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広島大学附属学校園　再編・統合・移転計画の基本構想案について

  報道機関各位

平成１８年４月１８日 

国立大学法人広島大学 

広報グループ広報課長 

広島大学附属学校園 

再編・統合・移転計画の基本構想案について

 

　広島大学（学長：牟田泰三）では、本日、本学附属学校園の再編・統合・移転計画の

基本構想案をとりまとめましたので公表いたします。 

　概要は別紙のとおりです。 

　なお、本案はこれまで大学で構想した原案であり、今後の検討過程及び情勢等によ

り変更等もあり得ることも想定されます。附属学校関係者の協力を得ながら大学全体

で、将来における新しい附属学校園像を目指し推進していきたいと考えております。

２１世紀における広島大学附属学校園の将来構想

広島大学附属学校園　再編・統合・移転基本計画案の概要

 

【お問い合わせ先】 

広島大学附属学校部　附属学校支援課長　中原 

TEL：０８２−４２４−６９６１、６９６４ 

FAX：０８２−４２４−６９６８
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２１世紀における広島大学附属学校園の将来構想

 

○附属学校園の現状と課題 

　広島大学には、広島市に２箇所、東広島市、三原市、福山市に附属幼稚園及び附

属学校が位置し、全学の教育実習及び教育研究に従事しているところです。 

　しかしながら、大学の大部分が東広島市に移転した現状にあって、より効果的な教

育実習及び教育研究を大学と連携し推進していく課程で、これから附属学校園が散在

することによって下記のような問題が生じています。 

　・　他の国立大学には類のない校園数による管理運営上の困難性 

　・　殆どの附属学校園が地理的に遠隔となっているため、教育実習及び大学との 

　　　付属校が密接に協力して行う教育研究に支障が出ていること 

　・　教育実習生がこれからの実習校へ通うことへの経済的負担 

○現在検討中の再編・統合・移転計画基本構想案 

　このような諸問題に対し、広島大学では、平成１６年５月に発表した中期目標・中期

計画の中で「５地域に分かれている附属幼稚園・小・中・高等学校を３つの組織への再

編・統合及び一部組織の大学近隣地区への移転を図る」と掲げており、２１世紀にお

ける附属学校園の将来構想を計画することとしたものであります。 

　そこで、このたび策定した構想案の骨子は以下のとおりです。 

　・　広島大学の大部分が所在する東広島市へ新しい附属学校園を設置する。 

　・　その方向として、広島市所在の附属東雲小・中学校と三原市所在の附属三原 

　　　幼・小・中学校がもつ機能を、東広島市に移転する計画を検討する。 

　・　その中で、現在、広島県内に５地区１１校園として散在している附属学校園を、 

　　　３地区８校園へとスリム化を図る。（別紙概要参照） 

　・　附属学校園全体が機能的に学校運営を行うことによって、国立大学附属学校 

　　　が担うべき役割を効率的に果たして行く。 

○本構想案で検討すべき課題 

　今回、策定した再編・統合・移転計画案は、広島大学附属学校園の将来基本構想と

して検討してきたものです。今後は、下記について鋭意、検討を進めて参ります。 

　・　関係機関とも密接な連携を図り、解決していかなければならない様々な課題を 

　　　充分整理しながら、より詳細な計画を策定していく。 

　・　本構想案の検討過程では、移転が必要となってくる学校園に在籍する園児・ 

　　　児童・生徒に対して、可能な限り移転に伴う負担が生じることがないよう、充分 

　　　配慮した計画を検討する。 

　なお、本案はこれまで大学で構想した原案であり、今後の検討過程及び情勢等によ

り変更等もあり得ることも想定されます。附属学校関係者の協力を得ながら大学全体

で、将来における新しい附属学校園像を目指して推進していきたいと考えております。

　　　　　　平成１８年４月１８日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立大学法人　広島大学
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