンジできる人、好奇心がいっぱいの人を歓迎する。「生きにくさ」に直面してい

る人に向き合うには、まずあなた自身があなたの優しさを磨く。 

医療経営学科 

私たちは、すべての人々が健康ですこやかな生活を送れるよう広い視野から医療

経営を探求する。人間、健康および経営に興味のあるみなさんを歓迎し、応援す

る。 

心 理 科 学 部 

21 世紀は、これまで以上に、人間と人間、人間と社会、人間と物という関係の調

和が求められる時代である。本学部は、この調和を自然に取りうる人材の育成に

取り組んでいる。そのために、心理学を共通基盤としつつ、各学科の特長を十分

に生かし、国際的視野をもった社会に通用しうる人材を養成する。 

臨床心理学科 

個人の個性と能力を 大に生かしつつ、社会と個人の調和の実現を目指す生き方

を支援する人材を育成する。確かな理性と豊かな感性に支えられた人間観を大切

に考える。 

コミュニケーション学科

テクノロジーが高度化し、人間関係が希薄になる現代社会では、今まで以上に高

度なコミュニケーション能力が求められている。情報化、グローバル化が進む社

会で、ITを駆使する能力、豊富な英語力、心理学的アプローチを基に、どんな場

面でも円滑なコミュニケーションを発揮できる力を養成する。 

感性デザイン学科 

国際的競争および高度技術化の時代においては、ヒトの特性を活かしたモノづく

りやサービスが重要視されている。本学科でヒトの感性を測定・分析し、ヒトに

優しく使いやすいモノを開発・デザインおよび販売・サービスを提案する能力と

実践力を身につけた人材を育成する。 

工 学 部 
技術を通して地域社会を知り、地域社会に貢献し、グローバルに文化を学び、広

く国際社会に工学的貢献をしようとする人を歓迎する。 

建築学科 人と環境の共生空間を創造する建築人を育成する。 

住環境デザイン学科 
人と自然と地球の共生をめざして、豊かで安全な住居・住環境の創造に貢献した

い人を歓迎する。 

情報通信学科 

情報通信学科では、地域産業を理解する社会的視野、地域のニーズに応える IT
技術を探究する心、これらの IT 技術をもとに国際社会に貢献する姿勢を持つ人

を歓迎する。 

機械ロボティクス学科 
ものや技術に関心があり、その仕組みや人との関係を学んでみたいと思う人や、

技術によって社会や人々の生活への貢献を考える人を歓迎する。 

看 護 学 部 

看護学科 

あらゆる健康レベルの人への看護に真摯な態度で臨み、改革すべきことにチャレ

ンジ精神を持ち、「看護」に夢を抱くことのできる人を歓迎し、育む。 

薬 学 部 

薬学科 

新しい時代が求める高度で専門的な知識や技術の修得に加え、豊かな人間性を備

えた薬のスペシャリストとしての人材の養成を目指している。本教育理念を理解

し、人々の健康づくりに貢献したいと考えている人を歓迎する。 
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４－１－② アドミッションポリシーに沿って、入学要件、入学試験等が適切に運用され

ているか。 

・アドミッションポリシーに沿った学生を入学させるために、適切な入試業務がなされて

いる。 

・アドミッションポリシーに沿った入学選考（試験）については、入試センターが入試制

度、入学選考（試験）に関する業務および学生募集活動に関する業務を担当している。

具体的な入学選考（試験）は、表 4－1－2 のとおり入試種別ごとに定めた趣旨に基づき、

入学選考（試験）を実施している。 

 

表 4－1－2 入学選考・試験 

入試種別 趣旨 選考・試験方法 

AO 入試 

本学に入学を希望する者の志望動機、入学意欲

等をより重視する。また、従来の学力試験では

測ることのできなかった人物的な特性を多面的

に評価し、本学への入学を強く希望している者

に広く機会を与え、それぞれの夢の実現に向け

て全面的にサポートする。 

①書類審査 

②面接 

③基礎学力確認（特定学科のみ）

公募制推薦入学選考 

本学に入学を希望する優秀な生徒を、高等学校

長、中等教育学校長、または高等専門学校長の

推薦に基づいて選考の上、入学させる。 

専門学科・総合学科特

別推薦入学選考 

本学に入学を希望する優秀な生徒を、高等学校

長、中等教育学校長、または高等専門学校長の

推薦に基づいて選考の上、入学させる。 

①基礎素養検査 

②調査書 

③推薦書 

一般入試（前期[１科目

型・２科目型]、後期） 

本学に入学を希望する生徒を広く一般に募集

し、高等学校での学習範囲において学力検査を

行う。 

学科ごとに定められた科目の中

から科目を選択して受験 

外国人留学生入学選考 

帰国生徒入学選考 

本学に入学を希望する生徒のうち、留学生・帰

国生徒について、学力では測ることのできない

入学意欲、勉学への熱意に重点を置く。 

①面接 

②書類審査 

社会人入学選考 

本学に入学を希望する社会人に対して広く門戸

を開き、学力検査では測ることのできない入学

意欲、勉学への熱意に重点を置く。 

①面接 

②書類審査 

 

・入学者の選考については、本大学学則に則り、定められた手続審議を経て行っている。

入学選考（試験）の内容については、「広島国際大学入試委員会規定」で定められた入

試委員会で毎年検討の上、見直しを図っている。 

・入学選考（試験）の実施については、各日程別・会場別に教職員の業務を決定の上、入

学選考（試験）実施に係る説明会を開催し、入試実施要項・注意事項等を周知徹底する

ことで、厳正な入学選考（試験）の実施に努めている。 

 

４－１－③ 教育にふさわしい環境の確保のため、収容定員と入学定員及び、在籍学生数

並びに授業を行う学生数が適切に管理されているか。 

[学部・学科] 

・在籍学生数の年次推移は図 4－1－3 に示すとおりである。 

・平成 10(1998)年度に東広島キャンパスにおいて開学して以来、学部・学科を増設して在

籍学生数を増やしてきた。 
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・平成 14(2002)年度に呉キャンパスを開設し、社会環境科学部（現 工学部）を新設、平

成 15(2003)年度には東広島キャンパスから看護学部の移設、平成 16(2004)年度に薬学

部を新設して年度を追って在籍学生数を増やしてきた。 
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図4－1－3 在籍学生数の年次推移 

 

・在籍学生数の管理は、休学・退学・除籍等願出書類を、保証人、学科長、学部長および

学長の合議決裁ののち、学生情報管理システムへ登録することで、在籍学生数を正確に

管理している。 

・本学の学部における収容定員、入学定員および在籍学生数については、学部・学科間に

おける差異はあるものの、大学全体における収容定員に対する在籍学生数比率は 1.03
倍となっている。定員超過率は 3％である。また、平成 20(2008)年度の入学定員および

入学者数については 1,150 人の入学定員に対し 1,139 人の入学者となり入学定員に対す

る入学者数比率は 0.99 倍で、適切に管理され、クラスサイズは適切である。 

[研究科・専攻] 

・本大学院における平成 20(2008)年度の収容定員および収容定員に対する在籍学生数比

率は修士課程で 130 人、0.80 倍、博士後期課程で 12 人、0.58 倍となっている。入学定

員および入学者数については博士後期課程の入学定員 4 人に対し入学者数 2 人、入学者

数比率は 0.5 倍で、修士課程については入学定員 65 人に対し入学者数 45 人、入学者数

比率は 0.69 倍である。 

 

（２）４－１の自己評価 

[学部・学科] 
・本学のアドミッションポリシーを大学の公的印刷物や本学ホームページにより公表し、

全学へ普及を図っている。しかしながら、教職員の意識差があり、全教職員が共有する

までには至っていない。 

・学生募集活動においては、積極的に高等学校・予備校等へ出向き、本学のアドミッショ
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ンポリシーを周知するとともに、公的印刷物および本学ホームページに明記し、本学の

特色として高等学校・予備校等教員および受験生、保護者へ周知している。 

・本学のアドミッションポリシーに沿った学生を入学させるために、受験生・高校生、保

護者、高等学校の教員等に対して、受け入れ態勢の充実さを示す情報として、教育内容・

施設設備・就職支援・資格取得状況等の情報を、さらに積極的に明示すべきである。 

・入学要件・入学試験については、AO 入試、外国人留学生入学選考、帰国生徒入学選考、

社会人入学選考において、薬学部を除く学部・学科のアドミッションポリシーに合致し

た学生の確保を念頭に、受験生の志望動機、入学意欲等を評価できる本学独自の選考を

実施している。 

・国際的視野で学習する文化を提供するための一要素となっている外国人留学生につい

ては、就学後の本学の授業料援助額が 50％から学園全体の基準である 30％へと減額に

なったこともあり入学志願者が減少したが、平成 20(2008)年度に 50％に戻した。 

・全体としての学生数は適正であるといえる。 

・入試センターとの連携を強化し、学部・学科に合った学生確保の方策を検討するための

学長直轄の機関として「学生募集戦略会議」を設けた。 
[研究科・専攻] 

・大学院の入学者数は医療工学専攻博士前期課程、実践臨床心理学専攻専門職学位課程以

外では、入学定員に比べて少なく、在籍学生を増やすことは喫緊の課題である。 

 

（３）４－１の改善・向上方策（将来計画） 

[全学] 
・保健・医療、福祉の分野を主力とし、社会基盤系の分野も含めた総合大学を目指す方針

のもとでの学生定員増を図る。また、社会的ニーズ、学園の方針に基づき、学部・学科

の改組・再編を検討し、本学にとっての適正な定員について検討を進める。 

・外国人留学生の受け入れ環境の充実に注力し、留学生の増加をめざす。 

[学部・学科] 
・オープンキャンパスの更なる充実、AO 試験の活用、本学を設置する学校法人常翔学園

（以下「本学園」という）が設置する、大阪工業大学と摂南大学との合同入試など、入

試システムの更なる工夫に注力する。 

・入学選考（試験）および入学者確保については、各学部・学科のアドミッションポリシ

ーを色濃く反映させた AO 入試を今後も継続し、入試委員会での内容の精査を毎年行い、

より充実した内容の AO 入試の実施に取り組むとともに、アドミッションポリシーに即

した学生確保を行っていく。 

[研究科・専攻] 
・魅力ある研究内容を提示するなど学生と社会のニーズを把握して対応する。このため平

成 21(2009)年度に大学院を改組することとしている。 
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 ４－２  学生への学習支援の体制が整備され、適切に運営されていること。 

 

（１）事実の説明（現状） 

４－２－① 学生への学習支援体制が整備され、適切に運営されているか。 

[全学] 
・本学の学生支援組織の全体像を図 4－2－1 に示す。組織としての学生支援は、教職員、

複数のセンター、保護者による後援会、卒業生による校友会等により総合的に行われ、

その中に学習支援体制も包含されている。 

 

図4－2－1 学生支援組織 

 

・学習支援に関しては、東広島キャンパスに学生支援センター、呉キャンパスに呉学生支

援センターをそれぞれ設置し、両キャンパスの学生支援センターが連絡を密にして、学

生支援サービスを展開している。学生支援センター長は、教務委員会を主宰し、全学の

教育に関する事項を審議している。 

・学生支援センターには、直接学習支援にかかわる組織として、教務課・学務課とリメデ

ィアル学習支援室が設置されている。教務課・学務課は、学籍・履修・成績管理等の実

務と教務委員会等の学習支援関連の各種委員会の事務を担当している。 

・学科・専攻、教務課・学務課では、年度当初に各学科において、学年ごとの履修ガイダ

ンスを実施し、修学上の指導・説明を行っている。各学科・専攻では、教務担当教員を

設け、学生からの修学上の質問・相談等の対応を行い、本学事務組織と教員組織が連携
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する等、組織的な学生の支援体制が確立している。 

・リメディアル学習支援室は、基礎学習に困難を感じる学生に対して、個人別学習指導を

正課履修とは別に行っている。現在は、英語、数学、情報処理を学習対象科目として、

複数の専任担当者を置いている。 

・全学的な取組みとして、全教員が講義時間以外の時間にオフィスアワーを週 1 時限（90
分）設け、各教員が研究室に在室している時間を学生に明示し、学生の学習支援・教育

相談を行っている。 
・図書館、情報処理演習室、LL 教室等、両キャンパス共に、学習を支援する施設が整備

されている。 

・情報センターは、学内 LAN に認証ネットワークを導入し、学生個人のノートパソコン

を学内 LAN へ接続可能としている。また、呉キャンパスでは、工学部がノートパソコ

ン支援として、4 月、5 月、10 月にサポート要員の常駐化を図っている。 

・平成 20(2008)年度から、IC 学生証を導入し、学内ネットワークを利用した授業時の出

席管理を行う出欠管理システムを導入した。このシステムにより、学生の出席状況を一

元的に管理でき、学習支援に活用できるようになった。 

・国際交流センターでは、学生支援プログラムとして、「学生短期海外研修支援制度」を

設け、学生自身が海外研修先や研修内容などを企画・立案したプランを審査し、1 人 50
万円を上限とする研修費用を支援している。平成 19(2007)年度において、14 人の学生

が採用された。 

[学部・学科] 
・入学後の大学生活を円滑にスタートするための一助として、学部・学科ごとに入学前研

修を行っている。AO 入試および推薦入試の合格者に対して、数学や生物・化学等の基

礎科目あるいは専門教育科目への導入のために通信教育等を実施し、高校の科目の一部

を学習・復習すると同時に大学で学ぶ内容への橋渡しを行っている。 

・本学では、「保護者ネットワーク」を構築、運営し、保護者とチューター教員等との連

携を図っている。 

[研究科・専攻] 
・研究活動奨励金制度を設け、大学院学生の研究活動を奨励し、学会で研究発表をする場

合などに、申請により交通費や宿泊費の一部を補助している。支給額は年間 高 50,000
円までとしている。 

  

４－２－② 学士課程、大学院課程、専門職大学院課程等において通信教育を実施してい

る場合には、学習支援・教育相談を行うための適切な組織を設けているか。 

・通信教育は実施していない。 

 

４－２－③ 学生への学習支援に対する学生の意見等を汲み上げるシステムが適切に整

備されているか。 

[全学] 
・学生委員会の「学生意識・動向調査ワーキンググループ」は、「学生意識・動向調査」（第

１回平成 16(2004)年 12 月、第 2 回平成 17(2005)年 7 月、第 3 回平成 18(2006)年 7 月）
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を実施し、学習環境、学習上の問題点等への要望を吸い上げた。 
・本学園は、「新入生アンケート」、「在学生満足度アンケート」、「卒業生満足度アンケー

ト」をそれぞれ、入学生、3 年次生、卒業生対象に行っている。 
・リメディアル学習支援室の担当教員は、英語、数学等基礎的科目担当の共通教育担当教

員と連携をとり、学生の要望を聞き個別指導に反映している。 

・本学には、学生の各種意見を直接受け取る仕組みとして、VOS (Voice of Students)とい

う制度を運用している。これは、いわゆる広島国際大学版意見箱である。本学学生とな

って感じた様々な疑問や問題に対して、「現状をこう変えてはどうか」、「大学に聞いて

もらいたいこと」、「働きかけたいこと」等意見や提案を備え付けの VOS カードに書き

込み、VOS ボックスに投函するシステムである。投函された VOS カードを職員が回収

のうえ、学生の名前を伏せて各部署に連絡し、担当者が責任を持って回答している。 
 

（２）４－２の自己評価 

[全学] 
・平成 20(2008)年度より導入された IC 学生証による出欠管理システムについては、運用

マニュアルが制定されておらず、有効利用については今後検討が必要である。 
・学習支援に対する学生の意見を汲み上げる仕組みについては、本学園および本学が行う

各年生アンケートおよび学生意識・動向調査、VOS 等が有効に機能している。 
[学部・学科] 
・基礎学力に困難を感じる学生については、平成 15(2003)年度に呉キャンパスへ、平成

17(2005)年度には東広島キャンパスへ、それぞれリメディアル学習支援室を設置し、補

習を実施している。学生にとって個別学習相談ができる場として効果を上げている。 
 

（３）４－２の改善・向上方策（将来計画） 

[全学] 
・「学生意識・動向調査」は今後も継続的に実施し、それらの結果をフィードバックした

教育改善の成果を、ここ数年のアンケート結果から集計・分析し、今後の学生からの意

見聴取のあり方を含め、中長期的な計画を立案・実施する。 

[学部・学科] 
・今後、基礎学力の不足する学生の増加が予想され、入学前研修の充実を図り、入学後は

教員組織とリメディアル学習支援室の連携と修学情報の共有および短期間での基礎学

力の向上と正課科目への効果を重点に、より充実した支援体制の整備を進める。 

 

 ４－３  学生サービスの体制が整備され、適切に運営されていること。 

 

（１）事実の説明（現状） 

 ４－３－① 学生サービス、厚生補導のための組織が設置され、適切に機能しているか。 

[全学] 
・東広島キャンパス・呉キャンパスに学生支援センターを設置し、広範な学生支援を行っ

ている。両学生支援センターは、学生委員会を通じ、学生生活全般の問題を議論し、学
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生サービスの内容充実を図っている。 

・学生生活支援の日常業務は、学生課・学務課が担当している。さらに、交通安全講習会

等の啓発的人間形成支援や禁煙推進・マナー向上キャンペーン等、安全で健康的な大学

生活を支援し、学生寮・学生研修棟の管理運営も担当している。 

・課外活動団体による年間行事として、体育会本部・文化会本部が主催の「フレッシュマ

ンキャンプ」や「リーダーズキャンプ」、教職員と学生による「交歓レクリエーション

大会」、大学祭実行委員会による「大学祭」などを実施している。 
・本学には、広島厚生会が経営する食堂が 4 箇所ある。広島厚生会運営委員会が食堂に関

する学生の意見を汲み上げ、運営に反映している。また、東広島キャンパス 3 号館南側

には、ファミリーマート広島国際大学店、呉キャンパス 4 号館 1 階には、コンビニエン

スストア（広島厚生会）がある。 
・両キャンパスにブックセンター、呉キャンパスに印刷センターがある。東広島キャンパ

ス 1 号館に ATM（郵便局）が 1 台設置されている。 
・大学の各種証明書の発行については、証明書自動発行機を平成 19(2007)年度より導入し、

利用の簡易化を図っている。 
・平成 20(2008)年度より、IC 学生証による電子マネーEdy の利用を可能にした。学内の

食堂やコンビニエンスストア等においても Edy の利用を可能にしている。 
・東広島キャンパスにおいては、キャンパスの立地上、学生の自動車通学に十分に対応で

きるだけの駐車場を設置している。呉キャンパスについても、必要性の高い学生に対し

ては自動車通学を認めている。 
 

４－３－② 学生に対する経済的な支援が適切になされているか。 

[全学] 
(1)奨学金 
・表 4－3－1 に示すとおり、広島国際大学学内奨学金、日本学生支援機構奨学金、都道府

県およびその他の自治体の奨学金、各種団体・企業の奨学金等が用意されている。 
 

表 4－3－1 奨学金支給額 

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 奨学金の

種類 対象学生数 支給月額（年額） 対象学生数 支給月額（年額） 対象学生数 支給月額（年額）

日本学生

支援機構 

1,581人

(院17、

院留1、留5)

108,794,000

(1,305,528,000)

円

1,786人

(院23、

院留1、留2)

126,337,000

(1,516,044,000)

円

2,005人 

(院 19、留1) 

143,449,000

(1,721,388,000)

円

地方自治

体奨学金 

23人

(留1)

916,000

(10,992,000)

円

13人

510,000

(6,120,000)

円

5人 

(留 1) 

254,000

(3,048,000)

円

民間団体

奨学金 

14人

(留院1、

留1)

710,000

(8,520,000)

円

3人

150,000

(1,800,000)

円

6人 

(留 3) 

260,000

(3,120,000)

円

学内奨学

金 

93人

(院23)

3,295,000

(39,540,000)

円

89人

(院25)

3,240,417

(38,885,000)

円

96人 

(院 27) 

3,517,917

(42,215,000)

円

合計 1,711人

113,715,000

(1,364,580,000)

円

1,891人

130,067,417

(1,562,849,000)

円

2,112人 

147,480,917

(1,769,771,000)

円

院：大学院、留：外国人留学生 
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(2)学費の減免制度 
・学費支弁者の死亡、住居の罹災、家業の破産等により経済的に著しく困窮している学生

