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学校法人常翔学園 

2019  年度事業計画
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1） AP事業推進を基軸においた、大学の一体的な改革  〔学長室、AP推進室〕 
2） 研究ブランディングの促進  〔学長室、研究支援・社会連携センター〕 
3） ロボティクス&デザイン工学部・同研究科（梅田キャンパス）の認知度向上 

〔ロボティクス＆デザイン工学部事務室、ロボティクス＆デザインセンター、入試部、就職部〕 
4） 大宮キャンパス再開発  〔学長室〕 

 
 

 

1） 農学部開設関係事業  〔学長室、入試部〕 
2） 教育環境整備事業（寝屋川キャンパス）  〔教務部、理工学部、学長室〕 
 

 

 

1） 広島国際大学2019年度大学改革事業  〔学長室企画課〕 
 

 

 

1） グローバル教育に伴う国際交流事業、英語4技能に対する生徒の能力向上と教員の新しい指導法の修得 
  〔高校教頭、教育イノベーションセンター（新設予定）〕 

2） 探究授業の拡大とSSH（SUPER SCIENCE HIGH SCHOOL）指定校に向けての取組  〔高校教頭〕 
 

 

 

1） グローバル教育推進事業  〔教頭、教務部、事務室〕 
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■３■ 事業計画 詳細 
 

 

1） AP事業推進を基軸においた、大学の一体的な改革  〔学長室、AP推進室〕 

【必要性・目的、実施計画等】 

≪必要性・目的≫ 
2016年度に採択されたAP事業（2016～2019年度までの支援事業）の推進を中軸に据え、入口から出口までの一貫した、全

学に及ぶ改革を遂行し、将来に亘って「選ばれる大学」としての明確な優位性を伴う社会的な認知を得ることを目指す。 
 

≪実施計画≫ 
2018年度までの成果を踏まえ、以下の項目を推進する。 
① 「ディプロマサプリメント・システム」に改良を加え、その活用を通して学修支援体制の更なる改善。 
② AP事業の重要側面である「キャリア」に関連する各種施策（「キャリア形成支援手帳」による指導体制の確立、「キャリア形

成講座」の拡充等）の遂行。 
③ 上記以外のAP事業に関連する卒業生アンケート、在学生学修行動調査、教育IRシステムの構築などの施策を継続して

遂行。AP事業の申請においては、学修時間・卒業時の質保証に参画する教員比率・大学教育で成長を実感する学生の

割合・ディプロマサプリメントによる個別指導の実施率などの指標を向上させるための広範な施策を実施する。 
④ 上記のすべての施策遂行の基盤として、AP事業を契機に設立された各種委員会（教育IR統括委員会、実効力評価委員

会、教育推進委員会（全学・学部別））、さらにAP推進室等を包含する全学的な改革推進体制の活動を促進する。教育IR
統括委員会が定めるKPI（重要業績評価指標）を第Ⅲ期中期目標・計画に反映させ、入口から出口までのエンロールメン

ト・マネジメント全体を機能させる。上記に加え、各学部等の独自性・自律性にも十分に配慮し、長期的な視野に立って

「選ばれる大学」としてのポジションの確保を図るため、PDCAサイクルを効果的に機能させる。 
⑤ 本学に対する社会的認識を刷新するために、本事業の成果を最大限活用する。 

【具体的指標・効果（成果検証）】 

上記①～④は、第Ⅲ期中期目標・計画（教育・研究「行動計画1 学部卒業時の質保証の強化」）の進捗をもって成果を検証

する。 
⑤については、現時点で具体的な数値目標は定めがたいが、AP事業に関連して拡充された学生アンケート（そのうちでも特

に新入生アンケート）の動向により、本学に対する認知の変化を確認する。経営企画室が購入している日経BP社の大学ブラン

ド・イメージ調査など、外部のリソースも活用し同様の検証を行うが、学生アンケート同様に現時点で目標を定めるために必要な

根拠が得られていない。 

 

