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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

 

1．建学の精神・大学の基本理念 

 

〈 建学の精神 〉 「教育は愛なり」 

 

学校法人広島国際学院（以下「本学院」という。）は、広島高等予備校設立（昭和 2(1927)

年）をはじめとするさまざまな教育活動によって本学院の基礎を築いた鶴虎太郎 （明治

3(1870)年－昭和 26(1951)年）を創立者とする。鶴虎太郎は、いかなる若者も教育の機

会を奪われてはならないとの信念に基づき、経済的・身体的その他の理由でほかの学校

では受け入れられない若者も受け入れ、また、受け入れた以上は最後まで見捨てない方

針で教育活動を実践した。まず一人ひとりの若者を徹底的に大切にすること、すなわち

若者を愛することが教育の原点であるということを自ら率先して示したのである。 

こうした創立者の教育活動をつらぬく精神について、周囲からは「慈父の愛、キリス

ト教精神による愛の教育、無処罰主義」といった言葉で表現され、さらには創立者の遺

志と教育活動を継承する者たちによって「教育は愛なり」と表現されるに至った。この

〈建学の精神〉「教育は愛なり」は、本学院が新制高等学校（昭和 23(1948)年）・短期

大学（昭和 39(1964)年）・大学（昭和 42(1967)年）を設立するなかで受け継がれ、「人

間愛に基づく教育を行い、すすんで人類の平和と社会の進歩に貢献できる人材を育成す

る」（「学校法人広島国際学院寄附行為」【資料 F-1】第 3 条）ことを目的とする教育

活動の指針であり続けた。 

広島国際学院大学（以下「本大学」という。）は、この〈建学の精神〉「教育は愛な

り」に基づきながら、大学の社会的・法的位置づけに則し、教育に加えて研究も視野に

入れ、〈大学創設の精神〉「教育は愛なり、研究は熱なり」を掲げた。この〈大学創設

の精神〉は、工学系単科大学として開学し、その後の大学院設置（平成 8(1996)年）、

文系学部創設と学校名称の変更（平成 11(1999)年）、学部を同一キャンパスに移転（平

成 22(2010)年）と発展・充実を続けるなかで受け継がれ、〈建学の精神〉とともに、本

大学における教育研究活動の指針となっている。 

 

2．使命・目的 

 

〈 大学の教育理念 〉 「信和・協同・実践」 

 

 本大学は、〈建学の精神〉〈大学創設の精神〉を踏まえた社会的使命として、人材養

成に関する目的を有し、これを端的に表現するために〈大学の教育理念〉「信和・協同・

実践」を掲げる。「信和」とは、己を研鑽し、自己を信じると共に互いに尊重しあう人

間社会を築き、和を求める学生を養うこと、「協同」とは、平等な立場から多くの人々

と協力し、互いに助け合える感性を持つ学生を養うこと、「実践」とは、人類の平和と

進歩に貢献する幅広い教養と深い専門知識を持ち、自ら行動できる学生を養うことであ

るとの解釈も定める。 
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 また〈大学の目的〉を「広島国際学院大学学則」【資料 F-3】（以下「学則」という。）

の第 1 条に「『教育は愛なり、研究は熱なり』を基本精神とし、自己を信じながらも和

を求め互いに助け合える感性を持ち、行動力のある人材育成を目的とする。」と定めた。 

〈大学院の目的〉を「広島国際学院大学大学院学則」【資料 F-3】（以下「大学院学則」

という。）の第 2 条に「『教育は愛なり、研究は熱なり』を基本精神とし、わが国及び

国際社会の発展に寄与できる広い視野と新しい技術の創出開拓する能力を持つ高度専門

技術者と高度な専門的知識を備えた職業人を養成することにより、人類の平和と進歩に

貢献することを目的とする。」と定めた。 

さらに、この〈大学の目的〉〈大学院の目的〉に加えて、教育課程別の〈教育研究上

の目的〉も諸規程に定める（後述）が、これらは〈建学の精神〉〈大学創設の精神〉を

踏まえた使命・目的及び教育目的として、主に人材養成に関する具体的な目的を明示し

たものであり、いずれも〈大学の教育理念〉「信和・協同・実践」に集約されるもので

ある。 

 

3．大学の個性・特色等 

 

⑴  教育目標の具体性 

本大学は、〈大学の教育理念〉「信和・協同・実践」を掲げたうえで、教育活動につ

いて、さらに具体的な達成目標も有する。すなわち〈大学の教育目標〉として、「①講

義や実験、実習体験などを通して、学生の個性と自主性を育みながら、基礎学力を修得

する。」、「②学生同士、勉学や大学での社会的活動を通して協力することにより、視

野が広く社会性に富む人材を育成する。」、「③大学で学んだ実学指向の専門知識・経

験を社会で活用できる人材を育成する。」と定める。本大学におけるさまざまな教育活

動は、これらの〈大学の教育目標〉に明示された具体的手法で、学生の個性・社会性を

伸ばし、実社会で活躍できる人材を育成することを目標に行われる。本大学は、あらゆ

る教育活動における目標について、それを達成するための手法を含め、具体性を有する

大学である。 

⑵  適正規模と多様性 

本大学は、適正規模と多様性を併せ持つ大学である。〈建学の精神〉「教育は愛なり」

に基づき、一人ひとりに対するきめ細かな学生支援を実現するための適正規模を有し、

入学定員の設定によってこれを維持する。教職員数に対する学生数は抑制され、チュー

ター制度や、習熟度別クラス編成・ゼミ指導により学修支援の実効性が担保されるうえ、

一人の学生に複数の支援が行き届きやすい体制を整えている。 

また、各種資格取得対策を含む就職支援、大学院進学支援、奨学制度による支援など、

個々の学生の状況に応じて的確に対応できる。 

その一方で、男女共学であり、また総合系・人文社会系・理工系・生物系（日本学術

振興会分類）にわたる学科が設置される総合大学でもあり、このようなことから学生も

教職員も多様な個性が集まる。本大学は、学生にとって、きめ細かな支援を受けながら、

多様性のなかで視野を広げ、大きく成長する機会の得られる大学である。 
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⑶ 地域性と国際性 

 本大学は、地域性と国際性を併せ持つ大学である。広島市安芸区地域における唯一の

大学として、大学・地域イベントの相互参加や共同開催、教育研究における地域資源の

利用といった地域連携の実績を積み上げてきた。平成 26(2014)年 1 月には、安芸区との

間で地域連携協定を締結し、継続的・組織的に協議を行いながらさらに連携を深める体

制を図った。その一方で、大学の立地する地域は、外国人の割合の比較的多く、本大学

でも、外国籍の学生の割合が比較的多いことから、日常的に国際感覚を養い、また地域

資源を利用した学修・交流の場で国際的経験を得られ、さらに本格的な海外研修や国際

交流事業などの実施にもつながっている。本大学は、学生にとって、地域社会に学びな

がら国際性を育む機会も得られる大学である。 

 

Ⅱ．沿革と現況 

 

1．本大学の沿革 

昭和 2(1927)年 11 月 広島高等予備校を広島市国泰寺町に新設。 

昭和 4(1929)年 3 月 広島高等予備校を広島市大手町に移転。 

昭和 5(1930)年 4 月 広島高等学院を併設。 

昭和 13(1938)年 3 月 広島高等学院を廃止。 

昭和 13(1938)年 4 月 広島電気学校を新設。 

昭和 19(1944)年 3 月 広島高等予備校を廃止。 

昭和 19(1944)年  4 月 広島電気学校に高等科を設置。 

昭和 21(1946)年 2 月 広島電気学校を安芸郡海田町に移転。 

昭和 23(1948)年 4 月 広島電気学校高等科を広島電機専門学校として新設。 

昭和 23(1948)年 5 月 学制改革により広島電気学校を広島電機高等学校に移行開校。 

昭和 26(1951)年 4 月 学校法人広島電機学園を設置。 

昭和 32(1957)年 10 月 広島電機専門学校を廃止。 

昭和 39(1964)年 4 月 広島電機学園短期大学自動車工業科を安芸郡瀬野川町中野（現 安芸区

中野）に新設。 

昭和 42(1967)年 4 月 広島電機大学工学部を安芸郡瀬野川町（現 安芸区中野）に新設、電気

工学科、電子工学科を設置。 

昭和 42(1967)年 8 月 学校名称を広島電機学園短期大学から広島自動車工業短期大学に改

称。 

昭和 43(1968)年  4 月 広島電機大学工学部に機械工学科を設置。 

昭和 45(1970)年  4 月 広島電機高等学校から広島電機大学附属高等学校に改称。 

昭和 63(1988)年 4 月 広島自動車工業短期大学を安芸区上瀬野町に移転。 

平成 3(1991)年 12 月 法人名を学校法人広島電機学園から学校法人広島電機大学に改称。 

平成 6(1994)年  4 月 広島電機大学工学部に情報工学科を設置。 

平成 8(1996)年 4 月 広島電機大学大学院を新設し、工学研究科に物質工学専攻、電気工学
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専攻、電子工学専攻、機械工学専攻（修士課程）を設置。 

平成 10(1998)年 12 月 法人名称を学校法人広島電機大学から学校法人広島国際学院に改称。 

平成 11(1999)年 4 月 広島電機大学大学院工学研究科に材料工学専攻、計測制御専攻（博士

後期課程）を設置。学校名称を広島電機大学から広島国際学院大学に、

広島自動車工業短期大学から広島国際学院大学自動車短期大学部に、

広島電機大学附属高等学校から広島国際学院高等学校に、それぞれ改称。 

広島国際学院大学に現代社会学部現代社会学科を安芸区上瀬野町に設

置。 

平成 14(2002)年 4 月 広島国際学院大学工学部電子工学科をメディア情報通信学科に名称変

更。広島国際学院大学大学院工学研究科に知能情報専攻（修士課程）

を設置。 

平成 15(2003)年 4 月 広島国際学院大学大学院に現代社会学研究科現代社会学専攻（博士課

程前期・後期）を設置。広島国際学院大学自動車短期大学部に整備工学

専攻（専攻科）を設置。 

平成 16(2004)年 4 月 広島国際学院大学工学部に電気電子工学科、バイオ・リサイクル学科

を設置。広島国際学院大学に情報学部情報工学科、情報デザイン学科

を設置。 

平成 17(2005)年 4 月 広島国際学院大学大学院工学研究科の電気工学専攻と電子工学専攻を

改組し、電気電子工学専攻（修士課程）を設置。 

平成 20(2008)年 4 月 広島国際学院大学工学部電気電子工学科、機械工学科、バイオ・リサ

イクル学科を改組し、総合工学科を設置。広島国際学院大学工学部電

気電子工学科、機械工学科、バイオ・リサイクル学科を募集停止。   

広島国際学院大学情報学部を情報デザイン学部に名称変更。広島国際

学院大学情報学部情報工学科を募集停止。 

平成 22(2010)年 4 月 広島国際学院現代社会学部を安芸区中野に移転。 

平成 25(2013)年 4 月 広島国際学院大学工学部総合工学科を改組し、工学部食農バイオ・リサ

イクル学科、生産工学科を設置、情報デザイン学部情報デザイン学科、

現代社会学部現代社会学科を改組し、情報文化学部情報デザイン学科、

現代社会学科を設置。広島国際学院大学工学部総合工学科、情報デザイ

ン学部情報デザイン学科、現代社会学部現代社会学科を募集停止。広島

国際学院大学大学院工学研究科の電気電子工学専攻、機械工学専攻、

知能情報専攻（修士課程）を改組し、生産創成工学専攻（修士課程）

を設置。広島国際学院大学大学院工学研究科の電気電子工学専攻、機

械工学専攻、知能情報専攻（修士課程）を募集停止。 

 

2．本大学の現況 

 

・大学名 広島国際学院大学 

 



広島国際学院大学 

5 

・所在地  

 

・学部構成 

【大学】 

学 部 学 科 コース 

工 学 部 

食農バイオ・リサイクル学科 

発酵バイオコース 

環境リサイクルコース 

食農サイエンスコース 

生 産 工 学 科 

機械工学コース 

情報制御コース 

電気工学コース 

情報文化学部 

情 報 デ ザ イ ン 学 科 

ソーシャルメディアコース 

コミュニケーションデザインコース 

メディア・エンターテインメントコース 

現 代 社 会 学 科 

経営ビジネスコース 

国際コミュニケーションコース 

福祉マネジメントコース 

 

【大学院】 

 

研 究 科 課 程 専 攻 

工 学 研 究 科 
修 士 課 程 

物質工学専攻 

生産創成工学専攻 

博 士 後 期 課 程 材料工学専攻 

現代社会学研究科 
博 士 前 期 課 程 現代社会学専攻 

博 士 後 期 課 程 現代社会学専攻 

 

校 地 所 在 地 

中 野 キ ャ ン パ ス 広島市安芸区中野六丁目２０番１号 

上瀬野キャンパス 広島市安芸区上瀬野町５１７番地の１ 
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・学生数、教員数、職員数 

 

【大学の学生数】 

平成 27(2015)年 5 月 1 日現在 (単位:人) 

学 部 学 科 
入学 

定員 

在 籍 学 生 数 

1年次 2年次 3年次 4年次 計 

工 学 部 

食農バイオ・リサイクル学科 70 32 31 37 － 100 

生 産 工 学 科 90 57 42 49 － 148 

総 合 工 学 科 ※ （140） － － － 96 96 

バイオ・リサイクル学科** 60 0 0 0 1 1 

情 報 文 化 学 部 
情報 デザ イン 学科 80 62 62 53 － 177 

現 代 社 会 学 科 80 49 46 45 － 140 

情報デザイン学部 情報デザイン学科※ （100） － － － 66 66 

現 代 社 会 学 部 現 代 社 会 学 科 ※ （80） － － － 53 53 

合   計 
320 

（320） 
200 181 195 205 781 

※印 平成 25(2013)年 4 月学生募集停止 

**印 平成 20(2008)年 4 月学生募集停止 

 

【大学院の学生数】 

平成 27(2015)年 5 月 1 日現在 (単位:人) 

研究科 専 攻 

入 

学 

定 

員 

在 籍 学 生 数 

博士前期課程 

（修士課程） 
博士後期課程 

１年次 
２年次 

以上 
計 １年次 ２年次 

３年次 

以上 
計 

工 学 

研 究 科 

物質工学専攻（修） 6 2 3 5 － － － － 

生産創成工学専攻(修) 6 1 4 5 － － － － 

材料工学専攻（博） 2 － － － 0 1 1 2 

計 3 7 10 0 1 1 2 

現代社会学 

研 究 科 

現代社会学専攻（前） 6 3 1 4 － － － － 

現代社会学専攻（後） 3 － － － 0 1 1 2 

計 3 1 4 0 1 1 2 

合   計 6 8 14 0 2 2 4 

 



広島国際学院大学 

7 

【大学の教員数】 

平成 27(2015)年 5 月 1 日現在 (単位:人) 

所 属 区 分 
専 任 教 員 

兼任教員 計 
教授 准教授 講師 助教 助手 計 

工 学 部 13 4 2 0 0 19 8 27 

情報文化学部 9 6 4 0 0 19 15 34 

総合教育センター 9 2 6 0 0 17 21 38 

合 計 31 12 12 0 0 55 44 99 

 

 

【大学院の教員数】  

平成 27(2015)年 5 月 1 日現在 (単位:人) 

所 属 区 分 
専 任 教 員（兼担） 

兼任教員 計 
教授 准教授 講師 計 

工 学 

研 究 科 

物質工学専攻（修） 6 1 0 7 1 8 

生産創成工学専攻(修) 10 5 3 18 0 18 

材料工学専攻（博） 10 1 0 11 0 11 

計 26 7 3 36 1 37 

現代社会学 

研 究 科 

現代社会学専攻(前期) 6 0 0 6 0 6 

現代社会学専攻(後期) 6 0 0 6 0 6 

計 12 0 0 12 0 12 

合   計 38 7 3 48 1 49 

※ 工学研究科教員数 25 人、現代社会学研究科教員数 6 人 

 

【職員数】 

平成 27(2015)年 5 月 1 日現在 (単位:人) 

 専任職員 嘱託職員 パート職員 派遣職員 計 

人 数 17 8 15 1 41 

 

 



広島国際学院大学 

8 

Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準 1．使命・目的等 

1－1 使命・目的及び教育目的の明確性 

≪1－1 の視点≫ 

1-1-① 

1-1-② 

意味・内容の具体性と明確性 

簡潔な文章化 

 

（1）1－1 の自己判定 

基準項目 1－1 を満たしている。 

 

（2）1－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

本大学は、使命・目的及び教育目的について、〈建学の精神〉「教育は愛なり」と

〈大学創設の精神〉「教育は愛なり、研究は熱なり」を踏まえ、以下のように定める。 

まず使命・目的については、本大学の人材養成に関して達成しようとする社会的使

命として、〈大学の教育理念〉「信和・協同・実践」と、それぞれの具体的な解釈を

併せて掲げ、さらに〈大学の目的〉〈大学院の目的〉をそれぞれ学則に定めている。 

 

使 
命 

〈大学の教育理念〉 

信和・協同・実践 

信和：己を研鑽し、自己を信じると共に互いに尊重しあう人間社会を築き、和

を求める学生を養う。 

協同：平等な立場から多くの人々と協力し、互いに助け合える感性を持つ学生

を養う。 

実践：人類の平和と進歩に貢献する幅広い教養と深い専門知識を持ち、自ら行

動できる学生を養う。 

目 

的 

〈大学の目的〉 「学則」第 1 条 

広島国際学院大学は、「教育は愛なり、研究は熱なり」を基本精神とし、自己を

信じながらも和を求め互いに助け合える感性を持ち、行動力のある人材育成を目

的とする。 

〈大学院の目的〉 「大学院学則」第 3 条 

本大学院は、「教育は愛なり、研究は熱なり」を基本精神とし、わが国及び国際

社会の発展に寄与できる広い視野と新しい技術の創出開拓する能力を持つ高度専

門技術者と高度な専門的知識を備えた職業人を養成することにより、人類の平和

と進歩に貢献することを目的とする。 
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次に教育目的について、大学の使命・目的、すなわち〈大学の教育理念〉〈大学の

目的〉〈大学院の目的〉に基づき、本大学においては学部・学科ごと、本大学院にお

いては研究科・課程・専攻ごとの〈教育研究上の目的〉を、学部細則・研究科規程に

それぞれ定めている。 

   

工 

学 

部 

〈教育研究上の目的〉「工学部細則」【資料 1-1-1】第 2 条 

「信和・協同・実践」の教育理念を継承・強化し、地域の青少年を地域とともに

育て、地域並びに地域産業活動を担う人材育成を行うことを目的とする。 

＜食農バイオ・リサイクル学科＞ 地域のバイオ分野と環境分野及び農業や食品分

野を担う中堅技術者として、幅広い基礎学力と実践的応用能力を備え循環型社会

に貢献できる人材育成を目的とする。 

＜生産工学科＞ 十分な基礎学力を備え、情報化社会に対応したコンピューターの

利活用やエネルギー問題も重視した製品開発、設計、生産、技術サポートなど、

「ものづくり」を担う実務的な知識・技術を修得し、地域並びに地域産業活動を

担う人材育成を目的とする。 
  

情 

報 

文 

化 

学 

部 

〈教育研究上の目的〉「情報文化学部細則」【資料 1-1-2】第 2 条 

社会学、インターネット、コミュニケーションデザインから構成された教育を

展開し、信和・協同・実践の理念に基づいた人材育成を目的とする。 

＜情報デザイン学科＞ 急激に発展するネット社会において、人に優しい情報通信

技術とデザインを学修研究し、その幅広い担い手を育成することを目的とする。 

＜現代社会学科＞ 現代が直面する社会的な諸問題を学修研究し、それらの解決に

寄与する人材を育成することを目的とする。 
  

工 

学 

研 

究 

科 

〈教育研究上の目的〉「大学大学院工学研究科規程」【資料 1-1-3】第 2 条 

修士課程 科学や技術の分野の急速な発展に寄与できる広い視野と新しい技術

の開発能力を備えた高度の技術者を養成する。 

＜物質工学専攻＞ 新しい素材や新しい機能性を持った材料の開発には、物質をミ

クロな立場から捉える観点と考察が必要であり、そのための基礎となる学問分野

を教育し、高度な材料、素材関連の工学的知識を備え、かつ専門的応用能力の優

れた人材を育成する。 

＜生産創成工学専攻＞ 工業技術の急速な進展を支える機械工学、電気電子工学及

び知能情報を互いに連携させた総合的な知識と技術を修得するため、常に他分野

からの視点を欠かすことなくそれぞれ専門分野の教育・研究を進め、広い視野で

日本のものづくりの発展を支えることができる高度な技術者を育成する。 

博士後期課程 急速な発展を遂げる科学や技術を自ら開拓し、わが国及び国際

社会の発展に寄与できる、創造性豊かでかつ柔軟な思考力と広い視野を持つ研究

者、開発技術者を養成する。 
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＜材料工学専攻＞ 高純度材料、電子材料・素子、機能性材料、構造材料・加工及

び計測システムの各分野において教育研究指導を行い、将来、社会において材料

に関連する研究開発に貢献できる高度な研究者及び技術者を養成する。 

 

現 

代 

社 

会 

学 

研 

究 

科 

〈教育研究上の目的〉「大学院現代社会学研究科規程」【資料 1-1-4】第 2 条 

博士前期課程 複雑化した現代社会の仕組みを理解し、そこで生じるさまざま

な問題の実態とその背景にある社会的現実を科学的に調査・分析し、問題の解決

に寄与することのできる、高度の専門的知識をもった研究者及び職業人を養成す

ることを目的とする。 

博士後期課程 複雑化した現代社会の仕組みを理解し、そこで生じるさまざま

な問題の実態とその背景にある社会的現実を科学的に調査・分析し、問題の解決

に寄与することのできる、極めて高度の専門的知識をもった研究者及び職業人を

養成することを目的とする。 

 

 

なお、平成 25(2013)年 4 月に学生募集を停止した旧教育課程の情報デザイン学部情報

デザイン学科及び現代社会学部現代社会学科における具体的な教育目的は、「広島国際

学院大学情報デザイン学部細則」【資料 1-1-5】第 2 条及び「広島国際学院大学現代社会

学部細則」【資料 1-1-6】第 2 条にそれぞれ定めている。 

 

以上、本大学の使命・目的及び教育目的の意味・内容は、〈建学の精神〉〈大学創設

の精神〉を踏まえながら、〈大学の教育理念〉〈大学の目的〉〈大学院の目的〉及び教

育課程別の〈教育研究上の目的〉として、具体的かつ明確に定められ、必要に応じて学

則、学部細則及び研究科規程にそれぞれ具体的に記述をしており明文化されていると評

価できる。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 1-1-1】から【資料 1-1-6】 

 

1-1-② 簡潔な文章化 

前掲のとおり、本大学の使命・目的及び教育目的の意味・内容は、〈大学の教育理念〉

〈大学の目的〉〈大学院の目的〉及び教育課程別の〈教育研究上の目的〉として、具体

的でありながら明確な記述をもって簡潔に文章化されている。また、主に人材養成に関

する具体的な目的を明示したこれらは、いずれも本大学の社会的使命として〈大学の教

育理念〉「信和・協同・実践」に集約され、端的に表現されるものである。 

 

以上のように、本大学の使命・目的及び教育目的は、簡潔に文章化されていると判断

している。 

 

（3）1－1 の改善・向上方策（将来計画） 
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建学の精神「教育は愛なり」、本大学の教育理念「信和・協同・実践」に則り、これ

まで使命、目的、教育目標を明確に定め、種々なことを実践してきた。しかしながら、

地域社会にはこれらのことが十分に浸透しているとは言えず、入学者の確保につながっ

ていない。従って平成 29(2017)年度に向けて、教育及び組織改革を行いながら建学の精

神及び教育理念の地域社会への浸透を図ってゆく。 

  

 

1－2 使命・目的及び教育目的の適切性 

≪1－2 の視点≫ 

1-2-① 

1-2-② 

1-2-③ 

個性・特色の明示 

法令への適合 

変化への対応 

 

（1）1－2 の自己判定 

基準項目 1－2 を満たしている。 

 

（2）1－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-2-① 個性・特色の明示 

本大学の使命・目的及び教育目的は、本大学の教育の理念である「信和・協同・実践」

に基づいて、「入学者受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）」、「教育課

程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）」、「学位授与の方針（ディプロマ・

ポリシー）」のいわゆる「３つの方針」で具体的に表現している。 

これらは、2 学部（4 学科）と 2 研究科（4 専攻）にそれぞれ定め、ホームページで「３

つの方針」としてまとめて公表している【資料 1-2-1】。 

まず〈大学の教育理念〉とその解釈は、「信和：己を研鑽し、自己を信じると共に互

いに尊重しあう人間社会を築き、和を求める学生を養う」、「協同：平等な立場から多

くの人々と協力し、互いに助け合える感性を持つ学生を養う」、「実践：人類の平和と

進歩に貢献する幅広い教養と深い専門知識を持ち、自ら行動できる学生を養う」である

が、これらは〈大学の教育目標〉の項目①②③とそれぞれ対応関係にある。すなわち「信

和」は「①講義や実験、実習体験などを通して、学生の個性と自主性を育みながら、基

礎学力を修得する」、「協同」は「②学生同士、勉学や大学での社会的活動を通して協

力することにより、視野が広く社会性に富む人材を育成する」、「実践」は「③大学で

学んだ実学指向の専門知識・経験を社会で活用できる人材を育成する」とそれぞれ対応

する。また、この〈大学の教育理念〉とその解釈は、本大学の個性・特色、すなわち一

人ひとりに対するきめ細かな学生支援を実現するための適正規模と、男女共学の総合大

学として多様な個性が集まるなかで人類社会全体を視野に入れながら成長する機会の得

られる多様性・国際性を反映している。 

次に〈大学の目的〉は、「『教育は愛なり、研究は熱なり』を基本精神とし、自己を

信じながらも和を求め互いに助け合える感性を持ち、行動力のある人材育成を目的とす

る」ことであり、また教育課程別の〈教育研究上の目的〉は、「『信和・協同・実践』
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の教育理念を継承・強化し、地域の青少年を地域とともに育て、地域並びに地域産業活

動を担う人材育成を行うことを目的とする」（工学部の目的）こと、「社会学、インタ

ーネット、コミュニケーションデザインから構成された教育を展開し、信和・協同・実

践の理念に基づいた人材育成を目的とする」（情報文化学部の目的）ことなどである。

これら〈大学の目的〉及び教育課程別の〈教育研究上の目的〉には、〈建学の精神〉〈大

学の教育理念〉を踏まえた上で、本大学の個性・特色、すなわち前述の適正規模・多様

性と、広島市安芸区地域における唯一の大学である地域性を反映している。 

 

以上、本大学の使命・目的及び教育目的には、本大学の個性・特色、すなわち教育目

標の具体性、及び大学の適正規模・多様性・地域性・国際性が十分に反映・明示されて

いると評価できる。 

  

◇エビデンス集（資料編）【資料 1-2-1】 

 

1-2-② 法令の適合 

「学則」第 1 条における大学創設の精神及び教育理念の実現は、学校教育法第 83 条と

同義で、同様に「大学院学則」第３条が学校教育法第 83 条に対応している。これら学則

において、教育基本法及び学校教育法を遵守しており、【表 3-2】に示すとおり、法令

等に適合している。 

 

◇エビデンス集（データ編）【表 3-2】 

  

1-2-③ 変化への対応 

本大学の使命・目的及び教育目的は、社会情勢等に対応しながら、以下のように適切

に見直し等を行っている。 

≪学部≫ 

学校法人広島電機大学（現 学校法人広島国際学院）は、第１次長期計画を立て、平

成 8(1996)年 3 月に「21 世紀の鼓動」として冊子にまとめた。本大学の将来として「工

科系単科大学から総合大学化への移行」を掲げた。平成 11(1999)年 4 月には上瀬野キャ

ンパスに「現代社会学部」を設け、大学名を「広島電機大学」から「広島国際学院大学」

に名称変更した。平成 16(2004)年 4 月に工学部を広島電機大学の流れをくむ「機械工学

科」と「電気電子工学科」に「バイオ・リサイクル学科」を新たに加えた教育組織とし、

工学部情報工学科を「情報学部」として分離した。また、情報学部には新しく「情報デ

ザイン学科」を追加した。 

しかし、平成 18(2006)年ごろから 18 歳人口の減少などの影響で志願者減となったこ

とから規模調整の目的で平成 20(2008)年度 4月に、工学部を従来の学科を専攻とする「総

合工学科」のみに改編した。呼応して、情報学部も１学科とするため、情報工学科を廃

止し、情報デザイン学科を残して学部名を「情報デザイン学部」とした。現代社会学部

は設置当時のままとし、定員を調整した。 

教育研究目的を達成するために必要な基盤を改善するため、平成 21(2009)年度に大学
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構想委員会を設置した【資料 1-2-2】。平成 22(2010)年度には議論を重ね、平成 25(2013)