に対し、学費の半額を免除する減免制度がある。 
・外国人留学生については、授業料の減免を行っている。この制度は、外国人留学生の学

業成就の助成を目的に行っており、本学の学部ならびに本大学院の正規課程に在籍する

外国人留学生を対象としている。ただし、在留資格が「留学」の者のみに限られる。な

お減免額は、平成 19(2007)年度までは「政府開発援助外国人留学生修学援助費補助金（授

業料減免学校法人援助）交付要綱（文部科学省）」に定める援助率を準用して算出して

おり、減免率は 30％としていたが、外国人留学生への支援を充実させるため、平成

20(2008)年度より減免率を 50％としている。 
(3)その他の経済的支援 
・親からの送金が都合で遅れた、急に帰省しなければならない等緊急に出費が必要になっ

た場合は、「学生貸付金」の制度を無利子・無担保で利用できるようにしている。 
・「外国人留学生学生寮、学生研修棟部屋料補助金」という学生寮、学生研修棟の部屋料

に関する経済的支援を行っている。 
(4)学生寮、住居 
・学生寮・研修棟は 9 棟、1,570 室を用意しており、各棟を男女別に分けている。各室に

は、風呂、トイレ、ベッド、学習机、洗濯機、エアコン、炊飯設備等が完備されている。 
(5)学生互助会 

1)生活支援：本学園に学ぶ学生が、学生生活における万一の事故・傷病に際し、相互

扶助の精神に基づき、互いに助け合い、できるだけ軽い経済負担で学生生活を送れる

ようにするため設立された。学生互助会の事務は、本学園の広島厚生会が担当し、入

学と同時に全学生が加入し、互助会事業の財源として、一人当たり入会金 1,000 円、

年会費 3,500 円を納入している。 
2)医療費の給付：互助会会員の学生は、正課、課外活動、レジャー、帰省中等の病気、

怪我等で支払った治療費の自己負担分を給付される。 
3)死亡見舞金：互助会会員の学生が死亡した場合は、死亡見舞金 25 万円が遺族に支払

われる。正課、学校行事、課外活動中の事故が原因で死亡した場合は、50 万円を限

度に増額することがある。 
4)災害見舞金の給付：本学に届け出ている現住所の住居や家財が、地震、火事等で損

害を受けた場合に、10 万円を限度に災害見舞金を給付する。 
5)障害見舞金の給付：互助会会員の学生が怪我や病気がもとで後遺障害を生じた場合

には、25 万円を限度に、障害の程度に応じて見舞金を交付する。 
(6)学生総合補償制度 
・広島厚生会が設けている学生任意加入の補償制度で、本人・保護者の災害に対し、各種

の補償を行っている。平均加入率は約 33％となっている。 
(7)保険制度への加入 
・正課授業・学校主催の学校行事および課外活動中の事故・不測の事態に備え、「学生教

育研究災害傷害保険（学研災）」に在学生全員が加入している。また、正課授業・研究

活動、学校行事・課外活動としてのインターンシップ、介護等体験活動、学外実習、ボ
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ランティア活動等における対人・対物損害賠償を補填する「学生教育研究災害付帯賠償

責任保険（学研賠）」への加入を斡旋している。 
(8)アルバイトの紹介 
・学生課・学務課では、アルバイトの紹介を行っている。 
 

４－３－③ 学生の課外活動への支援が適切になされているか。 

[全学] 
(1)課外活動 
・課外活動は文化会、体育会に区分され、その活動状況により、平成 19(2007)年度末の時

点で部 46 団体、同好会 14 団体、準備会 17 団体が公認されている。 
・学生の課外活動の一環として、地域参加を伴う大学祭、著名なアーティストや地域高等

学校等関係者を招聘してのコンサート（市民交流音楽祭）、SSP(Student Society 
Partnership)プログラム等の活動がある。 

(2)課外活動への経済支援 
・課外活動の活性化を経済的に支援するために、原則として部、同好会以上の団体に対し

て、表 4－3－2 に示すとおり、平成 19(2007)年度は、①経常的な活動を支援する「課外

活動一般援助金」、②経常的な会計では執行できないような高額備品の購入やその年度

限りの特別な行事の開催等に対する経済援助を行う「課外活動特別援助金」、③成績優

秀でかつ学園の発展に特に寄与する団体に対して「学園教育振興会課外活動特別援助

金」という制度がある。①として、54 団体（58 団体中）に 908 万円、②として、5 団

体（58 団体中）に 15 万 7,990 円、③として、7 団体（58 団体中）に 350 万円の援助金

を支給した。 
 

表4－3－2 課外活動援助金 

【課外活動一般援助金】 

年度 支給団体数 援助金額 備考 

平成17年度 43団体 6,526,000円 東広島29団体 呉14団体 

平成18年度 45団体 9,323,000円 東広島29団体 呉16団体 

平成19年度 54団体 9,080,000円 東広島35団体 呉19団体 

合計 142団体 24,929,000円  

 

【課外活動特別援助金】 

年度 支給団体数 援助金額 備考 

平成17年度 3団体 464,820円 東広島2団体 呉1団体 

平成18年度 4団体 1,255,219円 東広島2団体 呉2団体 

平成19年度 3団体 157,990円 東広島1団体 呉2団体 

合計 10団体 1,878,029円  
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【学園教育振興会課外活動特別援助金】 

課外活動団体名 平成17年度 平成18年度 平成19年度 

吹奏楽部 1,000,000円 1,000,000円 1,000,000円

柔道部 500,000円 500,000円 500,000円

サッカー部 500,000円 500,000円 500,000円

弓道部 500,000円 500,000円 500,000円

弦楽アンサンブル部 500,000円 500,000円 500,000円

ダンス部 500,000円 500,000円 200,000円

バドミントン部 － － 300,000円

合計 3,500,000円 3,500,000円 3,500,000円

 

(3)課外活動への支援・奨励策 
・課外活動支援施設には、体育館、サッカー場、ラグビー場、テニスコート、総合グラウ

ンド、練習場、フットサルコート、弓道場、野球場、クラブハウスがある。 
・課外活動の奨励のため学園（理事長）課外活動表彰と学長表彰の制度がある。それぞれ

内規に準拠し、優秀な成果を挙げた団体、特に善行のあった団体・個人を表彰する。 
・課外活動団体を対象として、リーダーとしての資質向上、団体間の交流を目的とした「リ

ーダーズキャンプ」を 1 泊 2 日の日程で毎年 2 月に開催している。平成 19(2007)年度に

は、体育会・文化会、あわせて 140 人が参加した。その他、入部した新入生を対象とし

た「フレッシュマンキャンプ」等の年間行事を開催している。 
・本学園は、学生の課外活動支援の一環として、実費（一泊 1,000 円）で利用できる研修・

宿泊施設「国際教育センター」（広島市中区）、「東広島キャンパス 2 号館研修室」（東広

島市）、「研修センター・OIT ホール」（大阪市旭区）、「大阪センター」（大阪市北区）、「東

京戸越セミナーハウス」（東京都品川区平塚）、および「ラウンジさくら」（東広島キャ

ンパス 2 号館 8 階ラウンジ）を備えている。 
・課外活動に利用できる学園バス（大型バス・マイクロバス、運転手宿泊可能）を配備し

ている。 
(4)SSP プログラム 
・本学の課外活動団体に限らず、有志、サークル、ゼミ等本学の学生であれば誰でもプロ

ジェクトチームを組んで参加することができる。SSP プログラムは、本学独自の学生支

援プログラムである。外部団体（企業、自治体等）と共同で企画を実現させることを目

的に、内容等を審査の上、1 企画につき 1 万円から 50 万円の奨励金を交付している。 
・平成 17(2005)年度から平成 19(2007)年度の奨励金交付実績は表 4－3－3 に示すとおり

である。 
 

表 4－3－3 SSP プログラム奨励金 

年度 認定企画件数 奨励金額 備考 

平成17年度 12件 2,561,393円 東広島8件 呉4件 

平成18年度  7件 2,214,558円 東広島4件 呉3件 

平成19年度  8件 2,221,352円 東広島4件 呉4件 

合 計 27件 6,997,303円  

（注）上表の認定企画件数・奨励金額は、東広島・呉キャンパスの合算を示す。 
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４－３－④ 学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等が適切に行われているか。 

[全学] 
(1)学生相談室・保健室 
・学生支援センターには、学生相談室を設置し、室長（医師）の下にカウンセラー2 人、

精神科医や心理学を専門とする教員を中心に相談員を配置し、学生の相談に対応してい

る。また看護師 2 人が常駐する保健室を設け、学生の健康支援を図っている。 
・相談内容別の相談件数の年度別推移は図 4－3－1 に示すとおりである。いずれの相談内

容においても、年度が進むにつれて件数は増加しているが、中でも、健康相談の増加が

著しく、心の相談も増加傾向にある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

健康チェック

健康相談

内科症状

外科症状

心の相談

 
年度 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

総件数 3,466 4,352 3,067 3,318 4,095 4,603 5,507 5,818 5,563 6,521 
 

 

図 4－3－1 健康相談状況  

(2)心身の健康維持 
・学生相談室でのカウンセリングにかかる相談内容は、カウンセラーが直に接するため個

人情報は固く守られている。身体等に障害がある学生が授業や試験を受けるにあたって

の相談窓口としても機能している。カウンセラーの勤務時間外は、相談員による時間外

相談にも取り組んでいる。 
・健康の自己管理の一環として、健康チェックが実施できるように整備している。体脂肪

やアルコールパッチテスト、血圧測定に加え血管年齢測定器を新たに設置した。結果に

ついては必ず説明・指導を行っている。 
・健康教室は年 3 回実施しているが、一人暮らしを快適に過ごすポイントや調理のポイン

ト、友人、異性との付き合い方など話し合いを中心に実施している。 
(3)安全と衛生の体制 
・保健室では、毎年 4 月に受診する健康診断において、保健室が対応し、異常の早期発見

や保健指導、健康相談を積極的に実施している。保健室では、命の大切さについて考え

ることをベースに「心と体の健康教室」を開催し、大学生活で必要な健康の自己管理が

できるよう指導している。 
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・「自動体外式除細動器(AED)」を、東広島キャンパスは 1 号館 1 階に、呉キャンパスも

1 号館 1 階に、広島キャンパスは 1 階管理人室にそれぞれ設置し、救急の対応に備えて

いる。 
・ 近問題となっている受動喫煙対策については、開学当初からの校舎内禁煙の方針をよ

り強化し、「禁煙推進・マナー向上ワーキンググループ」を立ち上げ、世界禁煙デーと

連動し、本学において強化月間を設け独自に実施している。 
(4)セクシュアル・ハラスメントへの対応 
・セクシャル・ハラスメントの問題については、本学園で人権侵害防止委員会を設け対応

している。 
(5)その他 
・身体等に障害のある学生に対する修学支援を推進していくため、学生相談室が中心とな

り、平成 17(2005)年 11 月に広島大学保健管理センター長を招き、高等教育における障

害支援学生にかかる講演会を開催した。また、平成 20(2008)年 2 月には、発達障害学生

支援にかかる講演会を開催する等、教職員の啓蒙に努めている。 
・学生との接し方などのマニュアルを記載した冊子「教職員のための学生対応ガイド」を

作成し、教職員に配付することで、学生支援や学生サービスの質の向上に努めている。 
 

４－３－⑤ 学生サービスに対する学生の意見等を汲み上げるシステムが適切に整備さ

れているか。 

[全学] 
(1)学生意識・動向調査 
・「学生意識・動向調査」（第 1 回平成 16(2004)年 12 月、第 2 回平成 17(2005)年 7 月、

第 3 回平成 18(2006)年 7 月）を実施し、学生生活全般、課外活動、交友関係、食堂等学

生の意識・要求等を調査した。 
(2)VOS 
・VOS は個々の学生が直接、意見や不満を訴える制度で、学生は特定のフォーマットに記

名記述し、学内 6 箇所に設置した回収箱に投函する。職員は学生の名前を伏せ、当該者

に回答を求め、同時に必要な対策を検討・実施し、結果を学生に知らせている。 
 

（２）４－３の自己評価 

[全学] 
・平成 17(2005)年度から本学両キャンパスに学生支援センター、呉学生支援センターを設

置し、広範な学生支援を行う上でより柔軟な対応が可能な体制が整った。各支援センタ

ーは、学生生活全般の諸問題についての対応を行い、問題発生時に迅速に対応し、必要

に応じて学生委員会を通じ方策や判断等を決定している。 
・各種講演会等の啓発的人間形成支援や禁煙・マナー向上キャンペーン等安全で健康的な

学園生活支援を行い、健康面においてもサポートを行っている。中でもセクシュアル・

ハラスメントに関しては、「学生意識・動向調査」の中で定期的に調査している。 
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（３）４－３の改善・向上方策（将来計画） 

[全学] 
・昨今、学生の健康・心的・生活相談等が急激に増加していることから、平成 16(2004)
年度から学生相談専門カウンセラーを両キャンパスに配置し、問題解決に注力している。

しかし、全ての学生に対するケアができているとは言いがたく、支援を必要とする学生

へのサポートの充実には全教職員の協力が重要である。現在、学生相談専門カウンセラ

ー、相談員等が学生相談を行っているが、必要に応じて身近な教職員のサポートが不可

欠であり、より柔軟な学生対応ができるよう教職員が研修会に参加し、スキルアップを

行うよう、検討していく。 
・授業料等納入のため、金融機関より教育ローンの借入をした学生に対して、金利の一部

を援助することにより、学費支弁の経済的負担の軽減を図り、学業成就と成績向上を助

成することを目的として、平成 20(2008)年度から、教育ローン金利助成奨学金制度を導

入すべく準備を進めている。 
 

４－４  就職・進学支援等の体制が整備され、適切に運営されていること。 

 

（１）事実の説明（現状） 

４－４－① 就職・進学に対する相談・助言体制が整備され、適切に運営されているか。 

[全学] 
・学生の進路をサポートする専門部署としてキャリアセンターが設置されている。キャリ

アセンターでは、センター長以下、専任事務職員 9 人、嘱託事務職員 2 人の合計 11 人

体制で就職・進学等の支援を行っている。事務職員の配置は、専任が東広島キャンパス

4 人、呉キャンパス 5 人、嘱託が東広島キャンパス 1 人、広島キャンパス（エクステン

ションセンター）1 人となっているが、相互に補完し合い就職に対する相談・助言体制

の充実を図っている。 
・キャリアセンター長は、産業カウンセラーおよびキャリア・コンサルタント（産業カウ

ンセラー協会）の有資格者である。また、職員はキャリア支援セミナー等の計画的な参

加により相談・援助力の深化に努めている。 
・その他、キャリアセンターでは以下のような活動を行っている。 

(1)東広島・呉キャンパスでの企業説明会、病院説明会の実施 
(2)企業人事担当者と教職員との就職懇談会の実施(大阪および広島） 
(3)10 地区で開催する教育懇談会における、保護者向けの就職講演会および個別の就

職・進学等進路相談の実施 
(4)「求人パンフレット」を医療機関・福祉施設向け、企業向けに 2 種類作成・配付 
(5)就職活動のための「キャリアガイドブック」作成および学生・保護者への配付 
(6)就職活動ガイダンス、小論文・作文模擬試験、筆記試験対策、履歴書作成指導、面

接・マナー講座、メイク講座および 4 年生による就職活動体験報告会を実施 
(7)求人情報等のメール配信および学内限定ホームページでの閲覧、詳細を学内ネット

ワーク上のキャリアセンターホームページへ学内設置のパソコンからアクセスする

ことにより閲覧可能 
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(8)適性検査（1 年次生）、就職オリエンテーション（1、2 年次生）の実施 
・本学園は、学生の就職活動の支援の一環として、実費（一泊 1,000 円）で利用できる宿

泊施設「国際教育センター」（広島市中区）、「研修センター・OIT ホール」（大阪市旭区）、

「東京戸越セミナーハウス」（東京都品川区平塚）を備えている。 
 

４－４－② キャリア教育のための支援体制が整備されているか。 

[学部・学科] 
・本学におけるキャリア支援の中心となる資格取得については、各学科で取得を目指す診

療放射線技師、臨床工学技士、理学療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、看護師、保

健師、建築士、薬剤師等の国家資格取得に向け、正規の授業外で特別講座を開講するな

どして、積極的な学習支援を行っている。その結果、各種国家資格の合格率は表 4－4
－1 に示すとおり概ね全国平均と同等あるいはそれ以上という好成績を残している。 

 

表4－4－1 2007 年度 国家資格の合格率と全国平均合格率 

国家資格 本学合格率 全国平均合格率 

保健師 89.6％ 91.1％ 

看護師 98.4％ 90.3％ 

診療放射線技師 84.9％ 73.2％ 

臨床工学技士 88.5％ 83.1％ 

社会福祉士 39.2％ 30.6％ 

精神保健福祉士 77.8％ 60.4％ 

診療情報管理士(日本病院会) 27.8％  

薬剤師 94.2％ 76.1％ 

 

・国家資格以外の専門職に有用と判断される資格についても、各学科において、正課の授

業外で特別講座を開講するなどして、キャリア支援を行っている。 
・本学ではインターンシップを推進しており、特に企業への幅広い就職が主体となる心理

科学部と工学部の 2 学部でガイダンスを実施し、参加を募っている。平成 19(2007)年度

は参加者 44 人であった。 
・訪問介護員 2 級養成講習を年 2 回実施している。 
・平成 19(2007)年度よりエクステンション講座の講座数を 9 講座より 24 講座に増やし学

生へのキャリア支援を強化した。受講生は延べ 400 人を超える状況である。講座によっ

ては移動用バスを配備し、キャンパス間を横断しての開講も実施した。表 4－4－2 に示

すとおり合格率は概ね全国平均と同等あるいはそれ以上という好成績を残している。 
 

表4－4－2  2007 年度開講の資格講座の合格率と全国平均合格率 

資格名 本学合格率 全国平均合格率 

ビジネス文書検定２級 81.8％ 53.9％ 
ビジネス文書検定３級 100.0％ 91.0％ 
ビジネス能力検定３級 100.0％ 89.1％ 
秘書技能検定２級 67.7％ 50.8％ 
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サービス接遇検定２級 75.9％ 65.5％ 
サービス接遇検定準１級 86.7％ 75.5％ 
簿記検定３級 33.3％ 31.2％ 
初級システムアドミニストレータ 23.1％ 31.0％ 
２級医療事務技能審査試験 47.6％ 67.1％ 
アロマコーディネーター 75.0％ 70.0％ 
販売士検定３級 64.3％ 66.2％ 

 

・平成 20(2008)年度より、本学が奨励する資格試験に合格した（TOEIC においては、あ

る一定の点数に達した）場合に、奨励金を支給する「資格・能力取得奨励金制度」を発

足させた。 
 

（２）４－４の自己評価 

[学部・学科] 
・本学は開学以来、非常に高い就職率を残すことができている。現在、7 期生まで社会に

送り出しており、内訳は、第 1 期生 98％、第 2 期生 98％、第 3 期生 99％、第 4 期生

95％、第 5 期生 98％、第 6 期生 99％、第 7 期生 99％となっている。 
・資格に直結した保健医療学部、医療福祉学部、看護学部、薬学部については、将来の職

業を明確に決めた学生が入学しており、日常の授業や長期の学外実習で高い専門性を養

成することが可能である。一方、企業への就職が中心となる心理科学部・工学部の学生

については、初年次から自分自身をみつめて、卒業後の自分を想像し、目的を持って有

意義な大学生活を送ることができるよう指導（ガイダンス等）を行っている。 
  

（３）４－４の改善・向上方策（将来計画） 

[全学] 
・学内での企業説明会・病院説明会の充実を図り、就職率の向上を図る。 
[学部・学科] 
・インターンシップは、工学部については、学部の特性（工学系）から以前より受け入れ

先を独自に開拓していたが、心理科学部についても平成 20(2008)年度より本学学生のニ

ーズに合った受け入れ先を独自に開拓することとした。単なる企業見学から実質勤務体

験が可能となる 3 週間から 1 ヶ月間を目安に受け入れていただくこととする。それに伴

い、事前研修や毎日の報告書記入などもよりきめ細かな支援をバックアップすることに

より、働くことの意味を真摯に学ぶ有効な場とする。 
・エクステンション講座に関しては、平成 20(2008)年度は新たに 4 講座を追加し、統廃合

を含め全 23 講座を開講する予定である。 
 

[基準４の自己評価] 

[全学] 
・学生に対する経済的支援の面では、日本学生支援機構の奨学金に加え、本学園独自の奨

学金制度により奨学金を提供しているほか、各種保険制度も充実している。 
・課外活動への支援は、本学の歴史が浅いこともあり、課外活動参加率が 46.1％という状
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況にあるにも係らず、活動費の補助、活動のための施設・用具の整備はまだ十分とは言