2） 研究ブランディングの促進  〔学長室、研究支援・社会連携センター〕 

【必要性・目的、実施計画等】 

≪必要性・目的≫ 
2017年度 文部科学省 私立大学研究ブランディング事業（2017～2021年度までの助成）に選定された地域産業支援プラッ

トフォーム（OIT-P）を強化することにより、工大の研究ブランド力を社会に強く印象付ける研究拠点としての機能を確立する。研

究力をもって本学の認知度向上を図ることにより、「1）AP事業推進を基軸においた、大学の一体的な改革」と同様、入口から出

口までの改革の推進力とする。 
 

≪実施計画≫ 
地域産業支援プラットフォーム（OIT-P）については、私立大学研究ブランディング事業計画書に示した内容を実施計画の基

礎とする。 
2018年度までの成果を踏まえ、工学部が培ってきた新材料の開発とセンシング素子への応用技術にロボティクス＆デザイン

工学部におけるヒューマンフレンドリーなシステム構築技術と知的財産学部の備える市場ニーズ分析能力を組み合わせて、大

阪産業技術研究所ならびに大阪商工会議所と連携しながら、環境・生体モニタリング機器、高齢者や障害者の支援機器、スマ

ート家電の開発とそれを活用したサービスの実用化を支援する。オープンイノベーション型のOIT-Pを地域企業に提供すること

により、ものづくり大阪の発展に貢献。それをもって本学の研究ブランディングを推進する。 
具体的には以下の活動を推進する。 
1） 産官学連携で市場ニーズの抽出と技術戦略マップの作成、企業からのフィードバック等を通して、本事業でのシーズ研究

を行い、研究成果を活用した製品・サービスの実現に向けて活動する。 
2） 前年度までの広報活動を継続しつつ、大阪産業技術研究所及び大阪商工会議所との連携を進め、企業からの技術相談

や知的財産の提供に対応する等、本事業の取組や成果を産業界中心に広く浸透させる。 
3） 私立大学研究ブランディング事業計画書に記載したとおり、目標に対する達成度を外部評価委員会ならびに研究ブラン
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ディング委員会を通じて検証し、次年度へフィードバックする。 

【具体的指標・効果（成果検証）】 

私立大学研究ブランディング事業計画書に具体的な成果指標が詳細に記載されており、その内容をもって充てる（共同研

究・委託研究・学術指導30件、特許出願1件、外部資金獲得8,000万円、論文50件、講演会・展示会20件、マスメディアの取上

げ6件）。 

 

3） ロボティクス＆デザイン工学部・同研究科（梅田キャンパス）の認知度向上 
〔ロボティクス＆デザイン工学部事務室、ロボティクス＆デザインセンター、入試部、就職部〕 

【必要性・目的、実施計画等】 

≪必要性・目的≫ 
ロボティクス＆デザイン工学部（以下「RD学部」という）ならびに梅田キャンパスのプレゼンスを高めるための入口出口戦略、

産学連携および地域連携活動を拡大し、ひいては学生教育効果向上を目指す。 
 
≪実施計画≫ 
① RD学部および梅田キャンパスの認知度向上にかかる募集広報〈受験生や高校教員等へのPR〉 

RD学部および梅田キャンパスが設置構想中の2015年度から現在に至るまで、受験生や保護者、高校教員等に対して重

点的にPR活動を展開し認知度向上と志願促進に取り組んできた。2019年度についてはこれまでの活動を継続しつつ、さら

に認知度向上への施策を講じる。 
受験生に対しては、新規受験生獲得のためのDM（ダイレクトメッセージ）広告を以下のとおり実施する。 

1. 時期：9月上旬 対象：ベネッセマナビジョン会員3,000人 関西の理系志望者 内容：RD学部教育・研究紹介等 
2. 時期：10月中旬 対象：河合塾生10,000人 関西の上位理系私大志望者 内容：RD学部教育・研究紹介等 

高校教員等に対しては、6月に開催する「本学入試説明会（大阪会場）」を、昨年度に引き続き梅田キャンパスで実施し、高

校教員等に梅田キャンパスの好立地を肌で感じていただく契機とする。 
② 企業懇談会の開催（企業の採用担当者へのPR） 

2019年10月にRD学部3学科の1期生（2017年度入学生）の就職支援の一環として、企業の採用担当者を招待する企業懇

談会を梅田キャンパスで開催する。第1部で学部・学科ならびに梅田キャンパスの紹介や施設・研究室見学会、第2部で情

報交換会を行う。当日は学部教員のほか、研究室に仮配属となっている学生代表が採用担当者に対する説明や応接に当

たる。参加企業の募集に関しては、就職部が従来から所持している企業データの活用のほか、学部教員の共同研究等関

係企業、ロボティクス＆デザインセンターや同センター内都心型オープンイノベーション拠点「Xport（クロスポート）」を通じ

た新規開拓も合わせて行う。開催は企業が参加しやすい平日午後から夕方にかけての設定とし、学生・教職員の授業を回

避して10月下旬の休講日とする。 
③ Xportを通じた企業の誘致（企業の研究開発担当者へのPR） 
産学連携プロジェクト「RDクラブ」への課題提供企業（約10社）とともに課題解決を行うこと、また、Xport会員企業と交流し