年 4 月に工学部総合工学科を食農バイオ・リサイクル学科と大学創設時の流れを汲む生

産工学科に分離し、文理融合を促進するため、情報デザイン学部と現代社会学部を統合

して情報文化学部を設置することになった。（【資料 1-2-3】、【資料 1-2-4】参照） 

バイオ・リサイクル学科は、バイオサイエンス及びリサイクルの時代への変化に対応

したものであり、食品業界をはじめ、幅広い分野で「食」と「農」に精通した人材が求

められるようになったことから食農バイオ・リサイクル学科として拡充している。  

ハード（技術）からソフト主体となった情報化社会が、クラウド化してソーシャルメ

ディアが生活の中に浸透していることから、従来の情報技術に実社会の分析・問題把握

能力が求められていると判断し、情報デザイン学部と現代社会学部を統合するなどし、

平成 25(2013)年度には社会情勢の変化に対応した改組を行った。 

≪大学院≫ 

大学院では、平成 17(2004)年度に、学科と連動する形で専攻を設けた。すなわち、工

学部の電気電子工学科、機械工学科、バイオ・リサイクル学科並びに情報学部情報工学

科に対し、それぞれ工学研究科の電気電子工学専攻、機械工学専攻、物質工学専攻、知

能情報専攻（入学定員各 6 人）を設置した。 

博士後期課程においては、物質工学専攻と機械工学専攻が中心となった材料工学専攻

（入学定員２人）、電気電子工学専攻と知能情報専攻が中心となった計測制御工学専攻

（入学定員２人）で構成した。 

平成 25(2013)年度には、工学部を食農バイオ・リサイクル学科と生産工学科に再編し

たことから、物質工学専攻を継続させ、電気電子工学専攻、機械工学専攻、知能情報専

攻を生産創生工学専攻（入学定員６人）に再編した。また、博士後期課程は計測制御工

学専攻を廃止し、材料工学専攻に分野としての「計測システム」を追加した。 

平成 15(2003)年に、現代社会学部現代社会学科と連動する形で、現代社会学研究科を

新設し、大学院博士前・後期課程（現代社会学専攻（入学定員 6 人））を設置した。 

このように、大学院は学部の改編と共に変化している。（【資料 1-2-5】参照） 

 

以上、本大学の使命・目的及び教育目的は、社会情勢等に対応し、必要に応じて見直

し等を行ってきたと評価できる。 

 

 ◇エビデンス集（資料編）【資料 1-2-2】から【資料 1-2-5】 

 

（3）1－2 の改善・向上方策（将来計画） 

本大学は、時代を先取りする形で改組を進めてきたが、現有教員で改革を組織してき

たことから、平成 16(2004)年度改組時から内容を充実させるまでに時間を要した。この

ことが、平成 18(2006)年度の志願者減につながった。しかし、本大学には、小規模校な

がら広島地域に見られないほど「文」「理」に渡る幅広い教育資源を蓄積しており、こ

の資源をアピールすることで、志願者増につなげることができると判断している。さら

に、教育改革である「きめ細かい丁寧な教育」においても成果を得ている。 

 しかしながら、これらの教育改革については広報などを含め、本大学の幅広い教育資



広島国際学院大学 

14 

源、人材育成内容が、地域社会に十分浸透していない。そのため、学長は、組織改革や

カリキュラム改編を含め、これまでの改革における不備な点を精査するなど具体的改革

作業を行い、さらに教授会や大学協議会で広く検討を行い、より一層アピールが徹底す

るように、地域社会への本学の魅力の浸透を図る。 

 

  

1－3 使命・目的及び教育目的の有効性 

≪1－3 の視点≫ 

1-3-① 

1-3-② 

1-3-③ 

1-3-④ 

役員、教職員の理解と支持 

学内外への周知 

中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

 

（1）1－3 の自己判定 

基準項目 1－3 を満たしている。 

 

（2）1－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-3-① 役員、教職員の理解と支持 

本大学の建学の精神と、これを踏まえた使命・目的及び教育目的は、それぞれ次のよ

うな役員・教職員の関与・参画によって整理、確認及び決定した。 

まず建学の精神と使命・目的について、平成 19(2007)年度第 6 回理事会において、本

学院の〈建学の精神〉及び本大学の〈大学創設の精神〉〈大学の教育理念〉〈大学の教

育目標〉を整理・確認する「学校法人広島国際学院事業計画～平成 20 年度～」【資料

1-3-1】を決定した。これらは、平成 20(2008)年度第 2 回工学部・情報デザイン学部合

同教授会及び平成 20(2008)年度第 2 回現代社会学部教授会においても報告し、確認され

た。 

目的については、〈大学の目的〉を定める「学則」【資料 F-3】第 1 条を平成 19(2008)

年度第 14 回工学部・情報学部（臨時）合同教授会及び平成 19(2007)年度第 14 回現代社

会学部教授会において審議した。また〈大学院の目的〉を定める「大学院学則」【資料

F-3】第 2 条を平成 19(2007)年度第 7 回工学研究科委員会及び平成 19(2007)年度第 9 回

現代社会学研究科委員会において審議した。これら学則に定める〈大学の目的〉〈大学

院の目的〉は、平成 19(2007)年度第 6 回理事会において確認された。 

さらに教育目的について、学部・学科ごとの〈教育研究上の目的〉を定める「工学部

細則」【資料 1-3-2】第 2 条及び「情報文化学部細則」【資料 1-3-3】第 2 条は、平成

24(2012)年度第 12・13 回大学協議会の審議を経て、平成 24(2012)年度第 11 回工学部教

授会、平成 24(2012)年度第 11 回情報デザイン学部教授会、平成 24(2012)年度第 12 回現

代社会学部教授会において決定された。また研究科・課程・専攻ごとの〈教育研究上の

目的〉を定める「工学研究科規程」【資料 1-3-4】第 2 条、及び「現代社会学研究科規

程」【資料 1-3-5】第 2 条は、平成 21(2009)年度第 9 回工学研究科委員会、平成 24(2012)

年度第 8 回工学研究科委員会、平成 19(2007)年度第 9 回現代社会学研究科委員会におい
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て決定された。 

 

以上、本大学の建学の精神と、これを踏まえた使命・目的及び教育目的は、本学院の

理事会、学部教授会及び研究科委員会によって、それぞれ整理、確認及び決定された。

したがって、役員及び教職員の理解と支持により共有されていると判断している。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 F-3】、【資料 1-3-1】から【資料 1-3-5】 

 

1-3-② 学内外への周知 

本大学の建学の精神と、これを踏まえた使命・目的及び教育目的は、次のとおり学内

外に周知している。 

まず、建学の精神と使命・目的、すなわち〈建学の精神〉〈大学創設の精神〉〈大学

の教育理念〉については、ホームページ【資料 1-3-6】及び「大学案内」【資料 1-3-7】

7～8 ページ）において公開し、全学生に配付している「学生便覧」【資料 1-3-8】への

掲載、各教室・会議室・廊下等への掲出によって学内外へ周知している。また、入学宣

誓式、卒業証書・学位記授与式における学長式辞、初任者研修会における説明において

も、その内容を適宜取り入れている。特に重要な〈建学の精神〉〈大学の教育理念〉は、

1 年生の必修科目「初年次セミナーⅠ」使用テキスト「大学生の学修と生活」【資料 1-3-9】

における解説のほか、学生会館入口石碑の刻字及び館内額装の揮毫といった多様な方法

によって学内周知を図っている。 

本大学の教育目標の具体性を示す〈大学の教育目標〉も、〈建学の精神〉等と同様に、

ホームページ【資料 1-3-6】及び「大学案内」【資料 1-3-7】において公開し、全入学生

に配付する「学生便覧」【資料 1-3-8】へも掲載している。 

次に、〈大学の目的〉〈大学院の目的〉及び教育課程別の〈教員研究上の目的〉につ

いては、「広島国際学院規程集」【資料 F-9】に掲載され、学内限定ネットに掲載して

いるので、教職員は必要に応じて閲覧することができる。 

特に重要な〈大学の目的〉は、〈建学の精神〉等と同様にホームページ【資料 1-3-6】

及び「大学案内」【資料 1-3-7】において公開し、全入学生に配付する「学生便覧」【資

料 1-3-8】へも掲載している。 

 

以上、本大学の建学の精神と、これを踏まえた使命・目的及び教育目的について、さ

まざまな機会において、また多様な方法をもって、学内外への十分な周知を行なってい

ると判断している。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 F-9】、【資料 1-3-6】から【資料 1-3-9】 

 

1-3-③ 中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

本大学の中長期的な計画及び 3 つの方針（ディプロマポリシー、カリキュラムポリシ

ー及びアドミッションポリシー）には、建学の精神と、これを踏まえた使命・教育目的

が以下のように反映されている。 
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まず中長期的な計画について、平成 20(2008)年度第 3 回理事会において、「～光り輝

くキャンパスライフを夢見て～ 総合計画概要」【資料 1-3-10】（平成 21(2009)年 4

月 3 日学内配付）が、系列校を含む本学院全体の総合計画として決定した。ここでは冒

頭に、計画の趣旨として「本学院の建学の精神は『教育は愛なり』である。この精神を

生かすことは、受け入れた学生・生徒に対し、効果的で充実した内容のサービスを提供

することである。（中略）将来、社会的に有能な人材を多数輩出することを意識して、

本学院の目指すべき将来像と、平成 21(2009)年度からの 10 年間に何を実践しようとし

ているのかを「総合計画」としてまとめるものである」と述べる。さらに具体的な方向

性として、「教育を重視した学校」を目指し、特に本大学は「教育に資する研究」を旨

とすること、また個性化と特色化に努める中で「教育は愛なり」の建学の精神のもとに

21 世紀の実社会に貢献する人材の育成」を進めること、さらに地域貢献の一つとして「地

球環境にやさしい学院」を目指し、地域における「知」の発信拠点として「地域におけ

る知識とノウハウの提供」などを挙げている。これらには、本大学の建学の精神・使命・

教育目的が反映されている。 

次に、3 つの方針、（ディプロマポリシー、カリキュラムポリシー、アドミッション

ポリシー）について、本大学はそれぞれを組織・教育課程ごとに定めている。 

これらは、「教育研究上の目的と 3 つの方針との対照表」【資料 1-3-11】に示すよう

に、学部・学科ごと、及び各研究科・課程・専攻ごとの〈教育研究上の目的〉を反映し

ている。なお、特にアドミッションポリシーについては、組織・教育課程ごとの方針と

は別に、大学全体の方針として「本大学の建学の精神、教育・研究の理念を理解し、こ

の教育・研究の目的を達成するために実践できる（中略）入学者を広く求める。」と定

めており、ここには本大学の建学の精神・使命が反映されている。 

 

以上、本大学の中長期的な計画及び 3 つの方針には、建学の精神と、これを踏まえた

使命・教育目的が十分に反映されていると評価できる。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 1-3-10】から【資料 1-3-11】 

 

1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

本大学は、建学の精神と、これを踏まえた使命・教育目的を達成するために、「学校

法人広島国際学院寄附行為」【資料 1-3-12】第 4 条及び「学校法人広島国際学院組織規

程」【資料 1-3-13】をはじめとする諸規定に基づき、次の（1）から（3）及び図 1-3-1

に示す教育研究組織を構成し、また附属施設を設置している。 

 

（1）大学学部 

本大学は、「学則」【資料 F-3】第 3 条に基づき、工学部と情報文化学部で構成する。

工学部には、食農バイオ・リサイクル学科と生産工学科の 2 学科を設置し、情報文化学

部には、情報デザイン学科と現代社会学科の 2 学科を設置している。なお、平成 25(2013)

年度の学部改組以前の旧教育課程においては、工学部総合工学科、情報デザイン学部情

報デザイン学科、現代社会学部現代社会学科の 3 学部にそれぞれ 1 学科を構成した。 
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（2）大学院研究科 

本大学院は、「大学院学則」【資料 F-3】第 4 条の規定により、工学研究科と現代社

会学研究科で構成する。工学研究科には、修士課程として、物質工学専攻・生産創成工

学専攻の 2 専攻を設置し、博士後期課程として、材料工学専攻を設置している。現代社

会学研究科には、博士前期課程及び博士後期課程として、現代社会学専攻を設置してい

る。 

 

 
 

図 1-3-1 学校法人広島国際学院組織図 教育研究組織 

 

（3）附属施設 

本大学及び本大学院における教育・研究を支援するために、これらと一体的な運営と

業務を行う附属施設及び組織として、「学則」【資料 F-3】第 28 条に定める、図書館、
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情報処理センター、総合教育センター、地域連携センター、ハイテク・リサーチ・セン

ターを設置している。なお総合教育センターは、初年次教育・基礎教育・キャリア教育・

教養教育を担当する全学教育組織である。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 F-3】、【資料 1-3-12】から【資料 1-3-13】 

 

以上、使命・目的及び教育目的を達成するために必要な教育研究組織が整備されてい

ると判断している。 

 

（3）1－3 の改善・向上方策（将来計画） 

本大学では、若手教員を中心とした戦略会議を組織し、地域社会のニーズに応えられ

る大学を目指すべく、組織改革を平成 29(2017)年度に向けて作業を行っている。 

特に、広島という地域性をよく見極め、文理融合を生かした幅の広い人材育成との整

合性を、全教職員が見極めながら論議を重ね、組織改革を進める。これは教員の意識改

革にもつながり、より一層の建学の精神、教育理念の深化と地域への浸透を図ることに

もつながる。 

  

［基準 1 の自己評価］ 

 

・ 学校法人広島国際学院の建学の精神「教育は愛なり」に基づいて策定された大学創

設の精神「教育は愛なり、研究は熱なり」を踏まえ、本大学の教育理念「信和・協

同・実践」と、それぞれの具体的な解釈を併せて掲げ、さらに〈大学の目的〉〈大

学院の目的〉も各学則に定めている。 

・ 本大学の使命・目的及び教育目的は、本大学の教育の理念である「信和・協同・実

践」に基づいて、「入学者受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）」、

「教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）」、「学位授与の方針（デ

ィプロマ・ポリシー）」のいわゆる「３つの方針」で具体的に反映しており、ホー

ムページ等で公開している。 

・ 地域に根差した知の拠点としての機能を果たすべく、関連する法令等に適合させな

がら各学部の各学科や工学研究科及び現代社会学研究科の各専攻に至るまで、建学

の精神に則って具体的かつ明確にその個性・特色を反映した目的を定め、必要に応

じて見直しを行っている。 

・ 規定どおりに理事、教員などが参画して使命・目的及び教育研究上の目的等の策定

及び改定が行われ、役員並びに教職員に理解され支持されている。また、学外に対

しては主としてホームページを使って公開され、学内外に周知されている。さらに、

冒頭に本大学の使命・目的などが掲載されている学生便覧を配付すると共に、新入

生へ説明を行っている。 

・ 本大学の中長期的な計画を示した「光り輝くキャンパスライフを夢見て ～今後 10

年間の総合計画～」には使命・目的及び教育目的が反映されている。 

・ 大大学の教育研究の基本的な組織は、適切な規模と構成で設置され、大学設置基準
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や大学院設置基準も満たしている。全体として、教育研究上の使命・目的に照らし

て十分な連携と機能を有して運営されている。 
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基準 2．学修と教授 

2－1 学生の受入れ 

≪2－1 の視点≫ 

2-1-① 

2-1-② 

2-1-③ 

入学者受入れの方針の明確化と周知 

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

（1）2－1 の自己判定 

基準項目 2－1 を満たしている。 

 

（2）2－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知 

本大学全体のアドミッションポリシーを次のように定めている。 

本大学は、学術の進展、技術革新、国際化、情報化の進展とともに社会の複雑多様な

変化に対応し、個性尊重を第一義として、創造性に満ち、しかも高度の知識と能力を身

につけた人材の育成を目標としている。 

本大学の建学の精神、教育・研究の理念を理解し、この教育・研究の目的を達成する

ために実践できる次のような入学者を広く求める。  

１． 知識や技術を通じて社会貢献に意欲を持つ人  

２． 自ら積極的に学習や研究に取り組む意欲を持つ人  

３． 新しい分野の開拓や創造、ものづくりに意欲を持つ人  

４． 独自の優れた個性を発揮する意欲を持つ人 

入学者に求める学生像を学部・学科のアドミッションポリシーを次のように定めている。

（【資料 F-4】、【資料 2-1-1】参照） 

 

1) 大学学部のアドミッションポリシー 

≪工学部≫ 

工学部は、本大学の教育理念である「信和、協同、実践」を基本としながら、産業・

教育・行政などの分野で社会に貢献できる実践的な技術者の育成を目標とする。個性を

尊重し、創造性に満ち、高度な知識と技術を身につけ、社会の複雑な変化に対応できる

人材の育成を目標とする。科学技術やものづくりに関心を持ち、自ら積極的に学習や研

究に取り組む意欲があり、科学技術の分野でその発展に貢献したいという強い意欲と適

性を持った人を受け入れる。 

 

食農バイオ・リサイクル学科では、次のような人を歓迎する  

・ バイオテクノロジーに興味を持ち、学習や技術修得に意欲的な人  

・ リサイクル技術に興味を持ち、学習や技術修得に意欲的な人  

・ 食品加工や農業に興味を持ち、学習や技術修得に意欲的な人  

・ 修得した知識や技術を活かして、社会貢献したい人  
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生産工学科では、次のような人を歓迎する  

・ ものづくりに興味を持っている人  

・ 機械設計・製造に興味を持ち、技術を通して社会貢献したい人  

・ コンピューター制御に興味を持ち、学習や技術修得に意欲的な人  

・ 電気工学に興味を持ち、技術を通して社会貢献したい人 

 

≪情報文化学部≫ 

実社会とインターネットが交差する社会で必要とされる情報スキルを持ちながら、変

化を続ける現代を生き抜くために必要な情報の収集力・分析力・デザイン力・発信力及

び他者とのコミュニケーション力・共感力・共生力を身につけることで、地域社会と情

報文化の発展に寄与する人材を育成する。関連して、ゲーム文化、アニメーションとい

ったコンテンツ産業に寄与できる人材育成、そして高齢者、子ども、障害者をテーマと

する福祉という観点から地域社会を支える人材育成に努める。 

 

情報デザイン学科では、次のような人を歓迎する  

・ 情報にかかわる「もの」に興味を持つ人  

・ ネットワークやソーシャルメディアに興味がある人  

・ 豊かな感性と発想力を養い、見えない情報をデザインしたい人  

 

現代社会学科では、次のような人を歓迎する  

・ 現代社会の動向(トレンド)に関心をもつ人  

・ 世界の出来事に興味を持つ人  

・ 社会の現場にでかけ、人々と交流し、そこから学びたいと思う人  

・ 人間の行動や社会の仕組みについて考察を深めたい人 

 

2) 大学院研究科のアドミッションポリシー 

大学院への入学者に求めるアドミッションポリシーを工学研究科【資料 2-1-2、2-1-3】

と現代社会学研究科【資料 2-1-4、2-1-5】では、次のように定めている。 

 

≪工学研究科≫ 

＜修士課程及び博士課程後期＞ 

１． 学術的な研究や学際的な活動に意欲を有する人 

２． 創造性豊かで柔軟な思考力と広い視野を持ち，科学や技術の発展に関心を有す

る人 

３． 本研究科の活動に必要な基礎学力を有する人 

 

≪現代社会学研究科≫ 

＜博士課程前期＞ 

さまざまな職業あるいは社会活動－公務、教育、マスメディア、サービス産業、研究・

調査機関各種 NGO など－において、高度な専門的知識を備えた社会人として活躍できる
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人材の育成を目指しています。そのために、次のような人を求めます。 

１． 社会学の基礎・基本を踏まえて研究を発展させ、社会学の研究・教育・実践に

貢献できる研究者を目指す人。 

２． 社会学の基礎・基本を踏まえて研究を深め、社会学的な専門知識を備えた職業

人としての活躍を目指す人。 

３． 職業体験をとおして得た課題に対し、社会学の理論的成果や実証的な技法など

を活かして、ユニークな研究を目指す人。 

＜博士課程後期＞ 

さまざまな職業あるいは社会活動－公務、教育、マスメディア、サービス産業、研究・

調査機関各種 NGO など－において、極めて高度な専門的知識を備えた社会人として活躍

できる人材の育成を目指しています。そのために、次のような人を求めます。 

１． 博士前期課程における研究をさらに発展させ、学会で活躍し、社会学の研究・

教育・実践に貢献できる研究者を目指す人。 

２． 専門的な職業人としての体験をとおして得た課題に対し、社会学の理論的成果

や実証的な技法などを応用し、ユニークな研究テーマの追求を目指す人。 

 

これらのポリシーは、【資料 F-4】に示した冊子に記載し、ホームページ【資料 2-1-6】

でも広く公開している。 

 

以上、アドミッションポリシーを明示していると判断できる。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 F-4】、【資料 2-1-1】から【資料 2-1-6】 

 

2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

1）アドミッションポリシー及び入学試験方法等の公開 

これらのアドミッションポリシーに沿った学生を確保するため，次のような活動や取

組みをとおして，本大学の教育内容を始め様々な情報を受験生，保護者，高校（教員）

等に対して提供をしている。 

① 「学生募集要項」、「大学案内」等のパンフレットによる広報 

② 本大学及び業者主催の入試説明会 

③ 教職員及び入試相談員による高校訪問 

④ 年 3 回のオープンキャンパス，随時行う大学説明会 

⑤ 高等学校への出前授業 

⑥ 高大連携事業（公開授業等） 

⑦ ホームページを利用した学部・学科・専攻等の紹介 

⑧ メディアによる広報（新聞，ラジオ，テレビ CM，Web 企画、受験雑誌等） 

⑨ ダイレクトメールによる広報活動 

 

2）学部の入学試験、編入学試験 

① 学部の入学試験 
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本大学では、多様な個性をもつ学生を受入れるために多くの選抜方法を採用している。

学部の入学試験（平成 27(2015)年度入学生）は、「広島国際学院大学 入学者選抜規程」

第 4 条第 2 項【資料 2-1-7】にある 7 種類の方法で実施している。入学者選抜試験実施

については、学部入試委員会、入学試験委員会【資料 2-1-8】において入学試験の種別、

選考方法、入学要件等を審議し教授会の承認を得て表 2-1-1 に示す入学試験を実施して

いる。 

② 編入学試験 

本大学では、大学、短期大学、高等専門学校を卒業した者、大学に 2 年以上在学（休

学期間を除く）して 62 単位以上を取得している者及び文部科学大臣が定める基準を満た

す専修学校の専門課程（修業年限が 2 年以上、総授業時数が 1,700 時間以上であるもの

に限る）を修了した者に対する編入学試験【資料 2-1-9】を実施している。【資料 2-1-10】

編入学試験は、筆記試験及び面接試験により選抜を行うとともに、出身学校の成績証明

書及び講義要項（またはシラバス）その他の資料を参考にして、当該学科等と協議の上、

既修得単位として認定し、3 年次への編入学を認めている。学生募集要項はホームペー

ジにおいて公開することにより周知を図っている。 

 

3）本大学院の入学試験 

本大学院工学研究科 3 専攻及び現代社会学研究科 1 専攻の入学試験は下記の方法で実

施している。内容の詳細は、入試要項等の冊子で公開している。ホームページにおいて

も入試区分ごとの選抜方法、願書の請求、その他の情報を掲載している。表 2-1-1 に入

学試験の概要を示す。 

（大学）   表 2-1-1 入試種別と選考方法及び選考内容の概要 

種 別 選考方法 選考内容の概要 
AO入試 （一般選抜） 

Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期（専願） 

【資料2-1-1】6～7ページ 

面接 

小論文又は作文 

書類審査 

志望する学科に強い興味を持ち目的意識が明

確で、アドミッションポリシーを理解し実践す

る意欲のある者を選考 

AO入試（課外活動特別選抜） 

Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期（専願） 

【資料2-1-1】8～9ページ 

実技試験 

面接 

本学の指定するクラブで活動するための優れ

た技術を持ち、本学において更に技術の向上を

目指す者を選考 

公募制推薦入試 

 

【資料2-1-1】10ページ 

適性試験 

面接 

調査書 

学校長からの推薦を受け、本学で学びたい意欲

のある者を適性試験、面接により、総合的に選

考 

指定校推薦入試（専願） 

 

【資料2-1-1】11ページ 

適性試験 

面接 

調査書 

本学を第一志望とし、評定平均値3.3以上で学

校長の推薦する健康で適性と意欲のある者を

選考 

系列高校特別推薦入試 

 

【資料2-1-11】 

適性試験 

面接 

調査書 

本学系列高等学校の生徒で、本学を第1志望と

し学校長の推薦を受けた者を選考 

一般入試 前期・後期 

【資料2-1-1】12～13ページ 

各学部学科で指定さ

れた科目試験 

各学部学科において基礎となる教科について、

必要な基礎知識をもつ学生を選考 

大学入試センター試験利用 

前期・後期 

【資料2-1-1】15ページ 

各学部学科で 

指定された 

科目試験 

大学入試センター試験利用の受験者の中から、

本学で必要な学力をもった学生を選考 

 

特別選抜入試 

（社会人・帰国生） 

（専願）前期・後期 

【資料2-1-1】16～17ページ 

面接 志望する学科に強い興味を持ち目的意識が明確

で、本学で学ぶ意欲のある者を選考 
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外国人留学生特別選抜入試 

（専願） 

 

【資料2-1-12】3～4ページ 

日本語 

面接及び書類審査 

各学部学科で指定さ

れた科目試験 

志望する学科に強い興味を持ち目的意識が明確

で、本学で学ぶ意欲のある者を選考 

日本留学試験利用入試 

前期・後期 

【資料2-1-12】5～6ページ 

各学部学科で指定さ

れた科目試験 

日本留学試験利用の受験者の中から、本学で必

要な学力をもった学生を選考 

 

（大学院）工学研究科修士課程 

種別 選考方法 選考内容の概要 

一般入試 

（一次・二次） 

【資料2-1-2】3～4ページ 

専門科目 

英語 

面接 

各専攻において、研究に必要な基礎知識を持つ学生を選考 

社会人特別選抜入試 

【資料2-1-2】5～6ページ 

専門科目 

英語 

面接 

各専攻において、研究に必要な基礎知識を持つ学生を選考 

 

（大学院）工学研究科博士後期課程 

種別 選考方法 選考内容の概要 

一般入試 

【資料2-1-3】3ページ 

書類審査 

修士学位論文に関する試問 

各専攻において、研究に必要な基礎

知識を持つ学生を選考 

社会人特別選抜入試 

【資料2-1-3】4ページ 

書類審査 

修士学位論文に関する試問 

各専攻において、研究に必要な基礎

知識を持つ学生を選考 

 

（大学院）現代社会学研究科博士前期課程 

種別 選考方法 選考内容の概要 

一般入試 

 

【資料2-1-4】3ページ 

専門科目 

英語 

面接 

研究に必要な基礎知識を持つ学生を選考 

社会人特別選抜入試 

【資料2-1-4】4ページ 

面接 社会人における経歴（業績、学術講演、論文等） 

を考慮し選考 

外国人留学生特別選抜入試 

 

【資料2-1-4】5ページ 

専門科目 

英語 

面接 

目的意識が明確で、研究に必要な基礎知識を持ち意欲の

ある学生を選考 

 

（大学院）現代社会学研究科博士後期課程 

種別 選考方法 選考内容の概要 

一般入試 

【資料2-1-5】3ページ 

修士学位論文に関する

試問及び面接 

研究に必要な基礎知識を持つ学生を選考 

 

社会人特別選抜入試 

【資料2-1-5】4ページ 

修士学位論文に関する

試験及び面接 

社会人における経歴（業績、学術講演、論文

等）を考慮し選考 

 

4)入学試験の体制と運用 

入学試験実施体制と運用は次のとおりである。 

 入学試験は、入学試験委員会（学長、学部長、短期大学部長、各学科から選出された

者１人、事務部長等）を組織し、全学的な体制で実施している【資料 2-1-8】。 

 入学試験問題は、学長が指名した入試問題作成委員会委員長及び問題作成委員が問題

作成から採点まで一貫して担当する体制を取っている。 
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 入学試験の調整及び実施に関することなどの業務は入試課が行っている。 

 入学試験当日は入試委員長である学長を本部長に、学部長、入試課長、出題責任者か

らなる試験実施本部を立ち上げ、実施に取り組んでいる。 

 合否の判定は、試験結果を各学科の教室会議等であらかじめ検討した後、教授会で選

考を行い、学長が許可した合格者を発表している（「学則」第 22 条）。 

一方、大学院入試に関しては各専攻で試験結果を取りまとめて専攻会議にて合格候補

者を検討した後、各研究科委員会で選考し、学長が許可する（「大学院学則」第 19 条）。 

 

5）学生募集活動の改善 

学生募集活動を統括する委員会には、学生募集戦略検討委員会、入試委員会、広報

委員会、学部入試委員会があり、それぞれが連携して活動している。 

（【資料 2-1-13】参照） 

①  情宣活動 

新聞広告、テレビ・ラジオ CM、受験雑誌、Web 広告、折り込みチラシ、車内吊

り広告、大型マルチビジョン広告、資料の送付、DM 送付など、毎年重点 PR 項

目を設定して活動しているが、平成 24（2012）年度からは大学構想委員会の作

成した「改組広報の指針」を基に、学部･学科の改組告知に重点を置いている。 

受験雑誌、新聞広告、ポスター・チラシなど旧来の広報媒体と Web 広告やマ

ルチビジョン・テレビ CM 等の新型広報媒体との配分比率の検討を行い、平成

24・25 年度は改組告知もあって、標準の広報以外にテレビ CM、電車内吊り広告、

Web 広告に予算を集中的(例年の 30%増)に投下した。その結果、資料請求者数は

前年比 1.8 倍（4,000→6,160 人）となっている。 

②  オープンキャンパス 

    オープンキャンパスの動員数は、平成 22（2010）年度（490 人）を最高に、以

降 400 人～430 人程度に減少したが、平成 27(2015)年度入学試験では約 570 人に

回復した。参加者の志願率は 56～57%で推移している。 

動員数を向上するために、各地から送迎バスの運行及びアンケートの実施、さ

らに、在学生の参加や企画を採用するなどの改善を行った。また志願率向上策と

して、受験までのフォローアップ用に参加者への DM 送付や AO 入試Ⅰ期オープン

キャンパス参加型エントリーを実施しており、一定の成果を得ている。今後も動

員数は 500 人以上を、また、高校 3 年生の参加者の志願率 80%以上を目標として

いる。 

③  高等学校訪問 

    例年、延べ 1,600から 1,800校程度の高等学校を 4期に分けて訪問をしている。

学内教職員訪問者の説明内容を統一するために訪問マニュアル、進路の動向など

を編集した高等学校別資料を作成し、対象校を絞り込み年 3 回タイムリーな訪問

を実施している。平成 26(2014)年度から、大学教職員の高校訪問プロジェクトは、

目的を「在学生の近況報告」に絞っており、高等学校から一定の好評価をいただ

いている。この取り組みは、直接的な学生募集活動よりは、本大学の教育成果を

出身校に報告するという間接的な学生募集の意味も強く、今後もこの取り組みを
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推進したい。 