えない。 
・学生サービス向上に学生の意見を反映するため、平成 16(2004)年度から連続的な「学生

意識・動向調査」に取り組んでいる。これらの調査結果は、食堂の改善等の身近なもの

から、「禁煙・マナー向上キャンペーン」のような学生生活環境改善への取組み、学生

相談室のあり方の検討等幅広くサービス向上に反映されている。 
[学部・学科] 
・平成 17(2005)年度にアドミッションポリシーを定めた。このポリシーに基づき全教職員

が高い志を持って学生を迎え入れ、教育を実践すべきではあるが、学生の学力レベルの

幅が大きく開いており、導入教育を工夫しながら 2 年次以降の専門教育へつなぐ努力を

している。 
・学生への支援体制は十分に整備されてきた。特に平成 17(2005)年度に学生支援センター

を新設し、教務課、学生課、学務課、学生相談室、リメディアル学習支援室を一元化す

ることにより一貫した学生支援が可能となった。また、就職支援のため就職部をキャリ

アセンターと改め、初年次からの社会性涵養のための教育の充実（キャリア開発、イン

ターンシップ等）から 4 年次の就職活動まで一貫した支援を可能にした。 
 

[基準４の改善・向上方策（将来計画）] 

[全学] 
・アドミッションポリシーに合致する学生を獲得するために、入試センターを中心とした

全学をあげての協力が必要である。そのための施策の一つとして、平成 17(2005)年度末

に、「広報推進委員会」を設置した。本学の教育の理念を筆頭に本学の教育研究内容を

広く学外に認識してもらい、学生が目的を持って入学するよう、この委員会を中心にさ

らなる広報活動を推進する。 
・学部・学科および研究科・専攻の教育・研究施設、図書館等の共用施設、情報センター

等の学内サービス施設、その他スポーツ施設など、目的別に整備を進める。また、広島

キャンパスの整備について、今後の有効利用を踏まえた検討を始める。 
・学生への経済的支援は、留学生への学費減免率の拡大、優秀学生への経済支援の枠の拡

張等について検討していく。また SSP プログラムや学生短期海外研修支援制度のように、

学生の教育とモチベーション向上に効果のあるプログラムによって、学生の自主的活動

を経済的に支援する方策を拡充していく。 
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基準５．教員 

 

５－１ 教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。 

 

（１）事実の説明（現状） 

５－１－① 教育課程を適切に運営するために必要な教員が確保され、かつ適切配置されて

いるか。 

・広島国際大学および広島国際大学院（以下「本学」という）の教員組織は、表 5－1－1
に示すとおりである。全教員数は 291 人で、これは、大学設置基準上必要専任教員数 192
人に対して 99 人多く、広島国際大学（以下「本大学」という）の各学部・学科に適切

に教員を配置している。 

・共通教育を担当する教員は、学部・学科や国際交流センターなどに分散配置されている。 

・広島国際大学大学院（以下「本大学院」という）については、基礎となる学部を母体に

原則として専門教育を担当する教員が研究指導を行っている。実践臨床心理学専攻（専

門職学位課程）については 6 人の大学院専任教員を配置し専門教育を行っている。 

 

表5－1－1 教員数 

診療放射線学科 19 3 8 25

臨床工学科 17 1 8 32

理学療法学科 16 0 8 35

医療福祉学科 20 0 10 28

医療経営学科 19 0 10 33

臨床心理学科 12 0 7 45

コミュニケーション学科 12 0 6 44

感性デザイン学科 15 0 10 44

建築学科 15 0 8 21

住環境デザイン学科 9 0 8 21

情報通信学科 17 0 8 23

機械ロボティクス学科 9 0 8 18

看護学部 看護学科 31 8 13 37 12 15.0

薬学部 薬学科 52 2 32 21 4 5.2

看護学研究科 看護学専攻（修士） 13 2

医療工学専攻(博士前期） 27

医療工学専攻(博士後期） 16

医療福祉学専攻（修士） 7

医療経営学専攻（修士） 15

臨床心理学専攻（博士後期） 8

コミュニケーション学専攻 11

感性デザイン学専攻（修士） 9

実践臨床心理学専攻（専門職学位） 6 0 6 8

建築・環境学専攻（修士） 17

情報通信学専攻（修士） 12

18 0 0 13

1 0 0 0

3 0 0 0

291 14 570 132

4.6

23.1

9.0

19.9

2

専任

教員数

非常勤依存

率％

30

17

33

12

設置基準上

必要専任

教員数

兼担

教員数

兼　任

(非常勤)

教員数

総合人間科学研究科

社会環境科学研究科

心理科学部

工学部

合　　計

国際交流センター

心理臨床センター

教職教室

　学部・学科、研究科・

　専攻、研究所等

保健医療学部

医療福祉学部

7

助手

平成 20(2008)年 5 月 1 日現在 （単位：人） 
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５－１－② 教員構成（専任・兼任、年齢、専門分野等）のバランスがとれているか。 

・本学の教員構成のうち、専任教員数 291 人に対して、兼任教員数は、132 人である。非

常勤依存率は、各学部で、4.6％～23.1％とばらつきがある。 

・教員の年齢構成については、学科ごとに特性があるが、大きな偏りはない。 

・専門分野のバランスについては、採用時に十分な検討がなされ、主要科目については専

任を置き、本学の教育課程の運営に支障のないように概ねバランスが確保されている。 

 

（２）５－１の自己評価 

・本学では、大学設置基準上必要専任教員数を充足し、かつ適切に配置している。 

・専任・兼任の教員構成については、非常勤依存率が高い学科もあるが、全学的に非常勤

講師の授業担当比率は低く、専任・兼任の教員構成バランスは保たれている。教員の年

齢構成については、大きな問題はなく、また、教員の専門分野についても、概ねバラン

スよく配置されている。 

 

（３）５－１の改善・向上方策（将来計画） 

・今後も、必要な教員の確保や適切な配置の維持に努める。教員の年齢構成や専門分野に

ついて若干偏りのある学科については、退職した教員の補充などを行う際に、適切な人

事計画を立てた上で、新任教員の採用を行う。 

 

５－２ 教員の採用・昇任の方針が明確に示され、かつ適切に運用されていること。 

 

（１）事実の説明(現状) 

５－２－① 教員の採用・昇任の方針が明確にされているか。 

・学部長会議の承認を得て、教員の採用・昇任の方針が明確にされている。 

・採用については原則として、准教授もしくは講師とする。ただし、学部・学科の教員配

置、教員の専門性および大学院の設置などによって、教授ならびに客員教授とすること

も可能としている。 

・教員募集は、原則として公募とする。ただし、学部・学科、研究科・専攻・課程等の新

増設に伴う教員組織を構成する際に、専攻分野、特定の業務等の関係で人材が極めて得

にくい時、客員教授を採用する時などは随時採用を可能としている。また、公募時の採

用候補者の選考方法は第 1 次選考（書類選考）、第 2 次選考（面接選考）を行うものと

し、選考基準、選考方法、選考担当者等を明確にし、教員選考委員会において選考を行

っている。 

・本学における専任教員の採用・昇任に際して、教授においては専門領域における研究、

教育の実績がある学位保有者で、かつ本学の教育目標を理解し大学運営にも協力的な人

格円満な人材を求めている。准教授、講師についてもこれに準じており、助教、助手の

場合には研究、教育面で将来性豊かな、かつ実習指導などで学生にも慕われる、積極性

と柔軟性を兼ね備えた新進気鋭の人材を求めている。 

・昇任について、適任者がいる場合は積極的に昇任人事を進め、昇任者の選考および審査

については、学部長が学長に推薦し、教員選考委員会において資格審査を行っている。
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このことについては、以下の項目を考慮している。 

(1)専門分野においてすぐれた業績があり、学会でも評価されているもの 

(2)教育への貢献、FD(Faculty Development)の結果、学内・学部内の各種委員としての活動

も考慮する 

(3)本学教員選考基準を満している 

(4)学部・学科で教授・准教授・講師のバランスがとれるようにする 

・平成 19(2007)年度からは、教員の新規採用の際、学部・学科で委員会を設置し、当該委

員会が書類選考および面接選考を行い、さらに、模擬講義を課すなどして、教員候補者

の教育力を選考基準に加えた。 

(5)実践臨床心理学専攻（専門職学位課程）については、採用・昇任に際し以下の項目を考

慮している。 

1)専攻分野について、教育上または研究上の業績を有する者 

2)専攻分野について、高度の技術・技能を有する者 

3)専攻分野について、特に優れた知識および経験を有する者 

 

５－２－② 教員の採用・昇任の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用されている

か。 

・教員の採用・昇任については、「広島国際大学教員任用規定」、「広島国際大学大学院総

合人間科学研究科専門職学位課程委員会規定」において募集、選考、資格審査等の基準

が設けられ、教員の資格審査に関する基準規定として「広島国際大学大学院教員選考規

定」、「広島国際大学教員選考基準」、「広島国際大学特任教授規定」、「広島国際大学客員

教授規定」が設けられ、これに基づいて運営されている。 

 

（２）５－２の自己評価 

・教員の採用・昇任の方針は、本大学の学部長会議の承認を得て明確にされており、規定

整備も行い、適切に運用されている。 

 

（３）５－２の改善・向上方策（将来計画） 

・教員の採用・昇任の方針については、現在適正に運用されているが、今後の社会情勢や

教育・研究現場の状況を考慮し、教員の採用・昇任の方針またはそれに基づく規定の修

正を適宜行う。 

 

５－３ 教員の教育担当時間が適切であること。同時に、教員の教育研究活動を支援する

体制が整備されていること。 

 

（１）事実の説明（現状） 

５－３－① 教育研究目的を達成するために、教員の教育担当時間が適切に配分されてい

るか。 

・本学は、授業を担当すべき 1 週間あたりの責任時間数を、1 授業時間を 90 分とし単位換

算によりこれを 2 時間とした上で、卒業研究を指導する専任教員については 8 時間、そ
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の他の専任教員については 10 時間と定めている。ただし、役職についている専任教員

は「広島国際大学専任教員の授業担当時間に関する規定」に従い授業担当責任時間を軽

減することができるものとしている。平成 19(2007)年度専任教員の 1 週間当たりの平均

担当授業数は表 5－3－1 に示すとおりである。 

・看護学部については、教授の 1 週間当りの平均担当授業時間数が責任時間数を満たして

いない。 

 

表5－3－1 専任教員の１週間当りの平均担当授業時間数 平成19(2007)年度 

 

 教授 准教授 講師 

保健医療学部 12.6 11.7 12.3 
医療福祉学部 13.8 16.0 13.8 
心理科学部 11.7 10.4 12.4 
工学部  9.1 11.8 12.1 
看護学部  5.6 25.1 24.6 
薬学部  9.5  9.1  9.2 

注１：１授業時間を90 分とし単位換算によりこれを２時間とする 

 

５－３－② 教員の教育研究活動を支援するために、ＴＡ(Teaching Assistant)等が適切に

活用されているか。 

・診療放射線学科では、専門教育の実験・実習科目に医療工学専攻博士前期課程の学生を

TA(Teaching Assistant)としている。 

・医療福祉学科では、社会福祉援助技術演習に医療福祉学専攻の学生を TA として活用し

ている。 

・医療経営学科では、共通教育の情報処理演習で医療経営学専攻の学生を TA として活用

し教育効果を高めている。 

・建築学科では、構造･材料実験の授業において、教員の教育活動を支援するために、TA
を採用している。 

・住環境デザイン学科では、構造・材料実験にTA を活用している。 

・情報通信学科では、情報通信工学実験に TA を活用している。 

・表 5－3－2 に、平成 19(2007)年度の TA 採用数を示した。平成 19(2007)年度は、情報

処理演習や実験・実習科目などにおいて、53 人の大学院生を TA として採用し、教育効

果を高めている。 

 

 

 

 

 

 

 64



広島国際大学 

表5－3－2 TA人数 平成19(2007)年度 

TA人数 

前 期 後 期 
科目区分 

東広島 

キャンパス

呉 

キャンパス

東広島 

キャンパス

呉 

キャンパス 

計 

共通教育科目 演習 12 3 8 3 26 
実験・実習  1 2 7 2 12 

演習  1 2 4 1  8 専門教育科目 

講義 － 5 － 2  7 
計 26 27 53 

 

５－３－③ 教育研究目的を達成するための資源（研究費等）が、適切に配分されているか。 

・ 教員が使用できる資源には学部に配分する「学部予算」、個人の研究活動を助成する「個人

研究費」および競争的外部資金申請のための「研究の種」を培うことを目的とし、学内

の優れた研究に対し、研究助成を行う「特別研究助成」制度がある。  

・ 学部予算について、予算編成時において学部ごとの学費単価を基に学生一人当たりの予算額

（学生単価）・教員一人当たりの予算額（教員単価）を各々設定し、学生単価に次年度 5 月

1 日現在の学生予想数を、教員単価に教員予想数を乗じて算出したものを各学部に配分し、

大学院予算については、学部予算同様に学生一人当たりの予算額（学生単価）に学生予想数

を乗じて算出したものを配分している。なお、予算執行の当該年度の 5 月 1 日現在の実学

生数、実教員数をもって、予算を補正しており、適切に配分している。 

・ 個人研究費は、研究計画を提出した教員個人に対して、研究活動奨励を図るため、教授・助

教 30 万円（年額）、准教授・講師 40 万円（年額）を配分しており、職階によって異なった

金額としている。これは、教員の中堅クラスとして教育活動に加えて研究活動にも注力して

もらうため、あえて配分金額に差を設けているものである。 

・ 特別研究助成は、助成希望者の申請書を審査し、採択者に対し 1件 30～70 万円（総額 1,000
万円）を配分している。審査は、申請書の研究内容に関係のある分野から審査員を複数人選

出し、公平な審査を行っている。平成19(2007)年度の採択者数は 18 人であった。 

 

（２）５－３の自己評価 

・ 予算の配分に関しては、学部・学科の事情に則し、適切な配分がなされている。 

・ 各教員の担当時間は、看護学部を除き概ね適正な範囲に収まっている。看護学部においては、

学外実習指導を担当する准教授および講師に過度の負担が生じている反面、教授については

責任時間を満たしていない。 

・教員の教育研究活動を支援する体制としてのTA は、一部を除けば十分な人数を採用して活

用しているとはいい難い。その背景にはこれまでのところ、TA となるべき大学院生に社会

人が多いことや自己学習やアルバイトのために時間がとれないという事情がある。 

・「個人研究費」「学部予算」「特別研究助成金」の配分については各学部とも概ね適切に処理

されており、特に若手研究者への研究活動を奨励するものとなっている。 
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（３）５－３の改善・向上方策（将来計画） 

・ 一部の教員に過重な教育負担が見られる点の改善策としては、専門性等を考慮に入れながら

も学外実習を適切に配分することで可能な限り負担の分散化を図る。 

・ 看護学部の教授については、学外実習に参加することで、責任時間を満たせるようにする。 

・ 現状の学内意思決定機関の基本的な組織がより能率的に機能でき、かつ特定の教員への

偏重の少ない運営が可能な方策を講ずる。 
・ 教育研究活動の支援策の一つとして学部卒業生の大学院進学者が増加してきている学部・学

科においては、条件整備を図りTA の一層の活用をめざす。 

 

５－４ 教員の教育研究活動を活性化するための取組みがなされていること。 

 

（１）事実の説明（現状） 

５－４－① 教育研究活動の向上のために、ＦＤ等の取組みが適切になされているか。 

・本学では、教育研究活動の向上のためのFD 委員会を設置し、学生による全教員の授業を対

象とした授業評価、教員を対象としたFD 研修会、講習会の開催、成績評価の基準作成など

の活動を行っている。FD 委員会は年々審議する内容も充実し、年6 回程度開催するに至っ

ている。当委員会では、FD 活動の基本方針、実施計画を作成するとともに、FD に関わる

講演会の開催、学内広報誌の発行、「受講生満足度調査」の実施と結果の分析、および教員

への結果のフィードバックを行っている。 

・FD 委員会では、授業評価と授業改善を 2 つの柱とし、それぞれについてワーキンググル

ープを編成し活動している。授業評価では、学生に対して年2 回、「受講生満足度調査」を

実施し、その結果について学内掲示による公表を行っている。また、授業改善では、定期的

に学内広報誌として「FD News Letter」を発行し、学外講師を招きFD に関する研修会を

実施している。また、平成 20(2008)年 4 月には、これまでの学内における FD 活動をまと

めた「2006 年度～2007 年度FD 活動報告」を発行した。平成 19(2007)年 12 月より授業公

開を開始し、教授能力の向上を図り、授業改善を進めている。 

・受講生満足度に対する学生の意見については、FD 活動の一環として、学生の授業に関

する意見を汲み上げるシステムとして「受講生満足度調査」を毎年度前期および後期の

概ね 終講義またはその直前の講義で実施し、そのアンケート結果を学生へ開示すると

ともに、各教員へフィードバックすることで、授業の改善に役立てている。「受講生満

足度調査」は、「学生の授業への取組み方」、「授業内容への理解度と満足度」、「教員の

授業への取組み方と教授スキルおよび学生への指導方法」の 3つについて実施している。

FD 委員会は、教員の授業改善の工夫等の実態把握に取り組んでいる。 

・FD委員会を中心として、全国的なFD活動への積極的参加など個別的な対応も行っている。 

 

５－４－② 教員の教育研究活動を活性化するための評価体制が整備され、適切に運用され

ているか。 

[学部・学科] 

・ 毎年教員の業績について、大学側への提示を求めており、これは学部長において内容を確認

し、正当な評価をすべく検討を続けている。研究発表会や学術雑誌への掲載等により評価が
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行われているケースもあるが、評価体制づくりについては評価方法についての適切な評価と

運用が必要であり、その整備はまだ始まったばかりである。 

 

（２）５－４の自己評価 

・FD については、「受講生満足度調査」の実施、教職員への FD 研修会、広報誌の発行等、

教育研究活動の向上のためのFD 活動は活発化している。FD 委員会を中心とする教育向上

に向けた取組みは適切に機能している。 

・ 特に、教育課程別、専門学科別等のよりきめ細かなFD 活動による、授業評価が必要である。 

・ 本大学院については、これまで学部教員が大学院担当教員として教育研究に携わってきたた

め、大学院として特別なFD 活動を行ってきてはいない。しかし、専門職大学院設置に伴い、

大学院所属教員が配置されたことから、今後大学院へのFD 活動を推進していく。 

 

（３）５－４の改善・向上方策（将来計画） 

・今後の改善策の一つは、現状の問題点を抽出し、本学の現状に沿った、特色ある活動を計画

し、さらに、教職員に深く関心をもたれる形での、より有効なFD を展開することである。 

・教員の教育研究活動の評価については、活動の客観的評価方法の整備と運用を迅速に実施す

ることが今後の課題であり、FD委員会において検討していく。 

 

[基準５の自己評価] 

・ 教育課程の運営に必要な教員は、概ね十分に確保されており、教育活動の充実が図られてい

る。 

・ 教員の採用・昇任の方針は、各段階で協議され明確にされており、規定整備も行い、適切に

運用されている。 

・ 各教員の担当時間は概ね適正な範囲に収まっているが、看護学部の教授については責任時間

を満たしていない反面、学外実習指導や資格試験対策を必要とする学科で一部の教員にやや

過度な負担が生じている。 

・ FD については、「受講生満足度調査」、FD 研修会、広報誌の発行等、次第に活発化してき

ている。 

 

[基準５の改善・向上方策（将来計画）] 

・ 条件整備を図りTA の一層の活用をめざし教育研究活動を支援する。 

・ 特に看護学部における教員の担当時間の整備も含めた検討を行うため、「看護学部の実習施

設等に関するワーキンググループ」を設置する。 

・ FD については年々活発化しており、今後も本学の現状に沿った特色ある活動を計画し、よ

り有効な活動を展開する。 

・ 教員の教育研究活動を活性化するために、「教員評価制度」の構築に向けて「教員評価ワー

キンググループ」を発足させ、教育研究に関する質的向上を図る。 
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基準６．職員 

 

６－１  職員の組織編制の基本視点及び採用・昇任・異動の方針が明確に示され、かつ適

切に運営されていること。 

 

（１）事実の説明（現状） 

６－１－①  大学の目的を達成するために必要な職員が確保され、適切に配置されている

か。 

・広島国際大学および広島国際大学大学院（以下「本学」という）では、東広島キャンパ

ス、呉キャンパス、広島キャンパスの 3 校地に、平成 20(2008)年 5 月 1 日現在 96 人の

専任職員が従事しており、表 6－1－1 に示すとおり、専任職員に加え、嘱託職員、派遣

社員および臨時要員で職員を構成している。 

・大学全入学時代の到来と少子高齢化、社会貢献等、大学のさまざまな課題に対応し、内

外の環境の変化に適応していくため、事務組織の見直しを本学より学園に提案、折衝の

上、随時適切な人員配置を行っている。 

  