企業の課題解決に係る事業活動を行うことにより、デザイン思考を基軸としたイノベーション人材育成型教育の評価向上お

よび梅田キャンパスの認知度向上を図る。 
④ 子供向けイベントの実施（地域へのPR） 

RD学部は、“知識や技術に加えて人間力を高める教育により社会の課題解決に取り組む人材を育成する”ことをミッション

の一つとしている。2018年から梅田キャンパスで実施する子供向けイベント「OITサマーキッズカレッジ」は、このミッションに

基づき小学生に“新しい学びの体験や気づき”の提供を目的として、オリジナルのアイディアを出し創意工夫することを促す

プログラムを小学生に提供する地域貢献活動として実施する。 

【具体的指標・効果（成果検証）】 

① RD学部および梅田キャンパスの認知度向上にかかる募集広報 
DM「1」については、9月中旬の進研模試第1回ベネッセ・駿台マーク模試の実施直前にDMを発送し、7月の総合学力記

述模試からのRD学部志望者を増やすことを目的とする。DM「2」については、10月下旬の河合塾第3回全統マーク模試の

実施直前にDMを発送し、8月の第2回全統マーク模試からのRD学部志望者を増やすことを目的とする。「本学入試説明

会（大阪会場）」については、昨年度64人を上回る参加者数を目標とする。 
② 企業懇談会の開催 
梅田キャンパスの立地上、企業から参加しやすいという点や、キャンパス内部を見たいという企業の潜在的なニーズから、

過去に大宮キャンパス等で実施した企業懇談会よりも高い出席率が予想される。計画段階では1学科50社計150社へ案内

状を送付することを想定しているが、会場の収容能力を考慮しながら、可能な限り多くの企業へ案内することとしたい。効果

としては、1期生に対する求人増や採用実績への好影響が期待できるほか、ロボティクス＆デザインセンターやXportの参

画企業としての誘致、本学と企業との新たな連携の契機にもつながると考えられる。 
③ Xportを通じた企業の誘致 

RDクラブへの課題提供企業を約10社とする。クラブ顧問教員数（1社当たり正副各1人）およびクラブ学生数（約100人）から

鑑みて妥当な実施規模と考える。Xport正会員50社を目標とする（2018.10.5現在35社）。 
④ 子供向けイベントの実施 
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本イベントの実施案内を北区内の小学校11校に配付し、地域の小学生に広く情報発信する。また、小学校におけるプログ

ラミング教育の義務化などの背景を踏まえて、小学生やその保護者がアカデミックな観点で興味を示す内容のプログラムを

展開することで、満足度の向上と1,000名程度の集客を目指す。 

 

4） 大宮キャンパス再開発  〔学長室〕 

【必要性・目的、実施計画等】 

≪必要性・目的≫ 
将来に亘り「選ばれる大学」として明確な優位性を持って社会的な認知の獲得を目指す本学にとって、並行して相応のキャン

パス環境の整備を進めるとともに、耐震性等の懸念を晴らすことは喫緊の課題である。 
 

≪実施計画≫ 
長期的な計画の下に進められる事業であるが、2019年度には、主に4号館新築工事、1号館改造工事および3号館の教育研

究環境整備（機器移転、什器類購入およびネットワーク構築等）を行う。 
 

・ 4号館新築工事（2019年4月～2020年6月（予定）） 
5階建て。機械工学科と電気電子システム工学科および電子情報システム工学科の実験室・研究室・教員室等。 

・ 1号館改造工事（2019年10月～2020年6月（予定）） 
4・5・8階を改造し4～7階を機械工学科エリアとする。 

・ 3号館教育研究環境整備（2019年4月～9月（予定）） 

【具体的指標・効果（成果検証）】 

計画の遅延なき遂行。 
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１） 農学部開設関係事業  〔学長室、入試部〕 

【必要性・目的、実施計画等】 

≪必要性・目的≫ 
1．農学部開設事業 〔学長室企画課〕 

2015年に創立40周年を迎えた本学は、さらなる改革として創立50周年を見据えた成長戦略を策定した。現在は、学園長期

ビジョン「J-Vision22」達成の最終フェーズである第Ⅲ期中期目標・計画（2018年度～2022年度）に基づき、実現に向けて取り

組んでいる。 
ビジョン実現のための目標の1つ「多様な側面から課題解決に取り組む総合大学への進化」および建学の精神「世のため、

人のため、地域のため、理論に裏付けられた実践的技術をもち、現場で活躍できる専門職業人を育成する」に則り、学生の知

的探究心を満たし、かつ世界や地域社会に新しく噴出する課題や時代のニーズに対応した農学部を2020年度に開設する。 
 

2．農学部学生募集広報事業 〔入試部入試課〕 
農学部開設に向け、新たな受験市場にアプローチすることになる。この市場に属する高校生の視野にはもともと本学は入っ

ておらず、認知度ゼロ状態から認知度立ち上げ・上昇、教育内容説明、入試出願促進に向けた広報を体系立てて積み上げて

いく必要がある。募集活動の柱は対面広報と非対面広報で、双方の連携、相乗効果、タイミングの良し悪しが成否を分ける

が、認知度ゼロからのアプローチは非対面広報が重要な鍵となる。 
 

≪実施計画≫ 
1．農学部開設事業 〔学長室企画課〕 
（1）農学部設置認可申請の2019年8月末認可。 
（2）管理栄養士養成施設指定申請に係る実地検査を2020年2月までに受審、2020年3月認可。 
（3）農場実習体制や備品の整備など教育研究環境・運営体制の整備。 
（4）農学部開設記念シンポジウムの開催。 
 

