
広島大学は文部科学省の「スーパーグローバル大学創成支援事業」
タイプＡ・トップ型の１３大学に中四国で唯一選ばれた大学です。
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100年後にも世界で光り輝く大学へ
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広島大学は，開学以来，高等教育機関としての普遍的使命である社会に貢献
する優れた人材の輩出と，人類の発展に資するトップレベルの科学研究の推進
により，日本を支えてきました。
この間，時代や社会が変化する中においても，その時々に応じ目指すべき将来
像を示し，改革・改善に取り組み国民からの負託に応えてきました。
平成16年の国立大学法人化という構造改革を経て運営費交付金の削減が継
続し，激しい競争にさらされる中で，平成21年6月に10年から15年後の広島大
学像を描いた「広島大学長期ビジョン」を策定しました。
このビジョンでは，本学が高等教育機関として発展していくための道標を示し，
その途上でクリアすべき諸課題を構成員全員が共有し，その課題解決に向けた
取り組みを進めてきました。
その後，社会の情報化やグローバル化がこれまで以上のスピードで進む中，
本学は「研究大学強化促進事業」，「スーパーグローバル大学創成支援事業」
（トップ型）に採択されたほか，本年から指定国立大学法人制度が始まるなど，本
学を取り巻く環境も大きく変化しています。
こうした諸情勢の変化を謙虚にかつ客観的に俯瞰しつつ，新たなビジョンの検
討を進め，このたび，「SPLENDOR PLAN 2017」を策定しました。

SPLENDOR PLAN 2017は，「100年後にも世界で光り輝く広島大学」（University of 

World-wide Repute and Splendor for Years into the Future）であるための今後10年間の
プランと，その責務を果たすことを表明するものです。
今後は，「SPLENDOR PLAN 2017」の実現に向け，各組織においてコミュニケー

ションを図りつつ，具体的な実行計画を着実に実施していきます。
平和を希求し，チャレンジする国際的教養人を持続的に輩出し，100年後にも
世界で光り輝く大学を目指します。

「SPLENDOR PLAN 2017」の
策定に当たって

広島大学長

2017年4月3日
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「ええね広大！」
と言われるよう

みんなで一体となって

広島大学のミッション（使命と役割）

広島大学の全体コンセプト

広島大学の目標

広島大学の３つのビジョン

広島大学のアクション

未来に向かう広島大学の自画像
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2016年5月27日，オバマ米国大統領（当時）の被爆地広島への
訪問がついに実現し，新たなる世界平和の一歩が踏み出された。
一方，世界中で従来の規範意識が変化し，ポピュリズムが世界を席
巻し，価値観が一層多様化している。今こそ，知の拠点である大学
には，科学のパラダイム転換へのアクションが求められている。広島
大学は，このような状況を重く受け止め，平和実現の責務を新たな
大学の長期ビジョンに反映させることにした。
新 長 期ビジョン「SPLENDOR（Sustainable Peace Leader 
Enhancement by Nurturing Development of Research） 
Plan 2017」は，2009年6月に策定した「広島大学の長期ビジョン－
10年から15年後の広島大学像－」をベースに，2016年に策定した
「国立大学法人広島大学第３期中期目標・中期計画」を着実に履
行し，研究大学（RU）, スーパーグローバル大学（SGU）としての目
標をより高いレベルで達成することを約束するものである。そして，
広島大学を取り巻く諸情勢の変化を謙虚にかつ客観的に俯瞰し，
100年後にも世界で光り輝く大学（University of World-wide 
Repute and Splendor for Years into the Future）であるため
の今後10年間のプランを表明する。
広島大学は，建学の精神「自由で平和な一つの大学」に則り，教
育，研究，医療及び社会貢献の活動を通じて，多様性を育み自由
で平和な国際社会の構築に貢献している。これまで以上に，人間，
社会，文化，食料，環境，自然の持続性に関連する全ての既存の
学問領域を包含し，平和の構築に限りなくチャレンジし，働きかける
新しい平和科学の理念「持続可能な発展を導く科学」の創生を目
指した活動を展開し，100年後にも世界で光り輝く大学としての責
務を果たす。