表 6－1－1 職員数一覧 

専任職員 嘱託職員 派遣社員 臨時要員 合計 

人数 96 人 26 人 28 人 34 人 184 人 

割合 52.2％ 14.1％ 15.2％ 18.5％ 100.0％ 

                         平成 20(2008)年 5 月 1 日現在 

 

６－１－② 職員の採用・昇任・異動の方針が明確にされているか。 

・職員の採用については、学校法人常翔学園（以下「本学園」という）本部が総括的に行

っている。必要人員数、配置部署について本学園本部と協議し、求める人材の確保に努

めている。「改革を推し進める」、「職責を全うする」、「組織内で協働できる」「周囲から

信頼されている」といった人材像を示し、有能な人材の確保に努めている。 

・昇任および異動については、自己申告書および人事考課をもとに、職員の能力、経験、

勤務態度等を総合的に判断し、決定している。自己申告や人事考課は毎年実施しており、

さらに、考課者に対する講習会も本学園人材課において実施し、基準の明確化を図って

いる。 

 

６－１－③ 職員の採用・昇任・異動の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用さ

れているか。 

・職員の任用（採用・昇任・転任・配置換等）は本学園本部人材課において一括して行っ

ており、「広島国際大学教職員任用規定」により、職員の区分、資格、募集・選考方法、

資格審査等の手続きを定めている。規定に基づく運用のために、自己申告書の提出、人

事考課の実施、面談により、適材適所での職員活用を行っている。 

・人事考課に際しては、課長を上長が、係長および課員を課長が面接し、職員の意見を聞
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いた上で職員を評価し、昇任・異動に反映させるようにしている。 

・面接については、本学各部署とは別に本学園人材課においても必要に応じて職員の面接

を行い、適材適所を旨とする一方で本学園職員としてのキャリアアップを念頭に、適正

人事を行っている。 

・職員の採用および昇任については規定が定められているが、本学園全体として基準が統

一されておらず、本学独自の規定によって運用がなされている。 

 

（２）６－１の自己評価 

・職員の採用については、必要職員数を綿密に精査する関係から募集時期が遅くなる傾向

にあるが、新卒者に限定せず、即戦力として活用が見込まれる第二新卒や中途採用者を

含め、広く有能な人材を確保している。 

・昇任・異動については、自己申告、人事考課、面談など総合的に判断して決定しており、

一定の効果を生じているが、人事考課の結果について各職員の理解を得て、さらに効果

的な利用に向け改善の余地がある。 

・本学園において、同一法人内でありながら異なった任用体系を導入しており、本学以外

の本学園事務職員との差異があることから、この点については今後検討する必要がある。 

 

（３）６－１の改善・向上方策（将来計画） 

・事務職員として一括に処遇している現在の制度を改め、「総合職」系列と「専任職」系

列の複線型人事フレームと職能資格制度を導入し、それぞれのコースおよび資格に応じ

た意識を期待する枠組みへの移行を実施するとともに、資格昇任等の要件と方法につい

てもさらに明確化する。 

・本学園が期待する人材像を具体的に示し、目標管理制度に基づき各職員が行うべき仕事、

役割をより明確に認識した上で、目標達成度評価、行動特性評価の導入により、適正な

評価基準に基づく処遇への反映を導入し、組織力アップを図ることとなる。 

・新制度への移行は、平成 20(2008)年度を準備期間とし、平成 21(2009)年度からの本格

実施を予定している。 

 

６－２  職員の資質向上のための取組みがなされていること。 

 

（１）事実の説明（現状） 

６－２－① 職員の資質向上のための研修（ＳＤ等）の取組みが適切になされているか。 

・本学園にはコンプライアンス意識の高揚と徹底を図るため、行動規範を制定し、その中

で「学園構成員としての態度」が定められられている。これに基づき、職員の資質向上

が図られている。 

・特に SD(Staff Development)を本学の改善策としての重要なファクターとして位置付け、

本学園の事業計画として取り入れ、本学園人材課を中心に計画的な取組みが行われてい

る。 

・学外における学生の生活支援、就学支援およびキャリア支援、図書館業務・情報検索、

危機管理、人権問題、ネットワークに関する業務、さらに研究支援に関することなど、
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様々な研修会、講演会およびフォーラム等にも、各事務担当部署において予算化し、各

業務を遂行している担当職員が毎年研修に参加し、職員の資質向上を図っている。 

・本学において課長職以上の職員の連絡会を毎月定期的に開催している。これにより、各

部署間の問題を共有し、総合的視点による職員の資質向上を図るとともに、直面してい

る課題について、部署内にとどめることなく解決に向けて取り組んでいる。 

・経営理念、就業規則、学園組織の概要を理解させることを目的として、採用前ガイダン

スを実施している。経営理念に関しては浸透を図るため本学園理事長から直接新入職員

に対して、四位一体の経営理念、中・長期目標などを説明し、職員としての意識喚起を

行っている。 

・役職者・管理職者に対して、本学園の事業方針を理解し、組織運営に寄与できる資質を

涵養するため必要な研修を実施している。平成 19(2007)年度は、日本私立大学協会事務

局長を講師に招き「私学を取り巻く諸情勢について」と題して講演会を実施し、また、

教育経営セミナーとして、同様に学外からの識者を招き「首都圏事例からみた私立中学

校の現状と課題」および「道州制で何が変わるか」と題して講演会を開催した。 

・新任課長、新任係長を対象に、各役職の期待役割に応じた研修を実施している。平成

19(2007)年度は、合宿研修により、グループ討議・演習、業務改善課題の提案（プレゼ

ンテーション）、講演会「職場改善活動のあり方について」など年間を通じて継続的に

実施し、役職者としての意識改革を徹底した。 

・日本私立大学協会への研修派遣をはじめとして、学外で開催される研修会・セミナー等

へは随時適任者を派遣し、参加後のレポート作成や所属部門における説明会の実施など、

業務現場へのフィードバックを課し、本人の資質向上とともに、職場の活性化への還元

を図っている。 

 

（２）６－２の自己評価 

・本学園では、学園人材課における研修計画があり、さらにこれを有効に機能させるため、

本学において独自の研修を行っている。その内容は非常に多岐にわたり、大学における

業務全般について多くの職員が研修を受けており、大学行政を担う職員としての専門的

知識の習熟を図っている。 

・本学は開学後 10 年を経過したが、開学時に本学園および本学園の設置する大阪工業大

学および摂南大学（以下「姉妹校」という）より管理職として本学へ出向していた職員

は、本学園および設置各大学に戻り、現在殆ど本学に在籍していない。このため職員の

平均年齢は低く、かつ勤続年数の少ない職員構成となっており、スキルアップは常に課

題となっている。本学としては、この問題を意識し、学内、学外において多様な研修を

行っており、その研修の開催および参加回数は年々増加している。 

 

（３）６－２の改善・向上方策（将来計画） 

・職員の資質向上を目指し、定期的な研修とそのフィードバックが必要である。特に学外

の研修会への参加については、研修参加者が得た技能・知識をいかに他の職員に伝えて

いくかが重要であり、研修参加報告会を実施するなど、職員同士の連携を図る。 

・平均年齢の低さと勤続年数の短さによる、スキルアップに関わる問題については、特に
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管理職の育成について研修プログラムを策定し、その資質向上を図る。 

・今後人事制度改革の進行により、適正な評価制度と連動しつつ期待人材像に沿った必要

な人材育成に寄与できる効果的な研修体制を構築するとともに、導入されたばかりの目

標管理制度による新たなマネジメント体制と目標達成度評価および行動特性評価の定

着に向けた研修を各階層ごとに実施し、職員個々の意識改革とスキルアップを進めてい

く。 

・事務職員のスキルアップ支援として以下の制度を新たに開始する。 

(1)業務改善賞：業務改善に一定の成果を上げた職場・個人を表彰する制度。 

(2)課題研究奨励制度：QC(Quality Control)活動の一環として広く業務改善課題を求め、

実現可能性が高くその効果が期待される課題について、調査研究のための奨励金を支給

する制度。 
(3)資格取得支援制度：業務に役立つ資格取得を奨励する制度。 
 

６－３  大学の教育研究支援のための事務体制が構築されていること。 

 

（１）事実の説明（現状） 

６－３－① 教育研究支援のための事務体制が構築され、適切に機能しているか。 

・教育および研究支援のため、総合教育研究機構と研究開発推進機構を設置し、それぞれ

の機構長を副学長が兼務している。 

・総合教育研究機構は、FD(Faculty Development)をはじめ、共通教育の運営に関するこ

となど、全学的な教育に関する企画立案を行うこととしている。 

・平成 19(2007)年度より、共通教育、導入教育、キャリア教育、e-learning、リメディア

ル教育および入学前教育を総合的に検討するための全学的教育システム検討委員会が

教務委員会の小委員会として設置された。 

・教育に関しては、東広島キャンパスにおいて学生サービスの向上を図るため、教務課と

学生課を隣り合わせに配置し、これらの部門を学生支援センターとして一元管理できる

事務体制とすることで、部門間がより連携できるようにしている。学生支援センターは

東広島キャンパスの副学長が学生支援センター長として統合管理し、呉キャンパスにお

いても同様に、呉学生支援センターに学生部門、教務部門の機能を持つ学務課を設置し、

呉キャンパスの副学長が呉学生支援センター長として管理することで、学生の教育支援

のための効率的かつ総合的な組織体制を構築している。 

・総合教育研究機構と教育および学習に関する事務について検討する教務委員会はとも

に教務課が所管し、ここで調整を行うことで、企画された教育内容が適切に運営できる

よう有機的連携を図っている。 

・研究支援に関しては、呉庶務課に産官学連携、知的財産への対応、教員の研究等を総合

的に推進していく研究開発推進機構を設置しており、産官学推進委員会、発明委員会等

の委員会において、研究支援を図っている。 

・国際交流・国際貢献に関しては、国際交流センターを設置し、教職員および学生の教育

研究支援、対外的な交流を推進していく事務体制を構築している。 

・平成 20(2008)年度からは、それまで呉庶務課で集中的に行っていた研究支援について各
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学部事務室に現場業務を振り分けることで迅速かつ手厚い研究支援体制を構築するこ

とを目的とし、事務組織の改編を実施した。  

 

（２）６－３の自己評価 

・本学では、ほぼ毎年のように学部・学科および研究科・専攻の増設、改組等を行い、そ

の規模が拡大しているが、これに伴い、より適切な教育研究支援のため、事務組織の再

編および組織の強化が図られている。さらに学生数および教員数の増加による学生への

教育支援、教員への研究支援を大学全体の組織強化によって計画的に対応しており、職

員の配置は適切になされている。平成 20(2008)年度から着手した、学部事務室の強化に

ついては、学部事務室の事務職員に決裁権限を与えることにより、迅速な教育研究支援

を行える体制を整備したといえる。 

 

（３）６－３の改善・向上方策（将来計画） 

・現在、事務組織は機能的に運営されているが、教育改革を推進する中で、より質の高い

支援体制を構築すべく、今後も検討していかなくてはならない。特に学生支援および教

育研究支援は も重大な要素であり、これまでも学部・学科および研究科・専攻の増設、

改組等によって事務組織の再編および組織の強化が図られてきたが、今後も本学を取り

巻く環境の変化に適応していくための組織体系をその都度検討し、教育研究支援のため

の事務組織体制を整備していく。 

・総合教育研究機構に総合教育研究委員会を設置し、その小委員会として全学的教育シス

テム検討委員会および専門教育検討委員会を設け教育研究支援体制を構築する。 

［基準６の自己評価］ 

・事務職員の人事については関連規定に基づき、適切な運用がなされている。事務職員は

多様な研修活動により資質向上が図られているが、事務職員の平均年齢の低さと勤続年

数の短さから来る技術問題、特に管理職育成が課題である。教育研究上の事務組織体制

については、急激に変化する環境の中で、常に現状において 適と考える組織改革を行

い、 良の支援を行えるよう組織体制をとっている。この中で平成 20(2008)年度に行っ

た組織改革によって、事務組織体制の強化がどの程度図られたかについては検証し、そ

の上で問題点を抽出し、更なる組織体制の強化を進める。 

 

［基準６の改善・向上方策（将来計画）］ 

・教育研究活動をより効果的に進めるため、事務組織の組織体系についても研究を重ね、

組織の強化を図るとともに、より柔軟かつ迅速な対応ができるように、職員個々のスキ

ルアップを図る。そのために今後も研修会や OJT(On the Job Training)を通じての職員

の育成を計画的に進めていく。 

・事務職員の人事については、本学園の期待人材像を基本として必要な人材教育と適正な

評価を実施し、職員それぞれが必要な役割を遂行することにより、大きな意欲と 大限

の業務効果を発揮できる体系を整備すべく、目標管理制度に基づき各事務職員が行うべ

き仕事、役割をより明確に認識した上で、目標達成度評価、行動特性評価を導入し、適

正な評価基準に基づく処遇への反映を行うべく新たな制度の構築を進めていく。 
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基準７．管理運営 

 

７－１ 大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備されて

おり、適切に機能していること。 

 

（１） 事実の説明（現状） 

７－１－① 大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備さ

れ、適切に機能しているか。 

・学校法人常翔学園（以下「本学園」という）の目的を学校法人常翔学園寄附行為第 2 章 

目的および事業第 4 条に次のように規定している。 

  この法人は、教育基本法・学校教育法その他の法令に従い、学校教育を行うことを目

的とする。 

・広島国際大学（以下「本大学」という）の目的を広島国際大学学則第 1 条（目的）に次

のように規定している。 

広島国際大学は、時代の要請に基づき、深く専門の学術とその応用を教育研究し、深

い教養と豊かな人間性を備えた健全な有為の人材を育成し、もって国際社会の発展と

学術・文化の向上に貢献することを目的とする。 

・本学園および本大学これらの目的を達成するために学園の方針、将来構想、事業計画、

組織構成、予算方針等、重要な事項を、理事会に諮り決定している。 

・理事会は、その構成員に本学園の設置する大阪工業大学および摂南大学（以下「姉妹校」

という）の学長を役員として含んでおり、理事会での決議において各大学の意見が反映

されている。理事会は原則毎月開催し、迅速な 高議決機関として機能している。 

・理事会に先立ち、重要な事項については、理事長が予め評議員会の意見を聴取し、本学

園の卒業生や有識者も含まれる評議員の意見が管理運営に反映されている。 

・理事会に諮る重要事項や姉妹校の方針、将来構想、事業計画などは、広く意見を求め十

分に検討を重ねる必要がある。本学園は、この検討のための機関として、経営会議を設

置している。経営会議は、その構成員を理事長、常務理事 2 人、姉妹校の学長 3 人、本

学園の管理部門長の中から 3 人（経営企画室長、総務部長、財務部長）とし、本学園内

から広く意見を求めることができる。また、検討課題に応じて、関連する本学園本部の

部課長や各大学の学長室長等を理事長が召集し、より的確に検討が進められるよう構成

員の柔軟性に配慮している。経営会議は月 2 回開催し、各種事項について十分かつ迅速

に検討している。 

・広島国際大学および広島国際大学院（以下「本学」という）における方針、将来構想、

事業計画、組織構成、予算方針等、重要な事項は、学長、副学長 2 人、各学部長、学生

支援センター長、呉学生支援センター長、入試センター長、学長室長、図書館長、キャ

リアセンター長、国際交流センター長で構成される本学の 高議決機関である学部長会

議に諮り決定している。学部長会議は原則として月 1 回／年 12 回開催し、本会議の決

議の結果および同時に報告される理事会の決議事項に対して迅速に対応できる体制を

整えている。 

・広島国際大学大学院（以下「本大学院」という）においては、本学の学部長会議に準じ
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る形で大学院委員会を設け、学長、副学長 2 人、各研究科長、学生支援センター長、呉

学生支援センター長、入試センター長、学長室長、図書館長、キャリアセンター長、国

際交流センター長および各研究科の専攻長で構成されている。 

・本学は、平成 19(2007)年度より学長、副学長 2 人、学長室長、入試センター長、キャリ

アセンター長を構成員とする運営会議を毎月開催している。運営会議は、本学園全体の

方針に基づき本学の方針、将来計画、事業計画、予算編成方針等、重要な事項を検討す

るとともに、本学園の経営会議にて検討を進めている事項についても本学としての意見

を集約し、本学の運営に反映させている。 

・各学部に教授会、各大学院研究科に研究科委員会を設置している。教授会および研究科

委員会は、各学部・学科および研究科・専攻の教学に関する事項を中心に重要な事項を

決定し、必要に応じて学部長会議に上程する機関であるとともに、学部長会議の報告も

兼ねており、管理運営に関する決定事項は周知徹底されている。 

・本学園の経営理念に基づいた長期計画・中期計画が定められており、これに基づき本学

の当該年度の目標および予算が決定されている。 

 

７－１－② 管理運営に関わる役員等の選考や採用に関する規程が明確に示されている

か。 

・本学園の役員は、学校法人常翔学園寄附行為第 10 条に理事 13 人以上 17 人以内、監事

2 人以上 3 人以内と規定している。また、理事長の選出は、同 13 条に理事の互選により

決定すると定めている。このほか、学校法人常翔学園寄附行為には評議員会の構成、評

議員の選任等を定めており、厳格に運用している。 

・学園の役員である本学の学長の選出については、「広島国際大学学長候補者選考規定」

に定めている。本学において平成 19(2007)年度に実施した任期満了に伴う学長の選出に

ついても、本規定に基づき学長適任者の推薦、所属職員会および評議員会での意見聴取、

理事会での選任により決定した。 

・学部長会議、大学院委員会および各学部の教授会は、各規定に構成員を定めており、厳

格に運用されている。 

・本学園の経営会議や本学の運営会議は、議決機関ではなく検討を主体とした組織であり、

現時点では規定として定めていない。 

 

（２）７－１の自己評価 

・理事会は、原則毎月開催されており、適切に運用されている。また、評議員会は必要に

応じて開催され、その意見は管理運営に反映されている。 

・本学園および本学は、それぞれ経営会議、運営会議を設置しており、大学の目的を達成

するために本学園と本学のそれぞれのレベルでの検討機関として機能している。 

・本学園理事会において議決された学園の方針および本学学部長会議で議決された本学

の方針は、主に各種会議の報告事項として周知されている。また経営理念に基づいた

長・中期計画および事業計画が進められており、管理運営体制は整備されており、適切

に機能しているといえる。 
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（３）７－１の改善・向上方策（将来計画） 

・本学園および本学における管理運営体制は整備され、適切に機能している。しかし、よ

り効果的に機能させるために、本学を取り巻く環境の変化を調査し、その変化に対応す

る形で、各種会議の実施頻度、構成員、審議事項および会議そのもののあり方等につい

て見直しを進める。 

 

７－２ 管理部門と教学部門の連携が適切になされていること。 

 

（１）事実の説明（現状） 

７－２－① 管理部門と教学部門の連携が適切になされているか。 

・本学は副学長を 2 人配置しており、それぞれが総合教育研究機構長および研究開発推進機

構長を兼務している。また、それぞれの副学長は各キャンパスの学生支援センター長も

兼務しており、学生支援センター長の指揮系統下に教学に関する事務部門が設置されて

いる。 

・副学長は、管理運営および教学に関する会議・委員会の構成員となっており、管理部門

と教学部門の連携を担っている。 

・教授会および各種委員会など教学部門における方針や決定事項は、学長に答申または報

告され、本学としての議決が必要な事項については学部長会議に諮って決議している。

また管理部門における決定事項は、各種委員会および会議において通知され、管理部門

と教学部門が情報を共有し、迅速に対応が図れるよう努めている。 

・既存の組織では解決が難しい内容で且つ時限的に発生する案件については、学長諮問に

よる教員および事務職員を配置したワーキンググループを随時設置し、問題を解決する

ための連携を図っている。 

・事務組織における管理部門はそれまで「事務部」として機能していたが、平成 20(2008)
年度より学長の目的達成を念頭においた組織とするため、事務分掌を改め、「学長室」

に改組し体制の見直しを行った。 

 

（２）７－２の自己評価 

・管理部門と教学部門は、学長を中心として副学長、各種委員会の流れに基づいた指揮命

令系統を通じて組織的に協調し、運営が図られている。また教学の責任者である学長の

直轄体制として「学長室」を設置することによって、管理部門の教学部門への支援体制

を強化した。 

 

