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大学改革この１年 
－広島大学の改革の歩み－ 

（平成３０年６月～令和元年９月の取組） 
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SPLENDOR PLAN 2017 

（平成 29 年 4 月） 

◯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 

◯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 
 

建学の精神（昭和 25 年 11 月） 

○ 自由で平和な一つの大学 
 

理念５原則（平成 7 年 10 月） 

◯ 平和を希求する精神 

◯ 新たなる知の創造 

◯ 豊かな人間性を培う教育 

◯ 地域社会・国際社会との共存 

◯ 絶えざる自己変革 
 

総合戦略室 
令和元年 10月 作成 
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◎ 大学の改革に向けての方向性 

☆ 令和元年度の教育研究組織整備 

  ・広島大学大学院の生物・生命系の 4研究科 7専攻（一部を含む）を再編し「統合生命科学研究科」を新

設【平成 31年 4月】 

（目的）発展・変革し続ける生物学・生命科学系の研究領域に迅速に適応し，他の研究分野とも柔軟に

融合・連携しながら，イノベーションを創出し，基礎から応用まで，幅広い分野に対する理解と高い専

門性を身に付け，グローバル社会における様々な諸課題を解決できる研究者，高度専門職業人及び教育

者を育成する  

  ・広島大学大学院医歯薬保健学研究科を再編し「医系科学研究科」を新設【平成 31年 4月】 

（目的）医学・歯学・薬学・保健学の 4 分野における基盤的研究の深化と分野間の連携・融合を図り，

生命医科学の急速な進歩と医療技術の高度化に迅速に対応する先端的な教育研究を推進することによ

り，従来以上に高度なチーム医療を担うことができる高度専門医療人を育成するとともに，旧来の学問

分野の枠組みを超えて，複合領域や新しい領域で活躍でき，「持続可能な発展を導く科学」に貢献でき

る人材を育成する 

☆ 令和 2年度の教育研究組織整備 

  ・広島大学大学院の人文社会科学系・学際系の 6研究科 16専攻（一部を含む）を再編し，「人間社会科学

研究科」を新設することについて，文部科学省へ設置報告書を提出し，令和 2年 4月の設置が決定【令

和元年 8月】 

  ・広島大学大学院の理学・工学系の 5研究科 17専攻（一部を含む）を再編し，「先進理工系科学研究科」

を新設することについて，文部科学省へ設置報告書を提出し，令和 2年 4月の設置が決定【令和元年 8

月】 

☆ 新たな教育研究組織（研究科，学部等）と教員組織（学術院）の具体的な運営方法の構築や解決すべき課

題に対応するために役員会の下に設置された「新運営体制詳細設計検討 WG」から，「新たな教育研究組織に

対応した運営体制の詳細設計について」を答申【令和元年 5月】 

☆ 教育研究に関する協定の締結 

・本学の教育・研究の国際化や高度化のさらなる推進を目指し，マイクロン・テクノロジー財団と学術協

力協定を締結【平成 30年 6月】 

・インド科学産業研究委員会（CSIR）との間で国際共同研究・教育ハブを確立するための全学交流協定覚

書（MoU）を締結【平成 30年 10月】 

・地域における消費者政策と環境政策の研究並びに教育の推進，サステナブル経営の推進等の担い手を育

成するため，香川大学，信州大学，長岡技術科学大学と連携して設置する「サステナブル経営研究推進

機構」についての協定を締結【令和元年 6月】 

 

 

～「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大学院へ～ 

 2017年 4月に策定，公表した新長期ビジョン「SPLENDOR PLAN 2017」において，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ことを宣言した。 

 「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を構成するとともに，持続可能で平

和な共生社会の実現に貢献する新たな知識や価値の創造，イノベーション創出を担う人材の育成を広

島大学大学院のミッションとし，それを実現するために策定した「広島大学の大学院再編についての

基本的考え方（平成 29年 5月 16日教育研究評議会承認）」の方針に従い，大学院改革に取り組んでい

る。 
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◎ 教育に関する取組 
○ 平和を希求し，チャレンジする国際的教養人の育成 