2．農学部学生募集広報事業 〔入試部入試課〕 
■マス広報の活用 

認知度を高めるにはマス広報が有効である。セオリーどおりの交通広告、ネット広告、進学情報サイト・雑誌等のほか、認

知度、話題性、注目度を一気に高めるため、第3者の立場から伝えたい情報を戦略的に発信するパブリックリレーションを

活用し認知度向上を図るとともに広告価値を高めた広報を展開する。 
■ターゲッティング広報の活用 

教育内容説明や入試出願促進には、農学、栄養、社会科学を志望する受験生に魅力的なまなび情報を直接届ける広

報が有効であるため、リーフレットDMを企画する。 
 

2020年4月開設に向けて2018年9月～2020年3月までの1年6カ月にわたり非対面広報活動を展開する。 
この1年6カ月をⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期に分け、「Ⅰ期は認知期」、「Ⅱ期は受験予定大学への組み込み期」、「Ⅲ期は入試出願

促進期」と位置づけ、目的に応じた広報媒体を活用する。 
■Ⅰ期 交通広告（主要駅、電車内）、ネット・SNS広告、Web特設サイト、進学サイト・雑誌、 

DM（農学、栄養、社会科学系志望者のうちターゲットとする対象者に送付） 
■Ⅱ期 パブリックリレーション、交通広告、ネット・SNS広告、DM、進学サイト・雑誌 
■Ⅲ期 入試告知DM、交通広告 
このほか、広報室の支援を仰ぎ、交通、新聞、パブリシティ等で広告強化する。 

【具体的指標・効果（成果検証）】 

1．農学部開設事業 〔学長室企画課〕 
（1）文部科学省への農学部設置認可申請について、2019年8月末の認可を得る。 
（2）厚生労働省への管理栄養士養成施設指定申請について、2020年3月の認可を得る。 
（3）農学部開設までに教具・校具・備品を整備し、教育研究環境・農学部運営体制を整える。 
（4）農学部開設記念シンポジウムの開催を遂行する。 
 

2．農学部学生募集広報事業 〔入試部入試課〕 
ランキングが直上で、学科構成と入学定員が近しい大学をベンチマークとする。 
（1）開設前年度大手模試での受験希望者数が当該大学を上回ること。 
（2）開設初年度入試の実志願者数が当該大学を上回ること。 
（3）開設初年度一般入試の実態偏差値が当該大学を上回ること。 
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２） 教育環境整備事業（寝屋川キャンパス）  〔教務部、理工学部、学長室〕 

【必要性・目的、実施計画等】 

≪必要性・目的≫ 
1．教室整備事業 〔教務部教務課、学長室〕 

授業で使用している教室の固定式机・椅子は約30年使用しており経年劣化し破損の頻度も高いが、修理用部品が既に廃

番となっていることから後継品を修理に使用することになるため景観が損なわれる。また最新の机・椅子は疲れにくく講義に集

中できる設計となっているため教育環境設備の向上を図ることができる環境を整備する。なお、机・椅子はアンカーで固定して

いるため撤去する際に破損することから床のPタイルの貼り替えを同時に行う。 
2．8号館整備事業 〔理工学部、学長室〕 

寝屋川キャンパス8号館は耐震補強の改修工事により耐用年数が延び50年以上使用することとなった。本学が認証を取得

しているISO14001の考えに沿った省エネルギー・省資源化の視点から設備の改修を行う。 
■ 給水管の改修 

今までのように浄水器で水垢や赤錆を取り除く必要が無くなるため、水道水を使用する機器や装置の故障が減り、メンテ

ナンスの手間が削減することが期待される。 
3．寝屋川キャンパス東側土地取得地整備事業 〔学長室〕 

寝屋川キャンパスは教育研究、産学官連携、社会貢献等様々な活動を展開する摂南大学の中核キャンパスである。地域に

愛され信頼される大学を築くために、このキャンパスを学生・教職員だけでなく、地域の人々にも潤いと安らぎを与える空間とし

て整備する。学部・学科の新設・再編をはじめ、教育プログラムの充実や課外活動の活性化を目的とした整備内容とする。 
 

≪実施計画≫ 
1．教室整備事業 〔教務部教務課、学長室〕 
下記のとおり更新を行う。 
■ 什器・床面改修 

・工事期間：2019年8月中旬～9月中旬、2020年2月上旬～3月上旬（予定） 
・対象号館・教室 

①5号館：11教室（全室固定式什器を採用） 
②8号館：2教室（全室固定式什器を採用） 
③12号館：2教室（全室固定式什器を採用） 計 15教室 

2．8号館整備事業 〔理工学部、学長室〕 
下記のとおり工事を行う。 
■ 給水管の改修 

建物内のメイン竪給水管取替え、廊下天井内枝給水管取替え 
3．寝屋川キャンパス東側土地取得地整備事業 〔学長室〕 
学部・学科の新設・再編やグラウンド建設等を含めた寝屋川キャンパス全体の整備計画を検討・策定する。 