④  留学生の受け入れ 

学生確保策として留学生を受け入れているが、平成 24(2012)年度までは、入学

者総数の 20%を目処としていた。日本語科目の開講、学生生活の支援、進路支援

などの支援に必要な工数と経営を勘案して、学力水準の引き上げ等の質的充実を

図るために、適正な受け入れ数として入学者総数の 15%以内に縮小することにし

た。平成 27 年(2015)度入学者は 36 人、入学者総数の約 18%となっている。 

⑤  その他 

系列高等学校との連携強化、女子学生や課外活動学生の増員、県外学生の確保な

どに向けて学生募集活動を展開している。 

 

 以上、アドミッションポリシーに沿って多様な個性の入学生を選抜するために、学部

と大学院において入学者選抜試験等が公正かつ適切に行われている。また、入学試験実

施においては入学試験委員会、合否判定等に関しては教授会など各組織および関係規程

により公正に実施されていると評価できる。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 2-1-1】から【資料 2-1-5】、 

【資料 2-1-7】から【資料 2-1-13】 

 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

 

資料編に学生数等の現況を示した。主な点をあげると次のようになる。 

1) 入学状況と充足率 

・ 過去 5 年間の学部・学科別の志願者数、合格者数、入学者数の推移は【表 2-1】に

示す。平成 27（2015）年度の入学定員充足率は、情報デザイン学科以外は 70%を下

まわっており、工学部が 55.6%、情報文化学部が 69.4%である。平成 26(2014)年度

は工学部 46.3%、情報文化学部 69.4%だったので、平成 27年度(2015)は工学部が 9.3%

増と改善の兆しが見られる。平成 19（2007）年度からの推移を【資料 2-1-14】に

示す。 

・ 平成 27(2015)年度の収容定員充足率は【表 F-4】から工学部では食農バイオ・リサ

イクル学科が 48%、生産工学科が 55%である。情報文化学部では情報デザイン学科

が 74%、現代社会学科が 58%である。大学全体の収容定員充足率を【資料 2-1-15】

に示す。 

2) 退学者数 

学部、学科別の退学者の推移を【表 2-4】に示す。本大学は、退学の防止指導に特に

カを入れている。退学率は、平成 22(2010)年度 3.59%、平成 23(2011)年度 5.06%、平成

24(2012)年度 9.64%と高かった。チューターによる退学理由を記載した副申書を分析し

た「平成 21(2009)年度から平成 24(2012)年度における全学部退学理由の変化」（【資料

2-1-16】参照）によれば、２つの退学理由「経済的理由」と「学修面での不適応」が大

きく変化している。 
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このことから、平成 25(2013)年度は退学者減少の取り組みに重点を置いた結果、大学

全体で退学率は 5.26%、工学部 4.8%（平成 24(2012)年度 5.8%）、情報デザイン学部 6.15%

（10.0%）、現代社会学部 5.07%（14.8%）に減少した。退学理由は、生活面での不適合

（日常の生活態度が不良）38.6%（平成 24(2012)年度 9.0%）、経済的 15.9%（24.2%）、

学習面での不適合 11.7%（32.2%）となっており、学修面での不適合学生にはケアの効果

が表われている。平成 26(2014)年度の退学率は 4.83%と推移している。（【資料 2-1-15】

参照） 

以上のように、入学者数、学生在籍数の総数とも、ここ数年定員割れ傾向にある。 

しかし、平成 27(2015)年度は入学者数が若干の改善傾向にあるとともに、留年・退学

者が減少し、卒業率も比較的高くなっており、教育環境は整っていると判断している。 

 

3) 適切な学生受入れ数の維持の方策 

本大学は、昭和 42(1967)年に電気工学科と電子工学科、翌年の機械工学科を増設し、

さらに平成 6(1994)年に情報工学科を増設した工科系単科大学であった。当時は、広島

地域には工学部を持つ本大学を含む 3 大学が共存できた。 

平成 10(1998)年に新たに工科系を持つ大学が参入して平成 19(2007)年に、工学部を設

置したが、平成 23(2011)年には募集停止をするなど、広島地域での工学系大学を取り巻

く環境は非常に厳しくなっている。 

そこで本大学はこのような状況を見越して、平成 8（1996）年 3 月に第１次長期計画

において「工科系単科大学から総合大学化への移行」を行うことで志願対象者を拡大す

る方針を立てた。その後、「組織」と「教育」の両面で次のような学生受入れ数の維持

対策を実施してきた。 

≪組織改革≫ 

＜総合大学化への移行＞ 

・ 平成 11(1999)年に、自動車短期大学部の定員を使って現代社会学部(入学定員 200

人)を設置した。 

・ 平成 16(2004)年に工学部（入学定員 210 人）、現代社会学部に加え、情報学部（160

人）は情報工学科と新設の情報デザイン学科から構成した。現代社会学部は定員

を減らし、入学定員を 120 人とした。工学部には、広島電機大学の流れをもつ電

気電子工学科、機械工学科に加えバイオ・リサイクル学科を新設した。 

・ 平成 17(2005)年度には改組の効果が現れたが、近隣の大学に情報学部と類似の学

部が新設されて、平成 18(2006)年度からは入学定員を切る状態が続いている。 

＜適正規模とするための改組＞ 

 このような状況を打開するため平成 20(2008)年度に、本大学の組織を志願者に対して

適正規模にする改組を、次のように行った。 

・ 工学部を総合工学科に統合し、従来の学科を専攻にすることで教育組織を維持し

ながら、入学定員を 210 人から 140 人に縮小した。 

・ 情報関連技術が高度化し、中国やインドの技術者が担ってゆく状況を見て、情報

工学科（入学定員 80 人）を募集停止にして、情報学部を情報デザイン学部に名

称変更した。同時に情報デザイン学科の入学定員数を 80人から 100人に増やした。 
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・ 現代社会学部は、入学定員数を 120 人から 100 人に減らした。 

平成 20（2008）年度改組で、定員数の適正化を図ったが、近隣の大学にバイオ・リサ

イクル専攻と類似の学部ができ、工学部の志願者減少に拍車をかけた。 

財政基盤の健全化と志願者減少に対処するため、平成 22(2010)年度から大学構想委員

会を設置し、教育内容を維持しながら教育組織をスリム化する組織変更を検討した。【資

料 2-1-17】 

さらに、平成 23（2011）年度に策定した「学校法人広島国際学院 経営改善計画 平

成 23 年～27 年（5 ヵ年）」【資料 2-1-18】において、「学生増と教員数削減を図り、

経営改善を促進する」ことになり、大学構想員会で次の方針を決定し、平成 25(2013)年

度に改組することになった。 

① 平成 21（2009）年度末のキャンパス統合を生かして文理融合型の教育をする。 

② 育成する人材像を基に作成されたカリキュラムポリシーによって、学生の目線

に合わせた教育をする。 

③ 総合教育センターを活用して、基礎教育、教養教育、キャリア教育、学習支援

などを行う。 

 

＜平成 25 年度改組＞ 

平成 25（2013）年度の改組は経営改善計画にある志願者に対する規模の適正化に基づ

くと共に、上記方針に加え、平成 20（2008）年度改組の問題点を解消しようとした。 

・ 工学部総合工学科が志願者から見えにくいと考え、バイオ・リサイクル専攻を食

農バイオ・リサイクル学科とし、伝統の電機工学を受け継ぐ電気電子工学専攻と

機械工学専攻を中心に生産工学科へと分離した。（【資料 2-1-19】参照） 

・ 総合大学化から「文理融合の大学」を特徴とすることにして、情報デザイン学部

と現代社会学部を融合した情報文化学部を設置する。（【資料 2-1-20】参照） 

・ 総入学定員 320 人を維持する。 

・ 学科の教育内容を顕在化するため、学科には教育目標となる３つのコースを置く。 

・ 基礎力と就業力を重視し、大学での共通教育を重視して総合教育センターを学部

並みの組織とし、学部教育も基礎力を重視したカリキュラムにする。（【資料

2-1-21】参照） 

改組が縮小化と受け取られる中で、経営改善計画に基づき「スカラーシップ奨学生、

指定校推薦での入学生、外国人留学生などへの奨学金給付を入学時とし、入学後は競争

的に支給する」などと変更したことが高等学校等の評価を得られず、平成 26(2013)年度

入学試験は志願者を大きく減らした。平成 27(2015)年度入学試験は、学長主導で募集対

策を検討し、例えば、奨学金制度を「スカラーシップの一部、外国人留学生への奨学金

を除き」平成 25（2013）年度入学試験の制度に戻すことによって、志願者を増やした。 

 

≪教育改革≫ 

多くの教育改革の中で、２つのポイントに絞って概略を示す。「きめ細かい丁寧な教

育」については【資料 2-1-22】、チューター制度については規準 2-3-①などを参照さ

れたい。 
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＜きめ細かい丁寧な教育＞ 

 平成 20（2008）年度改組において、「きめ細かい丁寧な教育」を実施することにし

た。授業評価アンケートを検証した結果、「きめ細かい丁寧な教育が定着し、実施され

ている」と判断できた。（【資料 2-1-22】参照） 

 

＜チューター制度＞ 

 平成 25（2013）年度改組前に、学生満足度アンケートにおいて「チューター制度が有

効に機能していない」との意見が多かったので、学生生活指導委員会を中心にチュータ

ー制度の充実と退学者減少の取り組みを推進した。また、科目「初年次セミナーⅠ・Ⅱ」

においてホームルームを設けるなど改善を行った。結果、新入生でのチューター指導に

対して「満足」「まあ満足」が 62%、「普通」が 34%、「不満」「やや不満」が 4%と改

善されている。（【資料 2-1-23】参照） 

 

以上、入学者数、学生在籍数の総数とも定員割れであるが、社会情勢に対応した改組、

入学者数に応じた組織の適正規模化、授業評価アンケートによる授業改善、チューター

制度の充実と退学者減少の取り組み、入学生に対するホームルームの実施といった初年

次教育の強化など数々の改善を通じて、入学定員及び収容定員に沿って在籍学生を適切

に確保する努力を重ねてきたと判断している。 

 

◇エビデンス集（データ編）【表 F-4】、【表 2-1】、【表 2-4】 

◇エビデンス集（資料編）【資料 2-1-14】から【資料 2-1-23】 

 

（3）2－1 の改善・向上方策（将来計画） 

 情報化、バイオやリサイクルなど社会情勢の変化に応じた改組を行ってきたが、他大

学で類似の教育組織が作られたことにより、効果は限られていた。志願者の減少に対し

て、平成 20（2008）年度以降は適正な規模となるような改善を目的に改組を行ってきた。 

 しかし、それだけを考えていたのでは、適切な学生受入れ数の維持は難しいと実感し

ている。教育改革については、授業評価アンケートに見るように「きめ細かい丁寧な教

育」が定着しているのでこのことを、もっとアピールする必要がある。 

 今後は、授業評価アンケートに見る「きめ細かい丁寧な教育」を中心に本大学の教育

力をアピールし、豊富な教育課程が生かせる文理融合の教育を実施することで適切な学

生受入れ数の維持を実現したい。そのために、学生募集戦略検討委員会を充実するなど

を考えている。 

 

 

2－2 教育課程及び教授方法 

≪2－2 の視点≫ 

2-2-①

2-2-② 

教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

（1）2－2 の自己判定 
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基準項目 2－2 を満たしている。 

 

（2）2－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

2-2-①  教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

 学部・学科ごとに教育目的・目標が学部細則第 2 条において明確に設定されている。

（【資料 2-2-1、2-2-2】参照） 

平成 25（2013）年度改組において、基礎力と就業力の充実を図るために、総合教育セ

ンターに専任教員を置き、学部並みの位置づけをした。 

また、専門教育においても基礎力に重きを置いた教育課程編成方針を大学構想委員会

で決めた。 

さらに、本大学の特徴である多様な教育を展開するため、各学科に３つのコースを設

けることになり、次のように「教育課程の編成方針」（カリキュラムポリシー）を定め

た。（【資料 2-2-3】参照） 

 

1) 学部教育の教育課程の編成方針 

≪工学部≫ 

教育力の充実、基礎学力の向上、人間力の育成、実践的技術者の養成を目指し、総合

教育センターと連携して教育プログラムを整備する。 

 

＜食農バイオ・リサイクル学科＞ 

① 発酵バイオコース 

発酵、生化学、遺伝子工学などに主体として係わる技術者として必要な専門的な知識・

技術を修得するための教育プログラムを整備する。 

② 環境リサイクルコース 

環境分析、資源リサイクル、廃棄物などに係わる技術者として携わるために必要な専

門的な知識・技術を修得するための教育プログラムを整備する。 

③ 食農サイエンスコース 

バイオ農業、食品製造、食品衛生管理などに係わる技術者として携わるために必要な

専門的な知識・技術を修得するための教育プログラムを整備する。 

 

＜生産工学科＞ 

① 機械工学コース 

機械力学などの基礎科目及び設計製図、実習、実験などの実践的技術を修得し、もの

づくりに対応できる中堅技術者を育成するための教育プログラムを整備する。 

② 情報制御コース 

計算機基礎、プログラミング、ネットワーク技術に加えて、回路理論、センシング技

術、ロボット制御などの制御技術を修得した実践的技術者を育成するための教育プログ

ラムを整備する。 

③ 電気工学コース 
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回路、電磁気などの基礎学力に加えて、電気系実務教育及びコンピューター応用制御

を修得して家電からエネルギーまで対応できる電気技術者を育成するための教育プログ

ラムを整備する。 

 

≪情報文化学部≫ 

基礎学力の向上、人間力の育成、学士力・就業力の育成、教育力の充実を目指し、総

合教育センターと連携して教育プログラムを整備する。 

 

＜情報デザイン学科＞ 

① ソーシャルメディアコース 

地域を知るための社会学、情報と社会との関連や倫理、インターネットでのコミュニ

ティや地域での情報コンテンツの作成、また情報発信のための ICT 利活用方法など、ビ

ジネスや人間交流の場において実践的技術を修得するための教育プログラムを整備する。 

② メディア・エンターテインメントコース 

 ゲーム・アニメーションの作成方法、コンテンツ文化について考え、コミュニケーシ

ョンの諸相などのコンテンツ産業及び周辺文化を理解し、実践的技術を修得するための

教育プログラムを整備する。 

③ コミュニケーションデザインコース 

 デッサンやコンピュータグラフィックス、インタラクションデザインなどの基礎とな

る科目を学び、モチベーションを高め、柔軟な発想、思考のプロセスと豊かな表現によ

って、人と人、人と社会とのつながりを支援する力を身につけるための教育プログラム

を整備する。 

 

＜現代社会学科＞ 

① 経営ビジネスコース 

 産業社会や産業・組織心理、簿記会計、マーケティング、国際ビジネス文化などに加

え情報デザイン、コンテンツ文化などを理解し、現代のビジネスや地域の企業、諸団体

の活動に必要なマネジメントなどの力を修得するための教育プログラムを整備する。 

② 国際コミュニケーションコース 

 現代の国際社会や国際経済、外国人との交流の機会を得る科目、アジア諸国との関係

を学ぶ科目を理解し、地域の国際化に対応しながら地域社会や企業（職場）の活性化に

寄与する力を修得するための教育プログラムを整備する。 

③ 福祉マネジメントコース 

 高齢者、子ども、障がい者をテーマとして、現代が抱える福祉社会の問題点を理解し、

福祉という側面から地域社会を支える力を修得するための教育プログラムを整備する。 

加えて社会福祉士の受験資格取得に対応する教育プログラムを整備する。 

 

 また、修士課程・博士課程の「教育課程の編成方針」は次のようになっている。（【資

料 2-2-3】参照） 
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2) 大学院での教育課程の編成方針 

工学研究科 

≪修士課程（工学）≫ 

科学や技術の分野の急速な発展に寄与できる広い視野と新しい技術の開発能力を備え

た高度な技術者を養成するために、教育プログラムを整備する。 

 

＜物質工学専攻＞ 

物質科学、材料工学、生体材料、数理工学の各分野の専門的知識を広く養い、広範の

物質を対象にした包括的な物質概念の下で教育研究を進め、急速な技術革新にも柔軟に

対応できる高度な技術者を養成するために、教育プログラムを整備する。 

＜生産創成工学専攻＞ 

計測工学、エネルギー・熱・流体工学、材料力学・材料加工学、制御工学、知能情報、

機能設計の各分野の専門的知識を養い、工業技術の急速な進展を支える機械工学、電気

電子工学及び知能情報を互いに連携させた総合的な知識と技術を修得し、広い視野で日

本のものづくりの発展を支えることができる高度な技術者を養成するために、教育プロ

グラムを整備する。 

 

≪博士後期課程（工学）≫ 

急速な発展を遂げる科学や技術を自ら開拓し、わが国及び国際社会の発展に寄与でき

る、創造性豊かでかつ柔軟な思考力と広い視野を持つ研究者、開発技術者を養成するた

めに、教育プログラムを整備する。 

 

＜材料工学専攻＞ 

高純度材料、電子材料・素子、機能性材料、構造材料・加工、計測システムの各分野

の高度な専門的知識を養い、将来、社会において材料に関連する研究開発に貢献できる

高度な研究者及び技術者を養成するために、教育プログラムを整備する。 

 

≪現代社会学研究科≫ 

≪博士前期課程（社会学）≫ 

複雑化した現代社会の仕組みを理解し、そこで生じるさまざまな問題の実態とその背

景にある社会的現実を科学的に調査・分析し、問題の解決に寄与できる高度な専門的知

識を持った研究者及び職業人を養成するために、教育プログラムを整備する。 

 

＜現代社会学専攻＞ 

 さまざまな職業あるいは社会活動において高度な専門的知識を備えた社会人として活

躍できる人材の育成及び再教育を行う、また、自ら問題を発見し解決策を探求していく

という「リサーチマインド」を基盤として、学生の創造力やオリジナリティを伸ばすた

めに、教育プログラムを整備する。 
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≪博士後期課程（社会学）≫ 

複雑化した現代社会の仕組みを理解し、そこで生じるさまざまな問題の実態とその背

景にある社会的現実を科学的に調査・分析し、問題の解決に寄与できる極めて高度な専

門的知識を持った研究者及び職業人を養成するために、教育プログラムを整備する。 

 

＜現代社会学専攻＞ 

前期課程での教育・研究をさらに発展させる指導システムを確立し、学会で活躍し社

会学の研究・教育・実践に貢献できる社会学者を養成するとともに、現役の職業人であ

ってもより高い研究成果を身に付けて高度に専門的な職業活動に対応できるような人材

育成を目指すために、教育プログラムを整備する。 

 

以上、教育目的を踏まえ、課程別の教育課程の編成方針を適切に設定し、明示してい

ると判断している。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 2-2-1】から【資料 2-2-3】 

 

2-2-② 教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

 

1) 学部のカリキュラム体系 

平成 22（2010）年度における大学構想委員会での改組の方針に従った各学部及び総合

教育センターでの議論を基に、教育課程編成方針及び教育課程の体系的編成として「工

学部 設置の趣旨等を記載した書類」【資料 2-2-4】及び「情報文化学部 設置の趣旨等

を記載した書類」【資料 2-2-5】を作成した。 

現在の教育課程編成方針は上記文書の「イ 学部・学科の特色」を基に作られ、教育課

程の体系的編成は「エ 教育課程の編成の考え方及び特色」に記載した内容となってい

る。なお、平成 25（2013）年度改組方針の柱の一つが「学士課程において共通に必要と

される学修」を行う総合教育センターにおける教育の見直しであった。そして、従来は

学科教員が併任又は分担していたものを、各教育分野に責任を持つように専任教員を配

置して、学部並みの位置づけとした。 

そのため、本大学全体のカリキュラム体系は「総合教育センター科目」と「専門科目」

に大別される。なお、総合教育センター科目と専門科目とは、いわゆる「くさび形教育

課程」となっているが、１年次では総合教育センター科目が多くを占めている。 

 以下に、授業科目の概要【表 2-5】における科目区分について概略を述べる。 

 

≪総合教育センター科目≫ 

カリキュラムは表 2-2-1 のように「高城科目」と「教養教育科目」に大別される。 

 

表 2-2-1  総合教育センター科目の科目区分と教育内容の概略 

科目区分 教育内容の概略 
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総

合

教

育

セ

ン

タ

ー

科

目 

高
城
科
目 

全学連携科目 総合教育センターと学科が協力した初年次教育 

基礎教育科目 コミュニケーション・スキル(含む英語)、情報リテラシー 

キャリア教育科目 「インターンシップ」、「キャリアデザイン」、数量的スキル 

「特別キャンパス活動」 

教
養
教
育
科
目 

人文科目 哲学、倫理、宗教、音楽、歴史、文化 

社会科目 心理、政治、経済、日本国憲法、法律 

自然科目 数学、物理、化学、生物、環境 

言語科目 英会話、資格対策英語(TOEIC 対策など) 

スポーツ科目 スポーツ、「生涯スポーツ」（学外での授業） 

国際科目 「異文化体験」、「国際技術協力」 

※留学生のために設けた日本語教育科目を除く。「 」とあるのは科目名。 

 

〇高城科目 

中央審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」（平成 20(2008)年 3 月）における第

３章第１節 学位の授与、学修の評価＜改革の方策＞における「汎用的技能」と就業力を

育成するための科目群である。また、就業力育成のための「キャリア教育科目」も設け

た。 

〇教養教育科目 

 幅広い知識・教養を身に付けるための科目群である。 

 

≪工学部≫ 

工学部のカリキュラムは表 2-2-2 のように、工学部で共通に開講される「学部共通科

目」、学科での基礎的な内容を教える「専門基礎科目」、そして「専門応用科目」から

構成される。専門基礎科目はコースに関係なく共通に学ぶ科目群となっている。 

 

表 2-2-2  工学部の科目編成の考え方 

食農バイオ・リサイクル学科 生産工学科 

総合教育センター科目（表 2-2-1 を参照） 

教職課程における「教職に関する科目」も含む。 

学部共通科目 

専門基礎科目 

コースに関係しない食農バイオ・リサイク

ル学科での教育科目 

コースに関係しない生産工学科での教育科目 

専門応用科目 

発酵バイオ系科目 

（発酵バイオコース） 

機械工学系科目 

（機械工学コース） 

環境リサイクル系科目 

（環境リサイクルコース） 

情報制御系科目 

（情報制御コース） 

食農サイエンス系科目 

（食農サイエンスコース） 

電気工学系科目 

（電気工学コース） 
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〇学部共通科目 

学部共通科目は、工学部食農バイオ・リサイクル学科と生産工学科の学生が、1 年次

と 2 年次に共通して履修する科目で、分野に限らず工学技術者としての基礎を広く学習

するものである。 

 

＜食農バイオ・リサイクル学科＞ 

基礎学力や豊かな人間性を培うために、卒業単位の半分近くを総合教育センター科目

とし幅広く履修させる。履修に際しては、コア科目を設け履修が偏らないように指導を

行なう。 

〇専門基礎科目 

食農バイオ・リサイクル学科では、１年次後期までは各コースともにほぼ共通したカ

リキュラムを履修させる。導入教育では、演習として専門技術関連、環境技術関連の著

書を読み、内容理解や要約などの基礎学力を養い、専門文章の正しい理解と的確な報告

書作成の基礎を学習する。ほかに、問題を発見し、解決に必要な情報を収集・分析・整

理し、その問題を解決するための課題探求Ｉ、Ⅱもある。 

〇専門応用科目 

専門応用科目は、３つのコースにおける人材育成を実現する「発酵バイオ系科目」、

「環境リサイクル系科目」、「食農サイエンス系科目」から構成される。 

 

＜生産工学科＞ 

総合教育センター科目により総合的な基礎学力と人間力を養い、「学部共通科目」及

び「専門基礎科目」により基礎技術を修得させ、「専門応用科目」により問題解決能力

を涵養する。 

○専門基礎科目 

学部共通科目で養われた工学的センスを基礎にして、生産工学の基礎を身につけさせ

る。生産工学科では、専門基礎科目として、1 年次から 2 年次にかけて、3 コース共通に

コンピューターの基礎や工学基礎を学習し、コンピューターの応用を中心に据えた教育

内容になっていることも特色の一つである。 

○専門応用科目 

専門応用科目は、３つのコースにおける人材育成を実現する「機械工学系科目」、「情

報制御系科目」、「電気工学系科目」から構成される。 

 

≪情報文化学部≫ 

 情報文化学部でのコースは履修モデルであって、学修できる内容や人材育成の目標を

示すものになっている。情報デザイン学科では、実践できる人材育成を意識して各種表

現技術について演習を行う授業が多くを占めている。また、現代社会学科ではフィール

ドワークを行う授業が特徴となっている。情報デザイン学科と現代社会学科とが協働す

ることで時代の変化に対応でき、豊かな教育内容を提供できると考え、表 2-2-3 のよう

な各科目群を設けて科目を配置し、両学科で共通に履修できる科目を配置した寄木細工

のような組み立て方になっている。履修モデルは目安であって、ほぼ自由に科目を履修
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できる。 

 

表 2-2-3  情報文化学部の科目編成の考え方 

情報デザイン学科 現代社会学科 

総合教育センター科目（表 2-2-1 を参照） 

※教職課程における「教職に関する科目」 

も含む。 
 

専門科目 

情報ビジネス科目 専門基礎科目 

社会的ネットワーク科目 専門外国語科目 

インターネット表現科目 コミュニティ科学科目 

情報技術理解科目 社会情報科目 

情報技術理解科目 フィールド系科目 

コンテンツ文化・産業科目 経営ビジネス科目 

コミュニケーションデザイン科目 国際コミュニケーション科目 

総合科目 福祉マネジメント科目 

 演習科目 

 

＜情報デザイン学科＞ 

 情報伝達のプラットフォームとなっている Web の特性を教え、画像・写真・文字を利

用した効果的なコミュニケーション伝達を実現するための履修モデル「コミュニケーシ

ョンデザインコース」を設けている。情報文化学部の「文化」には、アニメーション、

映像、ゲームなどの若者文化も含み、これらの作成だけでなく、サブカルチャーについ

ても教える「コンテンツ文化・産業科目」を中心とした履修モデル「メディア・エンタ

ーテインメントコース」を設けた。新しく設けた「ソーシャルメディアコース」では、

広島の地域を学習の場として情報コンテンツ作成を学び、そのコンテンツをインターネ

ット上に表現する方法を追求する。さらに、地域の人々と学生がソーシャルメディアを

使って情報共有する方法を追求する。これら３つのコースの教育を実現するため、８科

目群を配置している。 

 

＜現代社会学科＞ 

地域社会及び企業（職場）における文化と外国文化とを橋渡しできる人材を育成する

履修モデル「国際コミュニケーションコース」を設けた。これらの異なる文化がソーシ

ャルメディアを通じてコミュニケーションを高めることが期待できる。また、経営、マ

ーケティング、ブランド戦略などでの企画・提案力、及びソーシャルメディアを用いた

企業活動を学習する「経営ビジネスコース」を設ける。さらに、社会福祉士国家資格の

受験資格取得に対応した履修モデル「福祉マネジメントコース」を旧現代社会学部から

継承している。これらは旧現代社会学部からの教員で構成され、専攻分野は「社会学・

社会福祉学関係」とし、学位名を「社会学」とした。ICT 利活用による地域活性化では、
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現代社会学部で培われたリサーチマインドが必要不可欠であり、その調査分析結果はソ

ーシャルメディアを通じて、調査対象と情報共有する仕組みを追求することで、現代社

会学科に新しい展開がもたらされると考えている。この３つのコースの教育を実現する

ため、９科目群を配置している。 

 なお、文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目の内、「相談援助

演習」（10 単位）「相談援助実習」（6 単位）「相談援助実習指導」（3 単位）「介護

保険技術Ⅱ」（2 単位）を自由科目として配置している。 

 

2) 大学院のカリキュラム体系 

≪工学研究科における教育課程≫ （【資料 2-2-6】参照） 

＜修士課程＞ 

「物質工学専攻」では、工学部の「食農バイオ・リサイクル学科」で学ぶ専門基礎知

識の上に立ち，より高度な専門知識を修得することを目指している。本専攻の教育・研

究分野としては、「物質科学」、「材料工学」、「生体材料」、「数理工学」の 4 分野

としている。さらに特別演習Ⅰ・Ⅱ及び特別研究を加えた教育課程で構成している。 

  「生産創成工学専攻」では、工学部の「生産工学科」で学ぶ専門基礎知識の上に立ち，

より高度な専門知識を修得することを目指している。本専攻の教育・研究分野としては、

「計測工学」、「エネルギー・熱・流体工学」、「材料力学・材料加工学」、「制御工

学」、「知能情報」、「機能設計」の 6 分野としている。これら各分野の授業科目をそ

れぞれ 3 科目配置し、さらに特別演習Ⅰ・Ⅱ及び特別研究を加えた教育課程で構成して

いる。 

＜博士後期課程＞ 

「材料工学専攻」は、① 各種金属の高純度化の方法開拓と高純度化により新しく発

現した物性に関する分野、② 半導体などの電子材料の物性と素子、電子レベルでの表面

の物性、量子工学の理論等電子材料・素子に関する分野、③金属・セラミック等の複合

型表面及び有用生体物質の機能性を取り入れた生体材料等の高機能性材料など、主とし

てミクロな観点からの教育研究指導を行う 3 分野、及び④新しい機能材料や微細加工材

料を取り扱う領域と力学などのマクロな視点からの材料評価に関する領域での教育研究

指導を行う構造材料・加工分野、さらに⑤これらの開発に不可欠な計測・制御技術を取

り扱う計測システム分野から構成されている。 

 