SPLENDOR
   PLAN 2017
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広島大学は，新しい平和科学の理念「持続可能な発展を導く科学（Science for Sustainable 

Development）」の創生に挑む姿を国内外に向けて発信し，知の創造を志す学生及び研究者
を世界中から受け入れ，平和を希求し，チャレンジする精神を有する人財を各界，そして国
際社会に輩出し，多様性を育む自由で平和な国際社会を築く役割を果たす。

広島大学のミッション（使命と役割）

新しい平和科学の理念＝「持続可
能な発展を導く科学」を確立し，多
様性をはぐくむ自由で平和な国際
社会の実現
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「持続可能な発展を導く科学」を創生する
ためには，人間，社会，文化，食料，環境，自
然の持続性に関連する全ての学問を包含
し，社会との連携の中で，ボーダーのない平
和で多様な社会へと導く知を持続的に作り
出す営為が不可欠である。
広島大学はその実現に全力を傾注し，「持
続可能な発展を導く科学」を実践する世界的
な教育研究拠点となることを通して，人類の
幸福に資する次世代の人財を輩出する。

広島大学の全体コンセプト

「持続可能な発展を導く科学」を
実践する世界的な教育研究拠点
の構築
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広島大学の目標

平和を希求する精神を持ち，持続可能な社会の実現に向けてチャレンジする学生及
び研究者

アクター

研究大学強化促進事業やスーパーグローバル大学創成支援事業（トップ型）などを
包含する「広島大学改革構想」（2015年策定）を着実に実行

フレーム

従来の規範意識が変化し，価値観が一層多様化する未来社会において，共存する
全ての地域と人々

ステージ

徹底した「大学改革」と「国際化」を推進し，2023年度までに「持続可能な発展を導く
科学」を実践する知の拠点として世界大学ランキングトップ100に入る総合研究大学を
目指す

到達目標
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1

2
3

広島大学の３つのビジョン

研究
視点

タイトル

概要

国際通用性の高い教育を提供し，人類が直面する予測不
能な種々の課題を解決することのできる教養と専門的知識及
び能力を有し，平和を希求する精神を心に刻みチャレンジす
るグローバル人財を養成する。また，教育の国際標準化及び
質の向上を図るため，教育の内部評価及び外部評価のため
のオープンなシステムを充実させ，評価に基づく継続的な改
善を行う。

教育

概要

学産民官が連携するとともに，地域と国際社会が協同して
発展する社会連携の取り組みを重点的に進め，国際競争力
の向上やイノベーションの創出などに貢献する。また，グロー
バル志向が強い地域の要請に応えて，地域に根差した教育・
研究を推進し，地域の創生・活性化に貢献する。

社会貢献

概要

「持続可能な発展を導く科学」を支える基礎研
究と先端研究の高度化 

「持続可能な発展を導く科学」の骨格を創る基礎分野と，本
学の強みである教育学，物性物理，宇宙科学，材料科学，半導
体・ナノテクノロジー，バイオテクノロジー，食料科学などの分
野を融合し，より高度な世界的研究へと発展させる。また，原
爆の惨禍からの復興を支えてきた大学として，放射線災害に
係る医療に関する研究拠点を発展させるとともに，再生医療，
肝疾患や脳科学の分野を世界的な研究として発展させる。

タイトル

タイトル

変動する世界を俯瞰し，国際的にチャレンジす
る人財の輩出

地域と国際社会が協同して発展する社会連携
の強化
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広島大学のアクション

高度なIR機能に
基づいて変革を
進める大学

質の高い
教員・研究者を
養成する大学

教育と研究を
高度化する
連合大学

平和科学の
新機軸を
構築する大学

アクション 特長

●広島大学AKPI®等のIR活動の全国展開と大学
運営能力の向上
●大学の強みや特色を活かし，教育，研究，社会
貢献の機能を最大限に発揮
●ガバナンス体制の恒常的な評価と改善
●学長のリーダーシップの下で経営基盤を強化