平和を希求するグローバルな視野と幅広く深い教養，豊かな人間性を涵養することを基軸とし，さまざまな

教養教育・グローバル教育を展開 

☆ 各国政府代表者や在京大使による平和をテーマにした講

演会「ピース・レクチャー・マラソン」を開催 

第 1回：エジプト高等教育大臣・科学研究国務大臣  

カーリッド・アテフ・アブデル・ガッファー氏 

【平成 30年 10月】 

第 2回：リトアニア首相 サウリュス・スクヴェルネリス

氏【平成 30年 10月】 

第 3回：駐日トルコ共和国大使館特命全権大使 Ｈ．ムラ

ット・メルジャン氏【平成 30年 12月】 

第 4回：駐日欧州連合特命全権大使 パトリシア・フロア

氏【平成 31年 1月】 

☆ 全学部必修科目「大学教育入門」の一環として，スポーツ，芸術，科学，ビジネスなど各界で活躍されて

いるリーダーによる講演「世界に羽ばたく。教養の力」を開講【平成 31年 4月～令和元年 5月】 

 
○ 教育成果に係る評価 

☆ 「本当に良い就職をしている大学ランキング」において，全国 3位，「就職企業の『待遇満足度』が高い

大学ランキング」で全国 2位にランクイン【平成 30年 10月】 

☆ 「企業の人事担当者から見た大学のイメージ調査ランキング」において，「対人力」で全国 1位，総合ラ

ンキングで 5位にランクイン【令和元年 6月】 

 
○ その他教育に関する取組 

☆ 大学院理学研究科附属臨海実験所が，文部科学省の教育関係共同利用拠点に認定【平成 30年 9月】 

☆ 世界を牽引するゲノム編集研究者の育成を目指す「ゲノム編集先端人材育成プログラム」が，中国四国地

方で唯一，文部科学省「卓越大学院プログラム」に採択【平成 30年 10月】 

☆ 本学の教育の取組や学生生活，留学，就職・キャリア支援などについてご理解とご意見をいただくために，

学部 1年次生及び 2年次生の保護者・ご家族を対象に保護者向け「広島大学地域懇談会」を新たに開催 

【平成 30年 10月～12月】 

☆ 初等・中等教育を含む高等学校等との連携機能強化に向け，入学センターとエクステンションセンターを

統合して「高大接続・入学センター」を設置【平成 31年 4月】 

 

◎ 研究に関する取組 

☆ 「フューチャーアース（FE）」及び「持続可能な開発目標（SDGs）」に貢献する全学的な取組を推進するた

め，「広島大学 FE・SDGsネットワーク拠点」を設置【平成 30年 6月】 

☆ 相乗型豪雨災害を中心テーマとした災害科学に関する世界レベルの研究拠点を構築するため「防災・減災

研究センター」を設置【平成30年9月】 

☆ 脳科学を中心に，医学，工学，情報科学，人文社会科学など，幅広い分野の視点から融合的に探求し，「感

性科学」の学問体系の確立をめざす「脳・こころ・感性科学研究センター」を設置【平成 30年 10月】 

☆ ノーベル賞受賞者などの世界トップレベルの研究者による講演会「広島大学 知のフォーラム」を開催 

特別編：2001年ノーベル生理学・医学賞受賞 ポール・ナース博士【平成 31年 1月】 

第 4回：2014年ノーベル物理学賞受賞 天野浩博士【平成 31年 3月】 

第 1回ピース・レクチャー・マラソンの様子 
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☆ ゲノム編集分野における教育，研究及び産学連携の拠点化

