
学生一人ひとりの確かな自己成長と
豊かな人間関係力の育成

比治山大学

比治山大学・比治山大学短期大学部は,「悠久不滅の生命の理想に向かっ

て精進する」という建学の精神・理念のもとに,学生や教職員全てが互いに

個性豊かな人間として尊重し合い,支えあいながら学び,共に成長しあう「学

びの共生社会」をめざしています。

●沿      革／

●教  員  数／
●学生総数／

平成6年４月　比治山大学現代文化学部開学,平成10年4月比治山大学
を男女共学化
教授29人 准教授17人 講師7人 助手1人 うち外国人教員２人
男635人　女619人　計1,254人

学 校 の 特 色

学 部 ・ 学 科

広島トヨタ自動車,中国スズキ販売,中国クボタ,ワコール,イッセイミヤケ,ジャパンインターナショナル,三陽商会,良和ハウス,伯和グルー
プ,キンキホーム,広島放送,ＪＴＢ中国四国,日本マクドナルド,バッケンモーツァルト,藤い屋,ユアーズ,生活協同組合ひろしま,日本郵政グ
ループ,広島市消防局,防衛省自衛隊,山陰合同銀行,広島市信用組合,広島市立中学校（国語）,東京都公立小学校,広島県公立小
学校,東広島市（保育士）,太田川学園,大竹市中央幼稚園　など

｜主な就職先｜

私立大学

●スキなものと,とことん向きあって生まれる学びを
学習サポートセンターや海外学習プログラムな
どのサポート体制,様 な々共通教育科目によっ
てあなただけの「スキル」に育てていきます。
●『「スキ」を「スキル」に』をモットーとして,入学時か
ら卒業時まで教職員と学生との信頼関係を基
盤とした少人数教育・指導を重視しています。

●学生一人ひとりの豊かな個性を尊重し,課題
探求力,コミュニケーション力,行動力など,社会
人として求められる「人間力」を有している人間
の育成をめざしています。

「スキ」を「スキル」に

●地域社会に貢献できる人材を送り出すため,
文部科学省に採択された大学教育・学生支
援推進事業の学生支援推進プログラム「学
生一人ひとりに対応した全学的なキャリア
形成支援」を継続して実施し,就職活動を強
力にサポートしています。
●1年次から段階的に発展させていくキャリア
形成に関する授業プログラムにより,自己分
析や就職に必要なマナー,社会人として必
要な要素を身につけることができます。

一人ひとりに対応した
充実のキャリア支援

●教員免許取得や教員採用試験の受験を
希望する学生に対し,「教職指導センター」
では相談,個別指導,教員採用試験の対策
講座などを実施し,採用試験のための受験
指導,教育実習の指導等を行っています。

●学習に関する様々な疑問や悩みなどの相
談を受けつける「学習サポートセンター」を
設置し,一人ひとりの悩みに対し,よりきめ細
やかに応えられる体制を整えています。

学生の学びを
しっかりサポート

●交換留学制度：本学の協定校に半年または1
年間,交換留学生として在籍し,派遣先大学で
開講されている授業科目や語学研修用の授
業を履修し,単位を修得するプログラムです。
●海外短期研修制度：夏季休業等の期間を利
用して,海外の研修先で英語やその国の文化
を学びます。
●シドニー大学ランゲージ・イマージョン・プログラム
へ,トーキングパートナーとして,3週間程度,現地
の教師のもとで日本語の授業に参加します。

比治山
海外学習プログラム

●交通の利便性も高く,市内中心部に位
置するキャンパスは,豊かな自然にも囲ま
れ,理想的な学びの環境です。
●最新設備を取り入れた実験室や音楽
室を整備し,体育館（アリーナ）を設置し
た国信教育館,学生たちの出会いと語
らいの場である学生会館など,様々な施
設設備が充実しています。

充実した学習施設

●比治山大学のクラブ・同好会活動では,
大学と短大が同じキャンパスにあるとい
う特徴を活かして,幅広い交流が生まれ
ています。
●学生生活の楽しい思い出が,たくさん生
まれるクラブ・同好会活動は「スキ」に打
ち込める絶好の場です。あなたが夢中
になれることを見つけてください。

幅広い交流が生まれる
サークル活動
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「スキ」を「スキル」に

充実した学習施設海外学習プログラム

取得を目指す
資格・免許

●日本語文化コース/言語表現,文学・文化の分野で組み立てたカリキュラムにより,多角的な観点から日本語とその背景となる日本文
化が学修できます。●国際コミュニケーションコース/英語の基礎力を身につけると同時に,コンピューターリテラシー教育にも重点を置
いています。英語によるコミュニケーションだけではなく,国際社会の中で実際に役立つ能力を身につけるカリキュラムを用意しています。

