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新たな「知」の創造拠点として，また県政活性化のための産学官連携の推進

や地域課題解決に対する貢献等，県立大学としての役割が求められていま

す。「知」の創造・応用・蓄積を図り，「地域に根ざした県民から信頼される大

学」を目指して教育・研究・地域貢献活動を積極的に推進し，その存在価値

を示します。

エネルギア・コミュニケーションズ,中国電力,中国放送,広島ガス,広島電鉄,広島銀行,もみじ銀行,オタフクソース,デリカウイング,山陽乳
業,生活協同組合ひろしま,やまひろ,国立病院機構広島西医療センター,尾道市公立みつぎ総合病院,因島医師会病院,伊予銀行,扶
桑薬品工業,クラシエフーズ,山陰合同銀行,山陽科学研究所,日立システムズ,国立病院機構岡山医療センター,兵庫県立こども病院,
香川こだま学園,広島県,広島市,福山市,庄原市,広島県警察本部,山口県,鳥取県,福岡県,京都市,京都府警察,東京都　など

●沿      革／

●キャンパス／

●教  員  数／

●学生総数／

平成17年4月に3つの県立大学（県立広島女子大学,広島県立大学,
広島県立保健福祉大学）を統合し開学
[広島キャンパス]広島市南区宇品東一丁目1-71
[庄原キャンパス]庄原市七塚町562
[三原キャンパス]三原市学園町1-1
教授111人, 准教授76人, 講師29人, 助教33人, 助手4人
うち外国人教員12人
男862人, 女1,789人, 計2,651人

●授業に対する在学生の満足度は
94％です！（平成24年度）
●教員一人当たりの学生数は約１０名
と,少人数教育を実現。丁寧な指導が
魅力です。
●卒業論文が全員必修で,課題発見力
や調査研究力だけでなく,文章構成や
プレゼンテーションなどの表現力が身
に付きます。

実践力のある人材の育成
［優れた教育力］

地域に根ざした高度な研究
［優れた研究力］

●平成25年4月,広島市中心街の県民文化
センターにサテライトキャンパスひろしまを
開設。県内大学等と連携を取り,単位互換
や,学生の交流拠点として活用しています。
●平成24年には江田島市との連携事業で,
江田島の魅力を学生目線で提案するなど,
学生も地域
貢献に積極
的に参加し
ています。

大学資源の地域への提供
［優れた地域貢献力］

●高い就職率95.0％（平成24年度）97.6％
（平成23年度）97.5％（平成22年度）。
●就職支援プログラムが充実しており,社会で
活躍できる行動力や人間力を身に付けた人
材の育成を目指します。
●国家試験合格率は毎年全国平均を上回っ
ており,資
格取得に
強い大学
です。

きめ細やかな就職支援 
［優れた就職率］

●[広島]蔵書数25万冊を誇る特徴的な
デザインの図書館があり，｢知」の創造・
蓄積にふさわしい都市型キャンパス。
●[庄原]高原に広がる緑の中，池の周囲
に煉瓦色の校舎や様々な施設があり，
自然に囲まれた美しいキャンパス。
●[三原]最新設備が整った実習室が充
実。臨床現場に身近に接することがで
きる附属診療センターがあり，高台にあ
るお城のようなキャンパス。

充実した施設・設備
［優れた学習環境］

グローバル化社会に対応した
人材育成の推進
［優れた国際力］

学 校 の 特 色

学 部 ・ 学 科

｜主な就職先｜

人間文化学部の目的は,“地球的規模での共生”の視点から,人間と社会のあるべき姿を探り,多様な文化の理解と
健全な生活の追求に必要な知性・先見性・専門知識を活用できる人材を育て,地域社会に貢献することです。その
ため,学部を構成する「国際文化学科」と「健康科学科」は,それぞれの専門分野にとどまることなく,幅広い知識を生
かして,種々の問題に積極的に関わる能力を身に付けた人材を育成します。 

取得を目指す
資格・免許

取得を目指す
資格・免許

取得を目指す
資格・免許

取得を目指す
資格・免許

■国際文化学科：中学校教諭一種免許状（英語・国語・社会）,高等学校教諭一種免許状（英語・国語・地理
歴史・公民）,学芸員資格　■健康科学科：管理栄養士国家試験受験資格,栄養教諭一種免許状,栄養士
免許,食品衛生管理者,食品衛生監視員