をめざし，「ゲノム編集イノベーションセンター」を設置 

【平成 31年 2月】 

☆ 地域において喫緊の課題となっているものづくりのデジ

タル化に対応するため，「デジタルものづくり教育研究セン

ター」を設置【平成 31年 2月】  

☆ 植物乳酸菌とその代謝産物を利用した機能性食品，化粧品，

サプリメントの開発や創薬・医療応用を目指す動きを加速さ

せるため，本学 2例目となる外部機関研究所「未病・予防医

科学共創研究所」を開設【平成 31年 4月】 

 

☆ 世界トップクラスの研究大学として，国際展開力・発信力をさらに強化していくため，新たに自立型研究

拠点 3件，インキュベーション研究拠点 1件を認定 

 ＜自立型研究拠点＞ 

  ・広島大学健康長寿研究拠点【令和元年 5月】 

  ・エネルギー超高度利用研究拠点【令和元年 9月】 

  ・広島大学医療経済研究拠点（最先端国際プロジェクトとしても認定）【令和元年 9月】 

 ＜インキュベーション研究拠点＞ 

  ・次世代太陽電池研究拠点【令和元年 5月】 

☆ 大型の共同研究を企画・提案・獲得し，潤沢な資金循環を確保していくため，10 月 1 日に「オープンイ

ノベーション事業本部」を設置することを決定【令和元年 9月】 

☆ 産学協働の研究拠点を大学内に長期的に確保し，研究活動の更なる充実と産業界への一層の貢献を目指し，

新たに 6つの「共同研究講座」を設置 

  ・レクチノロジー共同研究講座：アルプス電気株式会社【平成 30年 6月】 

  ・次世代自動車技術共同研究講座 モデルベース開発研究室：マツダ株式会社【平成 31年 4月】 

  ・船舶設計イノベーション共同研究講座：常石造船株式会社【平成 31年 4月】 

  ・革新的冷凍システム設計技術共同研究講座：株式会社前川製作所【平成 31年 4月】 

  ・リキットバイオプシー共同研究講座：株式会社メディカルネット，株式会社ミルテル【平成 31年 4月】 

  ・データ駆動型スマートシステム共同研究講座：コベルコ建機株式会社【令和元年 7月】 

 

◎ 社会貢献に関する取組 
○ 平成 30年 7月豪雨への対応 
☆ 学術研究機関の立場から被災状況の調査と復興・まちづくり

の提言を行い，地域貢献の使命を果たすため，学内の防災研究

分野の専門家を集めた「広島大学平成30年7月豪雨災害調査団」

を設置【平成30年7月】 

☆ 大学病院から，DMAT（災害派遣医療チーム）など，医師，看

護師ら延べ260人による被災地での医療支援活動を実施 

【平成30年7月～】 

☆ 学生ボランティア団体「オペレーションつながり（東広島）」

や「COCO（霞）」を窓口として，延べ1,300人以上の学生がボラ

ンティア活動を実施【平成30年7月～】 

☆ 平成 30年 7月豪雨災害調査団の 1年間の活動を総括するため，最終報告会を開催【令和元年 7月】 

 

豪雨災害調査団による被災地の調査 

デジタルものづくり教育研究センター開所記念式典の様子 
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○ その他社会貢献に関する取組 
☆ 豪雨災害からの復興を進め，魅力的なまちづくりを目指す「くれワンダーランド構想推進会議」からの提