≪現代社会学研究科における教育課程≫ （【資料 2-2-7】参照） 

＜博士前期課程＞ 

専攻は「現代社会学専攻」のみである。 現代社会学研究科博士前期課程では、講義

科目として「都市社会論特論」、「質的調査法演習」、「組織社会論特論」、「社会調

査演習」、「多変量解析演習」、「地域開発論特論」、「地域社会組織特論」、「国際

経済学特論」、「国際社会学特論」、「コミュニケーション論特論」を実施。また、大

学院生の研究指導のため、指導教員が担当する「特別演習Ⅰ」、「特別演習Ⅱ」、及び

修士論文作成支援のための「特別研究」を設けている。 

授業科目の不足や特定教員の単独指導によって、大学院生の視野が狭くなるなどの弊
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害を避けるために、複数教員指導体制を取り、各院生に、指導教員（主）１人にくわえ、

指導教員（副）2 人を選び、異なる視点から大学院生を指導し、研究を進めるための視

野と知識を広げられるように配慮している。また、正規の授業ではないが、月１回、教

員全員、前・後期課程院生、研究生全員と、大学院指導を担当していない学部教員・学

生・卒業生有志が参加する「合同ゼミ」を開き、年数回、それぞれの大学院生、教員が

研究発表し、討論をすることで、大学院生の教育・研究上、重要な役割を果たしている。。 

＜博士後期課程＞ 

大学院生の研究指導のため、指導教員が担当する「特別演習Ⅰ」、「特別演習Ⅱ」、

「特別演習Ⅲ」及び、博士論文作成支援のための「特別研究」を設けている。複数教員

指導体制を取っていること、正規の授業ではないが、「合同ゼミ」が重要な役割を果た

していることは、博士前期課程の場合とまったく同様である。 

 

3) 教授方法の工夫・開発 

≪授業評価アンケートに基づく工夫・改善≫ 

 授業評価アンケートに基づく教育方法の工夫を行っている。 

（【資料 2-2-8】5. 授業別集計結果と授業担当者のコメント 参照） 

 

≪予算獲得を通じた工夫・開発≫ 

 本大学の教員個人配分される教育経費は少ないため、経費を必要とする授業は「教育

シンポジウム」【資料 2-2-9】において必要性を示して資金獲得を訴えることになる。  

学長は、教育シンポジウムでの発表内容を基に「特別教育費」の予算を配分している。

特別教育費が獲得できた授業については、翌年の「教育シンポジウム」において報告【資

料 2-2-10】が義務付けられている。 

平成 26(2014)年度は 3 月 3 日に行われ、報告 26 件、申請が 31 件あった。 

なお、本大学の教育シンポジウムは、他学科の教員も聴取できるので、異なる学科の

教育を知るうえで絶好の機会となっており、各学科とも多様な教育に取り組む中で、学

科を跨いで教育を考えることできる重要なシンポジウムである。 

 

4) 履修登録単位数の上限 

履修登録の上限は「学則」【資料 F-3】第 34 条において「履修科目として登録するこ

とができる単位数の上限は、各学部細則の定めるところによる」となっている。 

「広島国際学院大学工学部細則」【資料 2-2-1】第６条において、単位数（卒業単位

に算入しない科目及び集中講義の授業科目の単位は含めない。）の上限は、原則として

48 単位としている。同様の内容が、「広島国際学院大学情報文化学部細則」【資料 2-2-2】

第６条に定められている。 

履修登録の上限は、新入生に「初年次セミナーⅠ」での初回授業で説明し、学生支援

課が履修登録時、コンピューター処理においてもチェックしている。 

 

5) 信和・協同・実践の教育 

初代の勝盛豊ー学長は、「大学は単なる学問技術の修得の場でなく、物を考える能力
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と広い視野をもつ全人格教育の場でもある」として教育理念を掲げた。通常の授業はも

ちろん、工学部及び情報文化学部での教室内外において形態は異なるが、教育理念は次

のように実施されている。 

≪工学部≫ 

＜食農バイオ・リサイクル学科＞ 

信和・協同・実践の教育は、学内外での実習教育で多く展開されている。まず、カリ

キュラムで循環型社会の構築を念頭としたバイオテクノロジーとリサイクル技術、農業

と食品、環境に関する基礎を学び、毎月一回程度、土曜日に「食農体験塾」を学内で開

講している。内容は、教員と全学年の学生が学内の農場における農作業とその周辺の整

備を協同で行い、作業後は全員で調理を通して食と農に関する実践教育を行っている。

また、学科内研究組織として「料理・お菓子作り研究会」を立ち上げ、パンなど微生物

の発酵を原理とする食品や、食材の有効利用により考案されたお菓子作りなど、授業時

間以外での教育研究活動を行っている。これらはすべて、学生自らの意思により参加し

ており、教員と共に実践的教育活動を行っている。 

一方、地域との連携においては、広島市安芸区と本大学が「地域連携協定」を締結し

たことに基づき、同区内を流れる瀬野川の水質調査と外来生物調査を行い、その調査結

果を公開している。また、本学科の水質分析技術を活かした、地域で「名水」と呼ばれ

る湧き水や地下水を分析し、環境保全活動や、酒造組合などに継続的な情報提供を行っ

ている。その他、学科での各種資格対策講座により、公害防止管理者国家資格など難関

試験の合格実績もある。 

＜生産工学科＞ 

 広島電機大学時代から教育の流れを受け継ぐ生産工学科では、実験を通じた学生のつ

ながりが教室内外でも密になり、理論や実験も「実践」を重んじる内容となっている。 

機械工学コースでは、機械実習における実習テーマは、１年次から２年次に亘ってフ

ライス加工や研削技術から旋盤加工や溶接技術まで幅広く構築されている。自ら工作機

械類を駆使して、機械工作及び機械計測の実際を学び、理論と実際の理解を深めるとと

もに、機械工学の目的である設計・生産に関わる基礎的素養を養う実践的なものである。  

電気工学コースでは、基礎となる諸原理を、実験を通して理解を深めるとともに、測

定機器の扱い方や測定技術の習得を行う。また実験及びレポートの作成を通じ、問題解

決能力やプレゼンテーション能力の訓練を行っている。 

情報制御コースでは、講義科目に小さな実験を組み込んだ座学を実施している。これ

は本学の教育理念「実践」を意識したものであり、学生の理解を深めるとともに、一面

的になりがちな講義を変革しようとするものである。情報制御実験では、簡単な電子回

路や論理回路等の実験を通して「組み込み技術」等の教育に力を入れている。基礎的な

理論にはじまり、実験方法を修得することで、3 年次からゼミナール及び卒業研究にお

いて学生と教員とが協同して実験を行っている。 

 

≪情報文化学部≫ 

＜情報デザイン学科＞ 

 学生が学んだ内容は、企業や地方公共団体からのデザインとして依頼に応えることで
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実践されている。学生が主体となってデザインを行い、依頼者と共にコンテストを行っ

ている。具体的には、平成 26（2014）年度の実績として次のようなデザイン依頼があっ

た。株式会社セラアグリパーク・せら夢公園・せらワイナリーより依頼のホワイトデー・

バレンタイン・クリスマス・母の日・父の日のワインラベルが採用、広島市安芸区地域

起こし推進課より「安芸地区魅力資源マップ」デザインを依頼、広島県警海田警察署よ

り「防犯ポスターデザイン」を依頼、広島市安芸区矢野町より依頼のキャラクターデザ

イン「おやのちゃん」の着ぐるみ制作、広島市安芸区阿戸町より依頼された「まるごと

市」ののぼり・看板のデザインが採用、遠野文化研究センターより依頼の岩手県遠野市

「清心尼」のキャラクターデザインが採用、広島市安芸区役所農林建設部農林課より依

頼の安芸区阿戸町の手づくりこんにゃくのラベルデザインなどが採用された。ワインラ

ベルは 8 年連続して依頼を受けており、これらの実績が評価され、数件の新たな企業の

依頼もあった。 

＜現代社会学科＞ 

学生との協同は、フィールドワークをとおして行っている。情報を自らの手で獲得し、

分析し、そこで得られた知見を主体的に実践的な計画・行動に具体化する「リサーチマ

インド」の醸成をねらいとしている。具体的にはフィールドワークやインターンシップ

などの実践的なプログラムに力を入れ、現場における交流や体験の中から課題を抽出し、

その解決に取り組む機会を積極的に準備することをとおして、グローバル化、少子高齢

化、情報化に対応し社会で幅広く活躍できる人材の育成に努めている。 

カリキュラムの中核である社会調査に関して言えば、3 年次の「社会調査実習」にお

いてこれまで様々なフィールドにおいて複数の班に分かれて調査を実施してきた。平成

26（2014）年度は、愛媛県宇和島市のみかん生産地域の農家から農業経営や就業状況に

ついて聞き取り調査を行うとともに、かつて宿場町があった広島県安芸郡海田町の活性

化について、地域のまちづくり団体と連携してアンケート調査を実施した。また、海田

町の調査の前には、岡山県八掛町や倉敷市の美観地区において、フィールドワークや行

政への聞き取り調査なども行っている。 

 

以上、教育課程の編成方針に即した体系的編成については、平成 25(2013)年度改組に

おいて大学構想委員会、教務委員会及び学科内における議論を経て検討されており、そ

の実施については、設置計画履行状況等調査として年度末に文部科学省に報告している。  

教授方法は、「授業評価アンケート」での教員によるフィードバック、「教育シンポ

ジウム」を通じて工夫・開発を行うなど教授方法の改善を進めるために組織体制を整備

し、正常な運用ができていると判断している。 

さらに、履修登録単位数の上限の適切な設定など、単位制度の実質を保つための工夫

がされていると判断している。 

 

◇エビデンス集（データ編）【表 2-5】 

◇エビデンス集（資料編）【資料 F-3】、【資料 2-2-1】から【資料 2-2-2】 

、【資料 2-2-4】から【資料 2-2-10】 
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（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画） 

改組における議論と届出書作成において、教育課程編成方針は明確にされており、体

系的に編成されている。 

教授方法の工夫は、平成 20（2008）年度から授業評価アンケートの収集、教員が記入

する分析結果報告書の提出を続けており、一定の効果を得ている。 

授業の開発については、「教育シンポジウム」などを通じて多くの教員が申請内容と

発表行い、開発の理由、計画及び実施後の内容を報告するシステムが定着している。 

今後も、２つの柱「授業評価アンケートによる授業改善サイクル」、「教育シンポジ

ウムを通じた教育方法の開発と、学科の枠を超えた教育体制の構築」を促進したい。 

 

 

2－3 学修及び授業の支援 

≪2－3 の視点≫ 

2-3-① 

 

教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及

び授業支援の充実 

（1）2－3 の自己判定 

基準項目 2－3 を満たしている。 

 

（2）2－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-3-① 教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及

び授業支援の充実 

1) 事前教育 

AO 入学試験と推薦入学試験による合格者に対し、入学後に必要となる知識や能力の不

足を補い、大学を知ってもらい、入学前に大学教員と交流することを目的として平成 6

（1994）年度入学生から実施している。 工学部の 2 学科と情報デザイン学科では英語と

数学の問題を、現代社会学科では社会と英語の問題を送付し、その解答を担当教員が分

担して添削指導を行っている。（【資料 2-3-1】参照） 

2) チューター制度 

チューター制度に関しては「チューター制度に関する規程」【資料 2-3-2】において

「在籍する学生の修学及び学生生活を支援するため、教員チューターを置く」と定めて

いる。入学生に対しては「大学生活への適応」を中心にホームルームの時間を設けるな

ど、実施形態が入学年次と２年次以降とで異なるためそれぞれについて記載する。 

＜入学年次＞ 

 入学生については総合教育センターから各学科に 2 人、各学科から 3 人から 9 人の教

員が、各学科の 1 年生のチューターを構成している。入学式前に行なう自己理解を深め

る体験学習「自己の探求Ⅰ」の入学生の様子を指導の参考にしている。 

チューターと学生とのコミュニケーションを円滑にするため必修科目「初年次セミナ

ー」を配置している。初年次セミナーⅠは「大学生活へのスムーズな適応」を目指すガ

イダンス、「学科での学びの導入」から構成され、授業時間の一部を使ってホームルー

ムを行っている。初年次セミナーⅡでは、総合教育センターが提供する授業と各学科が
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行う「専門科目への導入」「ホームルーム」等で構成されている。 

 総合教育センターの科目については、ネット上に出欠と学生プロフィルを掲載して、

学生指導の参考にしている。（【資料 2-3-3】参照） 

＜２年次以降＞ 

２年次以降は学科教員がチューターを担当する。工学部では少人数による実験におい

て学生の動向を把握している。情報デザイン学科ではホームルームを行い学生とのコミ

ュニケーションを図っている。現代社会学科では２年次必修科目の「社会学基礎ゼミナ

ール」の担当教員 6 人がチューターとなっている。 

３年次は、表 2-3-1 のようになっている。 

 

表 2-3-1  ３年次におけるチューター制度 

学科 チューターとコミュニケーションを図る科目 

食農バイオ・リサイクル学科 後期に研究室配属する。ゼミナール 

生産工学科 後期に研究室配属する。ゼミナール 

情報デザイン学科 前期から研究室配属する。課題探究Ⅰ・Ⅱ 

現代社会学科 ３年次必修の社会学演習Ⅰ(通年) 

 

４年次は研究室に配属されて、配属先の教員がチューターとなり、就職の指導を行っ

ている。 

 

3) オフィスアワー 

講義に関する質問や相談等に対応するために、教員はオフィスアワーの時間帯を定め、

その時聞は研究室に在室している。各教員のオフィスアワーは、ガイダンスで学生に配

付し、平成 27（2015）年度 4 月から学生掲示板に掲示するとともに、ホームページの「在

学生の方へ」（【資料 2-3-4】参照）でも公開している。 

 

4) 図書館 

学生の自習の場として、平日は 8 時 30 分から 18 時 50 分まで、土曜日は 8 時 30 分か

ら 13 時まで開館している。教育支援として、講義に関連した「専門図書」及び「教養図

書」の推薦制度がある。また、学習支援として、英語多読、日本語能力、資格、就職関

連の図書を収集している。（【資料 2-3-5】参照） 

 

5) ものづくりセンター・機械実習場 

ものづくりセンターは食農バイオ・リサイクル学科の授業「課題探究」、「環境リサ

イクル実験」で使用している。ほかに一般にも開放し、陶芸教室などでも使っている。  

 機械実習場では、生産工学科・機械工学コースの授業「機械工作実習」(２年次)にお

いて旋盤加工、フライス加工、研削加工、溶接加工に加えて、ＮＣ加工も教育している。 

また、ゼミナール(３年次後期)や卒業研究での実験装置や試験片も制作してい る。

実習場長（併任教員）と専任職員 4 人(常勤 1、非常勤 3)が所属している。 
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6) キャンパスネットワーク 

学内全体に情報ネットワークが整備されており、シラバス・休講通知など教務情報は

本学独自のシステム、学生のメール・教育研究資源は、教育機関向けクラウドサービス

Google Apps for Education を使って提供している。学生の自習、教員の教材提供など

色々な目的や用途で利用されている。全学生に対して、入学時にユーザーアカウント、

パスワード、電子メールアドレスが付与され、各施設を自由に利用できる環境が整って

いる。これらのネットワークを通じて、ホームページや携帯電話を利用した「電子掲示

板」により、休講・補講情報、大学からの連絡やニュースなどを提供している。 

学生への利用方法の指導は、教務情報については、学生便覧に記載して、ガイダンス

時に学生支援課が説明している。また Google Apps については、必修科目「情報リテラ

シーⅠ」で指導している。（【資料 2-3-6】参照） 

 

7) 出欠管理と退学者減少への取り組み 

主に 1、２年生の授業では、学生の出欠をネットに登録している。総合教育センター

の教員は出欠情報を記入することができ、学生支援課及び学生の所属する学科教員は当

該学科の出欠を確認することができるようになっている。必修科目の３回以上の欠席と

履修登録の状況から欠席傾向の学生を把握して、出席を促す等の指導を行っている。 

新しく欠席傾向になった学生も早期に発見して対策を講じる体制を整えている。（【資

料 2-3-3】出欠システム） 

２年次以降は、授業を３回以上欠席した学生は、担当教員がチューターに連絡するこ

とになっている。欠席が改善されない学生については、チューターが中心になって保護

者と連携して指導を行う。その他必要な場合には、学生支援課と連携を取り、特別相談

員（臨床心理の専門家等）も交えて支援を行い、勉学に復帰できるように努めている。 

このように、１年次では出欠システム、２年次以降は出欠状況を連絡することで、学

生の中途退学や留年などの引き金となる欠席の早期発見や履修指導に効果を上げている。 

種々の事情で中途退学に至る学生については、単に事務的に退学手続きを進めること

はなく、主としてチューターが退学を検討するに至った事情を面談等によって聴取し、

場合によっては保護者との連絡、面談等により退学を踏みとどまらせて、例えば休学と

し、その後の復学への道を残すなど、学生・保護者双方にとって最善の道が選択できる

よう支援を行っている。なお、退学者については、退学に至った事由等に関するチュー

ターとの面談記録(副申書)を作成し、退学傾向の分析を行っている。（【資料 2-3-7】

参照） 

 

8) 学習支援室 

元高校教諭２人（数学・物理）と元大学教員１人（英語）が、主として高校において

修得すべき学習について、学び直すなどの支援を行っている。 

大学での学修内容については総合教育センターと連携を図り、必要に応じて担当教員

と連絡を取っている（【資料 2-3-3】学習支援室）。 
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9) 学生支援 

学務に関連する教務関連、学生指導、などについては、学生支援課職員とチューター

が密接に連携しながら、教職員が協働して学生への学修及び授業支援を実現している。   

就職指導などについては、就職委員会【資料 2-3-8】が方針等を定め、就職課と連携

して、卒業研究指導教員が指導を行っている。 

 

10) ティーチング・アシスタント（TA）及びスチューデント・アシスタント(SA) 

教員の教育活動を支援し、同時に学生が適切かつ十分な教育を受けられるように、TA

制度【資料 2-3-9】を定め、専門の実験科目や演習科目などについて TA を配置している。

また、演習、実験、学修指導補助について SA【資料 2-3-10】を配置している。具体的に

は次のとおりである。 

・TA には大学院学生が従事しており、学生を教育する立場に立つことで本人の自己啓発

やコミュニケーション能力の開発にも役立てている。 

・TA の担当科目は、本人の専門性、大学院の講義の時間割を考慮して決定される。また、

担当時間は週 4 コマ（ 1 コマ 90 分）を限度に定められており、本人の勉学や研究に

影響を及ぼさないように配慮している。 

・SA には学部生が従事しており、授業等に支障が生じないように担当時間は週 6 時間を

限度としている。 

 

11)  学生への学修及び授業支援に対する学生の意見等をくみ上げる仕組み 

 学生への学修に対する学生の意見等をくみ上げる仕組みとして、「授業評価アンケー

ト」がある【資料 2-3-11】。 

 学生への授業支援に対する学生の意見等をくみ上げる仕組みとして「学生満足度アン

ケート」【資料 2-3-12】がある。アンケートは「大学の教育について」と「大学の施設・

設備について」に大別され、各問いに対して不満と感じる内容もコメントできる。 

 ほかに、学長に直結した学生の意見等をくみ上げる仕組みとして、「卒業満足度アン

ケート」【資料 2-3-13】と学内 4 か所に「大学を明るくする箱」【資料 2-3-14】を設け

ている。 

 

以上、教職員協働による学生への学修及び授業支援に関する方針・計画・実施体制は

信和・協同・実践の精神の下で確立され、オフィスアワー制度を全学的に実施している。 

教員の教育活動を支援するために、TA、SA 及び学習支援室を適切に活用している。退

学者減少への取り組みなど中途退学者、怠学者及び留年者への対応策をチューターと学

習支援課が中心となって行っている。授業評価アンケート、学生満足度アンケート、卒

業満足度アンケート、大学を明るくする箱など学生への学修及び授業支援に対する学生

の意見等をくみ上げる仕組みを適切に整備し、学修及び授業支援の体制改善に反映させ

ている。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 2-3-1】から【資料 2-3-14】 

 



広島国際学院大学 

45 

（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画） 

９月のガイダンスにおいて全学生に「学生満足度アンケート」を実施し、学修支援及

び授業支援の充実を学生生活指導委員会が中心となって検討している。また、卒業時に

「卒業満足度アンケート」を実施し、本大学での学びや大学生活等全般についての意見

を調査して大学協議会などで議論している。内容は、財政的措置の必要となるものがあ

り、簡単には実現できないので苦慮している。また、時間割などで学生が不満に感じる

点は教務委員会が中心となって改善している。今後も学生のニーズを調査して、学生支

援課、教務委員会、学生生活指導委員会等において、検討を続ける必要がある。 

 

2－4 単位認定、卒業・修了認定等 

≪2－4 の視点≫ 

2-4-① 単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用 

（1）2－4 の自己判定 

基準項目 2－4 を満たしている。 

 

（2）2－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 2-4-① 単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用 

1）大学の成績評価基準、履修単位の上限、進級条件・履修条件等 

大学（学部）全体の成績評価規準は【表 2-6】のように「履修、試験及び成績に関す

る規程」【資料 2-4-1】で定めており、シラバスには小テスト、課題、定期試験等によ

る点数の配分率を記載している。（【資料 2-4-2】、【資料 2-4-3】参照） 

試験の実施に関しては「学生便覧」【資料 2-4-4】（15～16 ページ）に記載している。

学部における卒業要件（単位数）は所要単位数 124 単位以上とし、総合教育センター科

目と専門科目での最低修得単位数は「学則」【資料 2-4-5】別表 1 で定めている。最低

修得単位数を引いた残りの単位は、総合教育センター科目、専門科目、他学部科目、他

大学の単位互換科目のうち、どの科目から修得してもよい。 

進級条件・履修条件については「工学部細則」【資料 2-4-6】第 7 条に「学生は、第

３年次終了時に別に定める条件を満たしていない場合は、第４年次に進級することがで

きない。」とあり、「学生便覧」【資料 2-4-4】（15 ページ）に「進級条件」が記載し

てある。また、「情報文化学部細則」【資料 2-4-7】第 8 条には、情報デザイン学科に

ついては「第 4 年次への進級条件」、現代社会学科では３年次末に 90 単位以上の単位修

得を、４年次必修科目「卒業論文」の履修条件としている。 

「履修科目の登録の上限」については「学則」【資料 F-3】第 33 条の 2 に「各学部細

則の定めるところ」とあるが、学部細則【資料 2-4-6、資料 2-4-7】第 6 条において「原

則 48 単位」と定められている。上限を越した場合は、学生支援課が該当する学生と検討

の上、変更を指導している。 

 また、編入学・転学を除き、他大学における既修得単位の認定単位数の上限を「本大

学以外において修得した単位認定に関する規程」【資料 2-4-8】において「１年次に入

学する者の既修得単位数は、60 単位まで」と設定している。 
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2）大学院の成績評価基準、終了用件進級条件・履修条件等 

 工学研究科修士課程及び現代社会学研究科博士前期課程の成績評価基準は「広島国際

学院大学工学研究科規程」【資料 2-4-9】第 13 条に、現代社会学研究科については「広

島国際学院大学現代社会学研究科規程」【資料 2-4-10】第 13 条に明示しており、【表

2-6】のようになっている。シラバスには、授業計画及び成績評価規準を記載している。 

工学研究科博士前期課程の修了要件は、課程に 2 年以上在学し、専攻科目について主

要科目（特別演習及び特別研究） 14 単位を含み 30 単位以上を修得し、かっ必要な研究

指導を受けた上、学位論文を提出して審査及び最終試験に合格することである。なお、

在学期間短縮の措置、特定課題についての研究成果の審査をもって修士論文審査に代え

ることができる措置もある。博士後期課程の修了要件は、課程に 3 年以上在学し、必要

な研究指導を受けた上、学位論文を提出して審査及び最終試験に合格することである。 

（【資料 2-4-11】参照） 

 

以上、単位の認定、進級、卒業・修了要件も明確に定められており、かつ適切に運用

されている。学部の成績評価基準、及びシラバスにおいて授業計画と成績評価基準がす

べての科目について示されている。 

 

 

◇エビデンス集（データ編）【表 2-6】 

◇エビデンス集（資料編）【資料 2-4-1】から【資料 2-4-11】 

 

（3）2－4 の改善・向上方策（将来計画） 

 学生に「履修科目の登録の上限」などについて必要性を理解してもらい、履修の厳正

な適用について理解を深めるように指導したい。 

 

2－5 キャリアガイダンス 

≪2－5 の視点≫ 

2-5-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整

備 

（1）2－5 の自己判定 

基準項目 2－5 を満たしている。 

 

（2）2－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-5-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備 

社会的及び職業的自立に関する指導は、キャリア教育科目については総合教育センタ

ーが担当し、また、専門教育を通じた職業人としてのキャリア教育及び直接的な進路指

導は各学科が担当、就職指導、対策など教育課程外教育は、就職課が行っている。 

 

1) キャリア教育 

キャリア教育（【資料 2-5-1】参照）科目の内容は次のとおりである。 
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・汎用的技能と就業力を育成する「高城（たかじょう）科目」を設け、入学直後から働

くことの意義・意欲を醸成している。 

・入学直前に自己理解を深める体験学習型の２日間の研修プログラム「自己の探求Ⅰ」

を行って、コミュニケーション能力を高めている。 

・「キャリア教育科目」として、「インターンシップⅠ」では、業種研究からエントリ

ーシートやビジネスの基本を修得し、インターンシップ先の選択までを行っている。

「インターンシップⅡ」では、実際にインターンシップを体験したことを条件に、実

習のまとめ、報告を行っている。平成 27(2015)年度より、広島県インターンシップ協

議会に入会し、実習先を決めることができ、選択肢が大きく増えた。 

「キャリアデザインⅠ」では企業分析、自己分析、キャリアビジョンを学び、キャ

リア開発計画を立てている。また、「キャリアデザインⅡ」では、企業選択、エント

リーシートの書き方を学び、就職活動に生じた問題について個別指導を行っている。 

・工学部では技術者教育科目、また、情報デザイン学科では演習などの実技授業科目、

現代社会学科では調査内容をプレゼンテーションするなどを通じて、社会人基礎力の

育成を行っている。 

・SPI 模擬試験や就職適性検査については、大学が経費の全額を負担して学生の受験を

支援している。 

 

2) 就職指導 

学生個々の進路指導は、各学科の卒業研究指導教員及び就職課が連携して指導にあた

っている。就職委員会【資料 2-5-2】は、各学科就職委員で構成され、就職指導の方針

の検討や就職情報の交換を行っている。 

就職課は、学生の各種相談窓口や、就職資料室に企業ファイル、求人票綴、採用試験

内容報告書、参考図書、パソコン等を備えて学生の利用に供している【表 2-9】。 

また、企業の来訪者にも応対し、学内での会社説明会の開催や採用試験実施などにつ

いても支援している。就職課及び就職相談室には、平成 26(2014)年度は職員 5 名及び外

部相談員 2 名が配置され、採用試験の心構え・注意事項の解説、模擬面接等を指導して

いる。外部相談員は、広島新卒応援ハローワークから派遣された大卒就職ジョブサボー

ター2 名である。 

就職ガイダンスでは「就職の手引き」【資料 2-5-3】を配付し、学生が就職活動の一

連の流れを把握し、その準備ができるようサポートする独自の指導を行っている。 

「学内合同企業セミナー」では企業担当者を本大学に招いて、学生が希望のブース（企

業）へ廻り、人事担当者の説明を聞きながら自己アピールをしている。 

当日は、約 100 社以上の参加があり、この面談を契機に、会社訪問・受験に至り、採

用内定となる学生も多い。 

本大学では、独自に開発した「求人情報検索システム」【資料 2-5-4】があり、求人

企業情報を閲覧できるシステムとなっている。教職員は学生の指導に、学生は就職先の

選択に大きな効果をあげている。大学院生の就職指導は、各指導教員が行っている。 

 

3) 資格取得のための授業 
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各学科では資格取得のための支援を行っている。（【資料 2-5-5】参照） 

＜食農バイオ・リサイクル学科＞ 

開講科目を履修することで取得できる免許としては、「高等学校教諭 1 種（理科）」、

「中学校教諭 1 種（理科）」、そして「食品衛生管理者」、「食品衛生監視員」、「危

険物取扱者（甲種）」については、受験資格が取得できる。「バイオ技術者認定試験（上

級・中級）」、「危険物取扱者（甲種・乙種）」、「公害防止管理者」では、教員によ

る資格取得支援講習会をカリキュラム外で行っている。 

＜生産工学科＞ 

開講科目を履修することで取得できる免許としては、「高等学校教諭 1 種（工業）」、

「中学校教諭 1 種（技術）」が取得できる。「CAD 利用技術者（１級・２級）」、「三

次元 CAD 利用技術者（１級・準１級・２級）」、「電気工事士」、「CCENT/CCNA（シス

コ技術者認定資格）」では、取得を支援する科目を設けている。なお、CCENT/CCNA につ

いてはシスコネットワーキングアカデミーの認定校として教えている。 

＜情報デザイン学科＞ 

開講科目を履修することで取得できる免許としては、高等学校教諭 1 種（情報）があ

る。また、CCENT/CCNA（シスコ技術者認定資格）及び CG-ARTS 協会認定校として育成カ

リキュラムを設置している。 

＜現代社会学科＞ 

開講科目を履修することで取得できる資格としては、「社会調査士」、「社会福祉士」

の受験資格、「介護保険事務士」、「社会福祉主事任用資格」が挙げられる。「簿記」

や「TOEIC」といった資格については試験の合格に向けた対策科目を開講しており、平成

27(2015)年度からは「福祉住環境コーディネーター」の受験対策科目も開講を予定して

いる。また、「介護職員初任者研修」の取得を目的としたエクステンション講座を業者

と連携して開講しており、平成 27(2015)年度は、こうした取り組みをさらに進めていく

予定である。 

＜総合教育センター＞ 

外国人留学生が日本語能力試験で N1（最上位）を取れるように専任教員を置いて指導

している。英語の授業では TOEIC で高得点が取れるように指導し、学内受験を可能にし

ている。 

 

4) 就職状況 

就職の状況を【表 2-10】に示す。就職率は、平成 24(2012)年度 90.1%、平成 25(2013)