（３）７－２の改善・向上方策（将来計画） 

・今後も管理部門と教学部門がさらに連携を強化できるように、また、さまざまな課題に

迅速に対応できるように、各種委員会や会議の構成員および開催頻度について改善を進

める。 
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７－３ 自己点検・評価等の結果が運営に反映されていること。 

 

（１）事実の説明（現状） 

７－３－① 教育研究活動の改善及び水準の向上を図るために、自己点検・評価活動等の

取組みがなされているか。 

・本学では、教育・研究の高度化、活性化と質的向上を図るため、平成 10(1998)年度の開

学直後から広島国際大学自己評価委員会（以下「自己評価委員会」という）を組織し、

自己点検・評価活動への取り組みを開始している。自己評価委員会は、委員長である学

長をはじめ、副学長、研究科長、学部長、学生支援センター長、呉学生支援センター長、

入試センター長、学長室長、図書館長、キャリアセンター長、国際交流センター長およ

び全学科から選出の教員等で構成され全学的に推進できる体制を整えている。 

・自己点検・評価活動の結果についてはまず、平成 14(2002)年度に自己点検・評価活動を

行い、「自己点検・評価報告書」を作成し、続いて平成 15(2003)年度に「自己点検・評

価報告書」、平成 17(2005)年度に「自己評価報告書」、および平成 18(2006)年度に「自

己評価報告書」を作成した。 

・自己点検、評価活動の結果を自己評価報告書として効率よく取りまとめるために、毎年、

自己評価委員会の小委員会も設置している。平成 19(2007)年度は、日本高等教育評価機

構の評価項目に対して具体的に自己点検、評価活動を進める自己点検・評価ワーキング

グループとその結果を自己評価報告書として編集する自己評価報告書作成ワーキング

グループをそれぞれ小委員会として設置し本活動を推進した。 

 

７－３－② 自己点検・評価活動等の結果が学内外に公表され、かつ大学の運営に反映さ

れているか。 

・これまでの自己点検・評価活動の結果は、自己評価報告書として学内に配付している。 

・自己点検・評価活動の結果を踏まえ、自己評価委員会の中でそれまで運営されてきた

FD(Faculty Development)活動は、平成 16(2004)年度に教員の更なる教育力向上のため、

広島国際大学 FD 委員会を設置するに至った。 

・平成 17(2005)年度には教育活動の強化のために総合教育研究機構を、科学研究費補助金

への申請強化等、外部資金獲得のために研究開発推進機構をそれぞれ発足させた。 

・平成 18(2006)年度から国際性を重要視し、「国際交流センター」を設置した。 

 

（２）７－３の自己評価 

・自己点検・評価活動は、自己評価委員会を中心に円滑に実施されており、必要に応じて

ワーキンググループを設置するなど、その推進体制は組織的に整備され、運用されてい

る。 

・自己評価報告書は、外部に対しても要望に応じて配付することとしているが、現時点で

は学内のみに冊子として配付されており、外部への積極的な公開は行っていない。 

・自己点検・評価活動の結果として大学の組織改革が行われており、大学の運営に反映さ

れているといえる。 
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（３）７－３の改善・向上方策（将来計画） 

・今後作成する自己評価報告書の冊子を、学外へ配付するだけでなく、本学のホームペー

ジなどに掲載することで、本学の現状を広く学外に公開し、認識してもらうとともに、

外部の意見も積極的に聴取する。 

・今後も定期的に自己点検を継続し、その結果を次年度以降の改善へと繋げ、教育研究活

動の改善と水準の向上を図っていく。 

 

［基準７の自己評価］ 

・理事会、評議員会、学部長会議等管理運営のための会議については学校法人常翔学園寄

附行為や規定にその機能が定められており、これら各規定を厳格に遵守するとともに、

定期的に会議開催することにより、提示された意見は管理運営に反映されている。 

・本学園および本学は、大学の目的を達成するための本学園および本学のレベルでの検討

機関を設けており、ここで十分議論がなされている。 

・管理部門と教学部門は、学長を中心に学部長会議、大学院委員会および各種委員会メン

バーによる指揮命令系統を通じて、常に組織的に連携しており、本学の目的達成を図っ

ている。 

・自己点検・評価活動についても組織的に行い、その結果として自己評価報告書を作成し、

ここに現れた課題の解決を図っており、本学の運営に反映しているといえる。 

 

［基準７の改善・向上方策（将来計画）］ 

・今後も管理部門と教学部門の連携について、その効果的な組織的手法を、自己点検・評

価活動を活用して検討を進め、改善を図っていく。 

・自己点検・評価活動については、随時実施し、組織的に教育研究活動の改善と向上を図

っていく。その結果は広く公開して外部の意見も積極的に聴取する。 
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基準８．財務 

 

８－１  大学の教育研究目的を達成するために必要な財政基盤を有し、収入と支出のバラ

ンスを考慮した運営がなされ、かつ適切に会計処理がなされていること。 

 

（１）事実の説明（現状） 

８－１－①  大学の教育研究目的を達成するために、必要な経費が確保され、かつ収入と

支出のバランスを考慮した運営がなされているか。 

・広島国際大学および広島国際大学大学院（以下「本学」という）は、平成 10(1998)年に

2 学部 5 学科でスタートしたが、現在 6 学部 14 学科、大学院は 3 研究科 10 専攻を有す

る規模となった。これら学部・学科の開設・増設等については、学校法人常翔学園（以

下「本学園」という）の自己資金で対応しており、全キャンパスの用地、校舎とも自己

保有であり、安定した教育および研究活動を行う基盤が整っている。 

・少子化に伴い、学生確保については厳しい状況にあるが、こうした中で、主たる収入で

ある学生納付金収入（入学金・授業料収入）の帰属収入に占める割合を示す本学単独の

学生生徒等納付金比率は、平成 16(2004)年～18(2006)年度において帰属収入の約 78％
を占め、ほぼ安定して推移してきた。さらに平成 19(2007)年度には開設学部（薬学部等）

の年次進行による学生増で、学生納付金収入が 70 億 1,091 万円（前年対比 3 億 8,345
万円増）となり、学生生徒等納付金比率は 80.1％となっている。 

・本学単独の消費収支比率は、平成 18(2006)年度 104.4％で消費支出超過となっている。

これは平成 16(2004)年の薬学部開設、平成 18(2006)年の同学部 4 年制課程から 6 年制

課程への変更等、学部・学科の開設・増設にかかる完成年度に向けた施設設備整備によ

る基本金組入額増加等によるもので、年次進行による学生増に伴う学生納付金収入増に

より、漸次改善される見通しである。なお、本学園全体では、平成 18(2006)年度消費収

支比率は 96.2％で消費収入超過となっている。 

・医療・福祉・健康から社会基盤整備にかかる職業人養成の使命を担う本学にとって、教

育環境整備の充実が必要不可欠である。本学単独における教育研究経費比率は、平成

19(2007)年度では 35.8％（全国平均 31.0％[出典：日本私立学校振興・共済事業団刊行｢今

日の私学財政｣平成 19(2007)年度版より、平成 18(2006)年度の｢大学部門、規模別、3～
5 千人｣による比率、以下同じ]）と、平成 16(2004)年～18(2006)年度においても常に全

国平均以上を保っている。 

・本学単独の人件費比率は、平成 19(2007)年度 50.3％（平成 18(2006)年度：全国平均

50.2％）となっている。平成 16(2004)年に薬学部（4 年制）を開設し、開設初年度に 36
人の教員を採用したことにより、前年対比 16.2％上昇し 52.7％となったものの、以降に

ついては年次進行による学生納付金収入増により漸次改善されている。 

 

８－１－② 適切に会計処理がなされているか。 

・学校法人会計基準の趣旨に基づき、「予算編成規定」、「予算執行規定」、「決算規定」等

による予算執行および監査の実施により適切な執行に努めている。会計処理においては、

曖昧さ、不透明さを排除するための監査体制を整えており、内外のチェックにより適正
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妥当な会計処理体制を確立している。 

 

８－１－③ 会計監査等が適正に行われているか。 

・監査は、会計監査、監事監査、内部監査の三様監査により実施している。 

・監査は、監査法人により、会計業務が学校法人会計基準に準拠し、公正妥当に行われて

いるか、試査を基礎とし会計方針も含め行っている。 

・監事監査は、監事により行われており、期中会計監査においては、本学園会計業務を試

査により監査、取引記録簿等の妥当性を検証している。期末会計監査においては、資産

については実在性、負債については網羅性、基本金については、合目的性を検証し、期

末の財政状況、さらには予算管理を含めた資金収支・消費収支の妥当性を検証している。 

・内部監査は、学内監査の重要性を鑑み設置した「内部監査室」が行っており、組織運営、

制度運用等にかかる監査をはじめ、予算の編成、執行、決算、資産管理等にかかる会計

監査を行い、経理関係規定に基づく適正な会計業務遂行保持に向け、一層の内部監査体

制の充実を図っている。 

・資金運用については、これまで預金、国債中心のローリスク・ローリターンの運用であ

ったが、平成 19(2007)年度より運用収入の拡大を図るため分散投資を行うこととした。

始めに運用の基本的ルールを決めた「資金運用規定」を制定し、理事長を委員長とした

資金運用委員会を設置した。資金運用委員会では年度ごとに運用方針を定め理事会の承

認を得て、下半期より金融派生商品を含んだ運用を開始した。 
 

（２）８－１の自己評価 

・本学の教育の理念の特徴をより明確にし、高い教育・研究力を持ったより魅力のある大

学にするため、学部・学科の改組・改革を行い、それに沿った施設設備への投資を積極

的に行っている。これは教学面での改革と学生数増加に対応する投資であり、設置する

学部・学科は完成年度に向けて学生納付金収入の増加が見込まれるため、将来的な財政

面における健全性に問題はない。 

・各学部は、現場で活躍できる専門職業人（プロフェッショナル）を育成するため、その

資格取得を目指して成果目標を設定し、適切な予算配分を行っている。 

・事務部門は、各学部の目標に適った仕組みづくりを行うため、職員の質の向上、教育設

備教育環境の充実等、学生支援に取り組んでいる。そこで取り組むべき計画の必要性、

目的を確認のうえ、妥当な経費が計上されているのか十分な精査がなされている。 

・本学として取り組む事業計画については、向こう 5 年間の収支予測を行ったうえで年度

途中（7 月）に計画の進捗状況報告を求め、決算終了時（4 月）にはその成果も、報告

がされている。 

・「予算編成規定」、「予算執行規定」、「決算規定」等に基づき、適切な予算執行がなされ

ている。さらに規定の見直しを行い、一層の業務の円滑化が図られている。また、会計

監査の実施等により会計処理の適切さを確認し、改善すべきところがあった場合は、対

応策を検討し速やかに着手するよう努めており、監査体制は有効に機能している。 

・科学研究費補助金等の外部資金についても監事による監査の結果、経理事務に対する指

摘事項等があれば、それに対する改善策が見出され、速やかに履行がなされている。 
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・サブプライムローン問題で、株、為替、金利がいずれもマイナス方向に推移していく中

で金融商品の選定は困難を極めたが、元本毀損の恐れが極めて小さい債権をリスク分散

させながら合計 87 億円購入した。想定どおりいけば平成 20(2008)年度には、従来型の

運用より約2億円運用収入の増額が見込まれる。購入した商品については、平成20(2008)
年 5 月開催の理事会で報告を行っている。 
  

（３）８－１の改善・向上方策（将来計画） 

・少子化による大学全入時代の到来により、安定した学生確保が難しくなっており、大学

収入の大半を占める学生納付金収入についても今後減少傾向に向かうことは避けられ

ず、本学では人件費比率は学生納付金収入の 51％以内とするよう目標を定め、教育研究

目的達成のための指針である教育研究経費比率を全国平均並みに維持していくことと

とし、限られた学内資源を効果的に活用するとともに、外部資金獲得の推進に向けた取

り組みを行う。 

・本学では、平成 20(2008)年度予算編成より従来の積上げ方式から目的別予算制度に変更

した。積上げ方式は、経常経費に新規事業計画予算を精査し、これを加算して予算編成

を行うもので、新規予算が次年度以降経常費に変わり、予算枠の拡大に繋がることとな

る。そこで、 も効率的な予算編成とするため、予め予算枠を決め、その予算の範囲内

で目的ごとに効果・成果を検討、本学として注力すべき業務計画に対して重点的に予算

を振り分ける、目的別予算制度を導入した。今後、目的別予算制度を定着させ、中・長

期計画達成に向けた、目的を明確にした予算編成を行うことにより、より効果的な資金

投入を図っていく計画である。 

・目的別予算制度導入と同時に、学長の教育研究施策におけるリーダーシップ強化を図る

ため、教育研究経費・管理経費・設備関係支出予算の 5％程度を学長の裁量により執行

できる「学長裁量予算制度」を新設した。この学長裁量予算を弾力的に活用することに

より、教育研究活動の活性化を図り、急速な変化を伴う社会の要求に迅速・的確な対応

ができるようにする。 

・積極的な資金運用を行っている他大学に比して、本学の運用成果はまだ小さい。しかし、

金融市場が落ち着きを取り戻すまでは拙速なポートフォリオを構築することのないよ

うに、商品だけでなく運用期間も分散し、安全性と収益性ともに配慮した資金運用を心

がける。 

  

８－２ 財務情報の公開が適切な方法でなされていること。 

 

（１）事実の説明（現状） 

８－２－① 財務情報の公開が適切な方法でなされているか。 

・私立学校法に則った「財務情報公開規定」を定め、「財産目録」、「貸借対照表」、「資金

収支計算書」、「消費収支計算書」、「事業報告書」、「監査報告書」を備え、閲覧希望者か

らの請求に対応している。また、インターネットの本学園ホームページでも常時過去 3
ヶ年度にわたる同様の財務情報公開を行っている。 
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（２）８－２の自己評価 

・学校法人が公共性を有する法人としての説明責任を果たすべく、積極的な財務情報開示

が必要であるとの認識のもと、学費支払者である保護者および学生等の利害関係者に限

らず、本学園ホームページで広く一般に公開、常時閲覧可能としている。内容も「財産

目録」、「貸借対照表」、「資金収支計算書」、「消費収支計算書」、「事業報告書」、「監査報

告書」だけでなく、財務状況の 5 ヵ年推移などの情報および一般の方にも分かりやすい

ように、グラフ・用語説明等を使用した｢決算のご報告(簡潔版)｣も公開しており、適切

かつ積極的な財務情報の公開がなされている。 

 

（３）８－２の改善・向上方策（将来計画） 

・大学は、学内外に対して様々な情報を公開していくことが求められている。本学園ホー

ムページ上で事業・財務の概要の情報公開を行っているが、今後もより一層グラフ・図

表等を活用した、分かりやすく、見やすい情報公開を行っていく。さらに、単なる数字

の公開にとどまらず、本学の取り組んでいる事業ごとの予算、成果も公開していく。 

 

８－３ 教育研究を充実させるために、外部資金の導入等の努力がなされていること。 

 

（１）事実の説明（現状） 

８－３－① 教育研究を充実させるために、外部資金の導入（寄附金、委託事業、収益事

業、資産運用等）の努力がなされているか。 

・各研究分野の融合による予測不可能な新技術・新製品開発が求められている今日、本学

においても、各研究分野の横断的な英知を集結しアプローチを促すべく、産学の連携・

協力を推進している。その一環として、教員の氏名・専門分野等の基本情報、研究情報

等を掲載した「研究者要覧」の発行を行い、産学の連携・協力を推進している。さらに、

産業界へ本学教員の研究活動を公表し、受託研究費、民間の研究助成財団等からの研究

助成金、奨学寄附金等の外部資金導入の増進を図っている。 

・科学研究費補助金等競争的外部資金申請のための「研究の種」を培うことを目的とし、

学内において優れた研究に対し助成を行う、平成 18(2006)年度より導入した「特別研究

助成」制度を設け、外部資金導入の促進を図っている。 

・科学研究費補助金、民間の研究助成財団等からの研究助成金、受託研究費等外部資金導

入状況は表 8－3－1 に示すとおりで、上記のような導入施策実施により着実に増加して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 81



広島国際大学 

       表 8－3－1 外部資金の導入状況     （単位：円） 

平成17(2005)年度 平成18(2006)年度 平成19(2007)年度 
区  分 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

科学研究費補助金 33 41,990,000 36 58,269,000 42 64,234,000

民間の研究所助成財団等 

からの研究助成金 
5 6,600,000  7 12,772,605 1 700,000

受託研究費 10 10,590,000  3 3,500,000 12 10,648,000

合  計 48 59,180,000 46 74,541,605 55 75,582,000

・教育研究の一層の充実が求められているなか、平成 24(2012)年の学園創立 90 周年に向

けて、学園の教職員をはじめとし、企業、在学生の保護者に対し、「学園創立 90 周年記

念事業募金」を開始した。 

 

（２）８－３の自己評価 

・本学の外部資金の受け入れは、科学研究費補助金、受託研究費が主なものであり、表 8
－3－1 のとおり着実に増加しているが、教員数に対する受入件数はまだ低いといえる。 

・民間の研究助成財団等からの研究助成金、奨学寄附金は徐々に成果としてあらわれてき

ているが、本学が置かれている地域のニーズを吸収して受託研究に結び付けるさらなる

努力が必要である。平成 18(2006)年度には「研究シーズ集」および「研究紹介」を作成

し、平成 19(2007)年度には「研究者要覧」と「研究紹介」を作成し、さらに平成 20(2008)
年度に「研究者要覧」を作成し、本学の研究情報を東広島市・呉市を中心とした企業に

対して配付しているが、大きな成果につながっていない。 

・「特別研究助成」制度（平成 19(2007)年度実績 合計金額 1 千万円 採択件数 18 件）は

導入間もないが、今後科学研究費補助金等外部資金の導入強化手段として有効なものと

なると判断している。 

 

（３）８－３の改善・向上方策（将来計画） 

・今後さらに科学研究費補助金、受託研究、奨学寄附金等外部資金の受け入れを増やすた

め、本学ホームページを通じ、民間企業等の公募助成の通知を行う。教員が外部資金を

受け入れやすくできるように、研究開発推進機構が中心となり、地域サービス、研究開

発チーム造りなど、新たな仕組みの構築を図る。 

・「研究者要覧」については、各企業や近隣の大学に継続的に配付し、共同研究・事業等

の促進に結びつける。 

・「特別研究助成」制度については、企業等を招いた研究成果報告会を行い、企業等との

交流を図るなど、教員の「助成制度」に対する関心を高める。加えて、東広島市や呉市

等で開催される産学連携会議等に積極的に参加し、産学連携の強化を図る。 

・平成 24(2012)年の学園創立 90 周年に向けて開始した「学園創立 90 周年記念募金」は、

本学園の教職員をはじめ、企業、在学生の保護者に賛同と協力を呼びかけ、教育研究充

実へ向け教職員一丸となって取り組む計画であり、資金については奨学金制度の充実に
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充当し、学生教育の支援を図る。 

 

［基準８の自己評価］ 

・教育研究の目的を達成するため、収支のバランスを考慮しながら適切な財務運営を図り、

会計処理および会計監査等が適正に実施されており、財務上の健全性に問題はない。 

・地域に開かれた魅力ある大学を目指し、安定した教育および研究活動を行う基盤を整備

するため、施設設備への投資を積極的に図っている。 

・支出の内、人件費が大きな割合を占めているが、職員の雇用形態の多様化を図り、派遣

職員を採用し、人件費の財政圧迫を少なくするよう努めている。 

・財務情報の公開においては、学校会計基準に従い、資金収支計算書、消費収支計算書、

貸借対照表、財産目録等、事業報告書等を作成し、本学園ホームページ上に掲載してお

り、透明性を確保するという観点からは、適切であると判断している。 

・外部資金の導入において大きなウェイトを占める科学研究費補助金は、平成 17(2005)
年～19(2007)年度において申請件数は着実に増加しているが、採択件数は少ない。科学

研究費補助金以外の外部資金獲得において、産官学の連携を強化するとともに、本学教

員の専門分野や研究テーマを積極的に公開する等、更なる取り組み強化を図る。 

 