案を受け，呉・芸南地域における広島大学の教育・研究の拠点として，社会人教育や技術相談，情報発信な

どの取組を行っていくために，呉市役所庁舎内に「広島大学呉サテライト」を開設【平成 31年 1月】 

☆ 広島大学の学術的な蓄積や教員・学生等の力を活用し，地域社会が直面する課題の解決や地域の活性化の

ために貢献することを目的とした「地域の元気応援プロジェクト」をスタート【令和元年 7月】 

☆ 広島大学と東広島市が共同提案した「アカデミック・エンタープライズが駆動するサステナブル・ユニヴ

ァーシティ・タウン構想」が，文部科学省の支援施策「2019年度科学技術イノベーションによる地域社会

課題解決（DESIGN-i）」に採択【令和元年 7月】 

☆ 組織的かつ中長期的な産学官連携の強化を推進し，地域社会ならびに国際社会の平和と発展に貢献するた

め，企業等と包括的協力協定を締結（10件） 

・福島県（目的：東日本大震災からの復興及び地域の活性化を図ること）【平成 30年 8月】 

・アヲハタ株式会社（目的：食品産業分野などにおける最先端の技術開発を行い，研究開発・人材育成な

ど相互の協力に基づき得られた研究成果を，広く社会に還元・貢献すること）【平成 30年 10月】 

・公益財団法人平山郁夫美術館（目的：国際文化芸術発信拠点の形成と人材の育成に資すること） 

【平成 30年 11月】 

・広島市（目的：双方が持つ資源を有効に活用した取組を進めることで，市民福祉の向上や，地域全体の

教育・学術研究機能の向上等に寄与すること）【平成 30年 11月】 

・株式会社バルコム（目的：小売業における研究開発・人材教育などを行い，広く社会に貢献すること） 

【平成 30年 12月】 

・広島県（目的：地域の様々な課題に迅速かつ適切に対応し，県民サービスの向上及び地域社会の活性化

を図ること）【平成 30年 12月】 

・広島県・株式会社広島銀行・公益財団法人ひろしま産業振興機構・公益財団法人ひろしまベンチャー育

成基金（目的：広島県内における人財・資金・情報等を集積・結合することで，イノベーションを持続

的に生み出し，広島県内に新たな産業・事業者が創出される好循環（イノベーション・エコシステム）

を構築すること）【平成 31年 4月】 

・常石造船株式会社（目的：海事及び環境分野に適用可能な最先端の技術開発を行うこと） 

【令和元年 5月】 

・株式会社 NTTドコモ（目的：5Gを適用した技術開発を行うこと）【令和元年 5月】 

・広島県・アッヴィ合同会社（目的：健康寿命の延伸を目指した取組を連携して進めることにより，県民

のより一層の健康な生活の実現を図ること）【令和元年 7月】 

 

 

◎ 国際戦略に関する取組 
○ 国際機関・海外政府機関との連携強化 

本学が行う教育，研究，国際貢献の全般において，広島大学の

強みを活かしつつ，互いを高め合うパートナーとしての協働を通

して共通の課題に対応するため，国際機関や海外政府機関と積極

的に連携 

☆ インドネシア ジャカルタの副大統領公邸において，ムハ

ンマッド・ユソフ・カッラ副大統領と越智学長が，これから

の両国間の学術交流の拡大（150人を超えるインドネシアか

らの学生受入れやインドネシア政府奨学金（LPDP）受給者の

派遣先が東京大学・京都大学に限定されたこと等）について

会談【平成 31年 2月】 カッラ副大統領と越智学長の会談の様子 



7 
 

☆ 横浜で開催された TICAD 7（アフリカ開発会議）の会場に

おいて，アブドゥルファッターハ・エルシーシ エジプト大

統領と越智学長が，これからの両国間の学術交流の拡大（大

統領プロジェクトとして新設予定のガララ大学へのカリキ

ュラム作成協力や教員派遣・年間約 100人のエジプトからの

学生受入れ等）について会談【令和元年 8月】 

 

 

 

 