年度 91.1%、及び平成 26(2014)年度 94.2%と高い内定率を維持している。また、3 ヵ年の

具体的就職先は県別・学科別に分り易く「大学案内」【資料 F-2】(67 ページ)に公開し

ている。さらに、業種別の状況は【表 2-11】や【資料 F-2】(70,75 ページ)に示すとお

りである。 

 

以上、インターンシップ等を含め、教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関

する指導のための体制が整備されていると判断している。就職支援について、教員と職

員が連携を図り、十分な体制をもって適切に運営・指導を行い、着実に成果をあげてい
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ると判断している。 

 

◇エビデンス集（データ編）【表 2-9】から【表 2-11】 

◇エビデンス集（資料編）【資料 F-2】、【資料 2-5-1】から【資料 2-5-5】 

 

（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画） 

・就職活動が必要となる前に、学生が働くことの意義・意欲を持つように意識を向けさ

せるように、今後も学生の社会的・職業的自立に関する指導を継続的に推進していく。 

・学生が自ら専門教育を通じてキャリアデザインを作り、それに基づいて積極的な就職

活動ができるよう指導していく。 

・継続的に出口（就職先）の充実を図り、受入れの企業数や内定学生数の増加に向け、

就職委員会・就職課が継続的な改善に取り組む。 

 

 

2－6 教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

≪2－6 の視点≫ 

2-6-① 

2-6-② 

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

（1）2－6 の自己判定 

基準項目 2－6 を満たしている。 

 

（2）2－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

工学部及び情報文化学部の教育研究上の目的の達成状況の点検や評価方法の工夫・開

発に関しては、学生の成績や単位修得状況の把握とともに、「授業評価アンケート」【資

料 2-6-1】、「教員評価」【資料 2-6-2】などがあげられる。 

 

1) 学生の成績や単位修得状況 

学生の成績や単位修得状況は、学期末に所属する学科の教員に配付され、保護者に送

付される。また、学生には、毎期のガイダンスにおいて、単位修得状況について確認し

ながらチューターが直接手渡している。 

 

2) 資格取得状況 

工学部は科目「資格Ⅰ・Ⅱ」で資格取得を単位認定しており、情報文化学部では情報

デザイン学科が CG-ARTS 協会教育認定校、シスコネットワーキングアカデミー認定校に

指定されて資格取得を支援する科目を設け、現代社会学科では福祉マネジメントコース

における学習で福祉関連の資格取得を支援するなど積極的に推し進めている。（【資料

2-6-3】参照） 

 

3) 就職状況の把握 
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 就職希望者は、内定が決まると就職課に「入社意思決定報告書」を提出し、その結果

は就職活動履歴とともにデータベースに蓄積される。卒業研究指導者は全体の就職内定

率と学科における研究室別の内定状況を学内限定のホームページ「卒研別就職状況」【資

料 2-6-4】で見ることができる。就職委員は、就職委員会で就職課から他大学等の内定

状況、求人状況、経済状況等の情報を学科の教員に提供する。 

 

4) 学生の意識調査 

学生の意識は次のように調査している。 

・授業については「授業評価アンケート」（【資料 2-6-1】参照） 

・学生指導や学内環境等については「学生満足度アンケート」（【資料 2-6-5】参照） 

・教職員の個人名を含めた全般な評価について「卒業満足度アンケート」（【資料 2-6-6】

参照） 

 

5) 学生の企業・地域での活動 

学生の地域貢献やボランティア活動を促進している。これら学生の活動に対する評価

のひとつとして、その記事を学院広報及びブログなどホームページに掲載して学内外へ

の公表を図っている。 

 

以上、学生の学修状況はチューターが把握・指導し、就職委員会や研究指導教員は就

職状況を把握し、学生の意識調査のため授業と学生指導など各種アンケートを行ってお

り、学院広報を通じた学生の企業・地域での活動を公開するなど、教育目的の達成状況

を点検・評価する仕組みを工夫・開発していると判断している。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 2-6-1】から【資料 2-6-6】 

 

2-6-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

1) 授業評価アンケート 

受講者数が 10 人以上の科目について、授業アンケートを実施し、その内容を分析し、

その結果を見て教員が「授業アンケート分析結果」を書いており、全体を冊子にしてい

る。（【資料 2-6-1】参照） 

 

2) 卒業満足度アンケート 

卒業生を対象に実施してきた「卒業満足度アンケート」【資料 2-6-6】があり、これ

は広島国際学院大学の入学の動機、卒業後の進路、教育内容やカリキュラム、教職員の対

応や指導、大学の施設・設備等に関する満足度を調査するものであり、その集計結果に

は教職員の個人名を含んでおり、学長に渡され、その内容は学長から大学協議会におい

て報告される。 

 

3) FD 推進委員会 

活動内容は「ＦＤ推進委員会規程」【資料 2-6-7】において定められており、「授業
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評価アンケート」を中心に改善への動機づけなど教育研究活動改善の方策、初任者及び

現任者の研修計画の立案・実施、FD の参考となる講演を行っている。 

 

以上、「授業評価アンケート」 、「学生満足度アンケート」、「卒業満足度アンケー

ト」、「FD 研修会」などの全学 FD 活動が行われ、改善へのフィードバックを含めた教

育改善サイクルの仕組みが機能していると判断している。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 2-6-7】 

 

（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画） 

・就職率の維持向上とともに、就職先企業へのアンケートなどを継続的に行うことで、

今後も教育目的の達成を図っていく。 

・「授業評価アンケート」では詳細な分析されているが、十分は活かされているとは言

えないので、有効な利用法を検討していきたい。 

 

2－7 学生サービス 

≪2－7 の視点≫ 

2-7-① 

2-7-② 

学生生活の安定のための支援 

学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

（1）2－7 の自己判定 

基準項目 2－7 を満たしている。 

 

（2）2－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

2-7-① 学生生活の安定のための支援 

学生支援課、学生生活指導委員会、教務委員会を中心に、様々な学生支援を行ってい

る。なお、学生生活に関する全般的な支援・サービスに関しては、入学時に配付する「学

生便覧」に掲載している。（【資料 F-5】参照）  

その他、主なものを列挙して概要を説明すると次のようになる。 

 

1) ガイダンス、チューター制度 

 １年次では、学生支援課などの職員によるガイダンスの後、「初年次セミナーⅠ」の

最初の授業で、チューターによる詳細な指導を行う。２年次以降は学期初めにチュータ

ーと学生支援課などの職員によるガイダンスを実施している。その内容は勉学から学生

生活まで多岐にわたっている。これらの詳細は学生全員に配付した「学生便覧」に記載

しており、かつ重要事項は抜粋してホームページにも掲載している。なお、各学年のチ

ューターはこのガイダンスを出発点とし、学生支援課などの職員と連携しながら学生の

あらゆる相談に対応している。 

 

2) 学生相談室 
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専門のカウンセラー（非常勤講師）が、対人関係（友人、家族、教職員などとのコミ

ュニケーション）の問題や自分自身の問題（性格、心身の健康状態、精神的な悩みなど）

について、学生の相談に応じている。（【資料 2-7-1】参照）相談室は、週 3 回で、 火

曜日・水曜日・木曜日の 12:00～16:00（木曜のみ 15:00）に開室している。 

 カウンセラー以外にも、各学部学科、学生支援課、保健室の教職員を学生相談員に指

定し、日常的に相談に応じている。その中で、必要と思われる学生に対しては「学生相

談室」のカウンセラーとの面談を勧め、支援に取り組んでいる。 

データ編【表 2-12】に学生相談室及び保健室の利用状況を示す。 

 

3) 健康管理と保険 

身体の不調に対する相談対応、けがの応急処置等を保健室で迅速に対応している。学

校医（内科）については、キャンパスヘルス【資料 2-7-2】に記載し、学生に周知して

いる。なお、学校保健安全法に定められている定期健康診断を毎年 4 月に実施している。  

卒業予定者に対しては、就職活動のために健康診断証明書を発行している。 

学生教育研究災害傷害保険、交通傷害保険には全学生が加入し、保険料は入学手続き

時に徴収している。学生教育研究賠償責任保険は任意加入であるが、教育実習やインタ

ーンシップに参加する学生については加入させている。学生が正課中や学校行事等で他

人または他の財物を損壊したことによる損害賠償に適用される。 

 

4) 厚生施設 

学内に食堂、売店（文具、食品等の販売）、自動販売機、休憩・自習用のテーブルと

椅子等が設置されている。また、体育施設として中野キャンパスに、体育館と多目的グ

ランドが設置されている。ほかに、学生会館内に武道場、イベントホールがある。上瀬

野キャンパスに、陸上競技場、野球場、アーチェリー場などが設置されている。（【資

料 2-7-3】参照） 

 

5) 下宿・アパート 

大学独自の寮などは無いが、近隣に下宿・アパートが多数あり、本大学の推薦できる

規準を満たす一部の下宿、アパートについては、主に一年生に紹介している。（【資料

2-7-4】参照） 

 

6) 「自己の探求Ⅰ」と新入学生オリエンテーション 

 入学式の前に、新入生全員を集め、自己理解を深める体験学習型の研修プログラム「自

己の探求Ⅰ」を実施し、学科における友達づくりを支援している。（【資料 2-7-5】参

照）  

さらに、毎年 4 月に学科ごとに新入生歓迎のために「新入学生オリエンテーション」

（原則 1 日）を行っており、各学科教員と学部のリーダー学生が引率し、施設見学やレ

クリエーション、懇談を通して、教員と学生、学生同士の親睦を深めている。 

 

7) 奨学制度 
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日本学生支援機構奨学金、各種団体の他、本学独自の特待生・奨学生に関する制度を

規程に定めて実施している。利用状況はデータ編【表 2-13】に示すとおりである。（【資

料 2-7-6】「広島国際学院大学の奨学制度」を参照） 

 

8) 学内ジョブ 

学部生・大学院生に対して、ティーチング・アシンタント（TA) 【資料 2-7-7】、ス

チューデント・アシンタント（SA) 【資料 2-7-8】といった学内業務を提供している。 

これらは単なる経済的支援だけではなく、学修の支援補助を通じて、担当学生の指導

力、人間力を向上させるねらいを持っている。 

 

9) 学友会 

全学生をもって組織する学友会執行委員会（【資料 2-7-9】参照）の運営は、選挙で

選出された執行委員（学生）により行われ、下部組織として学友会本部、厚生委員会、

新聞委員会、大学祭実行委員会、体育局並びに文化局がある。毎年開催される学友会総

会では、大学に対する団体や個人からの要望を受け付け、改善可能な事項については関

係部局で検討・対応している。 

学友会主催の新入生歓迎オリエンテーション、学長杯スポーツ大会、学外展、高城祭

（大学祭）などを開催している。その他、各クラブ・サークルの支援や地域行事への積

極的な参加等、さまざまな行事の開催や協力を行っている。 

 

10) 課外活動 

課外活動団体は、体育局 14 団体、文化局 14 団体が存在する。すべての団体の顧問は、

教職員が担っている。 

強化クラブとして、硬式野球、バスケットボール、アーチェリー、吹奏楽があり、活

発な活動を行っている。 

 

特別キャンパス活動： 総合教育センターの科目で、活動責任者（教職員）が「教育計画

書」を提出し、学生の実施時間などを記録した「活動認定書」を提出することで、

課外活動を単位として、半期 2単位まで最大 4単位を認定できることにしている。

所定の会議において「教育計画書」と「活動認定書」を基に最終認定の判断を行

う。活動時間が 30～59 時間で 1 単位、60～89 時間なら 2 単位といった条件によ

り 4 単位まで単位認定を可能にしている。（【資料 2-7-10】参照） 

 

11)  課外活動への補助金・予算措置 

各団体の活動資金は、所属員各自が支払う部費のほか、下記の保護者後援会補助、学

友会補助、同窓会補助などで構成されている。（【資料 2-7-11】参照） 

 

後援会補助：本大学在学生保護者で結成される団体で、本学の教育・研究の支援のほか、

学生の課外活動に関する支援も行っている。学友会は所定の手続きにより、課外

活動補助金を受けている。 



広島国際学院大学 

54 

学友会による補助：後援会補助と同様に、学友会が前年度実績等から予算配分を提案・

審議し、配分されている。 

同窓会による補助：同窓会では、広島県大会を勝ち抜いて上位大会に出場する場合に 1

人 1 万円を限度に交通費補助を行っている。また学友会行事、学友会設備など学

友会の要望により所定の審議をして支援を行っている。 

 

以上、学生サービス、厚生補導のために学生支援課を設け、学生生活指導委員会及び

学生相談室運営部会・食堂運営部会と共に適切に機能させている。奨学金など学生に対

する経済的な支援は、各種規程を設けて行っている。学生の課外活動には、科目「特別

キャンパス活動」や資金援助などの支援を行っている。学生に対する健康相談について

は保健室、心的支援については学生相談室カウンセラー、生活相談全般の支援をチュー

ターと学生支援課が行っている。 

 

◇エビデンス集（データ編）【表 2-12】、【表 2-13】 

◇エビデンス集（資料編）【資料 F-5】、【資料 2-7-1】から【資料 2-7-11】 

 

2-7-② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

1) 「学生満足度アンケート」 

後期開始ガイダンスにおいて、全学生を対象にアンケートを取っている。集計は、全

学生、学部単位で学生支援課が集計し、学生生活指導委員会が分析結果に基づいて改善

点等を検討している。全学生単位では次のようになっている。また、アンケートには自

由記述の部分もある。（【資料 2-7-12】参照） 

＜アンケート結果＞ 

■ 大学の教育について         

Q1 自分は授業に対してまじめに取り組んでいますか。 

    「取り組んでいない」「あまり取り組んでいない」と回答した学生は合計で 5% 

Q2 授業は理解できますか。 

    「理解できない」「あまり理解できない」と回答した学生は合計で 6% 

Q3 授業担当者やチューターの指導に満足していますか。 

    「不満」「やや不満」と回答した学生は合計で 4% 

Q4 あなたと教員や事務職員との関係は良好だと感じますか。 

    「良好と感じない」「あまり良好と感じない」と回答した学生は合計で 4% 

■ 大学の施設・設備について   

Q5 教室の受講環境（清潔さ・広さ・照明・空調・ＡＶ設備など）は整備されていると

思いますか。 

    「整備されていない」「あまり整備されていない」と回答した学生は合計で 9% 

Q6 図書館の利用環境（館内設備・図書の貸出制度など）や蔵書の数・分野などに満足

していますか。 

    「不満」「やや不満」と回答した学生は合計で 5% 

Q7 大学で利用可能なコンピューター環境（ハード・ソフトウェアの数および機能）に
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満足していますか。 

    「不満」「やや不満」と回答した学生は合計で 6% 

Q8 体育関連の施設・設備に満足していますか。 

    「不満」「やや不満」と回答した学生は合計で 6% 

Q9 食堂の施設・サービスに満足していますか。 

    「不満」「やや不満」と回答した学生は合計で 10% 

Q10 売店の施設・サービスに満足していますか。 

    「不満」「やや不満」と回答した学生は合計で 9% 

Q11 大学の就職支援体制について満足していますか。 

    「不満」「やや不満」と回答した学生は合計で 3% 

Q12 大学の資格取得支援体制について満足していますか。 

    「不満」「やや不満」と回答した学生は合計で 5%  

Q13 クラブ・サークルの種類や数は十分にあると思いますか。 

  「不十分」「やや不十分」と回答した学生は合計で 8% 

Q14 大学祭等の大学のイベントの数・内容に満足していますか。 

    「不満」「やや不満」と回答した学生は合計で 6%  

Q15 学内で交友関係を広げ深める機会は十分にありますか。 

    「不十分」「やや不十分」と回答した学生は合計で 7%  

Q16 保健室など健康面の支援体制に満足していますか。 

    「不満」「やや不満」と回答した学生は合計で 2%  

Q17 学生相談室など精神面の支援体制に満足していますか。 

    「不満」「やや不満」と回答した学生は合計で 3% 

Q18 奨学金・アルバイト紹介等の支援体制に満足していますか。 

     「不満」「やや不満」と回答した学生は合計で 3% 

Q19 本学への通学が時間や手段の面で便利だと思いますか。 

     「便利でない」「あまり便利でない」と回答した学生は合計で 16% 

Q20 総合的にみて、本学における勉学や大学生活に満足していますか。 

     「不満」「やや不満」と回答した学生は合計で 5% 

Q21 学習支援室を知っていますか。 

     「存在を知らない」と回答した学生の割合が 11%、「知っているが利用の必要がな

い」と回答した学生の割合が 41% 

Q22 学生生活において何を大切にしていますか。 

なお、質問 22 については、学生生活において大切にしているものを「勉強・研究」

「就職」「資格取得」「クラブ活動」「友人関係」「趣味・娯楽」「アルバイト」

「その他」に対して１番から８番まで順位付けし、優先順位の高いものからその逆

数を ポイントとして乗じて、重み付けを行い、学生全体としての大切なものの配分

性を見ることを試みた。アンケート結果は次のようになった。 

○学年別では、各項目ほとんど均等に配分され、あまり特徴は見えてこない。全体

での「勉強・研究」の割合が昨年度の 13%よりやや高くなり、学生の学習意識がだ

んだん強くなってきた。 
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○学部別では、全体では「勉強・研究」が 18%となっている。工学部は昨年度の 8%

から今年度の 18%になり、10 ポイント上がった。 

 

2) 「卒業満足度アンケート」 

4 年生に対して卒業式後に行っている。好きな科目・嫌いな科目、熱心な先生・熱心

でない先生など個別の要素と個人情報が含まれるために、学長が直接分析し、その全部

または一部が大学協議会で検討される。（【資料 2-7-13】参照） 

 

3) 「大学を明るくする箱」 

本大学内 4 か所に設置された箱に投書された提案・相談カードは学長に直接届けられ、

その内容は「施設の要望」から「学生が問題とする教員」まで多岐に渡っている。学長

は、学生の投稿内容を見て、関係部署に指示したり、整備計画の検討を行い、学生に直

接又は掲示板に公示するという形で回答している。 

その結果、体育館のシャワーの改修、２年次以下の学生にロッカー、無線 LAN、中野

グランド夜間照明などが設置された。（【資料 2-7-14】参照） 

 

以上、学生サービスに対する学生の意見等をくみ上げるため「学生満足度アンケート」

「卒業満足度アンケート」「大学を明るくする箱」を整備し、学生サービスの改善に反

映していると判断している。 

 

◇エビデンス集（データ編）【資料 2-7-12】から【資料 2-7-14】 

 

（3）2－7 の改善・向上方策（将来計画） 

学生満足度アンケートにおいて、否定的な意見が減っていることは分かったが、「満

足している」などの肯定的な意見を増やすため、たとえば自由記述を精査するなど分析

を深める。ただし、具体的な要望の多くは財政的な裏付けを必要とするため実現が難し

いことが分かっている。また、学生の誤解が生じている可能性もあるので、理解を求め

る方法を検討していきたい。 

 

2－8 教員の配置・職能開発等 

≪2－8 の視点≫ 

2-8-① 

2-8-② 

 

2-8-③ 

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめ

とする教員の資質・能力向上への取組み 

教養教育実施のための体制の整備 

（1）2－8 の自己判定 

基準項目 2－8 を満たしている。 

 

（2）2－8 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-8-① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 
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1) 必要な各学科の専任教員数と適切な配置 

データ編【表 F-6】に学科別の教員数を示した。本大学の全教育課程における専任教

員は、全員が講師以上で教授 31 名と准教授・講師が 24 名の計 55 名である。各学科とも

設置基準を満たしており、それぞれ当該学科の教育課程を遂行している。なお、総合教

育センター科目（全学共通科目）については主として総合教育センター専任及び各学科

との兼任教員が実施している。総合教育センター専任教員 17 名（【表 2-15】参照）は、

教養教育や基礎教育の充実並びに大学全体の教育理念を実現に専念するため、各学科に

配属していない。 

年齢構成： 【表 2-15】に示すように、35 歳以下を除いて分布に大きな違いはない。た

だ、工学部については、66 歳以上の高年齢層が多いと言える。 

各教員担当講義と専門性： 【表 2-17】に示すように、各学科の専門教育の必修科目に

ついての専兼比率は 80%以上であり、全開設授業科目についても専兼比率が 70%

以上と高い。なお、学科内に適任者がいない科目については、その専門性を持つ

他学科教員あるいは非常勤講師により講義、実習が実施している。 

学位取得状況： 学士以上の学位取得状況は下表のとおりである。専任教員 55 名のうち、

69%の 38 名が博士の学位取得者であり、質の高い教育と研究を行っている。 

 

教員の学位取得状況       (単位：人) 

 教授 准教授 講師 合計 

博士 21 10 7 38(69%) 

修士 6 1 5 11(22%) 

学士 4 1 0 5(9%) 

計 31 12 12 55 

 

2) 授業と教員の担当時間数 

授業実施については大学設置基準に拠っており、1 単位あたり 45 時間の学修（15 時間

の講義及び 30 時間の予習復習）を基本としている。また、実験・演習については、その

性格から 30 時間で 1 単位としている。なお、1 授業時間は正味 45 分間を意味している。

教員の教育担当時間について、データ編【表 2-16】において示すように、各学科 1 週当

たりの平均は、工学部では 19 時間強であり、情報文化学部は、21 時間強であり、総合

教育センターは 17 時間強である。 

各教員の担当時間は、各学科内で平準化されるように調整している。 

 

以上、大学設置基準に照らして適切な教員確保と配置が行われている。また、博士の

学位取得者が多く、教育と研究の質を高めており、教育課程を遂行するのに十分な能力

を有する教員を揃え、また適切に配置されていると判断している。 

 

◇エビデンス集（データ編）【表 F-6】、【表 2-15】から【表 2-17】 
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2-8-② 教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめとす

る教員の資質・能力向上への取組み 

 

1) 教員の採用・昇任等 

① 採用と昇任の手続き 

 学部は「大学教員選考規程」【資料 2-8-1】、「大学教員選考基準」【資料 2-8-2】、

大学院は「大学院担当教員選考規程」【資料 2-8-3】、「大学院担当教員選考内規」【資

料 2-8-4】によって選考手続きが明確に定められている。学長はあらかじめ任用につい

て理事長の承認を得た後、学部長と学科長等が任用候補者予備名簿を作成し、学長と協

議のうえ、任用候補者名簿を作成し、教員選考委員会で審議する。その結果を教授のみ

で構成される教授会（大学院は研究科委員会）で検討した後、学長に報告し、常任理事

会の承認を得ることになっている。 

② 選考基準 

 学部は「大学教員選考基準」、大学院は「大学院担当教員選考内規」によって選考の

基準を定めている。 

③ 規程と運用 

 採用・昇任は、上記の規程に従って運用しているが、採用については公募制を原則と

し、書類審査に加えて模擬授業を必ず実施し、適切な判断を行うようにしている。 

 

2) 教員評価 

教員が勤務評価票【資料 2-8-5】を作成し、所属長に提出する。所属長は勤務評価票

に基づき、「教育」「研究」「管理運営」「学生募集・社会的広報活動」に関する具体

的記述に基づいて再評価したものを学長に提出する。 

評価が上位である教員を、全員集会において学長が表彰【資料 2-8-6】する。 

FD 推進委員会は、教育活動において顕著な功績があったと認められる教員又は教員を

構成員とする団体を「森学術奨励実施要項」【資料 2-8-7】に基づき学長に推薦し、学

長は表彰状並びに表彰金を授与している。 

 

3) FD をはじめとする教員の資質・能力向上への取り組み 

FD 推進委員会では、授業評価アンケートを通じて教員の資質・能力向上に取り組んで

いる。また、全員集会（年 3 回）後、2 回程度の FD 研修会を開催している。 

 

以上、FD 活動は、FD 推進委員会を中心にして組織的に行われており、教員の資質・

能力向上への取り組みは行われていると判断している。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 2-8-1】から【資料 2-8-7】 

 

2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備 

 平成 25（2013）年度の改組では、基礎教育、教養教育、キャリア教育、学習支援など
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を重視する教育を展開するため、平成 16（2004）年 4 月に設置した総合教育センター（以

下「センター」という）を学部並みの組織とすることを決めた。センターには、「広島

国際学院大学総合教育センター規程」【資料 2-8-8】第 5 条の規定により 17 人の専任教

員を置き、センター教育科目の実施、学士課程教育の内容・方法の改善、学生に対する

学習及び課外活動の支援並びにキャリア教育支援に関する事業を円滑に実施することを

目的としている。センターには、入学・卒業の認定など学生の身分に関すること以外は

学部における教授会に当たる総合教育センター会議【資料 2-8-9】を置いている。 

 センター科目は「高城科目」、「教養教育科目」及び「教職科目」に分かれる。高城

科目は、全学で連携して初年次教育を実施する「全学連携科目」、汎用的技能を育てる

「基礎教育科目」、望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や技能を身に付けさ

せる「キャリア教育」に分類している。教養科目は、人文、社会、自然科学、英語、ス

ポーツに分類された科目群に加え、異文化に関する知識の理解を深める「国際科目」か

ら構成する。教職科目は、教職課程における「教職に関する科目」の内、共通に取るべ

き教職課程の科目から構成する。（【資料 2-8-10】参照） 

 センターには「高城科目」の管理や高大連携を担当する「基礎教育部会」、「教養教

育科目」の管理や教務を担当する「教養教育部会」、就業力育成を担当する「キャリア

デザイン部会」、教職課程を管理する「教職教育部会」を置いている。【資料 2-8-11】 

 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 2-8-8】から【資料 2-8-11】 

 

以上、総合教育センターにおいて、教養教育を行うための組織上の措置及び運営上の

責任体制が確立していると判断している。 

 

（3）2－8 の改善・向上方策（将来計画） 

授業評価アンケートについて、膨大な統計分析を含む情報が蓄積されている。これら

の情報を利用して、教員の資質、能力向上に有効な方策を検討する。 

 

 

2－9 教育環境の整備 

≪2－9 の視点≫ 

2-9-① 

2-9-② 

校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

授業を行う学生数の適切な管理 

（1）2－9 の自己判定 

基準項目 2－9 を満たしている。 

 

（2）2－9 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-9-①  校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

1) 基本データ 

・在籍学生数は学部生 781 人、大学院学生 18 人の計 799 人である。 
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・校地面積は、データ編【表 2-18】に示すように 285,243.6m2であり、大学設置基準の

校地面積は 12,800m2であり、本大学はいずれも設置基準を十分に満たしている。 

・校舎の面積は、データ編【表 2-18】に示したように 32,235.8m2である。大学設置基準

に基づき計算した面積は 15,238.2m2であり、本大学の校舎面積は基準を十分に満たし

ている。 

・教員研究室は【表 2-19】、講義室・演習室・学生自習室等は【表 2-20】に示すように

なっている。 

 

2) 施設 

データ編【表 2-21】に付属施設、【表 2-22】にその他の施設の概要を示す。 

主な施設の概要は次のとおりである。 

・機械実習場：旋盤加工、フライス加工、研削・歯切加工、CAD/CAM システム等の機械

を設置しており、機械工作の実習に使用している。 

・木工金工室：木材加工実習や金属加工実習のために使用している。 

・ハイテク・リサーチ・センター：超高純度金属の精製とその物性測定によって、物質

に関する基礎研究を発展させることを主目的に平成 10（1998）年に設置した。総面積

は 1,024m2 で、大学院生の教育や教員の共同研究のためのセンターとして機能してい

る 

・体育館 ：体育学等の授業及び課外活動の場として利用されている。クラブ室もある。 

・学生会館：食堂、売店、イベントホール、ミーティング室、武道場などがある。 

・運動場等は中野キャンパスと上瀬野キャンパスにあり、体育関係の授業、課外活動及

び大学体育祭などに使用されている。学外に対しても、各種スポーツ大会の会場とし

て提供する機会も多い。次の施設が整備されている。 

多目的グランド（中野キャンパス）／野球場／陸上競技場（1 面）／テニスコート 

／アーチェリー場 

・ 学生用駐車場１箇所、教職員用駐車場を 2箇所及び来客用駐車場 1箇所を設けている。 

 

3) 図書館 

図書館では、図書施設のほかに情報ネットワーク施設の管理運用も行っている。図書

施設の概要は、次のとおりである。 

・所蔵資料は、図書 189,439 冊。視聴覚資料 3,349 点、電子ジャーナル 3,423 種類、デ

ータベース契約 1 種類である。（【表 2-23】参照） 

・図書施設の総面積は 2,025m2 であり、学生閲覧室、グループ学習室、ライブラリーカ

フェ、書庫、事務室の施設がある。（【表 2-24】参照） 

・開館時聞は、授業日の月～金曜日 8:30～18:50 であり、授業終了後も学習できる様に

開館時間を考慮している。第 2・4 土曜日以外は 8:30～13:00 は開館している。夏休み

等の授業のない平日は 8:30～13:00 までの開館としている。（【表 2-24】参照） 

・利用状況については、年間の学内利用者数が 28,769 人、学外利用者 523 人の延べ計 

29,292 人となっている。（【表 2-24】参照） 
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4) 情報サービス （【表 2-25】参照） 

・CAD 演習室が 6 号館 4 階(9403)にある。 

・情報関連の授業ができる演習室が 9 号館にある。 

・デジタルコンテンツ作成や情報関連の授業ができる部屋が 10 号館に 5 部屋ある。 

・情報サービスに関する設備については、学内の一部を除いた部屋には情報コンセント

が設置され、学生や教職員が、利用規則のもとで自由に学内 LAN 及びインターネット

を利用することができる。 

・学内には無線 LAN を設置しており、学生が自由に使用することができる。 

・サービスの拠点施設は情報処理センターにあり、各種サーバーやネットワーク全体の

管理運用を行っている。なお、専従の職員も配置している。 

 

5) 管理体制 

・校地、校舎の維持管理運用については、法人本部総務課及び事務部庶務課が担当して

日常的なメンテナンスを行っている。建物の大改修工事については、各年度で予算措

置を講じて実施している。 

・講義室、実験・実習室の管理運用は、原則として学生支援課で行っている。授業時間

割は教務委員会で立案し、学生支援課と協力して教室の使用配置を決めている。 

・学友会等の課外活動関係の施設の管理運用は、庶務課が行っている。 

 