［基準８の改善・向上方策（将来計画）］ 

・学生数確保による学生納付金収入の安定なくして財政の安定はあり得ない。そのために

も学生、保護者、企業のニーズを把握して常に教育、研究活動の充実と改善を行ってい

く。 

・学生納付金収入以外の外部資金の導入は、本学の教育研究目的達成のために必要不可欠

なものとなっており、科学研究費補助金をはじめとする各種補助金の獲得に積極的に取

り組むとともに、専門スタッフの養成を図り、組織的に活動する。また、積極的に地域

に根付いた産官学連携を推進することで外部資金の獲得を図る。そして、これらを踏ま

え、平成 20(2008)年度新たに設置した学長室会計課を中心として将来的な収支の見通し

を明確にし、その対策を積極的に講じていく。 

・財務計画は、事業計画、人事計画とも連動しているものであり、財政だけの計画を立て

ることは不可能であり、本学の中・長期目標を達成するための具体的計画を策定し、こ

れを連動させ、安定化を目指した財政計画を立てる。 
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基準９．教育研究環境  

 

９－１ 教育研究目的を達成するために必要なキャンパス（校地、運動場、校舎等の施設

設備）が整備され、適切に維持、運営されていること。 

 

（１）事実の説明 （現状） 

９－1－①  校地、運動場、校舎、図書館、体育設備、情報サービス施設、附属施設等、

教育研究活動の目的を達成するための施設設備が適切に整備され、かつ有効に

活用されているか。 

・広島国際大学および広島国際大学大学院（以下「本学」という）は、東広島市に図 9－1
－1 および表 9－1－1 に示す東広島キャンパス、呉市に図 9－1－2 および表 9－1－2 に

示す呉キャンパス、さらに、広島市に表9－1－3に示す広島キャンパスを設置している。 

・校地・校舎は、表 9－1－4 に示すとおり、各キャンパスとも設置基準上必要な面積を十

分に上回り、ゆとりあるキャンパスとなっている。 

 

 

Ａ棟

Ｂ棟Ｃ棟 

Ｅ棟 

学生寮 

Ｄ棟

Ｆ棟 

3 号館 

ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ
陸上競技場

ﾗｸﾞﾋﾞｰ場

ｻｯｶｰ場 

弓道場
総合グラウンド 

野球場 

体育館 講堂

図9－1－1 東広島キャンパス配置概要 

 

表 9－1－1 東広島キャンパスの主要施設概要 

施設名 延面積（ｍ２） 階 主 要 施 設 

1 号館 25,279 7 理事長室、学長室、副学長室、応接室、学長室（企画課、庶務課、会計課、営繕課）、会

議室、保健医療学部事務室、医療福祉学部事務室、教員研究室、非常勤講師室、教室、保

健医療学部（診療放射線学科・臨床工学科・理学療法学科）の実習施設、医療福祉学部（医

療福祉学科・医療経営学科）の実習施設、ＲＩ実験室、Ｘ線施設、ＭＲＩ施設、ＬＬ教室、

情報演習室、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室、入試ｾﾝﾀｰ、図書館、総合人間科学研究科院生研究室、院生ｾﾞﾐ室、

学生食堂、ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ、防災ｾﾝﾀｰ、保健室、校員室、広島厚生会 

2 号館 13,045 8 学生支援ｾﾝﾀｰ（教務課、学生課）、ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ、学生相談室、会議室、教員研究室、教室、

ｾﾞﾐ室、学生食堂、ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾙｰﾑ、売店 

3 号館 19,845 10 心理科学部事務室、教員研究室、教室、ｾﾞﾐ室、ﾘﾒﾃﾞｨｱﾙ学習支援室、心理科学部（臨床心

理学科・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科・感性ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科）の実習施設、ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ教室、図書館、総合人

間科学研究科院生研究室、院生ｾﾞﾐ室、実験実習室、院生講義室、非常勤講師室、会議室、

国際交流ｾﾝﾀｰ 

第 2 練習場 
第 1 練習場

ﾃﾆｽｺｰﾄ 2 号館

1 号館
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施設名 延面積（ｍ２） 階 主 要 施 設 

講堂 6,356 5 2,149人収容（身障者用4席を含む） 

ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 2,066 4 部室、音楽練習場、茶室 

体育館 1,667 3 観覧席（287人収容） 

第 1 練習場 301 2 柔道場 

第 2 練習場 223 1 剣道場 

弓道場 108 1 弓道場 

陸上競技場 14,650  鉄棒・砂場 

野球場 10,148   

サッカー場 17,599   

ラグビー場 17,599   

ﾃﾆｽｺｰﾄ 3,000   

学生寮 25,744 8 6棟（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ棟〔878室〕） 

 

 

 

図 9－1－2 呉キャンパス配置概要 

 

表 9－1－2 呉キャンパスの主要施設概要 

施設名 延面積（ｍ２） 階 主 要 施 設 

1 号館 13,749 7 理事長室、工学部長室、応接室、呉学生支援ｾﾝﾀｰ（学務課）、教員研究室、非常勤講師室、

会議室、工学部事務室、教室、ｾﾞﾐ室、工学部（建築学科･住環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科・情報通信学

科・機械ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ学科）の実習施設、設計製図室、CAD／CG 演習室、情報処理演習室、

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ教室、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室、ﾒﾃﾞｨｱﾎｰﾙ、学生食堂、防災ｾﾝﾀｰ 

2 号館 13,443 11 看護学部長室、看護学部事務室、教員研究室、非常勤講師室、会議室、談話室、教室、ｾﾞ

ﾐ室、看護学部（看護学科）の実習施設、多目的室、談話室、看護学研究科・社会環境科

学研究科院生研究室、院生ｾﾞﾐ室、実験実習室、院生講義室 

3 号館 7,452 5 ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ、保健室、ﾘﾒﾃﾞｨｱﾙ学習支援室、広島厚生会 

4 号館 2,169 4 学生相談室、ﾊﾟｿｺﾝ演習室、製図室       

総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

9 号館

8 号館 
体育館 

学生研修棟Ｃ

6 号館 

5 号館 

3 号館 
（1 号館の裏手）

第 3 練習場 
（6 号館の裏手） 第 4 練習場 

（6 号館の裏手） 4 号館

7 号館 
（6 号館の裏手） 

クラブハウス 
2 号館

1 号館

学生研修棟Ｂ 

学生研修棟Ａ 
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施設名 延面積（ｍ２） 階 主 要 施 設 

5 号館 4,233 5 図書館、図書閲覧室、教室 

6 号館 13,744 10 副学長室、薬学部長室、学長室（呉庶務課）、薬学部事務室、会議室、教員研究室、非常

勤講師室、教室、実験室、薬学部（薬学科）の実習施設、動物飼育室、NMR室、RI実験

室、情報演習室、医療薬学研究ｾﾝﾀｰ、教育支援ｾﾝﾀｰ、ｾﾞﾐ室 

7 号館 479 1 工学部（建築学科・住環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科）の実験施設 

8 号館 1,080 3 食堂、印刷ｾﾝﾀｰ、学生ﾎｰﾙ、課外活動団体の部室 

9 号館 272 2 ﾌﾞｯｸｾﾝﾀｰ、営繕課（呉）、校員室 

体育館 3,883 3 ｱﾘｰﾅ、第1練習場（ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ）、第2練習場（剣道場、卓球場） 

第 3 練習場 214 1 柔道場 

第 4 練習場 214 1 空手道場 

総合ｸ゙ ﾗｳﾝﾄ゙  14,204  ｻｯｶｰ場、野球場、鉄棒・砂場 

ﾃﾆｽｺｰﾄ 3,357  3面（呉南ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

ﾌｯﾄｻﾙｺｰﾄ 3,463  1面（呉東ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 1,289 2 部室、更衣室 

学生研修棟 26,691 9 3棟（Ａ・Ｂ・Ｃ棟 〔692室〕）（Ｂ棟のみ10階） 

薬草園 3,514  温室（呉東ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

 

表 9－1－3 広島キャンパスの主要施設概要 

施設名 延面積（ｍ２） 階 主 要 施 設 

国際教育 

ｾﾝﾀｰ 

14,055 15 

B１ 

心理臨床ｾﾝﾀｰ、ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ、ｾﾐﾅｰ室、研修室、実践臨床心理学専攻院生研究室、院生

ｾﾞﾐ室、教員室、実験実習室、実践臨床心理学専攻事務室、図書室、駐車場（地下） 

 

表9－1－4 校地・校舎の面積 

区分 面積（ｍ２） 大学設置基準上必要な校地・校舎面積（ｍ２） 

校 地 419,149 50,000 
校 舎 145,021 45,191 

 

(1)図書館 

・東広島キャンパスには、保健医療学部、医療福祉学部関連の資料を所蔵する 1 号館図書

館と、主に心理科学部関連の図書と資料を所蔵する 3 号館図書館に合計 92,725 冊の蔵

書、190 種の雑誌、視聴覚資料 3,994 点を所蔵し、面積は 1,734.25 ㎡、閲覧席は 335
席である。 

・呉キャンパス図書館呉分館には、工学部、看護学部、薬学部関連の図書 37,822 冊の蔵

書、155 種の雑誌、視聴覚資料 1,627 点を所蔵し、面積は 1,962.50 ㎡、閲覧席は 262
席である。 

・広島キャンパスには、大学院総合人間科学研究科実践臨床心理学専攻（専門職学位課程）

関連の図書を所蔵する図書室が平成 20(2008)年度に開室しており、682 冊の蔵書、9 種

の雑誌を所蔵し、面積は 178.03 ㎡、閲覧席は 108 席である。 

・電子ジャーナルを備え、インターネットによる所蔵蔵書検索、本学内ネットワークによ
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る電子ジャーナル、データベース検索も可能としている。 

・開館時間は、平日 9 時～20 時、土曜日 9 時～16 時 30 分であるが、試験期間中は閉館時

間を 22 時まで延長している。 

・平成 19(2007)年度は 260 日開館し、3 館合計で 1 日平均約 1,198 人が入館している。 

・平成 20(2008)年度からは、サービスの向上と効率化を掲げ、外部委託で運営をしている。 

(2)体育施設と運動場 

・東広島キャンパスには、校舎と同一敷地内に体育館（鉄筋コンクリート 3 階建）、第 1
練習場（柔道場）、第 2 練習場（剣道場）、隣接地に弓道場、陸上競技場、鉄棒・砂場、

野球場、サッカー場１面、ラグビー場 1 面、テニスコート 4 面を設置している。 

・呉キャンパスには、校舎と同一敷地内に体育館（鉄筋コンクリート 2 階建、１階はアリ

ーナ、2 階は第１練習場〔トレーニングルーム〕と第 2 練習場〔剣道場・卓球場〕）、第

3 練習場（柔道場）、第 4 練習場（空手道場）、総合グラウンド（サッカー場、野球場、

鉄棒・砂場）、隣接地にテニスコート 3 面、フットサルコート 1 面を設置している。 

(3)情報施設 

・情報処理教育の充実を図るため、本学内ネットワークに接続されたデスクトップパソコ

ン（東広島キャンパスに 330 台、呉キャンパスに 350 台）およびプリンターを備えた情

報演習室、マルチメディア教室、また、設置パソコン以外に学生が所有するノートパソ

コンの持込接続も可能としたパソコン演習室、自習室があり、授業時間以外は平日 9 時

～20 時、土曜日 9 時～16 時 30 分まで学生の自由利用を可能としている。 

・図書館においても、東広島キャンパス 3 号館および呉キャンパス図書館呉分館において

は、学生が所有するノートパソコン持込接続が可能となっている。 
・学生が所有するノートパソコンの学内ネットワーク利用については、認証ネットワーク

による接続としており、ゼミ室等からも可能としている。 

・電子メールについては、全学生・教職員にアカウントを交付し、情報演習室、研究室等

のパソコンからの利用を可能としている。 

・インターネット接続については、FW(Fire Wall)により外部からの不正アクセス等に対

処しており、かつ、Web アクセスについては、フィルタリングソフトを稼動させたサー

バを必ず経由させることで、有害情報へのアクセスを制限している。また、大学内ネッ

トワークに VPN(Virtual Private Network)装置を設置して、外部から大学内ネットワー

クへの接続手段を確保している。 

(4)附属施設 

・「心理臨床センター」を広島キャンパスの 2 階に設置し、心の問題を持つ人に対して心

理臨床的援助活動を行うことを通じて地域社会に貢献するとともに、大学院総合人間科

学研究科実践臨床心理学専攻および臨床心理学専攻博士後期課程の大学院生に対する

実習施設としての役割を果している。開室時間は、月曜日から土曜日（水曜日を除く）

の10時～17時で、平成19(2007)年度のカウンセリングを受けた延べ人数は1,297人で、

来場者数は 1,383 人ある。 
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９－1－②  教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が、適切に維持、運営され

ているか。 

・施設設備等については、専任職員を配置し、専門業者への委託、並びに全学的な意見反

映に向けた各種運営委員会の設置により、法令を遵守した適切な保守点検、維持修繕、

運営管理を行っている。 

 

 （２）９－１の自己評価 

・校地、運動場、校舎は大学設置基準上必要な面積を満たしており、その他教育研究活動

に必要な施設設備も整っている。ただし、図書館の施設面では、東広島キャンパス１号

館図書館が収容可能冊数を超過し、超過分を一時的に 3 号館図書館書庫に保管している。

呉キャンパス図書館呉分館も、今後 2 年程で開架書庫が飽和状態となる可能性がある。

広島キャンパス図書室については、開室したばかりであるため、蔵書数は少ないのが実

情である。なお、本学全体として一般教養図書の整備が後回しになっている。 

・情報演習室において授業以外でパソコンが利用できる環境を整備している。しかし、授

業との共用施設のため、自習で利用できない時間帯も多少あり、改善の必要がある。イ

ンターネット接続の回線速度は東広島・呉キャンパスとも 100Mbps となっており、利

用者の要求を満たしている。 

・実習用機器等については、平成 10(1998)年度の開学時に導入した。現在、経年劣化等に

よる更新時期を迎えている。 

 

（３）９－１の改善・向上方策（将来計画） 

・図書館の施設整備については、「図書館整備ワーキンググループ」を立ち上げ喫緊の全

学的課題として検討を開始し、早期の改善を図っていく。 

・経年劣化により更新が必要な実習用機器等については、更新計画を策定の上計画的な更

新を行う。 

・故障頻度が高く、高額な修理費用が発生し始めている医療用ライナックについては、平

成 20(2008)年度に更新を予定し予算化している。他の機器についても、高度化・専門化

した医療現場と同様の 先端の学習環境を整備する必要があるため、早急に詳細な更新

計画を立案する。 

・自由に利用できるパソコンの利用環境を整備するため、時間割編成の変更や専用施設の

確保を進める。 

 

９－２ 施設設備の安全性が確保され、かつ、快適なアメニティとしての教育研究環境が

整備されていること。 

 

（１）事実の説明（現状） 

９－２－①  施設設備の安全性が確保されているか。 

・キャンパス内の交通事故防止のため、出会い頭事故の発生しやすい場所へのカーブミラ

ーの設置、進入禁止区域の周知徹底を行っている。 

・施設設備の防火・防災・防犯の管理について「広島国際大学保安管理規定」を制定し、
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管理責任者および必要な事項を定め、各管理責任者のもと、保安管理、事故予防措置等

施設の安全性維持に努めている。さらに、事故発生等緊急時の対応組織・措置を明確に

し、教育訓練を行い、その他施設設備等についても、それぞれ規定を定め、安全性確保

を図っている。具体的には以下のとおりである。 

・火災、地震、風水害による被害に対しては、緊急対策本部および自衛保安隊を予め組織

して、人的、物的被害を 小限にとどめる措置を講じている。また、東広島キャンパス、

呉キャンパスおよび広島キャンパスに防火管理者をそれぞれ置くとともに、各室の日常

の保安を図るため火元・戸締責任者を置き、火気類の管理、設備の耐震性確保、盗難犯

罪事故防止などの安全管理に関して必要な措置を講じている。 

・防犯については、保安要員を雇用し、24 時間の警備体制を敷いている。また、外部訪問

者には、名札等で区分する等、防犯の徹底化を図っている。 

・放射線管理に関しては、本学の保健医療学部、薬学部の RI 等実験施設での教育・研究

のために実施する実験・実習において放射性同位元素等の取扱を規制することにより、

これらによる放射線障害の発生を防止し、公共の安全を確保することを目的とした「放

射線障害予防規程」を各学部で制定し、規程に則った放射線管理を行っている。 

・動物実験に関しては、本学において動物実験を計画し、実施する際に遵守すべき事項を

定め、科学的かつ動物福祉の観点から適正な動物実験の実施を図ることを目的として

「広島国際大学動物実験に関する規定」を定めるとともに、実験動物飼育施設を整備し、

適切な管理を行っている。 

・廃液・廃棄物に関しては、教育・研究において、環境汚染の原因となる有害物質を含む

実験廃液および実験系廃棄物が不正に排出されることを防止し、大学および周辺地域の

生活環境の保全を図るべく「広島国際大学廃液・廃棄物処理規定」を定め、排出される

廃液・廃棄物の運搬、貯留等の処理委託業者への引渡しに至るまでの徹底した管理を行

っている。 

・化学系の実験・研究にかかる排水は、実験排水処理施設にて中和・廃水処理を実施して

いる。この中和・廃水処理水については、毎月水質検査（16 項目）を実施し、適正な処

理が行われていることを確認している。 

 

９－２－②  教育研究目的を達成するための、快適な教育環境が整備され、有効に活用さ

れているか。 

・学生のコミュニケーションを支援するために、売店・自動販売機を設置したコミュニテ

ィールームおよび学生談話室を設置しており、多くの学生が利用している。 

・課外活動のための部室を、要望のある全課外活動団体には全て用意している。 

・時間外の学生の自学自習支援のために情報演習室等のオープン利用を行っている。 

・平成 18(2006)年 4 月からは、東広島キャンパスにコンビニエンスストアを誘致し、学外

と学内の両方に出入口を設け、学生だけでなく、地域住民の利便性も図っており利用者

も多い。 

・全キャンパスとも平成 10(1998)年度以降の新築の建物には、車椅子対応エレベーター、

身障者用トイレを設置、また教室には車椅子用机を整備する等、体の不自由な方でも利

用しやすいように配慮している。 
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・保健・医療と福祉に従事する者を養成する大学として、自らの健康保持に真剣に取り組

み、将来のクライアントの健康管理に適切な援助や指導ができる態勢を確保するため平

成 16(2004)年から全館禁煙としており、喫煙は建物外の指定喫煙場所としている。 

 

（２）９－２の自己評価 

・施設設備の安全性確保は、適切な運営管理により、十分に達成されている。 

・快適な学生生活を支援する教育環境施設についても充実を図っており、平成 19(2007)
年度実施の在学生アンケートにおいても、教育施設・生活関連施設（キャンパス・食堂・

スポーツ施設・トイレ等）の満足度は高い。 

・年に 5 月と 11 月の 2 回、「禁煙推進・マナー向上月間」を設け、禁煙推進とタバコの吸

殻などのポイ捨て禁止を呼びかけ、キャンパス内の美化に努めている。当該月間には、

月曜日から金曜日の昼休みに、教職員と所属学科の学生で、キャンパス内のパトロール

を行い、キャンパス美化の意識向上を図っている。 

・体の不自由な方に対して、スロープ、車椅子対応エレベーター、身障者用トイレ、点字

ブロック、教室への車椅子スペースの確保等配慮した施設の整備に取組んでおり、バリ

アフリー化へ向けた施設設備の整備は行われているが、開き戸から引き戸への変更等未

対応の部分もある。 

 

（３）９－２の改善・向上方策（将来計画） 

・バリアフリー化については未だ十分とはいえず、今後学生の車椅子等を利用した実体験

授業での感想や意見、実際の利用者へのアンケートの結果を元に、体の不自由な方の視

点から改善必要箇所を把握し、各種設備（車椅子対応エレベーター、身障者用トイレ等）

を整備していく。 

 

［基準９の自己評価］ 

・本学は、校地、校舎ともに表 9－1－4 に示すとおり大学設置基準面積を満たしており、

教育研究環境は十分に整備されている。 

・防火・防犯・防災の管理については、規定の整備による制度上の対策および 24 時間の

警備体制による多面的な対策を行っており、適切な安全対策を講じている。 

・図書館については、特に蔵書の充実については、急速な学部・学科の増加と学生数増に

対応しきれているとはいえず、その整備は遅れている。 

 

［基準９の改善・向上方策（将来計画）］ 

・ 適な教育研究活動が行える施設環境整備に向け、実習機器の経年劣化への対応、学生

ニーズの変化による教育内容・教育方法・学部の改組に的確に対応すべく、中期計画に

基づき計画的な教育研究環境整備を図っていく。 

・図書館の施設整備は、「図書館整備ワーキンググループ」を立ち上げ喫緊の課題として

検討を開始し、早期の改善を図る。  
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基準１０． 社会連携 

 

１０－１  大学が持っている物的・人的資源を社会に提供する努力がなされていること。 

 

