
取得を目指す
資格・免許

経済学とは,私たちの生活を支える,生産,流通,消費といった経済活動や,有効な経済政策のあり方について科学
的な視点から探求する学問です。本学科では,経済学の理論や歴史,政策,金融といった専門知識を身につけるとと
もに理論的思考力,現状分析能力,政策提言能力,企画提案能力などの養成も目指しています。

■中学校教諭一種免許状（社会） ■高等学校教諭一種免許状（地理歴史・公民） ■ファイナンシャル・プランナー 
■中小企業診断士 ■不動産鑑定士 ■国税専門官 ■ビジネス実務・法務 ほか

●経済学科

広島経済大学
広島経済大学

Hiroshima University of Economics

大学とは,学生が自分の進むべき道を見極め,それに相応しい知力と人間力
を養う場です。本学では,「基礎知識開発プログラム」「人間力開発プログラ
ム」「プレゼンテーション能力開発プログラム」の3つの教育プログラムを用
意し,すべての学生を「ゼロから立ち上げる」興動人（既成概念にとらわれな
い斬新な発想と旺盛なチャレンジ精神,そして仲間と協働して何かを成し遂
げることのできる力を備えた人材）に育てることを目指しています。特に,本学
の教育特色の一つである「興動館教育プログラム」では,多くの学生が「人
間力」を養う実践の場としてプロジェクトを立ち上げ,活動を通して大きな成
長を遂げています。平成25年度からは,これまで以上に学生一人ひとりに行
き届いた教育を行い,深い専門知識と教養をしっかりと身につけさせるという
方針を打ち出し,入学試験の成績上位者に奨学生制度を設けるなど,学習
意欲の高い学生がより成長できる充実した環境を整えています。

●沿      革／
●教  員  数／
●学生総数／

昭和４２年４月　経済学部経済学科開学
教授63人　准教授34人　助教１３人　助手１人
男３,232人　女479人　合計３,711人

学 校 の 特 色

学 部 ・ 学 科

大和ハウス工業,住友林業,久光製薬,中国博報堂,エヌ・ティ・ティ・ドコモ,西日本旅客鉄道,九州旅客鉄道,エバルス,広島三越,

アンデルセン,ファミリーマート,コカ・コーラウエスト,エディオン,新生銀行,広島銀行,伊予銀行,ゆうちょ銀行,もみじ銀行,愛媛銀行,

西京銀行,トマト銀行,広島信用金庫,日本生命保険相互会社,イオンモール,ホテルオークラ神戸,日本旅行,近畿日本ツーリスト中

国四国,日本年金機構,日本郵便,日本自動車連盟（ＪＡＦ）,福山市役所,廿日市市役所,周南市役所,警視庁,広島県警察 など

｜主な就職先｜

私立大学

●興動館教育プログラムとは,実践を通じ
て知識やスキルを身につける「興動館科
目」と,そこで培った能力を行動すること
によって自らの成長につなげる「興動館
プロジェクト」からなります。この２つの学
びが相互に作用し,より密度の濃い学び
を創り出す画期的な教育プログラムで,
実社会で活躍するための「人間力」を養
います。

社会に通用する
人間力を養う
興動館教育プログラム

●就職活動が本格化し始める３年次後
半から,ゼミ担当教員だけでなく,キャリ
アセンター職員も“クラス担任”のような
サポート体制をとります。教員と職員が
連携し,学生の最新就職活動履歴を随
時把握しながら適切なアドバイスを行
い,進路決定までしっかりサポートしてい
きます。

「就職率97.4％（H25.3卒）」
強力なサポート力で
進路実現を応援します

●夢チャレンジシートとは,学生が教員との
面談を通して,描き出した今後の夢や目
標に対し,それを実現する道筋を教員と
共に考え,自らの「人間力」向上に資す
ることを目的としたシートです。学生は,こ
のシートを通して自己理解を深めるととも
に,研究課題や就職に向けて具体的な
目標設定をすることができます。