6) 安全性とバリアフリー化 

・建物は、建築基準法基づき構造、防火、避難、建築設備の現状調査を年 1 回行い、上

水、井戸水、下水の水質検査も定期的に実施し、広島市長に届け出ている。これらの

調査を踏まえて緊急改善、年次改善に取り組み、将来計画も策定している。 

・建築設備は、建築基準法に基づき、換気設備、排煙設備、非常用照明、給排水設備の

現状調査を行い、広島市長に届け出ている。 

・昇降機は年 12 回、消防設備は年 2 回総合点検を、冷暖房性能検査及び電気の受変電設

備は年 1 回、ボイラー設備の点検は年 2 回行い、消防設備は年 1 回消防署の立入検査

を受けている。 

・建物の耐震性能の確保に関しては、予備診断の結果、耐震対策を必要とする建物は、

構造上の違いもあるが大小合わせて 9 棟（1 号館、2 号館、4 号館、5 号館、6・7 号館、

8 号館、情報処理センター、ものづくりセンター）が対象であると見込んでいる。財

政上の問題もあるので、本大学の学生数、教職員数の規模に照らし合わせて効率的な

教室・研究室の再配当による整理を行うなどし、建物の使用頻度に応じて優先順位を

付けて、耐震対策を検討する。【資料 2-9-1】 

・バリアフリー化については、中野キャンパスでは 9、10 号館及び学生会館にエレベー

ター、障害者用トイレを整備している。 

 

◇エビデンス集（データ編）【表 2-18】から【表 2-25】 

◇エビデンス集（資料編）【資料 2-9-1】 
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以上、教育目的の達成のため、校地、運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービ

ス施設、附属施設等の施設設備を適切に整備し、かつ有効に活用している。学術情報資

料を確保した適切な規模の図書館では、開館時間を含めて十分に利用できる環境を整備

している。教育目的の達成のため、コンピューター等の IT 施設を適切に整備している。

施設設備の安全性（耐震等）については、建物の使用頻度に応じて優先順位を付けて、

耐震対策を検討する。施設設備に対する学生の意見等をくみ上げる仕組みとして「学生

満足度アンケート」「卒業満足度アンケート」「大学を明るくする箱」を整備し、アン

ケート結果などにより施設設備の改善に反映していると判断している。 

 

2-9-②  授業を行う学生数の適切な管理 

・講義室、演習室、学生自習室、実験・実習室等の総数は、【表 2-20】に示したように

124 室、総面積は 11,974.1m2である。演習室や実験・実習室は、授業及び卒業研究を

行うのに十分な数があり、学部、大学院ともに他学部や他研究科との共用は少ない。 

・上記の講義室、演習室、学生自習室、実験・実習室等の総面積からも、教育研究の目

的を達成できる十分なスペースを確保している。 

・講義科目は、基本的には 1 クラス単位で、授業運営を行っているが、科目によっては

2～3 クラスで開設している。 

 

以上、講義室等や授業を行う学生数については、教育効果を十分に上げられる数にな

っていると判断している。 

 

◇エビデンス集（データ編）【表 2-20】 

 

（3）2－9 の改善・向上方策（将来計画） 

・「学生満足度アンケート」において、食堂の施設・サービスに「不満」「やや不満」

と回答した学生は合計で 10%、売店については「不満」「やや不満」と 9%と不満度が

高いので、改善したい。 

・計画的に耐震化を図るなどの課題があり、施設設備の安全性を保つため、対応策を検

討して実施する 

・IT 技術の進展に合わせ、ネットワーク環境のさらなる充実を図る。 

 

 

［基準 2 の自己評価］ 

・アドミッションポリシーが明確に定められており、かつ入試関係印刷物の配付やホー

ムページ等での公開により、周知徹底されている。多様な人材を選抜するために、学

部と大学院において入学者選抜試験等を適正な体制のもとで公正かっ適切に行われて

いる。 

・組織改革や教育改革などについて結果を得ながら、全学での定員充足率が平成 27

（2015）年度で 61.5%であることから、過去の経験を踏まえて、「きめ細かい丁寧な

教育」における実績及び大学の多様性を強みとした教育力を全面に出すアピールを検
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討する。 

・アドミッションポリシーで示された明確な方針に基づいて受け入れた学生に対し、適

切に編成された教育プログラムを提供しており、大学設置基準や大学院設置基準で定

められた以上の人数の教職員により充実した学修教育を行っている。 

・在学生に対して、退学者減少の取り組みと出欠管理を徹底して、チューターの面談や、

ホームルームなどで学修と共に学生生活を含む支援を行っている。 

・退学希望学生には、チューターが面談を行い、事情が許す範囲内で、履修継続や休学

を勧めながら、できうるかぎり教育を受ける機会の確保に努めている。必要に応じて、

学生支援課等との連携を図っている。 

・留年した学生には、チューターが受講に支障が無いように適切に指導を行い、各学科

及び総合教育センターが連携して支援する体制を整えている。 

・単位認定の評価基準が明確に設定され、厳格に適用されている。また、進級及び卒業、

修了要件が適切に定められており、厳正かつ慎重に適用されている。 

・多様で充実した学修環境を学生に提供し、生活面を含めた様々な学修支援活動を通し

て、自立した学生を育成すべく努力をしており、十分な成果を上げている。 

・本大学での FD 活動は、「授業評価アンケート」を中心に、研修会等を継続的に開催し

ており、教員の資質・能力向上が図られている。また、学生サービス等については全

学生を対象とする「学生満足度アンケート」を通じて学生の意見・要望を把握してい

る。これら意見・要望は学生生活指導委員会が中心となり、分析・検討している。 

・校地面積は約 42 万平方メートルであり、教育環境の整備が適切に行われ、緑溢れる恵

まれた環境を確保している。 
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基準 3．経営・管理と財務 

3－1 経営の規律と誠実性 

≪3－1 の視点≫ 

3-1-① 

3-1-② 

3-1-③ 

 

3-1-④ 

3-1-⑤ 

経営の規律と誠実性の維持の表明 

使命・目的の実現への継続的努力 

学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に

関連する法令の遵守 

環境保全、人権、安全への配慮 

教育情報・財務情報の公表 

（1）3－1 の自己判定 

基準項目 3－1 を満たしている。 

 

（2）3－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明 

 学校法人広島国際学院は、法人の目的を「学校法人広島国際学院寄附行為」（以下「寄

附行為」という。）（【資料 3-1-1】参照）第 3 条において「この法人は、教育基本法

及び学校教育法に従い、建学の精神に則り、人間愛に基づく教育を行い、すすんで人類の

平和と社会の進歩に貢献できる人材を育成することを目的とする」と明確に定め、関連

諸規程に従って、堅実、着実に法人経営管理を行っている。 

また、基本的な教育方針として、建学の精神「教育は愛なり」を定め、（【資料 3-1-2】

参照）教室、会議室、廊下などに掲出、ホームページに公開するなどし、学生、教職員

及び役員等に広く周知している。（【資料 3-1-3】参照） 

法人の業務、財産の状況及び理事の業務執行の状況等について監査する監事を置いて

いる。監査が適正かつ有効に行われるよう「学校法人広島国際学院監事監査規則」（【資

料 3-1-4】参照）を制定し、理事会、評議員会への出席、業務状況の聴取、理事会議事

録等の書類の閲覧及び会計に関する帳簿・書類の調査などの監査を実施しており、経営

の規律と誠実性を維持している。 

 

 以上、理事会、評議員会及び監事監査を定期的に開催し、諸規程も整備し、社会の負託

と要請に応える法人経営を行っている。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 3-1-1】から【資料 3-1-4】 

 

 

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

 経営部門については、学校法人の最高議決機関である理事会を定期的に開催し、様々

な案件について審議・検討している。重要事項については、評議員会を招集・諮問して、

広く意見を求めている。（【資料 3-1-1】参照） 

 教育部門については、「1．講義や実験、実習体験などを通して、学生の個性と自
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主性を育みながら、基礎学力を修得する。2．学生同士、勉学や大学での社会的活動を通

して協力することにより、視野が広く社会性に富む人材を育成する。3．大学で学んだ実学

指向の専門知識・経験を社会で活用できる人材を育成する。」を教育目標に高度な専門

知識の教授及び豊かな人間性と総合的な判断力をもつ職業人の育成を日々進めている。  

教育理念を「信和・協同・実践」と定め、教室、会議室、廊下などに掲出、ホームペ

ージに公開するなどし、広く知らしめるとともに、使命及び目的を実現するため、大学

協議会、教授会、並びに連絡会議を開催し、協議・検討を行っている。（【資料 3-1-3】

参照） 

 また、平成 24(2012)年 6 月には、法人と各学校が抱える課題等について情報提供

や問題意識の共有を図り、意見交換を行うために、理事、監事で構成する「役員懇談会」

を、非公開で年 2 回は開催し、管理運営遂行のために協議を行っている。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 3-1-1】、【資料 3-1-3】 

 

3-1-③ 学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に 

関連する法令の遵守 

学校法人広島国際学院の経営は、「学校教育法」「私立学校法」「大学設置基準」等

の法令に則って整備された寄附行為・規程等をコンプライアンス精神に基づいて遵守し、

適切に運営している。 

文部科学省や関係機関より発信される通達や事務連絡等は、法人本部及び大学内の各

部署に周知し、緊密に連携をとりながら組織的に対応している。 

また、本大学の教育研究機能の向上と本学院の財政の基盤確立等に寄与することを目

的とした学校法人広島国際学院監事監査規則【資料 3-1-4】を設け、運営に関連する法

令を遵守するよう、ガバナンス体制を構築している。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 3-1-4】 

 

3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮 

 環境保全については、諸規程等を備えており、①学校法人広島国際学院施設等管理規

程（【資料 3-1-5】参照）、②空調機器使用規程（【資料 3-1-6】参照）、③学校法

人広島国際学院における「環境に配慮したリサイクル活動」の展開について～学院あげ

ての地球環境保護への取り組み～（平成 19 年度及び 20 年度版）（【資料 3-1-7】、【資

料 3-1-8】参照）、④キャンパスリサイクル活動の展開について（【資料 3-1-9】参照）、

により、キャンパス内の環境保全へ配慮をしている。その他、キャンパス内の地下下水

道排出中継槽（6 箇所）の点検、地下水（専用水道・原水・浄水）の水質検査、貯水槽

等清掃消毒、また、廃棄物回収処分をそれぞれ継続して行ない、良好な施設管理及び衛

生環境の維持を図っている。 

21 世紀における最重要課題の一つといえる地球環境の保護に関しては本学院あげ

て「省資源・省エネルギー」活動に取り組み、クールビズ及びウォームビズの推進な

ど Eco キャンパスの実現を教職員に周知している。 
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 人権への配慮については、教職員の就業に関する事項を定めた「学校法人広島国際

学院就業規則」（【資料 3-1-10】参照）、また、ハラスメントの防止等について定めた「学

校法人広島国際学院いじめ、体罰、ハラスメントの防止等に関する規程」（【資料 3-1-11】

参照）を整備し、適切に対応している。「コンプライアンス推進委員会」の設置及び

相談員の配置など、きめ細かに取り組んでいる。また、教職員個人の権利・利益を保護

することを目的に「学校法人広島国際学院個人情報保護規程」及び「学校法人広島国

際学院個人情報取扱運用細則」（【資料 3-1-12】、【資料 3-1-13】参照）を整備してい

る。 

安全管理については、①学校法人広島国際学院危機管理規則（【資料 3-1-14】参照）

②学校法人広島国際学院危機管理規則実施要項（【資料 3-1-15】参照）、③学校法人広

島国際学院守衛に関する規程（【資料 3-1-16】参照）、④学校法人広島国際学院宿日

直に関する規程（【資料 3-1-17】参照）を整備し、発生する諸般の事象に伴う危機に

迅速かつ的確に対処するため、危機管理体制、対処方法等を定め、対応している。 

震災・災害等に対しては、防災訓練を毎年度実施しており、震災時の対応及び安全確

認後の避難については、全学で取り組んでいる。（【資料 3-1-18】参照）また、キャンパス

内にＡＥＤ（自動除外式細動器）を 2 箇所設置し、操作訓練についても教職員が行って

いる。 

新型インフルエンザ等については、発症者の確認と登校停止（出勤停止）措置をとり

感染防止及び予防に努めている。 

また、教職員の健康を確保するために毎年度定期健康診断を実施し、「学校法人広島国

際学院保健管理規程」（【資料 3-1-19】参照）により理事長が指名する者を委員長と

する「保健管理委員会」を設け、衛生管理の推進並びに運営に努めている。さらには、

「学校法人広島国際学院衛生公益通報等に関する規程」（【資料 3-1-20】参照）を制定、

コンプライアンス（法令遵守）窓口を設置し、法令違反行為の早期発見と是正を図り、学

校法人の健全な発展に努めている。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 3-1-5】から【資料 3-1-20】 

 

3-1-⑤ 教育情報・財務情報公表 

 教育情報の公表に関しては、「学校教育法施行規則」第 172 条の 2 の規定に基づき、

公表すべき教育研究活動等の状況のほか国際交流・社会貢献等の情報をホームページ

上で公開している。 

 財務情報の公開についても、監査法人及び監事の監査完了後、5 月開催の理事会と評

議員会で審議承認・報告後、決算報告書（監査報告書、資金収支計算書、消費収支計算書、

貸借対照表、財産目録）及び事業報告書を速やかにホームページ上で公開している。（【資

料 3-1-21】、【資料 3-1-22】参照） 

 これらの情報は、ホームページのトップページに設けた「情報公開」コーナーから

第三者が閲覧・検索がしやすいよう整備し、公表している。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 3-1-21】から【資料 3-1-22】 
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（3）3－1 の改善・向上方策（将来計画） 

 経営の規律と誠実性及び使命・目的の実現への努力は、問題なく保持されている。

環境保全及び安全配慮については、なお一層の取り組みを強化し、計画的に進める。各

種情報の公表については、透明性の高い法人運営を行い、財務情報の公開と合わせてより積

極的に行い、説明責任を果たしていく。 

 

 

3－2 理事会の機能 

≪3－2 の視点≫ 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

（1）3－2 の自己判定 

基準項目 3－2 を満たしている。 

 

（2）3－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

 学校法人の意思決定機関である理事会は、理事 12 人のほかに監事 2 名が出席し、定期

及び臨時に開催されている。また、法人本部次長（兼総務課長）と総務課課長補佐が常

時陪席し、適宜、議案によって管財担当課長、財務課長、出納担当課長を陪席させてい

る。 

 理事会は、第 1 号理事「広島国際学院大学長又は広島国際学院大学自動車短期大学

部学長」及び「広島国際学院高等学校長」（2 人）、第 2号理事「評議員のうちから評議員

会において選任した者 2 人以上 4 人以内」（4 人）、第 3 号理事「前 2 号の理事の過半

数の議決により選任した者 4 人以上 6 人以内」（6 人）の（8 人以上 12 人以下）で構

成され、主に「寄附行為の変更、学則及び諸規程の改廃、学校長・役員及び評議員等の選

任、予算・決算及び事業計画・事業報告」等の重要事項について、審議決定を行って

いる。（【資料 3-2-1】参照）平成 26(2014)年度中に開催された理事会への理事の実出

席率(表 3-2-①)は、95％となっており、良好な出席率を保っている。 

 ※平成 26(2014)年度 1 月～3 月理事現員は 12 名 

  

表 3-2-① 平成 22－26 年度理事会への理事・監事出席状況 

年度 開催回数 1 2 3 4 5 6 7 

H26 

開 催 日 4/21 5/27 7/4 10/20 12/12 1/28 3/24 

理 事(人) 11 12 12  12 11 12 10 

出席率(％) 92 100 100 100 92 100 83 

監 事(人) 1 2 2 2 2 2 2 

H25 

開 催 日 5/28 6/27 7/19 12/13 1/28 3/24  

理 事(人) 11 11 10 11 11 9  

出席率(％) 100 100 91 100 100 82  

監 事(人) 1 2 2 2 2 2  
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H24 

開 催 日 5/29 10/24 12/14 3/1 3/25   

理 事(人) 11 9 10 10 10   

出席率(％) 100 82 91 91 91   

監 事(人) 2 1 2 2 2   

H23 

開 催 日 5/25 6/14 7/19 12/9 1/19 3/23  

理 事(人) 11 9 8 10 10 8  

出席率(％) 100 82 73 91 91 73  

監 事(人) 1 1 2 2 1 2  

H22 

開 催 日 5/26 11/18 12/14 3/25    

理 事(人) 9 8 11 11    

出席率(％) 82 73 100 100    

監 事(人) 2 2 2 2    

   また、理事長及び学内の理事で構成される「常任理事会」を設け、理事会から委

任された事項の審議及び大学教員選考規程に基づく教員選考について審議決定

し、本学院業務の円滑な執行に努めている。（【資料 3-2-2】参照） 

   監事は、法人の理事、職員又は評議員以外の者から選任され、「法人業務の

監査、財産状況の監査、監査報告書の作成及び報告」等を行っている。（【資料 3-2-3】

参照） 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 3-2-1】から【資料 3-2-3】 

 

（3）3－2 の改善・向上方策（将来計画） 

 学校法人全体の経営については、系列高校を除いて少子化等の影響により入学者の減

少が続き学生確保が最大の課題となっており早急に対応しなければならない。 

本大学では学長の諮問機関を設け、学生確保に向けた大学改革を最重要事項と定め、

迅速に対応し協議検討を重ねている。 

 

 

3－3 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

≪3－3 の視点≫ 

3-3-① 

3-3-② 

大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

 

（1）3－3 の自己判定 

基準項目 3－3 を満たしている。 

 

（2）3－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-3-① 大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

 ＜大学協議会＞ 

大学協議会（【資料 3-3-1】参照）は、学長、学部長、研究科長、図書館長、総合教
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育センター長、事務部長及び学長が必要と認める者（学長が命じた特定の校務を掌理す

る学長補佐等）で構成される。 

協議事項としては、教学の基本方針に関する事項、本大学の構成、組織及び制度に関

する事項、教員選考に関する事項、教育及び研究の状況について行う自己点検・評価に

関する事項及び学部（総合教育センターを含む。）間の連絡調整に関する事項として毎

月 1 回開催され、大学全体の意見が反映された協議と情報の共有を図っている。また、

協議された案件で必要とする場合については、教授会においても審議され、大学の意思

決定について教職員に周知されている。 

 ＜教授会、研究科委員会、総合教育センター会議＞ 

専任の教授等をもって構成し、毎月 1 回定期的に開催される「教授会」（【資料 3-3-2】

参照）、「研究科委員会」（【資料 3-3-3】参照）及び「総合教育センター会議」（【資

料 3-3-4】参照）において、大学、大学院及び総合教育センターの運営に関する「教育・

研究計画、教育課程の編成・実施、学部学科等の新設・廃止、教員人事、学則・諸規

程の改廃、施設・設備、その他重要事項等」について審議を行い、その結果を学長に

報告している。 

＜全学委員長連絡会＞ 

学長は、本大学の諸課題を解決するために 13 の委員会を設置して、それぞれ本大学

の各部門の意見を反映できる委員を選出し、専門的に協議・検討している。課題解決

への方策等が纏まった案件は、大学協議会で協議される。 

また、毎年 2 回定期的に開催している「全学委員長連絡会」（【資料 3-3-5】参照）は、

各委員会に横断的に関係する問題の解決や各委員会の状況把握を目的として、各委員長の

コミュニケーションを図り、情報の共有を図っている。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 3-3-1】から【資料 3-3-5】 

 

3-3-② 大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

  本大学の代表者である学長は、理事会で決定された方針に従い大学運営にあたる権

限を有し、責任を負っている。大学協議会（【資料 3-3-1】参照）を招集し重要案件

を協議している。また、「教授会」（【資料 3-3-2】参照）、「研究科委員会」（【資

料 3-3-3】参照）、「総合教育センター会議」（【資料 3-3-4】参照）を統括しその責

務を遂行している。 

学長は、大学運営を行うに当たり、まず 4 月から 5 月初めにかけて全教員との面談を

行い、教員の抱える課題や要望事項を直接聴取するとともに、運営方針を説明してコミ

ュニケーションを図り、大学教職員全体の状況を常に把握している。 

また、予算面では、研究経費、教育経費について、学内の補助金的な配分を行い競争

的資金として有効活用を図っている。これらについては、研究成果の発表会、教育ミニ

シンポジウム（【資料 3-3-6】参照）を通して、学長が配分額を決定している。 

本学院は、文部科学省からの指導により、平成 23（2011）年度から 5 か年の経営

改善計画を（【資料 3-3-7】参照）作成し、毎年度、文部科学省から委託された私

学事業団のヒアリングが実施され、指導と助言を受けながら進めている。 
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本大学では、改組、改編等については「大学構想委員会」を設置して学長を中心に

検討し、平成 25（2013）年度に改組を行った。また学生募集に関しては、平成 23（2011）

から 25（2013）年度までは「学生募集戦略検討委員会」としてプロジェクトを設置し

て、学生募集方針から具体策までを検討し、学長のリーダーシップを発揮している。 

学長は、学生募集活動を最重要課題の一つと捉え、学部長及び学長補佐、事務部

長を加え適宜調整を重ね、大学協議会の承認のもとに、募集活動全体を常に把握し、

適宜適切な指示を出して学長ガバナンスを発揮している。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 3-3-1】から【資料 3-3-4】、【資料 3-3-6】 

から【資料 3-3-7】 

 

（3）3－3 の改善・向上方策（将来計画） 

 学長は、理事会で決定された方針に従い大学運営にあたる権限を有し、その責任を全

うするために、大学協議会を招集し重要案件を協議、また、「教授会」、「研究科委員

会」、「総合教育センター会議」を統括し責務を遂行している。全教員との面談、予算面

での効率的な活用、委員会、プロジェクトの配置などは、構成員連携のもと迅速な意思

決定と、大学の教育研究活動における使命・目的達成のために重要な組織や手段であり、

今後一層の内容充実に努め、学生定員充足を目標に、この体制を維持し、努力すること

が重要である。 

 

3－4 コミュニケーションとガバナンス 

≪3－4 の視点≫ 

3-4-① 

 

3-4-② 

3-4-③ 

法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによ

る意思決定の円滑化 

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

（1）3－4 の自己判定 

基準項目 3－4 を満たしている。 

 

（2）3－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-4-① 法人及び大学の管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによ

る意思決定の円滑化 

  専任の教授等をもって構成し、毎月 1 回定期的に開催される「教授会」（【資料 3-4-1】

参照）において、大学運営に関する「教育・研究計画、教育課程の編成・実施、学部学

科等の新設・廃止、教員人事、学則・諸規程の改廃、施設・設備、その他重要事項

等」について協議・検討を行い、その結果の報告を受けた学長は、学校法人の最高議

決機関である理事会に報告し、審議している。理事会には、理事構成員の学長から教

学部門の現況報告及び要望事項等を伝え、意思の疎通を図っている。 

また、学長のほか、大学の学部長相当者で構成され、毎月 1回開催される「大学協議会」

（【資料 3-4-2】参照）において、大学運営に関する「教学の基本方針、構成、組織、
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制度、教員選考、自己点検・評価、学部・総合教育センター間の連絡調整」について、

協議している。 

「事務連絡会議」（【資料 3-4-3】参照）は、教職員のうち課長相当者以上のメン

バーで構成され、「理事会・評議員会の報告、各種委員会並びに行事等の報告、当面

する課題の情報共有する」など、毎月開催し、コミュニケーションを図っている。 

 

  ◇エビデンス集（資料編）【資料 3-4-1】から【資料 3-4-3】 

 

3-4-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

  学校法人広島国際学院は、法人の業務、財産の状況及び理事の業務執行の状況等に

ついて監査する監事を置いている。監事は、寄附行為（【資料 3-4-4】参照）で「定

数 2 人以上 3 人以内」（2 人）と定め、「この法人の理事、職員（学長、校長、教員

その他の職員を含む。）又は評議員以外の者うちから、評議員会の同意を得て、理事

長が選任する」と規定している。また、監査が適正かつ有効に行われるよう「学校法

人広島国際学院監事監査規則」（【資料 3-4-5】参照）を制定し、理事会、評議員会

への出席、業務状況の聴取、理事会議事録等の書類の閲覧及び会計に関する帳簿・書

類の調査などの監査を実施しており、法人のガバナンスは有効に機能している。 

また、理事会の諮問機関である評議員会は、第 1 号評議員「広島国際学院大学長又

は広島国際学院大学自動車短期大学部学長及び広島国際学院高等学校長」（2 名）、

第 2 号評議員「この法人の職員のうちから、理事会において選任した者 4 人」

（4 人）、第 3 号評議員「理事のうちから、理事会において選任した者 2 人」（2 人）、

第 4 号 評議員「この法人の設置する学校に在学する学生生徒の父母又は保護者のう

ちから、理事会において選任した者 3 人」（3 人）、第 5 号評議員「この法人の設置

する学校を卒業した者で年令 25 年以上の者のうちから、理事会において選任した者 

3 人」（3 人）、第 6 号評議員「この法人に関係のある学識経験者のうちから、理事会

において選任した者 12 人以上 15 人以内」（15 人）の合計 29 人で構成されている。 

評議員は、評議員会に出席し、法人業務、財産の状況及び役員の業務執行状況等に

ついて、意見を述べている。平成 26（2014）年度中に開催された評議員会への評議員の実

出席率（表 3-4-②）は、82％となっており概ね良好な出席状況となっており、適切

に運営されている。 

 

表 3-4-② 平成 22-26 年度評議員会への評議員・監事出席状況 

年度 開催回数 1 2 3 4 

H26 

開 催 日 4/21 5/27 12/12 3/24 

評議員(人) 22 25 24 22 

出席率(％) 79 89 86 76 

監 事(人) 1 2 2 2 

H25 

開 催 日 5/28 6/27 12/13 3/24 

評議員(人) 26 22 25 24 

出席率(％) 93 79 89 86 

監 事(人) 1 2 2 2 
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H24 

開 催 日 5/29 10/24 12/14 3/25 

評議員(人) 25 19 23 23 

出席率(％) 93 70 82 82 

監 事(人) 2 1 2 2 

H23 

開 催 日 5/25 7/19 12/9 3/23 

評議員(人) 23 24 25 20 

出席率(％) 82 86 89 77 

監 事(人) 1 2 2 2 

H22 

開 催 日 5/26 12/14 3/25  

評議員(人) 21 21 19  

出席率(％) 81 78 68  

監 事(人) 2 2 2  

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 3-4-4】から【資料 3-4-5】 

 

 

3-4-③ リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

   理事長は、全ての教職員が参集する年度始めの全学集会において、法人の運営方

針、事業の進捗状況、財務状況の概要等について所信を述べている。 

   学長は、毎年 4 月、9 月、1 月の教職員が参加する集会において、大学改革・改善、

学生サービス、特色ある教育活動等の必要性について周知し、学長の統括する学部

長相当者で構成され、毎月 1 回開催される「大学協議会」（【資料 3-4-2】参照）にお

いては、大学運営に関する「教学の基本方針、構成、組織、制度、教員選考、自己点

検・評価、学部・総合教育センター間の連絡調整」について、協議している。また、教

学部門における各委員会協議事項の報告及び意見要望などを受け、現場の状況等に関す

る情報交換が行われている。 

また、課長相当者以上ので構成する「事務連絡会議」（【資料 3-4-3】参照）において

は、各学校・部署における課題の協議及び調整など行われており、これらは報告事

項として理事会に適宜、伝達され、良好なコミュニケーションを維持している。 

 

  ◇エビデンス集（資料編）【資料 3-4-2】から【資料 3-4-3】 

 

（3）3－4 の改善・向上方策（将来計画） 

  理事長は、建学の精神に基づく経営指針と基本的な教育方針を明確に定め、全教職

員に対して周知徹底を図っている。今後は、さらなる向上をめざし、大学ガバナンス

の充実・強化及び大学におけるコンプライアンスを計画的に浸透させていく。 
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3－5 業務執行体制の機能性 

≪3－5 の視点≫ 

3-5-① 

 

3-5-② 

3-5-③ 

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による

業務の効果的な執行体制の確保 

業務執行の管理体制の構築とその機能性 

職員の資質・能力向上の機会の用意 

（1）3－5 の自己判定 

基準項目 3－5 を満たしている。 

 

（2）3－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置によ

る業務の効果的な執行体制の確保  

  広島国際学院大学は、事務組織及び職務分掌の範囲について定めた「学校法人広島

国際学院組織規程」（【資料 3-5-1】参照）に基づき、法人本部・事務部・図書館・

情報処理センターの 4 部門で組織されている。 

職員配置については、各部署の業務が円滑に遂行され、管理部門及び教学部門の業

務が効率的・機能的に進むよう考慮している。 

  

◇エビデンス集（資料編）【資料 3-5-1】 

 

 

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

  職制及び職務については、目的達成のため、体系的に組織機構は編成されており、

指揮命令伝達がスムーズに行われるよう適切に機能している。 

  法人本部は、総務課（総務・人事・広報・管財）、財務課（財務・会計）を設置し、

課長の指揮のもと、それぞれが連携を図りながら、適切に業務を遂行している。事

案については、担当課長のほか、部・次長及び理事長の承認・決裁を受け、意思決定す

る体制が整っており、チェック体制も万全である。 

  教学部門は、学長が強力なリーダーショップを発揮し、学部長及び必要に応じて事

務部長と連携しながら適切な大学運営を行っている。定期的に開催される教務、学生及

び就職に関する委員会の協議・検討事項は、大学協議会及び教授会に報告する体制が

整っている。 

また、学長をサポートする学長補佐を置き、学務計画、運営及び校務等に関する

業務について全学的な立場から業務分担し、学長のバックアップ及び検証ができる

体制をとっている。 

 