【具体的指標・効果（成果検証）】 

1．教室整備事業 〔教務部教務課、学長室〕 
新しく設置する椅子は、従来の「跳ね上げ式」から「スイングアップ式」へと変更する。これにより席数の増加を実現するととも

に、スムーズな席の移動や長時間座っても疲れにくい特性により講義に集中できる教育環境設備の向上を図りたい。 
なお、551、552教室については、学会やオープンキャンパスなど学外者が利用する機会が多いため、什器のグレードを他の

教室より上げることで講演会等での使用に耐えうる教室として整備したい。 
 

2．8号館整備事業 〔理工学部、学長室〕 
給水管の改修（省資源化）を行うことにより、実験・飲用のための水を浄化するための浄水カートリッジやフィルターの消耗品

使用量やコストが削減できるとともに、機器・装置の減圧弁、給水回路劣化部品等の劣化を防ぐことが期待できる。 
3．寝屋川キャンパス東側土地取得地整備事業 〔学長室〕 

寝屋川キャンパス整備計画の検討および計画策定。 
整備期間：2017～2021年度 
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１） 広島国際大学2019年度大学改革事業  〔学長室企画課〕 

【必要性・目的、実施計画等】 

≪必要性・目的≫ 
2020年度に控える学部新設、改組、2キャンパス体制移行などの大規模な組織再編および「第2次広国教育スタンダード」教

育科目の本格的な開始にあたり、万全な準備を行うとともに、教育改革を柱に、研究推進、地域連携・交流を推し進める。加え

て、これらを実現させるためのキャンパス整備等を行い、ユニバーサルキャンパス※の実現を目指し、学部やキャンパスを越えた

教育、研究の推進および地域連携・交流のさらなる促進を図る。 
これらの施策を着実に実行することで、「地域の健康を守り、健康寿命を延伸する健康・医療・福祉分野の総合大学」として確

固たる地位を確立するとともに、財政基盤の安定化のための土台を築き、「選ばれる」「魅力ある」オンリーワンの大学として持続

的発展を目指す。  
※ユニバーサルキャンパスとは 
学生・教職員が、学部やキャンパスを越えた交流と連携を通して学び、成長できるキャンパス 
大学と地域の多様な人々が、交流と連携を通してともに学ぶことができるキャンパス 

 
≪実施計画≫ 
［1］ 教育改革 

地域の健康を守り、あらゆる人々のしあわせを支えるにふさわしい知識・能力・態度を持った人材を育成するため、新たな教

育体系・教育体制である「第2次広国教育スタンダード」教育科目の本格的な開始の前に万全の準備を実施する。 
（1） 「学びの基礎固め」達成に向けた教育体系の整備および測定・検証 
（2） IPE（専門職連携教育）全学必修化について、教職員が全学的に対応するシステム構築 
（3） 入学前教育や社会人の学び直しに対応した教育プログラムの構築（長期履修制度等）および学びやすい環境の整備 
（4） 既存のICTコンテンツ・機器をさらに活用した授業の推奨 
（5） 正課外活動も含めた総合的なディプロマ・ポリシー達成度を計る学修評価システムの試行実施 

［2］ 研究推進 
全学的な取り組みとして、「介護予防に焦点を当てた健康寿命延伸のための地域包括ケアシステムの展開」というテーマを

掲げ、研究活動を推進する。 
（1） 地域包括ケアシステムにおける介護予防の領域に焦点を当て、健康・医療・福祉分野の横断的な研究を展開する。具体

的には5年間を目途に東広島市との協力関係のもとに黒瀬地区を対象として、①地域の健康尺度の測定 ②主に介護予

備群をターゲットとしたヒロコクブランドの健康教室の展開 ③健康リテラシーの向上による健康寿命の延伸 ④地域へ開

かれた大学として、健康環境基盤の提供 ⑤地域への健康活動を教材とした医療人としての人材育成 の5成果を目標に

展開 
（2） 研究倫理教育の実践による公正な研究活動の推進 

［3］ 改組・再編 
魅力ある学部・学科を設置し、学生を確保することによる財政基盤の安定化に向けて、「健康スポーツ学部」「健康科学部」

等、改組・再編の実現に向けた準備を進める。 
（1） 改組・再編にかかる広報活動、学生募集活動の実施 
① 「健康スポーツ学部」「健康科学部」のホームページ特設サイト等制作 
② 開設記念イベント（講演会）等の計画 
③ 新学部・定員増学科の新聞告知の実施 
④ 高校訪問等の対面広報強化や地域住民等への広報施策の実施 