●本学では,各専門の理論を学生が「現
場で使える知識」として習得できるよう,
実業界で活躍した実績のある教員を多
く迎え入れています。プロフェッショナル
としての経験に基づいた活きた授業に
より,専門的な理論が現実の社会でどの
ように機能しているかがよくわかります。

●本学は,多彩な留学プログラムはもちろ
んのこと,学内にいながら外国に留学し
ているような雰囲気も体験することがで
きます。現在,本学にはアジア・太平洋
地域と欧州の10カ国から約100名の
留学生が在籍していますので,キャンパ
スのあちこちでさまざまな国の言葉が聞
かれるのも日常茶飯事です。

国際色溢れる
自由なキャンパスで異文化交流を

●本学では,企業や公共機関などで就業
体験に取り組むインターンシップを積極
的に推進しています。国内はもちろん,シ
ンガポール,ハワイ（アメリカ）など,海外で
企業研修に取り組むプログラムも設
定。事前にビジネス基礎を学ぶほか,事
後は報告書を作成。インターンシップ先
企業などをお招きしての報告会では研
修成果の発表を行っています。

本学のインターンシップは
ここが違う
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興動館教育プログラム

国際色溢れる国際色溢れる
自由なキャンパスで異文化

進路実現を応援します

取得を目指す
資格・免許

経営学は購買,生産,販売といった企業活動の流れや,「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」という企業を構成する要素に関
して,何をどうすればよいのかを研究する学問です。組織を動かす「マネジメント」,売れる仕組みを作る「マーケティン
グ」,企業のお金の流れを管理する「会計学」の３つの分野を効率的に学びます。

■高等学校教諭一種免許状（商業）　■簿記　■ファイナンシャル・プランナー　
■社会保険労務士　■販売士　ほか

●経営学科

取得を目指す
資格・免許

インターネットの発展と普及によって,商品の開発・生産・販売,さらには顧客との関係管理など,今やすべてにおいて情報
技術の活用が前提となっています。本学科では,情報技術の進化によって企業を取り巻く環境の変化をリアルタイムに
把握し,コンピュータを駆使してビジネスにおける課題の解決に活かすことができる情報技術のスペシャリストを育成します。

■高等学校教諭一種免許状（情報）　■日商簿記2級　■ファイナンシャル・プランナー　■証券外務員　
■Microsoft office Specialist　■ITパスポート　ほか

●ビジネス情報学科

取得を目指す
資格・免許

本学科は,広告,出版,放送などのメディアの特性を理解し,ビジネスにおいてメディア戦略やメディアコンテンツを企画立
案・プレゼンテーションできる実務家の育成を目指しています。そのため,メディア,ビジネス,情報技術の各領域を体系的
に学べるカリキュラムを設け,実習やフィールドワーク,インターンシップといった「活学（活きた学習）」を重視しています。

●メディアビジネス学科

取得を目指す
資格・免許

スポーツの可能性とビジネスの仕組みを理解し,社会で活躍できる「スポーツのわかるビジネスマン」を育成します。そ
のため,この学科のカリキュラムは,経済学の基礎知識を背景とし,経営学と体育学を複合的に学ぶことができる特
色を備えています。また,理論教育にかたよることなく,スポーツ関連企業や団体の現場等での体験教育も積極的に
取り入れます。

●スポーツ経営学科

経済学部 ●経済学科　●経営学科　●ビジネス情報学科　●メディアビジネス学科　●スポーツ経営学科

■Webクリエイター　■Microsoft office Specialist　■マルチメディア検定　ほか

■レクリエーションインストラクター　■スポーツリーダー　■アシスタントマネージャー　ほか

―すべては学生のために―
これからの未来を切り拓く力を備えた
「ゼロから立ち上げる」興動人を育成します。

こ う ど う じ ん

４年間の学生生活を
「夢チャレンジシート」を
通してサポート

実業界から教員を招へい

59 60



入試
メモ

【成績優秀者にスカラシップ（奨学生）制度】
入学試験において,本学の定める基準を満たす
成績優秀な者に対し,入学後,学業に専念できる
よう経済的にサポートするスカラシップ（奨学生）