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意 

  高等教育を取り巻く外的環境の変化に適切に対応するため、職員個々及び組織の一

層の質的向上が重要であると認識している。このために、次のような SD 活動を展開し

ている。 
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  「事務職員研修会」の実施： 本学院全体の共通認識や合意形成を図るため、年 1 回

全事務職員を対象とした「事務職員研修会」（表 3-5-③-①、【資料 3-5-2】参照）を

実施している。常に時宣に適した研修課題を設定しており、平成 25(2013)年度は学

生生徒への「おもてなし」と事務職員としての「基礎知識を深める」ことをテーマに

掲げ 2 日間の研修を行った。 

  SD 活動：事務職員については、各業務の内容に応じて、文部科学省、日本私立大学 

協会、その他が主催する各専門分野の研修会等（表 3-5-③-②）に積極的に参加し、個々 

の能力向上に努めている。 

 

表 3-5-③-① 平成 20-25 年度研修課題（テーマ）と参加者数  (単位：人) 

年度 開催日 研修課題（テーマ） 
全法人 

参加者数 
大学 

参加者数 
大学 

参加率 

H25 8/30・9/2 
〇おもてなし企業の取組み 
〇学生支援(就職支援)の取組み 

45 19 42.2% 

H24 9/10 
〇SD・FD の果たす役割と組織の活性 
〇GP 獲得のメリットについて  
〇GP獲得のための企画抽出ワークショップ 

69 39 56.5% 

H23 8/29  
〇学生支援に関すること 
〇業務改善ワークショップ 

45 20 44.4% 

H22 9/1・2 

〇これまでの私学、これからの私学 
 ～高等教育政策のパラダイムシフトをめ

ざして～ 
〇大学による国際貢献 ～その意義と

具体化～ 

117 76 65.0% 

H21 8/25・26 
〇これから期待される私立学校 
 ～少子化を生き抜く～ 
〇大学教育の質的充実と大学間連携 

134 54 40.3% 

H20 8/28・29 〇私学の経営環境と取り組むべき課題 47 25 53.2% 

 

表 3-5-③-②事務系職員参加研修会名（主なもの） 

私学経営研修会 

学生支援相談に関する研究会 

障害学生修学支援教職員研修会 

全国学生指導担当教職員研修会 

就職支援・キャリア支援担当者セミナー 

中四国地区私立大学就職問題協議会 

担当職員研修会 

学校法人会計の仕組みと実務 

 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 3-5-2】 
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（3）3－5 の改善・向上方策（将来計画） 

職員の資質向上あるいは、大学全体の資質向上に向け、事務職員にあっては、理事長

と法人本部において次のような計画を立てて実施していく。  

・高等教育を取り巻く情勢、とりわけ大学への社会からのニーズは､今後も変化・拡大

していくと考えられる。これに対し、さらに的確に業務を遂行できる能力を養うため、

常に効率的かつ効果的な研修に取り組む。  

 

 

3－6 財務基盤と収支 

≪3－6 の視点≫ 

3-6-① 

3-6-② 

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

（1）3－6 の自己判定 

基準項目 3－6 を満たしている。 

 

（2）3－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

平成 22(2010)年度に文部科学省から「学校法人の経営に関する中長期的な見通しや構

想の下に、経営改善計画の作成等により経営基盤の安定確保に努めること」とした

指導を受け、平成 23(2011)年度から 5 か年の経営改善計画を作成し、現在、その計画

に沿って、毎年度、文部科学省から委託された私学事業団のヒアリングが実施され、

指導・助言を受けながら進めている。 

年次計画としては、学生数、教職員数及び教育環境等にかかわる財政面での数値

目標を掲げ、予算及び履行状況を検証しつつ、適正な財務運営の確立に向けて取り組

んでいる。（【資料 3-6-1】、【資料 3-6-2】参照） 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 3-6-1】から【資料 3-6-2】 

 

 

3-6-②安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

収入に関しては、前掲の経営改善５か年計画作成時から課題としている入学定員確

保について、別掲のとおり様々な取組みを行っているが、入学者数の改善につながら

ず、現状の充足率 6 割前後を維持するに留まっており、学納金収入は依然として厳し

い状況にある。 

外部資金の獲得に関しては、主に競争的資金を含めた公的資金の獲得を促し、ま

た、寄附金を受け入れる取り組みを行っている。 

公的資金の獲得に関しては、財政状況が厳しいこともあり、学内の研究費予算を絞

っているため、学内においては充分な研究費を配分することができない事情から、積極

的に公的資金を獲得することのアナウンスを繰り返し行っている。 

寄附金に関しては、平成 24(2012)年 1 月に、本大学及び系列の短大・高校の教育環
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境の整備を目的として「学校法人広島国際学院教育振興寄附金」を創設し、同窓会

の協力を得て毎年度、卒業生と役員・教職員に寄附金の募集を行っている。 

本学院では寄附金を募ることは、ほとんど行われていなかったため、寄附金の募集

にあたっては、毎年、教育環境の整備を目的としていることは勿論のこと、卒業生に

は各学校の状況が分かる冊子を同封するなどして、積極的にＰＲすることも努め、寄附

文化を醸成していくことにしている。 

支出に関しては、平成 21(2009)年度末に、別キャンパス（上瀬野キャンパス）に設

けていた現代社会学部を、現在のキャンパス（中野キャンパス）に移転させ、大学の学

部を一つのキャンパスに配置したことにより、効率化が図られ教職員数の縮減や光熱

水費などが縮減され、人件費と経常経費を縮減方向で見直すことができている。 

さらに、人件費の縮減に関しては、平成 22(2010)年度から教職員給与のカット措置

を実施し、平成 22(2010)年度には職種に応じて 4％～12％の給与カット、期末勤勉手

当 0.35 月引下げ、平成 23(2011)年度には定年齢を 65 歳から 60 歳に引き下げ、

本俸ベースを 40％引き下げた再雇用制度を創設した。 

その後、給与減額措置も 5.58％～25％に拡大し、期末勤勉手当も 0.55 月引き下げ

たほか、法人全体の事務職員数を平成 26(2014)年度までに 7 名の削減を行い、また

同年から退職手当支給率の段階的な引き下げを実施している。 

引き続き支出の抑制を行い、キャッシュフローの黒字化に向けて取り組む。 

支出を縮減することに関しては、人件費を抑制するほかに、奨学費を抑制すること

を課題としている。 

学生確保策としてやむを得ず多額の奨学費を支出しているが、入学者数の減少に反

して、その支出額は年々増加し、平成 25(2013)年度決算では、学納金に対する奨学費

の占める割合が 30％に達している。 

この状況の改善を図るため、平成 26(2014)年度の入学者より選考基準を改め、

奨学費支出を段階的に減額し、４年間で６千万円程度削減する計画により、取り組ん

でいる。 

過去 5 年間の資金収支計算書に示しているように、本大学の学生数の減少により

学生生徒等納付金収入は毎年度減少し、法人全体の次年度繰越支払資金も減少してい

る。なお、平成 25(2013)年度及び平成 26(2014)年度次年度繰越支払資金の増加は、

有価証券の早期償還等に伴う一時的な収入である。このことによって現預金の財務

状況は若干改善が図られている。（【資料 3-6-3】から【資料 3-6-7】参照） 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 3-6-3】から【資料 3-6-7】 

 

 

（3）3－6 の改善・向上方策（将来計画） 

文部科学省の指導による本学院の経営に関する中長期的な見通しや構想の下に、経営

改善計画の作成実行により経営基盤の安定化を図っていく。 
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3－7 会計 

≪3－7 の視点≫ 

3-7-① 

3-7-② 

会計処理の適正な実施 

会計監査の体制整備と厳正な実施 

（1）3－7 の自己判定 

基準項目 3－7 を満たしている。 

 

（2）3－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-7-① 会計処理の適正な実施 

本学院の会計処理は、学校法人会計基準及び広島国際学院経理規程並びに同規程施

行細則に則り、法人本部が一括して会計伝票の集約や起票を行い、適正に処理が行っ

ている。 

会計担当職員には会計知識の向上を図るために文部科学省、日本私立学校振興・

共済事業団、日本私立大学協会及び広島県等が開催する研修会に参加させ、また、

会計処理上の問題や不明なものは、日本私立学校振興・共済事業団や監査法人等に相

談するなどし、指導・助言を受けながら処理をしている。（【資料 3-7-1】から【資

料 3-7-3】参照） 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 3-7-1】から【資料 3-7-3】 

 

 

3-7-②会計監査の体制整備と厳正な実施 

会計監査は、私立学校振興助成法第 14 条に定める監査法人による会計監査と、私立

学校法第 37 条に定める監事による会計監査を実施している。 

監査法人による監査は、期中監査と期末(決算)監査で行われている。 

期中監査において監査法人は、主に現在の運営状況、今後の事業展望・リスク、喫緊の課

題などについて理事長とディスカッションし、会計処理に関しては、資金収支元帳、

会計伝票、証憑書類等の照合や会計担当者に対してのヒアリングが行われている。 

また、期末(決算)監査においては、預金通帳、残高証明、計算書類等の整合性を確

認されている。 

監事による監査は、期中監査と期末(決算)監査を行い、監査法人と連携を図りな

がら、物品取得、諸証憑書類の確認、事業運営に関して理事長を含めた学校関係

者にヒアリングを実施されている。 

このような監査手続きを経て、公認会計士監査報告書、監事監査報告書が提出され

ている。 

 

（3）3－7 の改善・向上方策（将来計画） 

 「学校法人会計基準」並びに「広島国際学院経理規程」及び「同規程施行細則」に則り、

適正な会計処理を行っているが、より一層、会計処理の精度を高め、正確性を求めるため
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に、監事及び監査法人と連携し、関係諸規程を見直すなど、円滑な会計処理となるよう

進めていく。 

 

 

［基準 3 の自己評価］ 

 管理運営及び教育研究に関しては、本学院の寄附行為に定める使命・目的の実現に向け

て鋭意努力を重ねている。 

理事会は学校法人の最高議決機関として機能しており、常に本大学の改革改善に努

めている。監事による監査業務も適正に行われている。 

通常業務にあっては、理事長並びに学長がリーダーシップを発揮し、常任理事会、

大学協議会、教授会、各委員会など組織的に支える業務執行体制が整っている。 

財務運営に関し、借入金が総資産に占める割合は約 3.3％となっており、現在のとこ

ろ返済についての問題は発生していないものの定員割れが継続し、大変厳しい状況にあっ

て財政基盤を支える安定した学生の確保が喫緊の課題として十分に認識したうえで、支出

抑制の中で大学改革を強力に推進している。 
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基準 4．自己点検・評価 

4－1 自己点検・評価の適切性 

≪4－1 の視点≫ 

4-1-① 

4-1-② 

4-1-③ 

大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

自己点検・評価体制の適切性 

自己点検・評価の周期等の適切性 

（1）4－1 の自己判定 

基準項目 4－1 を満たしている。 

 

（2）4－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-1-① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

 本大学の自主的・自律的な自己点検・評価の体制は、「学則」第 2 条「教育研究水準

の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況につ

いて自ら点検及び評価を行い、その改善・充実に努める」の規定により、定期的に自己

点検、評価を行っている。 

1) 常設の自己点検、評価組織 

①自己点検・評価委員会【資料 4-1-1】及び自己点検・評価推進委員会【資料 4-1-2】 

平成 17（2005）年度から現在まで、「個性を発揮させる大学を目指して」を発行して

いる。【資料 4-1-3】「個性を発揮させる大学を目指して」では、テーマとして各教育

研究組織、教育研究支援組織による自己点検・評価を毎年実施している。現状分析、中

期的な目標・計画、短期目標と計画、改善への取り組み、今後の課題等について自己点

検・評価委員会において評価、点検し、次年度以降の大学運営に反映させている。 

「広島国際学院大学自己点検・評価委員会規則」第２条の規定に基づく業務を推進す

るため、自己点検・評価推進委員会を置いている。（【資料 4-1-2】第１条） 

自己点検・評価推進委員会は、自己点検・評価委員会の副委員長を委員長とし、本大

学全体の自己点検・評価活動の統括を行う。主に、「個性を発揮させる大学を目指して」

の編集及び発行を行っている。 

②FD 推進委員会 

 広島国際学院大学自己点検・評価委員会規則第２条【資料 4-1-4】の規定に基づく業

務を推進するため、FD 推進委員会を設置している。FD 推進委員会では、教育力の自己点

検・評価として授業評価アンケートを行っている。（【資料 4-1-5】参照） 

 

2) 委員会・教員における自己点検・評価 

①全学委員長連絡会 

 ほかに年２回、9 月末及び 3 月ごろに学長を議長として、理事長、学部長相当者と 13

の委員会の委員長を交えた「全学委員長連絡会」を開催し、各委員会に横断的に関係す

る問題の解決や各委員会の状況把握を目的に、審議結果を公表している。（【資料 4-1-6】

参照）また、各委員長のコミュニケーションを図り、情報を共有している。 

その内容は、自己点検・評価冊子「個性を発揮させる大学を目指して」に反映してい

る。 
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②教員の勤務評価 

 教員は、3 月から翌年 2 月末までの勤務内容（「教育」、「研究」、「管理運営」、

「学生募集・社会的広報活動」）について自己点検し、「勤務評価票」【資料 4-1-7】

を所属長に提出する。所属長は勤務評価票に点数をつけて学長に提出する。学長は、勤

務評価票の内容に基づき優秀者を夏の全員集会において「教員評価における優秀者」と

して学長表彰する【資料 4-1-8】。 

 

3) ワーキング・グループの設置 

 常設の自己点検・評価体制に加え、大学機関別認証評価を受審するときは、自己点検・

評価委員会副委員長が運営するワーキング・グループを設置する。（【資料 4-1-1】第 6

条） 

平成 25(2013)年 6 月 17 日の自己点検・評価委員会において高等教育評価機構におけ

る基準に従った次の部会を設けた。（【資料 4-1-9】参照） 

 

a) 基本事項部会 基準１、規準４及び大学独自の基準の設定と点検・評価 

b) 教学関連部会 基準２の点検・評価 

c) 管理運営部会 基準３の点検・評価 

 

以上、自己点検・評価委員会を中心に、自己点検・評価推進委員会が編集する「個性

を発揮させる大学を目指して」、FD 推進委員会が発行する「授業評価アンケート」など

を用いた恒常的で定期的な実施体制は、本大学の使命・目的に即した自主的で自律的な

自己点検・評価を適切に実施していると判断する。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 4-1-1】から【資料 4-1-9】 

 

4-1-② 自己点検・評価体制の適切性 

各教育研究組織、教育研究支援組織から教員の勤務に至るまで、自己点検・評価推進

委員会が中心となる「個性を発揮させる大学を目指して」、FD 推進委員会が中心となる

冊子「授業評価アンケート」【資料 4-1-5】がある。 

自己点検・評価推進委員会、FD 推進委員会は学長を議長とする自己点検・評価委員会

の下部組織として明確に位置づけられている。（【資料 4-1-2】第 1 条、【資料 4-1-4】

第１条） 

また、教員の勤務に関する自己点検（勤務評価）は所属長を 1 次評価者とし、学長を

2 次評価者（最終評価者）（【資料 4-1-7】参照）となっている。 

このように、自己点検に必要な情報は、学長に集められる。学長は自己点検・評価委

員会において、また、大学協議会において構成員と共に評価を行っている。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 4-1-2】、【資料 4-1-4】、【資料 4-1-5】、【資料 4-1-7】 
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4-1-③ 自己点検・評価の周期等の適切性 

1) 毎年の周期 

 授業評価については、半年単位で冊子「授業評価アンケート」を作成し、組織につい

ては、冊子「個性を発揮させる大学を目指して」を毎年作成している。 

また、教員は勤務評価票を毎年作成して自己点検・評価を行っている。 

 

2) 認証評価の周期 

認証評価では、自己点検・評価委員会の下部組織であるワーキング・グループ（【資

料 4-1-1】第６条）が設置され、自己点検を行う。 

なお、部会長は自己点検・評価委員会の副委員長が任命され、ワーキング・グループ

の評価結果について、自己点検・評価委員会がその結果を承認して、自己点検評価書を

作成している。 

 

 以上、自己点検・評価は、授業については半期単位、組織については１年単位で行わ

れ、認証評価の周期についてはワーキング・グループが作られており、適切な周期で自

己点検・評価を行っていると判断する。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 4-1-1】 

 

（3）4－1 の改善・向上方策（将来計画） 

本大学の自己点検・評価活動は「学則」に定められており、自主的に取り組むための

体制も自己点検・評価委員会を中心に組織されており、教員、授業、各部局を単位とし

て教育改善活動を積極的に行っている。 

今後は、「個性を発揮させる大学を目指して」において「授業評価アンケート」の内

容を反映させるなど、学内の自己点検組織の活動内容について、結果の公表を行ってい

く。 

 

 

4－2 自己点検・評価の誠実性 

≪4－2 の視点≫ 

4-2-① 

4-2-② 

4-2-③ 

エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

（1）4－2 の自己判定 

基準項目 4－2 を満たしている。 

 

（2）4－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

「個性を発揮させる大学を目指して」は学内外に配付し、ホームページの「自己点検・

評価報告書」からダウンロードできる。 
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冊子「授業評価アンケート」は、学長、各教育研究組織、図書館、事務室等に配置し

ている。 

以上、エビデンス及び透明性に問題ないと判断する。 

 

4-2-② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

  本大学の教育研究並びに運営に関わる現状を把握するために、以下に示す教職員や学

生等を対象とした調査等を実施している。 

・各教育研究組織、教育研究支援組織による自己点検・評価は「個性を発揮させる大学

を目指して」に集約し、自己点検・評価推進委員会が分析をしている。 

・科目ごとに「授業評価アンケート」を作成している。 

・全学生を対象とした９月ガイダンスで、「学生満足度アンケート」を実施し、学生支

援課が集計して、学生生活指導委員会に報告している。【資料 4-2-1】 

・「卒業満足度アンケート」は、学生支援課が集計し、その結果を学長に報告している。

【資料 4-2-2】 

・教員の１年間における勤務状況を所属長が評価した内容を学長に提出している。 

・保護者への情報提供及び大学に対する要望を汲み上げる「保護者懇談会」の開催を定

期的に行っている。 

 

以上、得られたデータ、要望等は、関係する委員会（教務委員会、学生生活指導委員

会、就職委員会等）や部局で集計、編集及び分析するとともに、改善策の検討等を行い、

自己点検・評価、外部評価に活用されていると判断している。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 4-2-1】から【資料 4-2-2】 

 

4-2-③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

・「個性を発揮させる大学を目指して」を学内外に配付し、ホームページに掲載してい

る。 

・「授業評価アンケート」は、学長、各教育研究組織、教育研究支援組織に設置するこ

とで学内共有されている。 

・「学生満足度アンケート」の調査結果は、学生生活指導委員会を通じて内容が学内で

共有される。 

・「卒業満足度アンケート」は、学長を通じて、大学協議会において共有される。 

・「大学を明るくする箱」を通じて、学生が直接に学長に伝える手段があり、その結果

は、学生に直接又は掲示板に公示するという形で公表している。 

 

以上、現状把握のための十分な調査・データの収集と分析を行っており、体制を整備

していると判断している。 

 

（3）4－2 の改善・向上方策（将来計画） 

自己点検・評価の結果を単に共有するだけでなく、どのように有効利用するかを考え
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る段階に来ている。 

 

 

 

4－3 自己点検・評価の有効性 

≪4－3 の視点≫ 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性 

（1）4－3 の自己判定 

基準項目 4－3 を満たしている。 

 

（2）4－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性 

教育については「授業評価アンケート」における PDCA サイクルが定着してきた。（【資

料 4-3-1】参照） 

各教育研究組織、教育研究支援組織については、組織ごとに計画を立て(P)、実行し(D)、

自己点検・評価を「個性を発揮させる大学を目指して」【資料 4-3-2】としてまとめ(C)、

自己点検・評価委員会【資料 4-3-3】または大学協議会【資料 4-3-4】で改善を検討する

(A)サイクルがある。 

上記 PDCA サイクルで、自己点検・評価委員会【資料 4-3-3】及び委員長連絡会【資料

4-3-5】において法人の意見が反映される仕組みとなっている。 

認証評価においては、平成 21（2009）年度認証評価結果【資料 4-3-6】での基準 4 に

おける【改善を要する点】における「早急に、抜本的な改善」を検討する大学構想委員

会【資料 4-3-7】を平成 22(2010)年度末に立ち上げた。大学構想委員会で改組案を計画

し(P)、実行してきた(D)。現在、ワーキング・グループが自己点検評価書を作成してい

る(C)。 

 

以上、教育に関しては「授業評価アンケート」を通じて半年周期、各教育研究組織、

教育研究支援組織については「個性を発揮させる大学を目指して」を通じて１年周期の

PDCA サイクルが定着し、機能している。また、近年は、約５年周期で「適切な学生受入

数の維持」について抜本的改革案を検討し、改組を行ってきた。改組における PDCA サイ

クルにおいては、物的資源と人的資源、そして経済的資源、さらに社会的背景による制

限を受けたため、よい結果は得られなかったと判断している。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 4-3-1】から【資料 4-3-7】 

 

（3）4－3 の改善・向上方策（将来計画） 

 教育、組織における PDCA サイクルは確立されている。さらに機能的な PDCA サイクル

に向上していく。 
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［基準 4 の自己評価］ 

本大学は、早期から自己点検・評価を実施し、改組を通じて抜本的問題についも PDCA

サイクルを経験している。個々の授業から教育研究組織に至る多角的な自己点検・評価

を行っており、適切にかつ継続的に機能している。 

さらに、エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価がなされ、現状把握のた

めの十分な調査・データの収集と分析も行われている。自己点検・評価の結果の学内共

有と社会への公表も行っている。 
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Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価 

基準 A．社会連携 

A－1 大学と地域社会との協力関係の構築 

≪A－1 の視点≫ 

A-1-① 

A-1-② 

A-1-③ 

地域を知るための授業 

地域連携協定 

地域における活動 

（1）A－1 の自己判定 

基準項目 A－1 を満たしている。 

 

（2）A－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

 

A-1-① 地域を知るための授業 

教育理念「信和・協同・実践」の「信和」に基づきながら、地域講師の招へい、地域

資源の活用などによって、地域の現状や自然、歴史、文化について学ぶ「地域を知る」

授業を主に 1・2 年生を対象として行っている。 

教育理念「協同」に基づきながら、地域の共同体、企業、団体等との交流によって、

地域課題の把握、解決のための知識、技術を専門的に学ぶ「地域課題をまなぶ」授業を

主に 2、3 年生を対象として行っている。 

 教育理念「実践」に基づきながら、卒業論文、卒業研究、卒業制作の指導を通じて、

地域課題の解決を実践する「地域課題に取り組む」授業は 4 年生を対象に行っている。 

なお、平成 26(2014)年度の実績は、食農バイオ・リサイクル学科では 2 科目 8 回、生

産工学科では 2 科目 5 回、情報デザイン学科では 7 科目 27 回、現代社会学科では 10 科

目 19 回の地域連携授業を行っている。（【資料 A-1-1】参照） 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 A-1-1】 

 

A-1-② 地域連携協定 

広島市安芸区と、地域課題の解決に寄与することを目的として、連携を強化している。

活動のテーマは次のとおりである。 

（1）地域のきずなづくり 

（2）みんなでつくる元気なまち 

（3）自然にふれるやすらぎの空間づくり 

（4）ふるさと魅力活用 

また、本事業を実施するに先立って、広島市安芸区役所と平成 26(2014)年 1 月 27 日

（月）に地域連携協定を締結した。（【資料 A-１-2】参照） 

この地域連携協定に基づく具体的な活動は次のとおりである。 

（1）魅力と活力のあるまちづくり 

（2）安全、安心なまちづくり 
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（3）教育、文化、スポーツの振興 

（4）地域福祉の向上に関すること 

（5）健康づくりの推進 

（6）その他、大学が中心に取組む連携、協力 

 

また、平成 27(2015)年 6 月 25 日（木）には、広島県安芸太田町との地域連携協定の

締結を予定している。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 A-1-2】 

 

A-1-③ 地域における活動 

現在までに、学科や団体、個人が連携協力した実績は、次のとおりである。 

○ 地域計画：広島市総合計画、安芸区まちづくり参画 

○ 地域デザイン：店舗ロゴデザイン、イベントポスターデザイン、郵便局ウインドデ

ィスプレイ、菓子パッケージデザイン、折り込みチラシデザイン、安芸地区魅力資

源マップ制作、安芸太田町井仁棚田の「米袋」デザイン、安芸区矢野町キャラクタ

ーデザイン、アイスクリームラベル・ワインラベルデザイン、HKG キャラクタープ

ロジェクト 

○ 地域イベント協力：瀬野川イルミネーション共催、ほことりサマーフェスティバル

参加、瀬野川を活かそうプロジェクト（瀬野川流域の特徴をデータベース化）、区

民祭協力、イベントポスターデザイン、阿戸町「トマト・こんにゃくプロジェクト」 

○ ボランティア活動：中野東小学校壁画修復、地域新聞づくり、安全、防災マップづ

くり、安芸太田町井仁棚田環境保全活動、海田公民館「日本語教室」ボランティア、

レッドリボンキャンペーン参加、学友会クリーンキャンペーン地域清掃、認知症サ

ポーター養成講座実施、学生が広島土砂災害ボランティア参加 

○ 地域学習、地域の講師：「瀬野川の自然」、「海田町の歴史と文化」、「JR 山陽本

線の歴史と役割」 

○ 共同研究、製品開発、技術指導：特定非営利活動法人広島循環型社会推進機構との

共同研究、広島市消防局火災原因の究明指導、広島県立総合技術研究所との連携、

広島市産業振興センターアドバイザー、広島市教育委員会ものづくり高校生マイス

ター育成事業講師、広島東商工会青年部パンフレットデザイン、阿戸町農事研究会

ホームページ制作 

○ 調査、マーケティング、社会調査の実施：「由宇トマト」ブランド化に向けた商品

開発、阿戸町「まるごと市」プロデュース、愛媛県宇和島市のみかん生産農家から

農業経営や就業状況調査、海田町の活性化団体とアンケート調査、岡山県八掛町や

倉敷市の美観地区調査 

○ 公開講座、公民館講座、子供の学び支援：薬物乱用防止活動、社会人や企業を対象

とした平和、語学、技術、健康、美術等の公開講座、「夏休みキミの自由研究応援

します」、 

（【資料 A-１-1】、【資料 A-１-3】参照） 
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◇エビデンス集（資料編）【資料 A-1-1】、【資料 A-1-3】 

 

（3）A－1の改善、向上方策（将来計画） 

個々の教員は、従来から科目ごとに成果を上げている。また、団体、個人がそれぞれ

に協力連携していた取り組みや活動も充分な成果を上げている。しかし、全学的な地域

連携方針や推進組織が統一できていない現状があった。 

今後、全学的なものにするために、学長を中心とする実施体制を整備して 

① 地域の知による学生教育の充実 

② 研究、教育の成果を地域への還元 

③ 地域貢献により地域とともに発展  

これらを目的に、地域課題の解決に寄与すべく、地域連携の取り組みを推進していく。 

 

 

A－2 大学が持っている物的、人的資源の社会への提供 

≪A－2 の視点≫ 

A-2-① 

 

A-1-② 

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、

人的資源の社会への提供 

企業や他大学等との適切な関係構築 

 

（1）A－2 の自己判定 

基準項目 A－2 を満たしている。 

 

（2）A－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

A-2-① 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、

人的資源の社会への提供 

 

① 施設の開放 

図書館、食堂については、就業時間内は随時、地域に開放している。また学内の施

設（講義室、体育館、グランド、スポーツ練習場など）については、所定の手続きに

よって施設の貸し出しを行っている。（【資料 A-2-1】参照） 

 

② 公開講座、出張講義 

 地域との連携強化を図るために本大学地域連携センターが、社会人や企業を対象とし

た平和、語学、技術、健康、美術等の公開講座、広島市内の「サテライトキャンパスひ

ろしま」及び中野キャンパスを会場として地域の公民館、商工会等と連携して、社会貢

献活動を行っている。公開講座の一覧は、【資料 A-2-2】に記載する。 

出張講義については、高等学校からの依頼によって、講師を派遣して開講する。 

平成 26(2014)年度の実績は、次のとおり。 
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＜系列高等学校の出張講義＞ 

・おもしろ技術体験 普通科 2 年生、9 人 工学部 2 学科の内容をオムニバスで講義 

・おもしろ情報文化 普通科 2 年生、10 人 情報文化学部 2 学科の内容をオムニバスで

講義 

・高大連携授業 
食農バイオ・リサイクル概論 前期12人、後期11人 
先端技術          前期13人、後期13人 
情報デザイン探求      前期29人、後期29人 

小売業最前線        前期33人 

国際社会論         後期33人 

くるまを学ぶ        前期12人、後期13人 

＜系列高等学校以外の出張講義＞ 

・7/22 盈進高校 55人（2講座開講）＜生産工＞ 
・11/13 広島県立沼田高校 84人＜情報デザイン＞ 
・11/21 愛媛県立西条高校 50人＜総合教育センター＞ 
・2/6 KTC中央高等学院 30人＜生産工＞ 
・2/19 広島県立西条農業高校 39人＜現代社会＞ 

・3/13 広島県立西条農業高校 39 人＜食農ＢＲ＞ 

 

③ シーズ集 

 地域連携センターは、隔年に大学教員の研究活動、教育活動及び地域貢献活動等を記

載したシーズ集（【資料 A-2-3】参照）を発行して、大学の資源を社会へ提供するため

の一助としている。 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 A-2-1】から【資料 A-2-3】 

 