経営情報学部の目的は,企業や行政,NPOなどの組織が現実に直面している課題をその本質までさかのぼり,経営
学と情報学の双方の視点から分析して,学問的に発展させた成果を地域の活性化に役立てることです。そのため,
学部を構成する「経営学科」と「経営情報学科」のコア科目を共通化し,経営管理と情報処理のスキルを身に付け,
知的創造立県の実現に向けて実践力のある人材を育成します。 

■経営学科：高等学校教諭一種免許状（公民） 
■経営情報学科：高等学校教諭一種免許状（情報）

生命環境学部の目的は,生命科学と環境科学を密接に関連付けて,医療・環境・食料などの多様な現代的問題を
解決し,最先端の研究を通して地域に貢献する人材を育成することです。そのため,生命科学と環境科学の両方を
同時に学べるカリキュラムの履修や,自然科学の深い理解と広範囲な知識・技術の体得により,複合的な視野を持
った研究者・技術者を育成します。

■生命科学科：中学校教諭一種免許状（理科）,高等学校教諭一種免許状（理科）,食品衛生管理者,食品
衛生監視員　■環境科学科：中学校教諭一種免許状（理科）,高等学校教諭一種免許状（理科）,食品衛
生管理者,食品衛生監視員

保健福祉学部の目的は,保健・医療・福祉の分野において,身体的・精神的・社会的援助を必要とする人々への包
括的なケアシステムを先導していくプロフェッショナルを育てることです。そのため,学部を構成する５学科が連携を
図り,臨床・実践教育に重点を置いたカリキュラムで,現代の医療と地域ケアに求められるチームアプローチを実践
的に学び,高度な技術と豊かな人間性を備えた人材を育成します。

■看護学科 ： 看護師国家試験受験資格,保健師国家試験受験資格（選択） ■理学療法学科 ： 理学療法士国家
試験受験資格 ■作業療法学科 ： 作業療法士国家試験受験資格 ■コミュニケーション障害学科 ： 言語聴覚士国
家試験受験資格 ■人間福祉学科 ： 社会福祉士国家試験受験資格,精神保健福祉士国家試験受験資格（選択）

国公立大学

1 2 3

4 5 6

授業に対する在学生の満足度は ●大学の研究力の指標となっている科学
研究費助成事業の採択件数（平成24
年度）は,88件となり中四国,九州・沖縄
にある25の公立大学の中で6年連続
トップです。
●地域における共同研究の推進と地域へ
の還元をはかるため,広島県や県内市
町,企業等と地域の課題解決や活性化
に取り組んでいます。

●中国,韓国,タイ,アメリカ,ドイツなどの主要１6
大学と協定を結び,学生の留学を支援。大
学のさらなる国際化を目指します。
●留学生の倍増を目標とし,アジアを中心とし
た様々な国や地域から多くの留学生を迎え
入れています。留学生との交流活動を通じ
て,異文化コ
ミュニケー
ションを実
践的に学べ
ます。

人間文化学部 ●国際文化学科　●健康科学科

経営情報学部 ●経営学科　●経営情報学科

生命環境学部 ●生命科学科　●環境科学科

保健福祉学部 ●看護学科　●理学療法学科　●作業療法学科
●コミュニケーション障害学科　　●人間福祉学科
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県立広島大学

●大学院
総合学術研究科（人間文化学専攻，経営情報学専攻，生
命システム科学専攻，保健福祉学専攻）
●専攻科／助産学専攻科
●特別入試等の有無
ＡＯ入試・・・なし
推薦入試・・・あり
帰国生徒特別選抜・・・あり
●学外試験会場
生命環境学部 広島市で実施（一般選抜のみ）
●入学料
282,000円（広島県内在住の方）
394,800円（広島県外在住の方）
●授業料／535,800円（年額）
●学生寮
庄原キャンパス：定員：男子～50人・女子～50人　　
広さ：10平方メートル　人数：1人部屋　寮費：月1,200円