（2） 改組・再編に必要な教育研究施設・設備の整備 
（3） 2020年度改組計画に基づく関係機関への申請手続き及び対応 

［4］ ユニバーサルキャンパスの実現 
学生・教職員だけでなく、多様な人々の交流・学びの場となるキャンパスの実現に向けた整備を進める。 

（1） 東広島キャンパス整備計画に基づく各種設計の遂行、整備工事の実施 
（2） 呉キャンパス整備計画に基づく各種設計の遂行、整備工事の実施 
（3） 多様な人々の交流・学びの場となるプログラムの実施 

【具体的指標・効果（成果検証）】 

［1］ 教育改革 
（1） 「学びの基礎固め」達成に向けた教育体系の整備および測定・検証 
① 第2次広国教育スタンダード導入に向けた教育課程の策定 
② カリキュラム編成ガイドラインに基づく2020年度改組対象学部の授業科目概要の作成 

（2） IPE全学必修化について、教職員が全学的に対応する仕組みの構築（2020年3月まで） 
2019年度IPE STEP3・4の選択必修化にかかる実施準備および改良 
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（3） 入学前教育や社会人の学び直しに対応した教育プログラムの構築（長期履修制度等）および学びやすい環境の整備

（2020年3月まで） 
① 入学前科目等履修等について規定改正 
② 教育ネットワーク中国単位互換制度の運用開始 
③ 長期履修制度等に対応するために必要事項の整備 

（4） 既存のICTコンテンツ・機器をさらに活用した授業の推奨 
既存のICTコンテンツ（広国ドリル等）、講義録画システムなどをさらに有効活用し、学生が学びやすい授業を目指す。広

国ドリルは入学前から入学後の初期教育での基礎学力固めの教材として全学部・学科での導入を行う。また、講義録画シ

ステムは現時点で学生の活用が未だ低い状況（利用率10％程度）となっている（2018年度学修行動調査調べ）。そのため、

教員・学生両者に対する活用啓蒙活動を行い、更なる利用拡大（当面は利用率20％）を目指す。 
（5） 正課外活動も含めた総合的なディプロマ・ポリシー達成度を計る学修評価システムの試行実施（2019年12月まで） 

総合的な学修評価をポートフォリオとして記録し、学生自らの成長を定量的に検証できる仕組みの運用 
［2］ 研究推進 
（1） 「介護予防に焦点を当てた健康寿命延伸のための地域包括ケアシステムの展開」を目的に、健康・医療・福祉分野につ

いて、以下のとおり全学部、学科で横断的に研究を行う。 
① 独自の健康指標の開発と調査実施 
② 健康相談業務の実施 
③ 地域の健康測定（体重、筋肉量、運動能力、骨密度、認知機能など）の実施 
④ 学内の健康スポーツ施設の地域への開放 
⑤ 地域住民を対象とした学内や集会所レベルでの健康イベントの開催 

（2） 学内における研究倫理教育の受講率100％および全受講者の理解度80％以上の達成 
［3］ 改組・再編 
（1） 改組・再編にかかる広報活動、学生募集活動の遅滞なき遂行と入学定員の充足 
① 「健康スポーツ学部」「健康科学部」のホームページ特設サイト等更新完了 
② 開設記念イベント（講演会）等の開催（2019年6月） 
③ 新学部・定員増学科の新聞告知完了（認可後1ヶ月以内） 
④ 新学部・定員増学科の入学定員充足（2020年度確保目標数590人） 

（2） 改組・再編に必要な教育研究施設・設備の整備 
① 施設・・・「［4］ユニバーサルキャンパスの実現」に記載（（1）東広島キャンパス①、②） 
② 設備・・・2020年3月までに整備を完了 

（3） 新学部等の設置届出申請等の完了および認可獲得 
① 保健医療学部救急救命学科設置届出書の作成（2019年4月提出） 
② 健康科学部医療福祉学科、医療経営学科、心理学科、医療栄養学科設置届出書の作成（2019年4月提出） 
③ 健康スポーツ学部の設置、収容定員増の認可申請への補正対応および認可の獲得 

［4］ ユニバーサルキャンパスの実現 
（1） 東広島キャンパス 
① 陸上競技場開設記念イベントの実施 
② 健康増進センター（仮称）の竣工（2020年2月） 
③ 野球場照明の設計諸条件の確定（2019年12月）と利用計画の策定（2020年2月） 

（2） 呉キャンパス 
① 教育会館（仮称）の外構整備（2019年12月）、渡り廊下設置（2020年3月）およびお披露目イベントの実施 
② キャンパス出入口新設工事の竣工（2020年3月） 
③ バラ園の開園式および植栽会の実施（2019年4月） 