現代文化学部は,国際化,情報化の進む現代社会における文化の特質や諸相を的確にとらえ,文化の継承・創造・発展に寄与し,地域社会の発展に貢献で
きる人材を育成します。

■中学校・高等学校教諭一種免許状（国語 ： 日本語文化コース）（英語 ： 国際コミュニケーションコース） ■学校図
書館司書教諭資格 ■日本語教員養成課程修了証 ■学芸員資格 ■レクリエーション・インストラクター資格認定証

現代文化学部 ●言語文化学科　●マスコミュニケーション学科　●社会臨床心理学科　●子ども発達教育学科

●言語文化学科

取得を目指す
資格・免許

マスコミの世界はもちろん,さまざまな分野において,情報を武器に,世の中を動かす人を育てます。そのため,取材・番
組制作・広告企画・ホームページ制作・市場調査など,実習を中心にカリキュラムを構成しています。授業を担当する
教員に各分野の“現場出身者”が多いのも特色のひとつとなっています。

■高等学校教諭一種免許状（情報）　■学校図書館司書教諭資格　■学芸員資格　
■レクリエーション・インストラクター資格認定証

●マスコミュニケーション学科

取得を目指す
資格・免許

豊かな人間関係を作るための援助者となれる人材を育成することを目標としています。そのために,社会,臨床,発達,
認知,実験心理学など心理学の幅広い知識を学習するとともに,良好な人間関係を築くための「豊かな共感性」と
「確かなコミュニケーション能力」が身につけられるよう,実践的なカリキュラムを用意しています。

■日本心理学会認定心理士資格　■レクリエーション・インストラクター資格認定証

●社会臨床心理学科

取得を目指す
資格・免許

２００９年度に発足した本学科は,子どもの成長・発達をサポートするプロフェッショナルとしての深い専門的知識と確
かな実践力・指導力,そして豊かな人間性を兼ね備えた人材を育てます。そのために,小学校教諭,幼稚園教諭,保育
士などの免許・資格を複数取得できるよう多彩なカリキュラムを用意しています。

■小学校教諭一種免許状　■幼稚園教諭一種免許状　■保育士資格　■学校図書館司書教諭資格
■レクリエーション・インストラクター資格認定証

●子ども発達教育学科

比治山大学
Hijiyama University

健康格差を解消する対策が地方自治体でも積極的に進められており,そういった社会的ニーズに応え,食と健康（食
育指導,栄養マネジメント）に強い「管理栄養士」養成学部・学科を設置構想中です。人々の生活を健康・栄養や食
事面から支援し,生活の質の向上に指導的役割を果たせる専門的能力技術を育成し,また地域社会の発展に貢献
できる幅広い視野と豊かな人間性を持った,管理栄養士を養成します。

取得を目指す
資格・免許 ■栄養士免許証　■管理栄養士国家資格受験資格　■栄養教諭一種免許状

健康栄養学部 ●管理栄養学科 ［平成26年4月 設置構想中］

★比治山大学短期大学部の情報は111ページをご参照ください。
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比治山大学