卒業生の声

●在学生からのメッセージ
●卒業生の声

MESSAGE
&

VOICE

私は現在,助産師として,ハイリスク妊産婦の管理が中心となる

総合周産期母子医療センターで働いています。近年,高年妊婦

の増加などにより,妊娠・分娩の異常が予想されるハイリスク妊

婦は確実に増加しています。在学中は,時代のニーズにあった

講義も多く,仕事を行う上で必要とされる判断と対応を学ぶこと

ができました。私は,妊娠・出産・育児という女性とその家族の大

きなライフイベントに関われる職業を誇りに思い,妊産婦さんなど

対象者の笑顔に支えられ日々頑張っています。看護学科と助

産学専攻科での学びは,これらのエネルギーを生み出す歯車と

なっています。

県立広島病院　助産師

河 原  千 里さん

在学中に培った知識や技術が
日々の原動力になっています。

私は現在,広島ガスにて家庭用営業を担当しています。この仕

事に携わることで,多くの方 と々関わる機会がとても増えました。

そして,より良い結果を出すためには,それらの方々に応じた適切

なコミュニケーションが求められ,その度に大学生活で多くの

方 と々過ごした時間から得たものに助けられていると常々感じて

います。大学生活では授業,部活,アルバイトを含め,とても多くの

方 と々出会う機会があり,今の自分にとって非常にプラスになり

ました。これからの会社生活でより多くの方 と々関わることになっ

ていきますが,それらの機会から多くを学び,成長できるよう日々過

ごしていきます。

大学での様々な人との出会いから
多くの事を学びました。

広島ガス㈱

●平成23年3月卒業
　人間文化学部国際文化学科

●保健福祉学部看護学科
　平成23年3月卒業,
●助産学専攻科 平成24年3月修了

河 野  輝 久さん

少人数の学科で先生や
クラスメートと深い関係を築け,
協力して何事も乗り越えられる。

健康科学科３年
髙田 菜奈子さん

大学生活は自らアクションを
起こし,様々なことを自由にできる
最高の場所！ 経営学科３年

助宮 勇一郎さん

実習を学内のクリニックで
行ったり,患者さんとの交流会など,
県大でしか経験できないことが沢山！

コミュニケーション障害学科4年
小松 千絵さん

実習やボランティア,サークルなど
様々な経験ができるのも魅力！

人間福祉学科3年
高下畑 宏行さん

「環境」を学ぶ上では
最適な場所。恵まれた自然を
研究対象としている研究室も。

環境科学科4年
清明 祐一さん

３年生から研究室へ配属,
植物系や動物系,食品系など
様々な分野を学ぶことができる！

生命科学科４年
髙橋 依子さん

入 試 ・ 入 学 情 報

内容／●学部学科案内 ●摸擬講義 ●施設見学 ●キャンパスツアー（一部キャンパスのみ）など
庄原キャンパスのみ広島県内各地から無料送迎バスを運行！ 詳しくはHPをご覧ください。

［広島キャンパス］　広島バス「31号（翠町）線」にて「県立広島大学前」下車～徒歩1分
［庄原キャンパス］　広島バスセンター～庄原バスセンター　直通高速バス「県立広島大学前行き」約1時間40分
［三原キャンパス］　JR三原駅南口バス5番乗り場から芸陽バス「頼兼線」に乗車（約15分）「県立広島大学」（終点）下車

●広島キャンパス大学祭

●フィールド科学実習

●三原キャンパス食堂

●庄原キャンパス大講義室

●三原やっさ祭りへの参加

●宮島観光
　英語ボランティアガイド講座

本部教学課入試担当　　
〒734-8558　広島市南区宇品東一丁目1-71

TEL０８２-２５１-９５４０　［ＨＰ］ http://www.pu-hiroshima.ac.jp/

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/life/5/5/36/

puhnyusi@pu-hiroshima.ac.jp

国際文化学科

健康科学科

経営学科

経営情報学科

生命科学科

環境科学科

看護学科

理学療法学科

作業療法学科

コミュニケーション障害学科

人間福祉学科

人間文化学部

経営情報学部

生命環境学部

保健福祉学部

入学定員学　科学　部
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入学定員 入試・入学の概要

お問い合わせ先

●お問い合わせ

●アクセス

●E-mail

●入試情報URL

8月9日● 広島キャンパス 人間文化学部／経営情報学部

● 三原キャンパス 保健福祉学部

8月10日土

金

8月9日金

● 庄原キャンパス 生命環境学部

イベント盛りだくさん！ 2013オープンキャンパス開催！OPEN
CAMPUS
OPEN
CAMPUS

オープン
キャンパス

【平成26年度入学者選抜日程】 〔推薦入試〕●試験日:平成25年11月21日（木）●合格発表日:平成25年12月6日（金）※健康科学科は平成26年2月11日（火）
〔一般選抜〕●試験日:平成26年2月25日（火）（前期日程）,平成26年3月12日（水）（後期日程）●合格発表日:平成26年3月8日（土）（前期日程）,平成26年3月20日
（木）（後期日程） ※その他詳細は,「平成２６年度入学者選抜要項」でご確認ください。

入試
メモ
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