（3） 「広国市民大学（仮称）」のプログラム検証を2019年12月までに実施し、次年度のプログラム案を策定後、2020年1月より

新たに募集を行う。 
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１） グローバル教育に伴う国際交流事業、英語4技能に対する生徒の能力向上と教員の新しい指導法の修得 
  〔高校教頭、教育イノベーションセンター（新設予定）〕 

【必要性・目的、実施計画等】 

≪必要性・目的≫ 
グローバル化やAI等による社会の劇的な変化に対応した教育を開発実践するため、2019年度新たに「教育イノベーションセ

ンター」を開設する。この部署が中心となり国際交流事業を増加させ、校内にネイティブ教員や外国人留学生の存在が日常と

なることにより、ネイティブとの接触機会が増え、生徒・教員とも英語を通じて日常的にコミュニケーションが取れる環境を構築す

る。また、2020年の大学入試から現行のセンター試験の内容が大きく変更となり、英語は4技能全てが重要となる。そのため、生

徒たちには実践的な英語力を身に付させる必要があり、教員も校内外の研修会を通じ、適切な指導法を学ぶ必要が生じてい

る。 
 

≪実施計画≫ 
＜学校全体＞ 
・ 海外の複数の学校と姉妹校を締結し、交流を通して生徒と教員のグローバルマインド、ダイバーシティ感覚を身に付けさせる。 
＜高校＞ 
・ 高校1年生の英語科授業にネイティブ英語教員を1名配置し、英語科教員とのチームティーチングを行う。 
・ 高校2年生を対象に「英語エンパワーメントプログラム」を開催し、英語力だけでなく、英語を通したロジカルシンキング、クリテ

ィカルシンキングを学ぶ。 
・ 高校1年生の英語授業に、1人1台のiPadを通じてネイティブとのオンライン英会話を行う。 
＜中学＞ 
・ 総合的な学習の時間を利用し、ネイティブ講師による英会話の授業を増加させる。 
＜教員＞ 
・ 英語教員に対し、英語スキル・指導技術の優れた講師による集中した校内研修を行う。 

【具体的指標・効果（成果検証）】 

＜高校＞ 
・ 卒業までに25％以上の生徒が英検2級以上に合格、準2級以上に70％が合格する。（2017年度実績 2級以上：19.3%､準2級
以上:60.7%） 

＜中学＞ 
・ 卒業までに35％の生徒が英検準2級以上に合格、3級以上に80％が合格する。（2017年度実績 準2級以上：33.0％、3級以

上：76.7％） 

 

２） 探究授業の拡大とSSH（SUPER SCIENCE HIGH SCHOOL）指定校に向けての取組  〔高校教頭〕 

【必要性・目的、実施計画等】 

≪必要性・目的≫ 
本校は10年以上にわたり、キャリア教育を通じて、アクティブ・ラーニングを行ってきたという歴史に加え、理系教育について

長年取組んできたという自負がある。現在、我が国の三位一体の教育改革に歩調を合わせ、昨年度より薬学・医療系進学コー

ス、スーパーコースの生徒を対象に、7つのゼミ活動を通して生徒の科学的探究心を育成する新ガリレオプランを開始した。

2019年度からは一貫コースⅠ類の生徒もこれに加わる。タブレットなどのICT機器を活用して、ゼミごとに学園内大学の研究室

や企業と連携、さらに海外の学生との交流を行うことにより、「科学的探究心」と「21世紀型スキル」を育成していく。これにより、

本校は「進学校」から「教育研究開発校」へと進化し、既に導入しているICT教育と共に、新しい教育の在り方を追求し、SSH指

定校に向けての環境をより整えていく。このことは、補助金獲得や他のSSH指定校との連携事業を実施するだけではなく、広報

戦略にも活用することができる。 
 

≪実施計画≫ 
2019年度（1年生「ガリレオプランⅠ」、2年生「ガリレオプランⅡ」、3年生「ガリレオプランⅢ」） 
一貫コースⅠ類、スーパーコース、薬学・医療系進学コース生対象 
① 科学探究プログラム「ガリレオプラン」の指導法・教材の研究開発 
・ 本校教員とTAの連携による実験技術指導 
・ タブレットなどのICT機器・デジタル教材等を活用した授業法の研究 
・ 学園内大学・研究室や企業との連携、高大接続の在り方の研究 
② 各大学との連携 
・ 高大接続の推進 
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・ 学園内大学の研究室訪問 
・ 2年生を対象にした夏期研究合宿 
・ サイエンス・フェアにおける講演会の実施 
・ タブレットを利用した海外の学生との交流 
・ ネイティブ教員との英会話授業 
・ 英語によるプレゼンテーションの取組 
・ 海外研修、海外姉妹校提携など、国際性を育成する取組 
③ 成果発表（英語発表含む） 
・ 各種科学系コンテストや他校で開催される発表会への参加 
・ 校内発表会の開催 
● 2018年11月現在、SSH指定校を文部科学省へ申請予定であるが、2019年度に採択されなかった場合は、2020年度の採択