制度を設けています。所定の要件を満たせば最大全額免除
を卒業まで継続可能です。
【スカラシップ制度適用の入試】一般公募制推薦入試,一般
入試（１期・２期）,入試センター入試（１期・２期）。
【奨学生種類及び内容】奨学生Ａ：１年次の授業料及び施設
費を全額免除。奨学生Ｂ：１年次の授業料及び施設費を５０
％減額。※所定の要件を満たせば最大３年間,減免を継続。

カメラ片手にどこへでも！
授業やプロジェクトのメディア活動を
通して,積極性が身につきました。

米原 卓己さん
（メディアビジネス学科4年
／広島県・廿日市西高校）

広島経済大学

卒業生の声

●在学生からのメッセージ
●卒業生の声

MESSAGE
&

VOICE

現在,私はテレビ局の報道記者として事件・事故の現場を取材

し,放送用の原稿を作成したり,現場のレポートや,時には番組で

記者解説をすることもあります。記者として,日々試行錯誤の連

続ですが,ニュースの本質や社会的な意味を考え,より深く,そし

てわかりやすく報道することを心がけています。もともとテレビ業

界を志望しており,メディアビジネス学科に入学しました。自分の

考えを伝えるノウハウを実践のなかで学ぶ授業や,最先端の機

材で映像作品の制作に取り組む実習で身につけた知識やスキ

ルは,現場でとても役立っています。

山口朝日放送株式会社 勤務

竹 本  和 仁さん

平成
21年卒

授業や実習で培った
知識やスキルをもとに,試行錯誤の毎日です。

現在,私は介護保険の利用者や介護費用についてのデータを

集計する統計調査,そして介護施設設備の補助金交付業務に

携わっています。在学中に私が所属していたゼミでは,企業の方

などを招いて講演会や懇談会を行っていました。ゲストの方のお

話が刺激的だったのはもちろんですが,その企画や運営に取り

組むなかで,仲間と協力しながら物事を進めていく面白さや難しさ

を体験しました。働くことの意義を学んだり,各業界の情報を得た

りすることは,当時就職活動を控えた私たちにとって,とても有益

でした。

働く意義を学んだゼミでの経験が,
就職活動にとても役立ちました。

広島市役所 健康福祉局高齢福祉部 
介護保険課 管理係 主事

上 野  孝 徳さん

平成
10年卒

入試課： TEL082-871-1313　［ＨＰ］ http://www.hue.ac.jp/

http://www.hue.ac.jp/exam/

ent-sc@hue.ac.jp

経済学科

経営学科

ビジネス情報学科

メディアビジネス学科

スポーツ経営学科

経済学部

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

入 試 ・ 入 学 情 報

●大学院／・経済学研究科 経済学専攻 博士課程前期課程 【研究者養成コース・経
済学専修コース】 
・経済学研究科 経済学専攻 博士課程後期課程 【研究者養成コース】
●特別入試等の有無
ＡＯ入試,特別推薦入試（スポーツ,特定資格,文化・社会,海外経験）,資格スカラシップ推
薦入試,一般公募制推薦入試,入試センター入試,社会人入試,編入学試験
●入学試験について（学部）
【ＡＯ入試】興動館プロジェクトで活動したい人を対象とした自己推薦型入試。
２回の面談と課題作文でやる気・資質を審査。
【特別推薦入試（スポーツ,特定資格,文化・社会,海外経験）】高校３年間での各活動を
評価。４つの分野があり,いずれかの分野で条件を満たせば出願可能。選考は調査書と小論文,面接。
【資格スカラシップ推薦入試（1期～3期）】優秀な資格を取得している人が対象。１年次の授業料と施設費が全額免除,あるいは授業料半額免除に。（条件を