卒業生の声

●在学生からのメッセージ
●卒業生の声

MESSAGE
&

VOICE

入学当時，私は「保育士」をめざしていましたが，数多くの実習を

重ねていくごとに，その夢は「小学校教諭」へとシフトしていきまし

た。それは乳幼児よりも小学生の方が，教えたことや伝えたこと

がすぐに子どもたちの成長として現れ，一人ひとりの成長を，より

肌で感じることができると思ったからです。大学では小学校教諭

一種免許状の他，保育士資格も取得することができたので，今

後は小学校６年間だけを見るのではなく，幼稚園や保育園など

就学前との接続や連携，発達段階なども考えながら指導できる

先生になりたいと思っています。

福山市立竹尋小学校 勤務

松 谷  美 希さん

平成
25年卒

これからも子どもたちの成長を
間近で見守っていきたい

「フラワーフェスティバル」や「ひろしま国際平和マラソン」など，

株式会社中国新聞企画サービスは，中国新聞社が主催するイ

ベントや展示会の企画・運営を行っている会社です。

そんな職場において，大学で学んだ「何事に対しても責任を持

つことの大切さ」は，仕事をするうえでの礎になっています。また，

記事の組み方や「全国紙と地方紙の違い」など，専門的な知識

を学べたことは，新聞社のグループ会社で働くにあたって，大きな

手助けとなりました。

今後は，まわりの人への気配りができる人間に成長したいと思っ

ています。

まわりの人への気配りや
手助けができる人になりたい

株式会社中国新聞
企画サービス 勤務

久保田　陽介さん

平成
20年卒

入試広報室
〒732－8509　広島県広島市東区牛田新町四丁目１番１号 TEL０８２-２２９-０１５０

http://www.hijiyama-u.ac.jp

nyushid@hijiyama-u.ac.jp

言語文化学科

マスコミュニケーション学科

社会臨床心理学科

子ども発達教育学科

管理栄養学科 新教育棟完成イメージ

新調理学実習室完成イメージ

現代文化学部

健康栄養学部（設置構想中）

入学定員学　科学　部

120

60

60

70

70

380合　　計

入学定員

お問い合わせ先

●お問い合わせ

●アクセス

●E-mail

●入試情報URL

入 試 ・ 入 学 情 報

入試・入学の概要

●大学院／現代文化研究科・・・現代文化専攻（募集定員9名）,臨床心理学専攻（募集定員5名）
●特別入試等の有無
ＡＯ入試・・・あり　推薦入試・・・あり　社会人特別選抜入試・・・あり　帰国子女特別選抜・・・あり
［スカラシップ入試］入学試験において,成績優秀な生徒をスカラシップ生として選考し,授業料（半期分）を免除する制度。
志願できる入試は「指定校推薦入学試験」「一般推薦（専願）入学試験」「一般入学試験〔前期A日程〕」
●学外試験会場／福山,三次,松江,浜田,周南,松山　※入試日程により実施会場が異なります。
●入学料／270,000円
●授業料／言語文化学科・マスコミュニケーション学科／910,000円（年額）　
社会臨床心理学科・子ども発達教育学科 ／950,000円（年額） ※施設設備費・実験実習費含む　　　　　
奨学金制度：「比治山大学奨学生（減免）」「比治山大学後援会奨学金（給付）」「比治山学園国信玉三奨学金（給付）」「（財）忍和育英会（給付）」

7月7日日

日

日

● 第2回オープンキャンパス

8月4日　5日月● 第3回オープンキャンパス

9月1日● 第4回オープンキャンパス

実際にキャンパスを体感してみよう！ この機会がチャンスです！！OPEN
CAMPUS
OPEN
CAMPUS

オープン
キャンパス

憧れの先生に
一歩でも近づくために，

毎日の勉強を頑張っています。

高校生の頃，苦手だった英語。
その楽しさを教えてくれました。

日本語の奥深さを感じる。
そんな充実した毎日を
過ごしています。

クラブ活動は楽しいだけでなく，
そこから学べることも
多くあります。

高校にはない，
心理学という学びの面白さを

実感しています。

映像・編集，広告・
マーケティング，情報メディアなど
ざまざまな分野の知識を学べる！

子ども発達教育学科（4年）

言語文化学科（２年）

言語文化学科（４年）

社会臨床心理学科（3年）

社会臨床心理学科（2年）

マスコミュニケーション学科（４年）

［広島駅から］ ●福屋前20番乗り場/約12分,広島交通・JRバス 千足,深川,高陽方面行（にぎつ経由）→牛田新町四丁目下車 ●Bホーム8番

乗り場/約25分,広島交通・JRバス・広島バス 高陽方面行（広島バスセンター経由）→牛田新町四丁目下車　［広島バスセンターから］ 約11分,

広島交通・JRバス・広島バス 高陽方面行（基町経由）→牛田新町四丁目下車　［八丁堀から］ 約15分,広島電鉄バス 戸坂方面行（白島・牛田

大橋経由）→牛田新町四丁目下車　［タクシー］ 約15分 広島駅・バスセンター・八丁堀から　［アストラムライン］ 約8分 県庁前駅→不動院前

駅（比治山大学前）下車　［広島インターチェンジから］ 約10分 国道54号線（祇園新道）を広島市内に向かって約3km走行

AO入試（アドミッションズ・オフィス入試）,推薦入試（指定校,一般（専願）,公募,後期）,一般入試（前期A・B・C日程,後期）,大学入試センター試験利用入試（A・B・C日程）,
社会人入試や外国人留学生入試などの入試方法があります。募集人員,受験資格,選抜方法などは,2014年度大学案内や学生募集要項などでご確認ください。

入試
メモ

★比治山大学短期大学部の情報は111ページをご参照ください。
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