●世界中の若手研究者や学生が多様な形で在
籍し，切磋琢磨するアカデミック・ゾーン

●学生と研究者が複数組織に所属する
International Mobility Program

●良い教育研究を行う教員や組織を支援する寄
附金制度，安定的な資産運用

●全ての学問分野が融合した多次元の持続性
（知の持続性×社会の持続性×人間の持続性×
自然の持続性）に寄与する科学
●学問領域を超えた平和科学（Peace across 

disciplines）の構築
●到達目標型教育プログラムを発展させた新た
な教育プログラムの構築
●イノベーション人財を輩出するためのチャレン
ジングなプログラムと環境の提供

●世界最高レベルのリベラルアーツ（自由七科＋
平和精神）を提供するための研究・開発を推進
する地域連合大学
●従来の規範意識が変化し，価値観が一層多様
化する未来社会において共存する全ての地域
と人々の持続的な発展と平和に向けた基礎研
究と応用研究：日本連合大学,アジア連合大学, 
世界連合大学

IR機能を活用した変革

流動型アカデミック・ゾーン

マルチバーシティ

財政的基盤

「持続可能な発展を導く科学」

平和・復興を共通理念とする連合大学
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未来に向かう広島大学の自画像

世界中から好奇心にあ
ふれる若者や学び直しの
社会人が集う，世界トッ
プレベルの教育・研究環
境を提供するキャンパス

生涯で何度でも学んでみ
たい「持続可能な発展を
導く科学」をリードしそび
え立つ知の世界的拠点

全ての構成員が，平和で
安定した輝かしい未来社
会の創造に向けて，自主
的に学び，誇りと希望に
満ちて挑むチャレンジン
グな大学
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広島大学から世界へ ～世界のトップ研究者に聞く～
世界トップの研究者を広島大学にお招きした「知のフォーラム」を継続的に開催。

世界を驚かせた研究者の講演やディスカッションを間近で聞けるまたとない機会になっており，
未来の科学者を目指す学生たちに，新たな夢と情熱を与えています。

ジョン・ガードン博士
英国ケンブリッジ大学 ウエルカムトラスト
英国癌研究基金ガードン研究所教授

山中 伸弥博士
京都大学iPS細胞研究所長・
広島大学特別栄誉教授

梶田 隆章博士
東京大学宇宙線研究所長・
東京大学特別栄誉教授

ポール・ナース博士
英国フランシス・クリック研究所長

第1回（2016年3月7日開催） 第2回（2016年11月29日開催） 第3回（2017年4月5日開催）

広島大学「知のフォーラム」を開催

2012年
ノーベル生理学・医学賞

受賞

2012年
ノーベル生理学・医学賞

受賞

2015年
ノーベル物理学賞

受賞

2001年
ノーベル生理学・医学賞

受賞

世界に羽ばたく。教養の力。
スポーツ・芸術・科学・ビジネスなど国内外で活躍されているリーダーがリレー形式で授業を担当。
新入生たちは，各界トップの生きざまやスピリッツに触れて，ワクワクする何かをつかんでいます。

2017年度は以下の方々に講義を行っていただきます。

佃 和夫氏
三菱重工業株式会社
取締役相談役

楠 雄治氏
楽天証券株式会社
代表取締役社長
文学部卒業

小山田 浩子氏
小説家（第150回芥川賞受賞)

文学部卒業

井上 康生氏
全日本柔道男子監督

池谷 裕二氏
東京大学薬学部教授

山坂 哲郎氏
株式会社バルコム
代表取締役
教育学部卒業

前川 正雄氏
株式会社前川製作所

顧問

野村 謙二郎氏
広島東洋カープ前監督

二宮 清純氏
スポーツジャーナリスト

中丸 三千繪氏
オペラ歌手

(マリア・カラス・コンクール優勝)

※50音順

新入生のための各界リーダーによる講義を開講
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〒739-8511 東広島市鏡山1-3-2
■URL https://www.hiroshima-u.ac.jp