（１） 事実の説明 （現状） 

 1０－1－①  大学施設の開放、公開講座、リフレッシュ教育など、大学が持っている 

物的・人的資源を社会に提供する努力がなされているか。 

(1)大学施設の開放 

・図書館は、利用を希望される近隣住民に開放しており、年間 106 人が利用しており学生

同様に貸出・閲覧・複写等のサービスの利用を可能としている。 

・広島国際大学および広島国際大学大学院（以下「本学」という）の教室や体育施設につ

いても、教育・研究に支障のない限り、学会・国家試験・公務員試験・外国語の検定試

験等の公的試験・地域行事等を中心に貸し出しを行っている。 

・地元小・中学校や地域の方々の施設見学等には積極的に対応している。特に呉キャンパ

スにおいて、地元の横路中学校では、平成 16(2004)年度から毎年夏休みの 4 日間を利用

して、3 年生全員が、大学体験学習として、本学において、教員・大学生による講話を

聞き、諸施設の見学等を行っている。 

・東広島キャンパスにおいては、地元の小学校・中学校・高等学校へ野球場を、剣道教室

へ体育館を、東広島市主催のペットボトルロケット大会開催のためサッカー場・ラクビ

ー場を、小学校の遠足時にグラウンドを、高等学校の芸術鑑賞会で講堂を開放するなど、

大学施設を地域社会に提供している。 

・呉キャンパスにおいては、フットサルグラウンドを開放し、地元の広警察署とタイアッ

プして「呉市・広フットサルリーグ」を結成した。学生・教職員チームも参加し、フッ

トサルを通して地域の人と交流を図り、安全・安心な街づくりの構築に貢献している。 

・看護学科では、訪問者に本学内施設を公開し、地域住民が本学内の演習室や機材を利用

した研修ができるよう協力している。 

(2)公開講座の開催 

・教員の多様な研究領域における知財を地域に還元するため、平成 15(2003)年度より公開

講座推進委員会を立ち上げ全学的な公開講座の推進を図っており、東広島市・呉市・広

島市の各キャンパスを中心に、平成 16(2004)年度より公開講座「咲楽塾」を各年度の前

期と後期に分けて開講している。この公開講座を組織的に行うため開催各学科に資金援

助を行う制度を設け、平成 19(2007)年度は、46 講座を開催した。 

(3)地域ボランティア・生涯学習講座の開催等 

・学生による軽音楽部、茶道部等多くの課外活動団体が、地域ボランティア活動を行って

いる。 

・広島市が主催する「シティカレッジ」には、本学教員が参加し、市民に対して高度で専

門的な学習機会を提供している。 

・「心理臨床センター」では、様々な心の問題を持つ一般市民の相談に応じ、カウンセリ

ング活動を行っている。平成 19(2007)年度の実績として、年間 221 日開室し、新規面接

者数は 44 件、総面接時間は 1,297 時間であった。 
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(4)市民交流音楽祭の開催 

・平成 17(2005)年度から、東広島キャンパスにおいて、地元市民との交流を深めるために

「市民交流音楽祭」を開催している。平成 19(2007)年度に開催した市民交流音楽祭には、

2,000 人を超える来場者があった。 

 

（２）１０－１の自己評価 

・本学施設の開放については、全学的な推進を図っている。図書館を地域に開放し、また、

地元住民に対して行う施設見学についても随時受け入れを行っている。 

・公開講座については、地域に開かれた大学、地域に貢献する大学をめざして、日頃の研

究成果を広く社会に公開しており、参加者数については年々増加している。 

・「心理臨床センター」では、地域住民のメンタルヘルス支援活動として、学外者への心

理臨床活動を行い、積極的に地域へ貢献している。その結果、平成 19(2007)年度は新規

申込者だけでなく、かねてより同センターへ来所する方も含めて、年間総来談者数は平

成 19(2007)年度は平成 18(2006)年度と比較して 29％増加した。 

・本学では、大学の持っている資源を社会に提供できており、年を追う毎に活発化してい

る。 

 

（３）１０－１の改善・向上方策（将来計画） 

・社会への大学の資源の提供は、年々活発化していると評価するが、今後さらにこれを推

し進めるための組織的対応を図り、公開講座等の継続的実施による認知度向上に努める。 

 

１０－２  教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されていること。 

 

 （１）事実の説明 （現状） 

１０－２－①  教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されている 

か。 

(1)企業との連携 

・本学の教員について、専門分野と研究テーマなどを網羅し、産官学の連携を密にするた

めに、平成 18(2006)年度から「研究者要覧」を毎年刊行し、さらには、各学部所属教員

の研究内容を紹介する「研究紹介」も発行している。研究内容を広く紹介するために、

公的機関や企業等に送付し、様々なイベントにおいても配付している。 

・平成 18(2006)年度からは、日本 大の産学官連携イベントである「産学官連携推進会議

（国立京都国際会館）」に出展している。平成 19(2007)年度は 2 件の研究を出展し、研

究内容を紹介した。 

・平成 19(2007)年 9 月、広島県を中心とする産学連携を円滑に行うため、広島銀行と産学

連携に関する協定を締結した。 

 (2)他大学との連携 

・広島県内を中心とし中国地方の大学等が加入している「教育ネットワーク中国」に加入

し、大学間連携を進めている。 

・呉市が主催する呉地域の 8 つの各高等教育機関で構成される「呉地域オープンカレッジ
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ネットワーク会議」に参加し、公開講座や研究活動を通して他大学との連携を図ってい

る。 

 

（２）１０－２の自己評価 

・企業との連携については、研究開発推進機構を設置し、「研究者要覧」および「研究紹

介」を発行、さらに企業との協定締結、技術フォーラムの開催等を通して連携を深めて

いる。しかし、これが共同研究や特許出願までに至った事例は少ない。 

・他大学との連携については、近隣大学および広島県内の他大学とで大学間連携のネット

ワークを構築しており、適切な関係を保っている。 

 

（３）１０－２の改善・向上方策（将来計画） 

・企業との連携および大学間連携は、本学の活性化のためにも重要な要素であることから、

今後も活動を推進していく。そのため、近隣各大学および企業との協定締結等の連携を

進めるとともに、相互の情報交換を密にし、共同研究、共同開発へと繋いでいく。 

・産学官の連携に関しては三者のニーズ、シーズについて調査しその推進を図る。 

 

１０－３  大学と地域社会との協力関係が構築されていること。 

 

（１）事実の説明 （現状） 

１０－３－① 大学と地域社会との協力関係が構築されているか。 

・本学は東広島市、呉市にキャンパスを持ち、各市域の社会協力関係を構築し、さまざま

なイベントに参加して連携を図っている。 

・大学と地域社会との連携を図るため、学生と地域社会とが共同して課題に取り組む

SSP(Student Society Partnership)プログラムを立ち上げ、これを毎年実施している。

平成 19(2007)年度は、8 企画に総額 222 万円の支援を行った。 

・東広島市で行われる「西条酒まつり」、呉市安浦町野路西地区の「秋の収穫祭」の運営

協力、呉市で行われる「広商店街土曜夜市」では、学生が積極的に地域の人と協力しな

がらイベントを盛り上げている。 

・大学祭では地域の方々に模擬店の無料チケットを配付し、多数の来場者と交流を深めて

いる。 

・地元小・中学校を対象に教室等の施設見学、施設開放および本学教員・学生による講話

等、できる限りの協力を行っている。また、地元のボランティア活動団体等の施設見学

にも対応している。 

・東広島市生涯学習システムへの参加および東広島市学園都市づくり交流会議への加入

も行い、定期的な会合の中で地域社会との連携について検討を進めている。 

 

（２）１０－３の自己評価 

・地域社会とともに発展する事を重要視し、主として本学が立地する東広島市および呉市

との連携を図っている。両市の主催する委員会に本学教員が委員として参加することで、

それぞれが直面する課題について審議し、解決を図っており、両市との関係は非常に良
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好である。 

・地域住民との交流を各種イベントに参加協力することによって図っており、大学施設の

活用による地域交流も進めていることから、大学と地域社会の良好な協力関係が構築さ

れている。 

 

（３）１０－３の改善・向上方策（将来計画） 

・平成 20(2008)年度に東広島市および東広島市内の 4 大学が「東広島市 4 大学連携協定」

を締結し市と大学が連携・協力を行うことにより、それぞれの資源および機能等の活用

を図りながら地域社会の発展に寄与するための活動を行うこととする。 

・地域社会との連携については、学部・学科の特性を考慮し、その特性にあった有効な協

力関係を築いていく。特に広島県内他大学と比較して保健医療系に力を持つ本学として、

この分野での社会との連携は、今後の高度医療・高齢化社会に不可欠であり、この点で

の協力を進めていく。 

・学生による自主的活動が将来、専門職業人として自立する上で重要であり、今後 SSP プ

ログラムを始めとする本学独自のプログラムを社会に提供し、ボランティア活動の推進

を図っていく。 

 

［基準１０の自己評価］ 

・「世のため、人のため、地域のため」という学校法人常翔学園の建学の精神に基づき、

これまで地域に密着した社会連携をすすめてきた。特に、平成 17(2005)年度より本学全

体として組織的な社会連携および産官学連携を進めるため、研究開発推進機構を設置し、

副学長を機構長として産官学連携の推進を図り、その内容および量も年々充実してきた。 

・地域社会への貢献のため、各学部単位で公開講座を開催していたが、公開講座の積極的

な開催を進めるため、平成 15(2003)年度に公開講座推進委員会を発足させ、組織的な推

進を行っており、この広報も進めている。 

・地域社会との組織連携を強化するため、東広島市や呉市の企画する委員会にも加入し、

今後の地域社会のあり方および社会と本学との連携について議論を深めている。また教

員を地域社会の委員会や組織に派遣する兼職についても、学内の教育に支障がない範囲

で積極的に認め、社会連携に力を入れている。 

・以上のことから、本学施設の開放、公開講座、企業・他大学との連携、地域社会との協

力による社会連携については、活発な取り組みが進められており十分評価できる。 

 

［基準１０の改善・向上方策（将来計画）］ 

・今後さらに、地域社会、産業界、地方公共団体および他大学との連携を進めていくため、

これら諸組織との協力関係を深めていく。これによって本学の社会連携が広く認知され、

認知されることによって社会からの要請が増加し、さらに活動が促進されるという連携

のスパイラルを形成させるよう本学の社会連携を組織的に推進していく。 
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基準１１．社会的責務 

 

１１－１  社会的機関として必要な組織倫理が確立され、かつ適切な運営がなされている

こと。 

 

（１）事実の説明 （現状） 

１１－１－①  社会的機関として必要な組織倫理に関する規定がされているか。 

・広島国際大学および広島国際大学大学院（以下「本学」という）は、個人の尊厳、人権

の尊重と組織倫理および社会的責務の遂行を目的として、表 11－1－1 に示す各種規定

を定め、その目的達成を図っている。 

 

表11－1－1 組織倫理に関連する規定一覧 

規 定 目 的 

広島国際大学倫理委員会規定 
個人の尊厳、人権の尊重等倫理的観点から大学構成員 

の倫理的配慮を図る 

広島国際大学心理臨床センター倫理規定 基本的人権尊重。知識、技能を用いた人々の福祉の増進 

人権侵害の防止に関する規定 

広島国際大学人権侵害防止委員会規定 
人権侵害の防止および排除 

個人情報の保護に関する規定 

広島国際大学個人情報保護委員会規定 
個人の権利、利益保護 

コンプライアンス委員会規定 
法令等遵守の推進、浸透および体制確立。学園の社会 

的信頼維持・業務の公正性の確保 

公益通報等に関する規定 法令違反行為の早期発見および是正 

 

１１－１－②  組織倫理に関する規定に基づき、適切な運営がなされているか。 

・平成 19(2007)年に、学校法人常翔学園（以下「本学園」という）の教職員として社会的

責任を積極的に果たすことを目的として、高い倫理観をもって自覚と責任ある行動を取

れるよう、「行動規範」を制定し、これを全教職員に小冊子「コンプライアンスカード」

として配付し、コンプライアンス意識の高揚と徹底を図っている。 

・人権の尊重、組織倫理および社会的責務の遂行は、各種規定に基づき関連委員会を中心

に実施している。 

・ 本学園は、公益通報等に関する規定を遵守し、公益通報窓口を設置している。公益通報窓口

は、電子メール、本学ホームページにより周知し浸透を図り、法令違反行為を生じないよう

に広く相談、通報を受ける体制を確立している。 

・表 11－1－1 に示す各種委員会では、その目的を達成するために、教職員を対象とした

学外の有識者による講演会等の研修会を随時開催している。 

 

（２）１１－１の自己評価 

・本学は、組織倫理に関する各種委員会を設置し、組織的に社会的責務が果たせる体制を
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整備している。これに基づき、随時委員会を開催し、法令上の義務を履行するとともに

本学内の組織倫理の向上を図っている。以上のことから、本学は社会的機関として十分

な組織倫理が確立され、適切な運用がなされている。 

 

（３）１１－１の改善・向上方策（将来計画） 

・今後も本学が社会的機関としての責務を果していくために、これまでと同様、社会情勢

の変化によって新たに発生する課題に対応するため、課題の抽出を各種委員会および本

学全体において行い、その都度、規定の制定、組織体制の整備を進める。 

 

１１－２ 学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能していること。 

 

（１） 事実の説明（現状） 

１１－２－① 学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能しているか。 

・本学は、火災、地震、風水害および施設設備の万一の不測の事態に備え、「広島国際大

学保安管理規定」を定め、自衛保安隊を組織していることを始めとして表 11－2－1 に

示す各種規定を定め、危機管理体制を整備している。 

・緊急時の迅速な対応を図るため、学内に緊急連絡先を記載した表「火事や事故等の緊急

連絡先」を配付している。 

 

表11－2－1 危機管理に関連する規定一覧 

 

規定 目的 

広島国際大学保安管理規定 本学の防火・防災・防犯体制の整備 

広島国際大学動物実験に関する規定 

広島国際大学動物実験委員会規定 

安全かつ適正な動物実験の実施および法と規定に対 

する適合性の審査 

広島国際大学放射線管理委員会規定 放射線施設の管理運営、障害防止等の審議 

広島国際大学保健医療学部放射線障害予防規程 放射線障害の発生防止、公共の安全確保 

広島国際大学保健医療学部放射線障害予防規程施行細則 放射線障害の予防 

広島国際大学薬学部 RI 施設放射線管理運営委員会規定 薬学部 RI 施設の安全管理、審議 

広島国際大学薬学部放射線障害予防規程 RI 汚染物の適切な処理、放射線障害発生防止、安全確保 

広島国際大学遺伝子組換え実験等安全管理規定 実験の安全かつ適切な実施 

広島国際大学廃液・廃棄物処理規定 

広島国際大学無機系廃液取扱要領 

広島国際大学有機系廃液取扱要領 廃棄物の適切な処理、本学および周辺地域の生活環境保全、

汚染防止 広島国際大学写真廃液取扱要領 

広島国際大学実験系廃棄物取扱要領 

広島国際大学廃液等保管要領 

広島国際大学電気工作物保安規定 電気工作物の工事、維持および運用に関する保安確保 
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（２）１１－２の自己評価 

・本学における危機管理体制のうち、緊急時における連絡先を明示しており、適切に運用

され、迅速な情報伝達を実現している。しかし、緊急時の指揮命令系統は通常業務の指

揮命令系統と同一であり、緊急事態の内容に適した指揮命令体系として確立できていな

い。 

・緊急時の対応マニュアルは、一部の部署にて作成、運用しているが、学内の共有には至

っていない。 

 

（３） １１－２の改善・向上方策（将来計画） 

・本学における危機管理体制は、その重要性から年々整備されつつある状況にある。今後

は、緊急事態の内容に適した指揮命令体系の検討を進め、これらを含めた全学的なマニ

ュアルを整備し、教職員、学生の誰もが迅速に行動できる体制を確立する。 

・突発的に発生し、その被害も大きいと予想される火災および地震については、平成

20(2008)年 10 月に「火災にかかる防災マニュアル」と「地震にかかる防災マニュアル」

を作成する。 

 

１１－３ 大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制が整備され

ていること。 

 

（１） 事実の説明（現状） 

１１－３－① 大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制が整備

されているか。 

・本学の広報活動は、開設以来、本学園の広報室にて実施していた。しかし、本学の特徴

や地域の特性を考慮した適切な広報活動が困難であったことから、平成17(2005)年度に

広報業務を本学に移管した。本学においては、広報活動を進めるに当たり、「広島国際

大学広報推進委員会」を設置し、公表する際のチェック体制を含めた整備を行っている。 

・研究成果の広報活動を支援する組織としては「産官学推進委員会」を設置しており、研

究成果の一部は、研究開発推進機構が毎年度「研究紹介」の冊子を発行し、公的機関や

産業界に広く配付しており、産官学連携イベントにおいても配付している。 

・広報活動において特に重要となる広報戦略の立案とインターネットによる情報発信に

ついては、広報推進委員会の下部委員会として、広報委員会と Web 戦略委員会の 2 つ

の専門委員会をそれぞれ設置している。これらは、「広島国際大学広報推進委員会規定」

として定めている。 

・本学ホームページについては、メンテナンスのための専任職員を配置し、掲載情報の公

正性および適切性の確認については専任職員を配置した庶務課において実施している。

また掲載情報の更新は各部署から随時受け付け、 新の情報を正確かつ迅速に伝達する

ように努めている。 

 

（２） １１－３の自己評価 

・広報活動に対する体制は、広島国際大学広報推進委員会を中心に整備されており、学内
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外に広報する際のチェック体制は適切に機能している。 

・広報活動を行う上での責任体制については、その責任を負う部署が規定によって明確化

され、説明責任が果たせるよう整備されている。 

 

（３） １１－３の改善・向上方策（将来計画） 

・本学の広報活動は平成17(2005)年10月の本学園本部広報室からの業務移管によって始

まっており、組織体制は構築されたが、職員の広報業務経験年数が少ないことから十分

な体制とはいえず、今後これをさらに整備し、本学の広報活動に関する体制を強化する。 

・教育研究成果を広報する体制を整備するため、広報推進委員会と産官学推進委員会が連

携し、広報活動し易い組織を構築する。 

 

［基準１１の自己評価］ 

・社会的責務を果たすための組織的体制を整備し、組織倫理に関する各種規定が整備され、

各種委員会により組織的に運営されている。 

・緊急時における連絡先は整備されており、迅速な情報伝達が可能であるが、火災および

地震に対する防災に関するマニュアルの浸透を図る必要がある。 

・広報活動に対する組織体制は、広島国際大学広報推進委員会を中心に整備されている。

しかし、広報業務の実施にあたっては未だ活動不十分で、今後さらに強化する必要があ

る。 

 

［基準１１の改善・向上方策（将来計画）］ 

・本学における危機管理体制において、緊急事態の内容に即した指揮命令体系を確立し、

教職員に分かり易く図表化し、その浸透を図る。 

・広島国際大学広報推進委員会の役割について平成20(2008)年度中に見直しを進め、広報

活動の評価や学内外広報の充実を図る。 
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1.入学前・後の導入教育 

(1)本学における導入教育の沿革 

全入時代を迎えた今日の大学においては、漫然と入学する学生の増加や、学力偏差の拡

大への対策は不可欠である。つまり大学教育には、高度な専門知識や幅広い教養の教授だ

けでなく、学生の自己学習能力の育成が求められている。こういった社会的要請に応える

べく、本学は開学以来、入学前・後の導入教育の充実に力を注いできた。 

まず開学時より、少人数担任制の専門科目導入教育「チュートリアル」をスタートさせ、

専門科目への学習意欲向上や、大学生活適応支援を図ってきた。しかしながら、学生の多

様化にともない、より包括的な支援の必要性が看取され始めたため、平成 17(2005)年度、

教務課、学生課、学務課、リメディアル学習支援室、学生相談室からなる学生支援センタ

ーおよび呉学生支援センターを開設し、同センターの主導の下、教育システムと学生支援

体制の両面から、導入教育の改革に着手した。 

教育システムの面での改革は、「入学前研修」（専門教育教員、共通教育教員、リメディ

アル教育教員が担当）の実施、および「基礎ゼミナール」（共通教育担当教員による学習技

術指導）の新規開講である。これらを学部ごとに段階的に導入した。その結果、「入学前研

修」「チュートリアル」「基礎ゼミナール」を３本柱とする入学前・後の導入教育システム

は、現在ほぼ全学的なものとなっている。 

学生支援に関しては、学生の課外活動を教職員が支援する組織を、学生支援センターお

よび呉学生支援センター主導で設立した。イベントの開催や展覧会の運営を通じて、①学

生の活躍の場を広げ、②学生が企画・運営に携わることで、学生の積極性・創造性を涵養

し、③学生の新しい交流の場を創出している。こうした試みは、課外活動を積極的にとり

入れることによって、多様な学生に対応した柔軟な教育を可能にしている。 

(2)本学の導入教育の特色 

大学における導入教育の一般的な目的は、①高校生から大学生への円滑な移行、②専門

科目への興味の喚起、③基礎学力および基礎的学習スキルの習熟、であろう。本学におけ

る導入教育ももちろんこれらを目指すものではあるが、単に基礎学力補強を目的とする導

入教育では、多様化しつつある学生に対応しきれない。そこで本学の導入教育は、①～③

の前提となる「学習意欲の向上」を第一義としている。そしてこれを実現するために、1)
入学前研修において、人間関係の不安を解消し、2)リメディアル教育と正課の講義とを一