○ 世界とつながる国際的ネットワークの構築 

研究者や研究成果などの学術交流や学生交流など多様な国の大学間での様々な交流を深めるとともに，国際

共同研究のハブ構築を目的とし，世界各国・地域の大学・機関との国際的ネットワーク（交流協定・海外拠点）

の構築を推進 

 ☆ 新たな大学間国際交流協定の締結（51機関 53協定） 

・テキサス大学オースティン校【平成 30年 7月】 

・ルワンダ大学【平成 30年 11月】 

・広東外語外貿大学【平成 30年 11月】 

・バーモント大学【平成 30年 12月】 

・サンクトペテルブルグ大学【平成 31年 4月】 

・四川師範大学【平成 31年 4月】 

・山東科技大学【令和元年 5月】 

・江蘇師範大学【令和元年 6月】 

・鄭州大学【令和元年 7月】 

  ほか 42機関（令和元年 9月末までに全 360協定を締結） 

☆ 新たに 6海外拠点（センター）を開設 

・中国・燕山大学に「広島大学・燕山大学 言語文化研究センター」を開設【平成 30年 8月】 

・モンゴル・ウランバートル大学に「広島大学モンゴル研究センター」を開設【平成 30年 9月】 

・ドイツ・ミュンスター大学に「広島大学ミュンスターセンター」を開設【令和元年 5月】 

・中国・西南政法大学に「広島大学国際教育交流センター」を開設【令和元年 8月】 

・中国・長春大学に「広島大学－長春大学特別支援教育研究センター」を開設【令和元年 8月】 

・メキシコ国立自治大学に「広島大学メキシコセンター」を開設【令和元年 9月】 

（令和元年 9月末現在の海外拠点数：22） 

 

○ その他国際戦略に関する取組 

☆ 日本と台湾間における学生や研究者交流の拡大に向けた議論を深めるため，「第 2回日台大学学長フォー

ラム」を，広島大学が開催校として開催【平成 30年 6月】 

☆ 学内・地域・海外へと展開する日本語・日本文化教育拠点として，国際センターを改組し，「森戸国際高

等教育学院」を設置【平成 30年 10月】 

☆ 留学生受入れプログラム「広島大学森戸国際高等教育学院 3+1プログラム」にて，第 3期生 146人（第 2

期生 90人）を受入れ【平成 30年 10月】 

☆ 外国人留学生等が英語で気軽に相談できる窓口として森戸国際高等教育学院「ウェルカムデスク」を開設 

【令和元年 5月】 

 

◎ 病院に関する取組 
☆ 革新的半月板損傷治療技術の創生研究が，国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の公募事業に

採択【平成30年10月】 

エルシーシ大統領と越智学長の会談の様子 
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☆ 広島大学病院が，広島県におけるアレルギー疾患医療の中心的役割を担う「広島県アレルギー疾患医療拠

点病院」に指定【平成31年2月】 

☆ 在宅医療を進めるため一定の診療補助を行う看護師を養成する「看護師の特定行為研修を行う指定研修機

関」に，広島県内初の機関として指定【平成31年2月】 

☆ てんかんセンターが実施主体となる「カトマンズと周辺地域におけるてんかん診断能力向上及び地域連携

強化事業」が，JICAの「草の根技術協力事業」（草の根協力支援型）に採択【令和元年8月】 

 

◎ 管理運営に関する取組 

☆ 「広島大学が躍動し広島の地を活性化させる基金推進会」を設立し，対外的な大口寄附募集を開始 

【平成 30年 7月】 

☆ 在学生，教職員，同窓生，市民の方々と交流する事業「第 12回ホームカミングデー」を開催 

【平成 30年 11月】 

☆ 受動喫煙防止対策の徹底及び禁煙教育の推進等の観点から，2020 年 1 月からキャンパス内を全面禁煙と

する「広島大学キャンパス全面禁煙宣言」を発表【平成 31年 1月】 

☆ コミュニケーションマークを廃止し，本学のシンボルマークを学章に統一【平成 31年 3月】 

☆ 「アジア太平洋で最もイノベーティブな大学ランキング TOP75」において，国内 13 位（アジア全体では

45位）にランクイン【令和元年 8月】 

☆ 基礎研究から産学連携，技術移転まで一貫したシームレスな研究マネジメント体制を構築するため，学術

室，社会産学連携室を統合，並びに産学・地域連携センターの機能を集約して，10 月 1 日に「学術・社会

連携室」を設置することを決定【令和元年 9月】 