A-2-② 企業や他大学等との適切な関係構築 

①地元企業、NPO 等各種団体、機関との連携、協力（平成 26(2014)年度現在） 

公的機関など 

（ｱ）広島県立総合技術研究所 

（ｲ） 公益財団法人 広島市産業振興センター 

（ｳ） 公益財団法人 くれ産業振興センター 

（ｴ） 特定非営利活動法人広島循環型社会推進機構 

（ｵ） 特定非営利活動法人広島アニメーションシティ 

（ｶ） 広島市消防局：火災原因の究明 

（ｷ） 広島市教育委員会：ものづくり高校生マイスター育成事業 講師 

（ｸ） 公益財団法人 広島市スポーツ協会 着衣泳指導 

（ｹ） 広島フェニックスライオンズクラブ 薬物乱用防止教室（認定講師養成） 

民間企業との共同研究 約 10 社 

その他 

（ｺ） 講演会「地元企業との研修交流会」開催 

（ｻ） 講演会「情報社会とメディア」新聞社グループとの共催。地元企業とのパネル

ディスカッション 
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（ｼ） 地域イベントポスター、チラシデザイン 

② 単位互換制度 

 本大学では、平成 11(1999)年 4 月 1 日に「教育ネットワーク中国」の仲介により、県

内のほとんどの大学と「単位互換制度に関する包括協定書」（【資料 A-2-4】参照）を

締結している。 

 

③ 高大連携 

A-2-①の項で記述しているが、系列高等学校や協定締結している高等学校との間で特

別講義等の実施、あるいは依頼された高校に講師が出向いて、生徒に興味深いテーマや

話題性のあるテーマについて講義を行っている。 

その内容については、ホームページに公開（【資料 A-2-5】参照）して、申し込みを

受け付けている。 

 

④ 海外との交流 

外国の大学や研究機関と協定を結び、共同研究や学生の教育を実施している。また、海

外を訪問して異文化体験や語学研修を行う授業科目も開講している 

（ｱ）タイのチ ェ ンマ イ 大学 と 協定 を 締結 し、 教員，研究者，学生の相互派遣

による教育、研究の推進（【資料 A-2-6】参照） 

（ｲ）インドのラベンシャウ大学との国際交流：新たに協定を結んだラベンシャウ大学

と学生交流や共同研究などを推進 （【資料 A-2-7】参照） 

（ｳ）韓国の漢城大学やオーストリアのリンツ芸術工科大学との交流を推進、教員、研

究者、学生の相互派遣による教育、研究の推進（【資料 A-2-8】参照） 

（ｴ）異文化体験：スクーバダイビングの研修を兼ね太平洋諸島に１週間滞在し，異文

化に興味を持たせ，第 2 次世界大戦激戦地を訪問し平和についても考える 

（ｵ）異文化体験と語学研修：米国又は台湾を訪問し社会学のフィールドワークを体験

するとともに、現地の人々と英語又は中国語で会話をすることにより，外国語会

話力の向上を図る 

 

◇エビデンス集（資料編）【資料 A-2-4】から【資料 A-2-8】 

 

 

［基準 A の自己評価］ 

 教育研究上における企業や他大学との関係は、適切かつ十分に構築されていると考え

ている。また、その教育研究成果を社会へ提供（還元）することも努力しており、本大

学は地域社会との協力関係を構築して、社会貢献に寄与していると判断している。 
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Ⅴ．エビデンス集一覧 

エビデンス集（データ編）一覧 

コード タイトル 備考 

【表 F－1】 大学名・所在地等   

【表 F－2】 設置学部・学科・大学院研究科等／開設予定の学部・学科・大学院研究科等   

【表 F－3】 学部構成（大学・大学院）   

【表 F－4】 学部・学科の学生定員及び在籍学生数   

【表 F－5】 大学院研究科の学生定員及び在籍学生数   

【表 F－6】 
全学の教員組織（学部等）   

全学の教員組織（大学院等） 
 

【表 F－7】 附属校及び併設校、附属機関の概要 
 

【表 F－8】 外部評価の実施概要 
 

【表 2－1】 学部、学科別の志願者数、合格者数、入学者数の推移（過去 5 年間） 
 

【表 2－2】 学部、学科別の在籍者数（過去 5 年間） 
 

【表 2－3】 大学院研究科の入学者数の内訳（過去 3 年間） 
 

【表 2－4】 学部、学科別の退学者数の推移（過去 3 年間）   

【表 2－5】 授業科目の概要   

【表 2－6】 成績評価基準   

【表 2－7】 修得単位状況（前年度実績）   

【表 2－8】 年間履修登録単位数の上限と進級、卒業（修了）要件（単位数）   

【表 2－9】 就職相談室等の利用状況   

【表 2－10】 就職の状況（過去 3 年間）   

【表 2－11】 卒業後の進路先の状況（前年度実績）   

【表 2－12】 学生相談室、医務室等の利用状況   

【表 2－13】 大学独自の奨学金給付・貸与状況（授業料免除制度）（前年度実績）   

【表 2－14】 学生の課外活動への支援状況（前年度実績）   

【表 2－15】 専任教員の学部、研究科ごとの年齢別の構成   

【表 2－16】 学部の専任教員の1週当たりの担当授業時間数（最高、最低、平均授業時間数）   

【表 2－17】 学部、学科の開設授業科目における専兼比率   

【表 2－18】 校地、校舎等の面積   

【表 2－19】 教員研究室の概要   

【表 2－20】 講義室、演習室、学生自習室等の概要   

【表 2－21】 附属施設の概要（図書館除く）   

【表 2－22】 その他の施設の概要   

【表 2－23】 図書、資料の所蔵数   

【表 2－24】 学生閲覧室等   

【表 2－25】 情報センター等の状況   

【表 2－26】 学生寮等の状況 該当なし 

【表 3－1】 職員数と職員構成（正職員・嘱託・パート・派遣別、男女別、年齢別）   

【表 3－2】 大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況   

【表 3－3】 教育研究活動等の情報の公表状況   

【表 3－4】 財務情報の公表（前年度実績）   

【表 3－5】 消費収支計算書関係比率（法人全体のもの）（過去 5 年間）   

【表 3－6】 消費収支計算書関係比率（大学単独）（過去 5 年間）   

【表 3－7】 貸借対照表関係比率（法人全体のもの）（過去 5 年間）   

【表 3－8】 要積立額に対する金融資産の状況（法人全体のもの）（過去 5 年間）   

※該当しない項目がある場合は、備考欄に「該当なし」と記載。 
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エビデンス集（資料編）一覧 

基礎資料 

コード 
タイトル 

備考 
該当する資料名及び該当ページ 

【資料 F-1】 

寄附行為 

 
①学校法人広島国際学院寄附行為 

②学校法人広島国際学院 寄附行為実施規則 

【資料 F-2】 
大学案内（最新のもの） 

 ・2016 年度 大学案内 

【資料 F-3】 

大学学則、大学院学則 

 
①広島国際学院大学学則 

②広島国際学院大学大学院学則 

【資料 F-4】 

学生募集要項、入学者選抜要綱 

 

①2015(平成 27)年度 学生募集要項 

②2015(平成 27)年度 編入学試験要項 

③2015(平成 27)年度 工学研究科修士課程募集要項 

④2015(平成 27)年度 工学研究科博士後期課程募集要項 

⑤2015(平成 27)年度 現代社会研究科博士前期課程募集要項 

⑥2015(平成 27)年度 現代社会研究科博士後期課程募集要項 

【資料 F-5】 

学生便覧、履修要項 

 

①学生便覧 平成 27 年度入学生用 

②平成 27 年度 履修要項 

③学生便覧 平成 27 年度大学院入学生用〔工学研究科〕 

④学生便覧 平成 27 年度大学院入学生用〔現代社会学研究科〕 

⑤シラバス 平成 27 年度入学生用 

⑥シラバス 平成 27 年度大学院入学生用〔工学研究科〕 

⑦シラバス 平成 27 年度大学院入学生用〔現代社会学研究科〕 

【資料 F-6】 

事業計画書 

 
・学校法人 広島国際学院 平成 27 年度事業計画  

 http://office.hkg.ac.jp/~soumu/koukai/jigyou-keikaku 

/H27_keikaku.pdf 

【資料 F-7】 

事業報告書 

 
・学校法人 広島国際学院 平成 26 年度事業報告書 

http://office.hkg.ac.jp/~soumu/koukai/jigyou-houkoku 

     /H26_houkoku.pdf 

【資料 F-8】 

アクセスマップ、キャンパスマップなど 

【資料 F-2】と同じ 
①2016 年度大学案内（110 ページ） 

②広島国際学院大学ウェブサイト 

http://www.hkg.ac.jp/html/about/access.html 

【資料 F-9】 
法人及び大学の規程一覧（規程集目次など） 

 ・学校法人 広島国際学院 規程集目次 

【資料 F-10】 

理事、監事、評議員などの名簿（外部役員・内部役員）及び

理事会、評議員会の開催状況（開催日、開催回数、出席状況

など）がわかる資料（前年度分）  

・役員・評議員（名簿） 

http://www.hkg.ac.jp/f/about/board.html 
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基準 1．使命・目的等 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

1-1．使命・目的及び教育目的の明確性 

【資料 1-1-1】 広島国際学院大学工学部細則  

【資料 1-1-2】 広島国際学院大学情報文化学部細則  

【資料 1-1-3】 広島国際学院大学大学院工学研究科規程 
 

【資料 1-1-4】 広島国際学院大学大学院現代社会学研究科規程 
 

【資料 1-1-5】 広島国際学院大学情報デザイン学部細則  

【資料 1-1-6】 広島国際学院大学現代社会学部細則  

1-2．使命・目的及び教育目的の適切性 

【資料 1-2-1】 
３つの方針 

http://www.hkg.ac.jp/html/about/3policy.html  

【資料 1-2-2】 大学構想委員会 議事録 
 

【資料 1-2-3】 工学部 設置の趣旨等を記載した書類 
 

【資料 1-2-4】 情報文化学部 設置の趣旨等を記載した書類 
 

【資料 1-2-5】 
大学院工学研究科生産創生工学専攻 設置の趣旨等を記載し

た書類  

1-3．使命・目的及び教育目的の有効性 

【資料 1-3-1】 学校法人広島国際学院事業計画～平成 20 年度～  

【資料 1-3-2】 広島国際学院大学工学部細則 【資料 1-1-1】と同じ 

【資料 1-3-3】 広島国際学院大学情報文化学部細則 【資料 1-1-2】と同じ 

【資料 1-3-4】 広島国際学院大学大学院工学研究科規程 【資料 1-1-3】と同じ 

【資料 1-3-5】 広島国際学院大学大学院現代社会学研究科規程 【資料 1-1-4】と同じ 

【資料 1-3-6】 
建学の精神 

http://www.hkg.ac.jp/html/about/ideal.html 
 

【資料 1-3-7】 2016 年度 大学案内（7～8 ページ） 【資料 F-2】と同じ 

【資料 1-3-8】 学生便覧 平成 27 年度入学生用 （冒頭） 【資料 F-5】①と同じ 

【資料 1-3-9】 
H27 年度科目「初年次セミナーⅠ」テキスト「完全図解 大学

生の学修と生活」 （18～19 ページ） 
 

【資料 1-3-10】 ～光輝くキャンパスライフを夢見て～ 総合計画概要  

【資料 1-3-11】 教育研究上の目的と 3 つの方針との対照表  

【資料 1-3-12】 学校法人広島国際学院寄附行為 【資料 F-1】①と同じ 

【資料 1-3-13】 学校法人広島国際学院組織規程  

 

基準 2．学修と教授 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

2-1．学生の受入れ 

【資料 2-1-1】 2015(平成 27)年度学生募集要項 （1 ページ） 【資料 F-4】①と同じ 

【資料 2-1-2】 2015(平成 27)年度工学研究科修士課程募集要項（冒頭） 【資料 F-4】③と同じ 

【資料 2-1-3】 2015(平成 27)年度工学研究科博士後期課程募集要項（冒頭） 【資料 F-4】④と同じ 

【資料 2-1-4】 
2015(平成 27)年度現代社会研究科博士前期課程募集要項 

（冒頭） 
【資料 F-4】⑤と同じ 

【資料 2-1-5】 
2015(平成 27)年度現代社会研究科博士後期課程募集要項 

（冒頭） 
【資料 F-4】⑥と同じ 
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【資料 2-1-6】 

アドミッション・ポリシー（入学者受入方針） 

http://office.hkg.ac.jp/~nyuushi/bosyu-youkou/ 

admission.pdf 

 

【資料 2-1-7】 広島国際学院大学 入学者選抜規程  

【資料 2-1-8】 入学試験委員会規程  

【資料 2-1-9】 広島国際学院大学 編入学に関する規程  

【資料 2-1-10】 2015(平成 27)年度 編入学試験要項 【資料 F-4】②と同じ 

【資料 2-1-11】 2015(平成 27)年度学生募集要項 系列高校特別推薦入学試験 【資料 F-4】①と同じ 

【資料 2-1-12】 2015(平成 27)年度学生募集要項 外国人留学生募集 【資料 F-4】①と同じ 

【資料 2-1-13】 2015(平成 27)年度入試 活動報告資料集  

【資料 2-1-14】 入試結果状況表（平成 23 年度から平成 27 年度）  

【資料 2-1-15】 広島国際学院大学 収容定員充足率・退学率の推移  

【資料 2-1-16】 平成 21 年度から平成 24 年度における全学部退学理由の変化  

【資料 2-1-17】 大学構想委員会 議事録 【資料 1-2-2】と同じ 

【資料 2-1-18】 
学校法人広島国際学院 経営改善計画 平成 23 年～27 年（5

ヵ年） 
 

【資料 2-1-19】 工学部 設置の趣旨等を記載した書類 【資料 1-2-3】と同じ 

【資料 2-1-20】 情報文化学部 設置の趣旨等を記載した書類 【資料 1-2-4】と同じ 

【資料 2-1-21】 
総合教育センターの現況と活動状況  

（第２章 総合教育センターの教育方針） 
 

【資料 2-1-22】 授業評価アンケートの分析  

【資料 2-1-23】 平成 26 年度 学生満足度アンケート調査結果（質問 3(Q3)）  

2-2．教育課程及び教授方法  

【資料 2-2-1】 広島国際学院大学工学部細則 【資料 1-1-1】と同じ 

【資料 2-2-2】 広島国際学院大学情報文化学部細則 【資料 1-1-2】と同じ 

【資料 2-2-3】 
３つの方針 

http://www.hkg.ac.jp/html/about/3policy.html 
【資料 1-2-1】と同じ 

【資料 2-2-4】 
工学部 設置の趣旨等を記載した書類 

(イ 学部・学科の特色、エ 教育課程の編成の考え方及び特色) 
【資料 1-2-3】と同じ 

【資料 2-2-5】 
情報文化学部 設置の趣旨等を記載した書類 

(イ 学部・学科の特色、エ 教育課程の編成の考え方及び特色) 
【資料 1-2-4】と同じ 

【資料 2-2-6】 学生便覧 平成 27 年度大学院入学生用〔工学研究科〕 【資料 F-5】③と同じ 

【資料 2-2-7】 学生便覧 平成 27 年度大学院入学生用〔現代社会学研究科〕 【資料 F-5】④と同じ 

【資料 2-2-8】 
授業評価アンケート 平成 26 年度後期分 

（5. 授業別集計結果と授業担当者のコメント） 
 

【資料 2-2-9】 平成 27 年度教育シンポジウム（申請）  

【資料 2-2-10】 平成 26 年度教育シンポジウム（成果報告）  

2-3．学修及び授業の支援 

【資料 2-3-1】 
平成 25 年度事前教育報告書－入学前事前教育の結果とその

追跡調査－ 
 

【資料 2-3-2】 
学生便覧平成 27 年度入学生用 （86 ページ） 

チューター制度に関する規程 
【資料 F-5】①と同じ 

【資料 2-3-3】 

総合教育センターの現況と活動状況 

（第 4 章(1) 初年次教育 (8 ページ)） 

（第 4 章(5) 情報共有による学生ケア(31 ページ)） 

【資料 2-1-21】と同じ 

【資料 2-3-4】 
平成 27 年度オフィスアワー一覧 

http://www.hkg.ac.jp/html/user/student.html 
 

【資料 2-3-5】 
広島国際学院大学図書館 

https://www-lib.hkg.ac.jp/ 
 

【資料 2-3-6】 広島国際学院大学教育システム利用手引き  
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【資料 2-3-7】 平成 21 年度から平成 24 年度における全学部退学理由の変化 【資料 2-1-16】と同じ 

【資料 2-3-8】 広島国際学院大学 就職委員会規程  

【資料 2-3-9】 ティーチング・アシスタントに関する規程  

【資料 2-3-10】 
広島国際学院大学スチューデント・アシスタントに関する規

程 
 

【資料 2-3-11】 授業評価アンケート 平成 26 年度後期分 【資料 2-2-8】と同じ 

【資料 2-3-12】 平成 26 年度 学生満足度アンケート調査結果 【資料 2-1-23】と同じ 

【資料 2-3-13】 平成 26 年度 卒業満足度アンケート  

【資料 2-3-14】 「大学を明るくする箱」について  

2-4．単位認定、卒業・修了認定等 

【資料 2-4-1】 
学生便覧平成 27 年度入学生用  

履修、試験及び成績に関する規程（84 ページ） 
【資料 F-5】①と同じ 

【資料 2-4-2】 シラバス 平成 27 年度入学生用 【資料 F-5】⑤と同じ 

【資料 2-4-3】 
シラバス 平成 27 年度大学院入学生用 【資料 F-5】⑥⑦と同

じ 

【資料 2-4-4】 学生便覧平成 27 年度入学生用（15～16 ページ） 【資料 F-5】①と同じ 

【資料 2-4-5】 広島国際学院大学学則 （別表 1） 【資料 F-3】①と同じ 

【資料 2-4-6】 広島国際学院大学 工学部細則 【資料 1-1-1】と同じ 

【資料 2-4-7】 広島国際学院大学 情報文化学部細則 【資料 1-1-2】と同じ 

【資料 2-4-8】 本大学以外において修得した単位認定に関する規程  

【資料 2-4-9】 広島国際学院大学大学院工学研究科規程（第 13 条） 【資料 1-1-3】と同じ 

【資料 2-4-10】 広島国際学院大学大学院現代社会学研究科規程（第 13 条） 【資料 1-1-4】と同じ 

【資料 2-4-11】 
広島国際学院大学大学院 学則  

（第 5 章 課程修了及び学位の授与） 
【資料 F-3】②と同じ 

2-5．キャリアガイダンス 

【資料 2-5-1】 
総合教育センターの現況と活動状況  

（第 4 章(4)キャリア教育（27 ページ)） 
【資料 2-1-21】と同じ 

【資料 2-5-2】 広島国際学院大学 就職委員会規程 【資料 2-3-8】と同じ 

【資料 2-5-3】 2015 年度 就職の手引き ガイド編  

【資料 2-5-4】 
就職課のサイト 

http://office.hkg.ac.jp/~syushyoku/foryou/ 
 

【資料 2-5-5】 資格取得一覧  

2-6．教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

【資料 2-6-1】 授業評価アンケート 平成 26 年度後期分 【資料 2-2-8】と同じ 

【資料 2-6-2】 勤務評価票 平成 26 年度  

【資料 2-6-3】 資格取得一覧 【資料 2-5-5】と同じ 

【資料 2-6-4】 
卒研別就職状況 

https://intra.hkg.ac.jp/wiz/syushoku.php 
 

【資料 2-6-5】 平成 26 年度 学生満足度アンケート調査結果 【資料 2-1-23】と同じ 

【資料 2-6-6】 平成 26 年度 卒業満足度アンケート 【資料 2-3-13】と同じ 

【資料 2-6-7】 ＦＤ推進委員会規程  

2-7．学生サービス 

【資料 2-7-1】 
広島国際学院大学・広島国際学院大学自動車短期大学部 学

生相談室運営規程 
 

【資料 2-7-2】 キャンパスヘルス 平成 27 年度  

【資料 2-7-3】 学生便覧 平成 27 年度入学生用 （129～130 ページ） 【資料 F-5】①と同じ 

【資料 2-7-4】 下宿アパート等案内  

【資料 2-7-5】 総合教育センターの現況と活動状況 （9～11 ページ） 【資料 2-1-21】と同じ 
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【資料 2-7-6】 2015(平成 27)年度 学生募集要項（20 ページ） 【資料 F-4】①と同じ 

【資料 2-7-7】 ティーチング・アシスタントに関する規程 【資料 2-3-9】と同じ 

【資料 2-7-8】 
広島国際学院大学スチューデント・アシスタントに関する規

程 
【資料 2-3-10】と同じ 

【資料 2-7-9】 学生便覧 平成 27 年度入学生用（116～120 ページ） 【資料 F-5】①と同じ 

【資料 2-7-10】 総合教育センターの現況と活動状況（20～24 ページ） 【資料 2-1-21】と同じ 

【資料 2-7-11】 課外活動への補助金資料  

【資料 2-7-12】 平成 26 年度 学生満足度アンケート調査結果 【資料 2-1-23】と同じ 

【資料 2-7-13】 平成 26 年度 卒業満足度アンケート 【資料 2-3-13】と同じ 

【資料 2-7-14】 「大学を明るくする箱」について 【資料 2-3-14】と同じ 

2-8．教員の配置・職能開発等 

【資料 2-8-1】 大学教員選考規程  

【資料 2-8-2】 大学教員選考基準  

【資料 2-8-3】 大学院担当教員選考規程  

【資料 2-8-4】 大学院担当教員選考内規  

【資料 2-8-5】 勤務評価票 平成 26 年度 【資料 2-6-2】と同じ 

【資料 2-8-6】 広島国際学院大学長表彰規程  

【資料 2-8-7】 森学術奨励実施要項  

【資料 2-8-8】 広島国際学院大学総合教育センター規程  

【資料 2-8-9】 広島国際学院大学総合教育センター会議規程  

【資料 2-8-10】 広島国際学院大学総合教育センター運営部会に関する規程  

【資料 2-8-11】 
総合教育センターの現況と活動状況 

（第 3 章 総合教育センター 部会報告） 
【資料 2-1-21】と同じ 

2-9．教育環境の整備 

【資料 2-9-1】 耐震診断（予備診断）結果一覧表  

 

基準 3．経営・管理と財務 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

3-1．経営の規律と誠実性 

【資料 3-1-1】 学校法人広島国際学院寄附行為 【資料 F-1】①と同じ 

【資料 3-1-2】 建学の精神 【資料 1-3-6】と同じ 

【資料 3-1-3】 学生便覧平成 27 年度入学生用（冒頭） 【資料 F-5】①と同じ 

【資料 3-1-4】 学校法人広島国際学院監事監査規則  

【資料 3-1-5】 学校法人広島国際学院施設等管理規程  

【資料 3-1-6】 空調機器使用規程  

【資料 3-1-7】 学校法人広島国際学院における「環境に配慮したリサイクル活動」の

展開について～学院あげての地球環境保護への取り組み～ 
（19年度版） 

【資料 3-1-8】 環境に配慮したリサイクル活動の展開について （20年度版） 

【資料 3-1-9】 キャンパスリサイクル活動の展開について 学院あげての地球

環境保存への取り組み 
 

【資料 3-1-10】 学校法人広島国際学院就業規則  

【資料 3-1-11】 学校法人広島国際学院いじめ、体罰、ハラスメントの防止等に関す

る規程 
 

【資料 3-1-12】 学校法人広島国際学院個人情報保護規程  
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【資料 3-1-13】 学校法人広島国際学院個人情報取扱運用細則  

【資料 3-1-14】 学校法人広島国際学院危機管理規則  

【資料 3-1-15】 学校法人広島国際学院危機管理規則実施要項  

【資料 3-1-16】 学校法人広島国際学院守衛に関する規程  

【資料 3-1-17】 学校法人広島国際学院宿日直に関する規程  

【資料 3-1-18】 学校法人広島国際学院防火管理規程  

【資料 3-1-19】 学校法人広島国際学院保健管理規程  

【資料 3-1-20】 学校法人広島国際学院公益通報等に関する規程  

【資料 3-1-21】 平成 26 年度決算報告書  

【資料 3-1-22】 平成 26 年度事業報告書 【資料 F-7】と同じ 

3-2．理事会の機能  

【資料 3-2-1】 学校法人広島国際学院寄附行為 【資料 F-1】①と同じ 

【資料 3-2-2】 学校法人広島国際学院常任理事会設置規則  

【資料 3-2-3】 学校法人広島国際学院監事監査規則 【資料 3-1-4】と同じ 

3-3．大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

【資料 3-3-1】 広島国際学院大学協議会規程  

【資料 3-3-2】 広島国際学院大学教授会規程  

【資料 3-3-3】 広島国際学院大学大学院研究科委員会規程  

【資料 3-3-4】 広島国際学院大学総合教育センター会議規程 【資料 2-8-9】と同じ 

【資料 3-3-5】 平成 26 年度全学委員長連絡会レジュメ・議事録  

【資料 3-3-6】 平成 27 年度教育シンポジウム（申請） 

平成 26 年度教育シンポジウム（成果報告） 

【資料 2-2-9】と同じ 

【資料 2-2-10】と同じ 

【資料 3-3-7】 学校法人広島国際学院 経営改善計画 平成 23 年～27 年（5

ヵ年） 
【資料 2-1-18】と同じ 

3-4．コミュニケーションとガバナンス 

【資料 3-4-1】 広島国際学院大学教授会規程 【資料 3-3-2】と同じ 

【資料 3-4-2】 広島国際学院大学協議会規程 【資料 3-3-1】と同じ 

【資料 3-4-3】 学校法人広島国際学院 事務連絡会議規程  

【資料 3-4-4】 学校法人広島国際学院寄附行為 【資料 F-1】①と同じ 

【資料 3-4-5】 学校法人広島国際学院監事監査規則 【資料 3-1-4】と同じ 

3-5．業務執行体制の機能性 

【資料 3-5-1】 学校法人広島国際学院組織規程 【資料 1-3-13】と同じ 

【資料 3-5-2】 事務職員研修会資料（平成 25 年度）  

3-6．財務基盤と収支 

【資料 3-6-1】 
学校法人広島国際学院 経営改善計画 平成 23 年～27 年（5

ヵ年） 
【資料 2-1-18】と同じ 

【資料 3-6-2】 学校法人広島国際学院 平成 27 年度事業計画書 【資料 F-6】と同じ 

【資料 3-6-3】 資金収支計算書（収入の部）大学・法人全体（過去 5 年間）  

【資料 3-6-4】 資金収支計算書（支出の部）大学・法人全体（過去 5 年間）  

【資料 3-6-5】 消費収支計算書（収入の部）大学・法人全体（過去 5 年間）  

【資料 3-6-6】 消費収支計算書（支出の部）大学・法人全体（過去 5 年間）  

【資料 3-6-7】 貸借対照表（過去 5 年間）  

3-7．会計 

【資料 3-7-1】 学校法人広島国際学院経理規程  

【資料 3-7-2】 学校法人広島国際学院経理規程施行細則  



広島国際学院大学 

97 

【資料 3-7-3】 学校法人広島国際学院固定資産及び物品調達規程  

基準 4．自己点検・評価 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

4-1．自己点検・評価の適切性 

【資料 4-1-1】 広島国際学院大学 自己点検・評価委員会規則  

【資料 4-1-2】 自己点検・評価推進委員会要項  

【資料 4-1-3】 個性を発揮させる大学を目指して 平成 26 年度着手分  

【資料 4-1-4】 FD 推進委員会規程 【資料 2-6-7】と同じ 

【資料 4-1-5】 授業評価アンケート 平成 26 年度後期分 【資料 2-2-8】と同じ 

【資料 4-1-6】 平成 26 年度全学委員長連絡会 レジュメ・議事録 【資料 3-3-5】と同じ 

【資料 4-1-7】 勤務評価票 平成 26 年度 【資料 2-6-2】と同じ 

【資料 4-1-8】 広島国際学院大学長表彰規程 【資料 2-8-6】と同じ 

【資料 4-1-9】 自己点検・評価委員会 平成 25 年度 第１回議事録  

4-2．自己点検・評価の誠実性 

【資料 4-2-1】 平成 26 年度 学生満足度アンケート調査結果 【資料 2-1-23】と同じ 

【資料 4-2-2】 平成 26 年度 卒業満足度アンケート 【資料 2-3-13】と同じ 

4-3．自己点検・評価の有効性 

【資料 4-3-1】 授業評価アンケート 平成 26 年度後期分 【資料 2-2-8】と同じ 

【資料 4-3-2】 個性を発揮させる大学を目指して 平成 26 年度着手分 【資料 4-1-3】と同じ 

【資料 4-3-3】 広島国際学院大学 自己点検・評価委員会規則 【資料 4-1-1】と同じ 

【資料 4-3-4】 広島国際学院大学 協議会規程 【資料 3-3-1】と同じ 

【資料 4-3-5】 平成 26 年度全学委員長連絡会 レジュメ・議事録 【資料 3-3-5】と同じ 

【資料 4-3-6】 広島国際学院大学 平成 21 年度 大学機関別認証評価 評

価報告書 
 

【資料 4-3-7】 大学構想委員会 議事録 【資料 1-2-2】と同じ 

基準 A．社会連携 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

A-1．大学と地域社会との協力関係の構築 

【資料 A-1-1】 地域連携科目まとめ  

【資料 A-1-2】 
広島国際学院大学・広島国際学院大学自動車短期大学部と広

島市安芸区役所との地域連携協力に関する協定書 
 

【資料 A-1-3】 
広島国際学院大学と広島市安芸区役所との地域連携協力事業

（平成 26 年度実績） 
 

A-2．大学が持っている物的、人的資源の社会への提供 

【資料 A-2-1】 施設等の貸与使用に関する規則  

【資料 A-2-2】 平成 26 年度公開講座一覧  

【資料 A-2-3】 広島国際学院大学平成 27 年度研究シーズ集  

【資料 A-2-4】 単位互換制度に関する包括協定書  

【資料 A-2-5】 
出張講義のご案内 

http://www.hkg.ac.jp/html/special/index.html 
 

【資料 A-2-6】 広島国際学院大学とタイチェンマイ大学との連携協定書  

【資料 A-2-7】 広島国際学院大学とインドラベンシャウ大学との連携協定書  

【資料 A-2-8】 広島国際学院大学と韓国漢城大学との連携協定書  

 