体化し、「できない学生のための補講」というイメージをリメディアル教育から払拭、3)
「チュートリアル」と「基礎ゼミナール」を充実させ、専門教育担当教員と共通教育担当

教員が一丸となって学生を見守る体制を作っている。 

以下、1)～3)について具体的に示す。 

1)入学前研修 

本学の入学前研修は通信研修を主体とするものであるが、学科によっては通信研修に加

えて宿泊研修を実施している。 

例えば工学部では、専門分野への関心を高めるために、通信研修用にオリジナルの専門

科目入門教材を作成している。また宿泊研修では、在学生によるキャンパスライフ入門講

座や専門科目入門講座に加えて、精密機械工場や住宅展示場の社会見学といったプログラ

ムが組まれている。各講座は、少人数編成によるグループ実習を基本としている。これに
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より、新入生は同級生や先輩、あるいは教職員との間に新たな人間関係と信頼を築き、ひ

いては集団の中で学習意欲を高めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院見学報告会準備風景（医療福祉学部）     専門科目入門講座実習風景（工学部）    

 

2)リメディアル教育と正課の講義の一体化 

 リメディアル教育の目的は基礎学力の補強であるが、「勉強ができない学生に不足してい

る知識を教える」という姿勢では、学生は心を閉ざしてしまう。そこで、本学のリメディ

アル学習支援室では、教員が学生に向かい合うという｢人間関係｣を大切にした指導を心が

けている。さらに、リメディアル学習支援室と数学の講義を一体化することで、個別指導、

講義、e-learning による自習、と自己学習力の発達段階に応じた教育を展開している。こ

れらの取組の結果、呉キャンパスの平成 19(2007)年度実績で 4,863 人（キャンパス学生

人数比 240％）の利用者があった。学習の姿勢に関しては、かつては数学の質問が中心で

あったが、 近では、所属学部や教科に関わらず自習する学生、レポート作成等における

グループ学習が増加している。 
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3)チュートリアルと基礎ゼミナール 

・チュートリアル 

本学では開学時より、1 年次において 1 グループ 6 人前後の学生を対象とする専門教
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育科目導入教育「チュートリアル」を実施している。担当は専門教育担当の全教員であ

り、目的は、専門教育科目への学習意欲向上、主体的に考える力や論理構成能力、問題

解決能力の涵養である。授業形態は、グループ毎に与えられたテーマについての調査研

究や結果発表である。グループ全員によるディベートを経て、問題を考え、議論を深め、

そして解決方法を導き出すことで問題解決能力を養っている。 

さらに、チュートリアル担当教員は学生担任としての役割を担っており、教員、学生、

保護者間で構築した連絡網「保護者ネットワーク」を活用し、長期欠席、成績不振等、

就学が困難な学生に対するきめ細かな支援を行っている。 

・基礎ゼミナール 

東広島キャンパスでは平成 16(2004)年度から、呉キャンパスでは平成 18(2006)年度

から、少人数制導入教育「基礎ゼミナール」を実施している。目的は大学生活支援と学

習技術指導であり、担当は共通教育担当教員である。大学生活支援においては、「メン

タルヘルス」「性教育」「禁煙指導」「交通安全」「マナー講習」等、4、5 回の講演会と、

オリジナルテキストによる履修指導、学内施設案内、薬物やネット犯罪対策等の指導を

行っている。また、学習技術指導においては、オリジナルテキストによる日本語表現指

導、講演会聴講時にレポート作成指導を行っている。 

全受講生対象のアンケートによれば、「大学のスタートを切る上で必要なことを学べ

た」、「社会に出ていくために、言葉使いやマナーなど多くのことを直したい」等の評価

の声と同時に、「学校のことだけでなく、国家試験のことをもっと聞きたい」等の改善

案が聞かれている。毎年、これらアンケート結果等をもとに、次年度の講義内容の精査

が行われている。 

(3)これからの本学の導入教育 

本学の今後の導入教育改革目標は、「チュートリアル」、「基礎ゼミナール」、リメディア

ル教育の一体化である。これらの導入教育は、役割分担型教育で効果を上げてきたが、

より高い教育効果を得るために、一体化を求める機運が高まっている。一体化により、

学生情報、教授内容、教授法を教職員間で共有でき、多様な学生に対応する、よりきめ

細かい実践教育の展開が可能となる。 
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2.学生生活の充実に向けて 

(1)国際感覚の涵養－学生短期海外研修制度 

広い視野で国際問題を理解できる人材教育の一環として、平成 18(2006)年度より「学生

短期海外研修制度」をスタートした。このプログラムは、学生が自ら海外研修を企画・提

案して実行することで、自己実現の機会を持つことが大きな目的である。 

この目的をもとに実施している本制度には以下の特徴があげられる。 

1)学生が自ら企画・提案して実行することで、研修内容に自己実現の機会を持たせるこ

とができる。 

2)学生各自の専門分野をより高めるための研修が望ましいが、その限りではない。 

3)必ずしも高度な語学力を必要としないプログラムの企画実行が可能である。 

4)授業に影響のない夏期休暇期間を利用して実施する。場合によっては、春期休暇期間

に実施する。 

この制度では本学に在籍する学部生および大学院生が自ら企画・提案した海外研修にか

かる費用を 50 万円を限度として援助することとしており「海外で勉強したいという学生

の希望」を支援する。 

研修の種類としては①語学研修：海外の教育機関における語学の研修、②専門研修：海

外の教育・研究機関における専門分野の研修、③その他の研修：独自のテーマによる海外

でのフィールドワーク等があり、研修の期間は 2 週間～1 ヶ月としている。 

平成 19(2007)年度における「学生短期海外研修支援制度」による海外研修は表 2－1 に

示すとおり 14 人の学生が夏期および春期休暇期間を利用して実施しており、研修先は多

岐にわたっている。 

 

表2－1 2007 年度 学生短期海外研修支援制度 海外研修一覧 

  研修先（研修内容） 研修期間 所属学部・学科、研究科・専攻 

1 中華人民共和国（専門研修）  9/1-9/14 保健医療学部 診療放射線学科 

2 フランス（チャイルド・ケア） 9/3-9/28 保健医療学部 診療放射線学科 

3 アメリカ合衆国（専門研修） 9/1-9/15 保健医療学部 理学療法学科 

4 ニュージーランド（専門研修） 8/18-9/23 医療福祉学部 医療経営学科 

5 イギリス（英語研修） 8/26-9/22 人間環境学部 言語・コミュニケーション学科

6 オーストラリア（日本語教師アシスタント） 9/1-9/23 人間環境学部 言語・コミュニケーション学科

7 イギリス（専門研修） 8/21-9/28 社会環境科学部 住環境デザイン学科 

8 アメリカ合衆国（専門研修） 8/3-9/3  社会環境科学研究科 情報通信学専攻  

9 アメリカ合衆国(専門研修) 2/17-3/15 保健医療学部 診療放射線学科 

10 スウェーデン(専門研修) 3/9-3/20 保健医療学部 理学療法学科 

11 スウェーデン(専門研修) 3/9-3/20 保健医療学部 理学療法学科 

12 オーストラリア（語学研修） 2/23-3/16 人間環境学部 言語・コミュニケーション学科

13 カナダ(医療英語・チャイルドケア)     2/17-3/14 看護学部 看護学科 

14 アメリカ合衆国(専門研修) 2/29-3/13 総合人間科学研究科 医療工学専攻 
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(2)学生の地域連携－SSP(Student Society Partnership)プログラム 

本学では、建学の精神である「理論に裏付けられた実践的技術をもち、現場で活躍でき

る専門職業人の育成」と教育の理念である「地域社会と国際社会に貢献し、人類への奉仕

に寄与する」を念頭に置き、学生が地域社会の人々とパートナーシップを結び社会的価値

のある活動を推進する SSP(Student Society Partnership)プログラムを実施している。こ

れは、講義を中心とした正課の授業と課外活動を通じて得られる知識・技能ならびに人間

形成を基盤とし、探究心と行動力、チャレンジ精神の涵養を目的として、全学に向けて公

募し、優秀な企画に対して助成金（ 高 50 万円）を交付するものである。毎年度、10 件

程度が採択されている。申請にあたっては、顧問（専任教員）からの推薦が必要で、学生

の取り組みを教員が後方から支援する形になっており、毎年多くの学生がチームを組み、

さまざまな企画を申請している。また、認定企画となった団体全てを集め、中間報告会（11
月）と 終報告会（翌年度 5 月）を実施しており、実施風景の写真や動画を用いるなど、

それぞれが趣向を凝らして、集まった学生の前で SSP プログラムの成果を報告している。 

この SSP プログラムは、平成 16(2004)年に立ち上げ、今日まで多くの企画を実施し、

地域貢献につながる活動を行ってきた。平成 19(2007)年度認定企画は表 2－2 のとおりで

ある。 

表2－2 2007 年度 認定企画一覧 

№ 認 定 企 画 代表者所属学科等 

１ 子どもたちにとって安全な遊具の提案・作成プロジェクト 
総合人間科学研究科 

医療福祉学専攻 

２ 大学祭助っ人プログラムラーメン屋台を作る会 
心理科学部 

臨床心理学科 

３ スポーツリハビリテーション支援 
保健医療学部 

理学療法学科 

４ 高齢者マッスルプロジェクト 
医療福祉学部 

医療福祉学科 

５ 乃美尾小学校図書室改装計画（第２期） 
社会環境科学部 

住環境デザイン学科 

６ すこやかパートⅡ 
看護学部 

看護学科 

７ 呉をスケッチすることで呉に馴染もうという企画 
工学部 

建築学科 

看護学部 
８ 笑顔プロジェクト 

看護学科 

 

このうち、すこやかパートⅡでは、看護学科 3 年次の学生 40 人が、地域の「呉市すこ

やか子育て支援センター」とパートナーシップを結び、赤ちゃんサロンなどの託児を行っ
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たり、母親と 1 対 1 で話す機会を設け、育児や妊娠期などの不安や心配事などを聞くこと

により、育児を行う母親のストレス解消や気分転換につながる取り組みを行った。この一

連の活動により、参加した多くの母親から感謝の言葉を頂戴するなど、地域貢献を体感で

きたことは学生にとって大いに励みになるとともに、人間的成長にもつながっている。ま

た、学生個々が看護師を目指すうえで、日常的には経験できないことを体験し、社会的価

値のある活動ができ、SSP プログラムの本来の目標を達成できたと考えている。 

今後、SSP プログラムが建学の精神や教育の理念にもとづいた活動としてより一層発展

し、本学学生の育成と社会への貢献につながるよう推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

看護学科の最終報告会風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終報告会全発表者の集合写真 
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3.快適な学生生活を送るために 

(1)悩みを抱える学生への支援 

本学では、学生の大学生活での心配ごとや悩みを解決するための相談、助言、話相手を

する等、大学生活全般のサポートを行う学生相談室を設けている。その内容は本学ホーム

ページにおいて公開され、学生課窓口での受付申し込みのほか、学生相談受付箱、電話申

し込み、電子メールでの受け付けを行っている。その相談内容は下記に示すとおり多岐に

渡っている。 

1)対人関係がうまくいかない  

2)不安や緊張、イライラがおさまらない 

3)夜眠れない 

4)勉強方法がわからない 

5)奨学金・貸付金等を申し込みたい 

6)将来の進路が心配である 

7)転学部・学科、休学、退学を考えている 

相談時間は平成 20(2008)年度において東広島キャンパスでは月～土曜日 9時～17時（土

曜日は隔週）、呉キャンパスでは火曜日および木曜日の 9 時～17 時としている。  

学生相談室では、このほか、「学生相談室レター」を教職員向けに定期的にメール配信

し、学生を支援する側へサポートも行っている。さらに、開学以来、保健室において健康

教室やエイズ予防啓発活動が実施されており、東広島キャンパスでは平成 17(2005)年度に

専任カウンセラー配置を配置し、その翌年となる平成 18(2006)年度から、精神保健的な内

容を加えたうえで、保健室と連携し「心と体の健康教室」を開催している。特に一人暮ら

しを始めた 1 年次生を応援するために、快適な大学生活を送る上で必要な内容を盛込んで

いる。 
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図 3－1 入学から卒業までの支援の流れ 
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特別な支援を必

要とする学生

 

                                            

学生相談室運営委員会 

・ 学生支援センター長（東広島・呉）

・ 学科長（対象学生が所属する） 

・ 教務課長    ・学生課長 

・ 学務課長    ・学生相談室長 

・ その他委員会が必要と認める者 

 

・支援に関する基本方針、規則、   

  予算などの審議および決定 

・ 全学的な調整や意思決定 

・ 配慮事項の通達 

（年２回程度開催） 

・ 入学前相談 

・ 受験特別措置 

・ 入試前相談 

入試センター 

学    科 

支 援 の 実 施 

（月１回程度開催） 

・ 支援後の体験聴取 

・ 支援活動記録等の作成および管理 

 保健室員、障害に関する専門家、 

 キャリアセンター 

 

・支援上の様々な問題を随時扱い、 

迅速な問題解決を図る 

・ 支援内容の検討  ・配慮事項の作成 

学生相談室、学科担当教員、教務課が 

専門教員の助言を受け作成する 

・ その他委員会が必要と認める者 

・学生課（担当者）・学生相談室（担当者） 

・ 教務課（担当者）・学務課（担当者） 

・ 学科担当教員（対象学生が属する） 

  支援検討グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－2 修学支援体制 

 

さらに学生相談室のほか、本学全体の共同により今後、図 3－1 および図 3－2 のとおり

障害者支援活動について全学的なシステムを構築し、充実させていく。 

これは、学生への支援活動を全学的に推し進める活動の一環として修学に支障をきたす

学生に関し、障害者自立支援法および発達障害者支援法などの実施に伴い、障害の程度に

応じて適切な教育上の支援（配慮）を入学前から卒業まで大学全体として取り組むことを

目的としている。なお、すでに障害者支援活動については現在、教職員向け講演会の開催

やノートテイクボランティア活動の推進を図っている。 
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(2)寮生活学生への支援 

本学は、広島県外の学生比率が高く、平成 19(2007)年度の入学生では 37.3％の学生が広

島県外から集まってきている。これは、本学が広島県のみならず広く社会に認知されてい

ることの裏づけであると考える。しかし、本学の特に東広島キャンパスの立地の問題から、

住居の問題は深刻になる可能性があった。そのため、開学当初より学生寮を完備し、随時

増設を図ってきた。各部屋はフローリングタイプの約 8 畳に約 4.5 畳のキッチン、バス・

トイレ、エアコンをはじめ冷蔵庫および洗濯機など、キャンパスライフに必要なさまざま

な設備を各部屋にあらかじめ整え、快適な学生生活が送れるよう配慮している。その概要

を表 3－1 に示す。平成 20(2008)年度現在、東広島キャンパス内に「学生寮」を 6 棟設け、

878 室を配置、呉キャンパス内の学生の寮である「学生研修棟」に 692 室を配置し、両キ

ャンパス併せて 1,570 室を用意している。これは本学の在籍学生数の約三分の一にあたる。

また、大学敷地内に設置していることから、近年の社会情勢における防犯に関する問題に

関しても保護者から安心感を得ており、本学の大きな特徴となっている。 

 なお部屋料は東広島キャンパスで月額 37,000 円（別途新規入居時に入居申込金 40,000
円、共益費月額 3,000 円）、呉キャンパス内の学生研修棟は北向きが 37,000 円（共益費月

額 3,000）、南向きが 39,000 円（共益費月額 3,000 円）の 2 タイプある。また、遠方から

の入学生の生活面での不安を解消し、コミュニケーションを活発化することで大学生活を

充実したものにするため、県外を出身地とする学生について各々の都道府県出身の学生に

対し学生のコミュニティーである「県人会」を発足させた。これによって学生相互の連携

を図ることができ、共通の問題に関し、同輩のみでなく、先輩と後輩という縦の繋がりが

生まれ、さまざまな悩みの解決が図れるようになった。学生支援センター学生課、学務課

が主導し、県人会の設置を働きかけ、発足をさせるよう組織的な対応を図っている。 

入居できる期間は1年以内であるが、希望者は 短修業年限までの間毎年更新できることと

している。ただし、寮に生活する全ての学生の快適かつ安全な生活を保障していくため、遵守

事項を守らない場合は、年度途中でも入居許可を取り消すことがあるとし、来訪者の居室での

宿泊は禁止の上、22 時 30 分から翌朝 8 時までの間、他棟および他居室に立ち入ることを禁止

している（ただし、引越し当初の家族の宿泊は事前に届け出があれば可能）。  

 

表3－1 学生寮および学生研修棟概要 

学生寮 

（東広島キャンパス） 

学生研修棟  

（呉キャンパス） 

室 数 878 室 692 室 
棟 数 6 棟 3 棟 
部屋料 37,000 円 北向き 37,000 円 

（入居申込金 40,000 円） 南向き 39,000 円 
（入居申込金 40,000 円） 
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4.研究推進に向けて 

特別研究助成制度 

各研究分野の融合による予測不可能な新技術・新製品開発が求められている今日、本学

においても、基盤となる「研究の種」の創出を促すため、また、各研究分野の横断的な英

知を集結したアプローチを促すべく、教員の研究活動を特に奨励し、研究活動の活性化を

図る取組を推進している。 

その一環として、優れた研究成果が期待できる課題および学部・学科の枠組みを超えて

のグループ研究に対し、当該研究を研究費面からサポートするため、平成 17(2005)年度か

ら毎年度交付総額１千万円の広島国際大学特別研究助成制度を設けている。 

研究課題は、公平な審査の上で厳選して採択しており、平成 17(2005)年度から平成

19(2007)年度までの申請件数、採択率等は表 4－1 に示すとおりである。 

採択された研究課題は、健康、医療、福祉から環境、工学、情報の各領域にわたりさま

ざまであり、学部・学科を越えたグループ研究を意識的に採択することで、各分野の境界

や領域の枠に収まらない融合領域や異分野の連携といった新たな発展も見られつつある。 

所属部局や研究分野に捉われない審査指針を継続することで、今後も新たな研究領域や革

新的な学術研究が創出されることを期待している。 

助成期間終了後、学内で研究成果報告会を開催し、学外企業等にも参加を呼びかけ、産

学の連携・協力の推進に努めるとともに、学内レベルで新たに横断的な研究活動を生み出

すべく、学内研究者間での情報交換の場を提供している。 

 

表4－1 特別研究助成制度 過去3年の申請・採択状況 

　　　　　年　度
件数・採択率

平成17(2005)年度 平成18(2006)年度 平成19(2007)年度

申請件数 54件 56件 57件

採択件数 17件 17件 18件

採択率 31.5% 30.4% 31.6%
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広島国際大学 

 本制度は、産業界へ「広島国際大学発」の技術情報を提供し、ニーズのある製品開発に

結びつけ、社会貢献を図ることが、目的の一つである。 

 本学の所在する東広島および呉地域は、製造業にとって豊かな素地があり、古くから

先端の技術が集積されている。地場産業発の新製品開発への貢献も期待し、この恵まれた

地域で産学の連携強化を推進するべく「東広島市産学官連携イベント」、「呉地域産学官連

携フォーラム」や「ひろしまビジネスマッチングフェア」といった地域内イベントにも積

極的に参加している。また、平成 19(2007)年度は本制度の採択課題から 2 課題を国内 大

級の産官学連携イベントである「第 6 回産学官連携推進会議」へ出展し、全国企業等への

PR 活動も行っている。 

また、本制度の採択を受けた研究課題のうち 2 件の国内特許出願を行い、特許制度を利

用した情報公開を行うことで、産学間の実質的な連携推進にも取組んでいる。 
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