満たせば卒業まで継続可能）
【一般公募制推薦入試】基礎教養テストを実施。評定平均値を点数化したものとの合計点で選考。３学科まで併願可能。
【一般入試（１期・２期）】１期は３科目（英語・国語・選択）,２期は２科目（英語・選択）の合計点で選考。１期は２日間で別々の試験を実施し,試験日と受験学科の
組み合わせは自由自在。両日とも同一学科に志願することも全学科に併願することも可能。１期は商業学科等優先選抜枠あり。２期も全学科の併願可能。
【入試センター入試（１期・２期）】大学入試センター試験の受験科目のうち,高得点の２科目の合計点で選考する入試。本学独自の選考試験はなし。自己採点
後の出願が可能。一般入試との併願も可能。全学科への併願も可能。
【社会人入試】３年以上定職経験のある社会人の方が対象。詳しくは本学入試課まで。
【編入学試験】大学・短期大学などを卒業または在学中の方が対象。詳しくは本学入試課まで。
●学外試験会場
【一般公募制推薦入試】福山,山口,松江,岡山,松山
【一般入試（１期）】福山,三次,山口,松江,浜田,岡山,松山,新居浜,宇和島,高松,福岡,沖縄
【一般入試（２期）】福山,山口,松江,岡山,松山
●入学料／250,000円　●授業料／６８０，０００円（年額）
※上記金額の他に下記の金額が必要となります。詳しくは,本学ホームページや大学案内をご覧ください。
施設費／２００，０００円（年額）　諸納付金／２０，５００円（年額,学年により若干異なる）

広島で学ぶ,未来を見つける。

★無料送迎バス運行,県内・県外の方も簡単アクセス！！
★広島,山口,岡山,島根,愛媛の主要駅等から発着します。詳しくはホームページで。

6月16日 日

日

土

日

● 第1回 7月27日
8月25日7月28日

● 第2回

● 第3回 ● 第4回

特別な日じゃなくても“今”を
大切に頑張る。だから毎日胸を張って
「充実してる！」と言える。

高校からやっている弓道を
続けたくて入学。

勉強は受け身から一転,
自発的な学び方に！

プロスポーツの現場から
刺激を受け,夢に向かって
成長している途中です。

広経大は夢に近づくチャンスが
いっぱい！ ダンス部に所属しながら
将来のことを模索中。

大学は,自ら動いて目標を
見つける場所。学力の向上だけでなく,

人間力もアップ！

川嶋 愛花さん
（経済学科3年／広島県・高陽高校出身） 若本 一貴さん

（経済学科4年／広島県・広島高校出身）

中村 章さん
（スポーツ経営学科3年
／山口県・岩国高校出身）

河野 有香さん
（ビジネス情報学科3年
／広島県・五日市高校出身）

鶴岡 沙織さん
（経営学科3年／広島県・基町高校出身）

OPEN
CAMPUS
OPEN
CAMPUS

オープン
キャンパス

入学定員

●ＪＲ／ＪＲ広島駅→ＪＲ下　園駅（約15分）→スクールバス→広島経済大学（約5分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  徒歩→広島経済大学（約20分）
●路線バス／ＪＲ広島駅→広島経済大学（約40分）
●船／・広島港→ＪＲ広島駅（約32分）→ＪＲ下　園駅（約15分）→スクールバス→広島経済大学（約5分）
　　　・広島港→広電十日市駅（約40分）→ＪＲ横川駅（約6分）→ＪＲ下　園駅（約10分）スクールバス→広島経済大学（約5分）
●アストラムライン／アストラムライン本通駅→アストラムライン大町駅（約17分）→スクールバス大町駅乗降場（徒歩）
　　　　　　　　 →スクールバス→広島経済大学（約10分）

→
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