を目指す。 

【具体的指標・効果（成果検証）】 

① 補助金の獲得 
② 他のSSH指定校との連携事業の実施 
③ 期待される効果 
・ 文部科学省の補助金獲得、また理系ブランド校としての認知により優秀な生徒獲得につながる。 
・ 「理系進学者の減少、特に女子の減少」をくい止め、我が国の理系教育・科学立国に貢献する。 
・ 他校だけでなく、本学園の学校間の連携もより強化される。 
・ 大学との連携により、生徒が進路や将来について考えるきっかけになる。 
・ 生徒の「課題設定能力・科学的探究心」の育成に繋がる。 
・ 他校生、特に海外の生徒との交流を通じてコミュニケーション能力やグローバルマインドの育成に繋がる。 
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１） グローバル教育推進事業  〔教頭、教務部、事務室〕 

【必要性・目的、実施計画等】 

≪必要性・目的≫ 
本校の特色ある教育の一つとして、グローバル教育の推進がある。グローバル教育の推進は日常生活の中に存在する諸問

題を発見し、そして解決していこうとする姿勢を身に付けるとともに、国際的な感覚を養い、世界で活躍できる人材を輩出するこ

とにつながる。可能な限り低学年から母国語以外の言語に触れ、異なる価値観にも触れることが今後ますます必要不可欠な要

素となってくる。本校はこの流れに遅れることなく、さらには先導的な学校として積極的に取り組んでいく必要がある。 
取り組みの１つとして、2017年度から外国人の非常勤講師を常駐させている。これにより、生徒は日常的に外国人・外国語と

接する国際的な環境を経験することができるようになり、教職員においても英会話の機会が格段に増えるなど、学校全体に好

影響を与えている。現在、3名の非常勤外国人講師で対応しているが、今後は放課後の英会話教室開設も予定しており、さらに

3名前後の増員を計画している。グローバル教育の効果をさらに高め、国際的な感覚をもつ人材の輩出を目指すため、外国人

講師の増員は必要不可欠である。 
また、生徒の国際的感覚を養うため、留学生との交流も効果が大きいと考える。2018年度は長期留学生を１名受け入れた

が、今後は受け入れ枠を拡大するとともに、短期留学生・交換留学生の受け入れについても積極的に行っていく。さらに、留学

生の満足度を上げることも目標とし、歓送迎会の実施、ホストファミリーによる留学生との校外での活動に金銭的な援助などを行

っていく。 
 

≪実施計画≫ 
1～4は2019年度新規事業、5～11は2018年度からの継続事業。 
 1. ICT教育やWEB英会話講座との組み合わせによって効果的な教育を進めるとともに、チームティーチングによってより深堀

した学習を実践する（中学校 全学年） 
 2. 長期留学生の受け入れに係る、歓迎会および送別会の実施（高校） 
 3. 2017年度に姉妹校提携をした、韓国済州中央女子高校との短期交換留学生交流（高校 新規） 
 4. 枚方市の要請を受けた、オーストラリアのローガン市内中学校との短期交換留学生交流（中学校 新規） 
 5. 外国人講師による「総合的な学習の時間」の英会話授業（中学校 全学年） 
 6. 外国人講師による活きた英語を活用した授業「英語表現Ⅰ」（高校1年生） 
 7. 外国人講師による活きた英語を活用した授業「コミュニケーション英語Ⅱ」（高校2年生） 
 8. 外国人講師による生徒とのふれあい（終礼、休憩時間の質問対応、ランチタイム英会話、Ｅｎｇｌｉｓｈ Café、放課後の補習教

育、大学受験での英語による面接対応、部活動、学校行事、その他学校生活での生徒とのコミュニケーション）（中学校・高

校 全学年） 
 9. 外国人講師による生徒募集イベントでの担務 
 10. 本校教員に対する英会話講習、授業講習 
 11. ICT教育やWEB英会話講座との組み合わせによって効果的な教育を進めるとともに、チームティーチングによってより深掘

した授業「総合的な学習の時間（グローバルコミュニケーション講座）」の実施（高校3年生） 
 12. その他 

【具体的指標・効果（成果検証）】 

 1. 学校内に複数の外国人講師が常駐することで、生徒だけでなく教職員を含めて生きた外国語に触れることができ、グロー

バル教育の実践に大きく貢献できる。 
 2. 教育系職員のスキルアップを図ることで、生徒の英語運用能力の向上につながる。 
 3. 国際的な環境が日常的になり、学校の内部を活性化できる。 
 4. 生徒募集活動においても本校の教育内容の厚みをPRでき、学校の評価を高めることができる。 

 




