
広島修道大学

一人ひとりの天性を伸ばすため,
たゆみない改善に取り組み続ける大学です

広島修道大学
Hiroshima Shudo University

広島修道大学は,「道を修める」という建学の精神に基づき,「地域社会の発

展に貢献できる人材の養成」,「地域社会と連携した人づくり」,「地域社会に

開かれた大学づくり」を理念に掲げ,広く知識を授けるとともに,深く専門の学

術を教授研究し,知的,道徳的及び応用能力を涵養します。またその目的を

達成するために,「地球的視野を持つ人材の養成」,「個性的,自律的な人間

の育成」を全学の教育目標として掲げ,その実現に努めています。

●沿      革／

●教  員  数／
●学生総数／

1725年浅野藩校「講学所」を創始とし,大学名「修道」は中国古典の『中
庸』の一節に由来する。1952年修道短期大学を設立以降,1960年に広
島商科大学商学部設立,1973年人文学部設置,広島修道大学に名称
変更,1976年法学部,1997年経済科学部,2002年人間環境学部,
2004年法科大学院をそれぞれ設置,現在に至る。
教授131人 准教授44人 講師4人 助教3人 うち外国人教員15人
男4，017人　女2，079人　計6,096人

学 校 の 特 色

学 部 ・ 学 科

アヲハタ,イズミ,伊予銀行,エフピコ,オタフクソース,北川鉄工所,近畿日本ツーリスト,呉信用金庫,高知銀行,サタケ,山九,ＪＭＳ,ＪＴＢ,
ＡＮＡ,中電工,ディスコ,ＪＲ西日本,ＪＡＬ,日本通運,野村證券,広島銀行,広島信用金庫,みずほ銀行,三井住友銀行,山口銀行 他
[公務員]国家一般職,国税専門官,法務教官,広島県,広島市,廿日市市,府中市,三次市,広島県・市（小・中・高）教員

｜主な就職先｜

私立大学

地域経済に貢献できる人材育成が商学部の目的。地域の発展に貢献したいと志す人,何事にも積極的に挑む人,
パイオニア精神に富んだ人を求めています。多様なプログラムで実践的なビジネスマインド,マネジメントスキルを養い
ます。地元経済界と強い結びつきを誇る商学部では,そのネットワークを活用してビジネスを理解し,企業人や金融・
会計人,起業家として活躍できる人を輩出します。

取得を目指す
資格・免許

■高等学校教諭一種免許状（商業）

研究対象は「人間と,人間にかかわるあらゆる事象」です。人の行為や行動など,何よりまず「人間」について尽きるこ
とのない興味や関心を持つ人を求めています。学際的に,また国際的感覚をもって理解する能力と教養の修得を通
して「人間とは何か？」を学び,人間について現実的に理解する能力に長けた人,また,専門分野に関する知識と技術
を生かし,実社会に役立てる人を輩出します。

取得を目指す
資格・免許

■小学校教諭一種免許状 ■中学校教諭一種免許状（社会/英語） 
■高等学校教諭一種免許状（地理歴史/公民/英語） ■社会教育主事となる資格

現代社会における諸問題に関心や疑問を持ち,その解決に向けて取り組もうとする人,社会正義の実現,世界平和
の実現のために積極的に貢献しようとする人を求めています。法律学科は物事を合理的に捉え,ルールに基づき問
題を解決できる人を育成します。国際政治学科は「地球市民」として行動でき,知性と感性を備えた真の国際人を輩
出します。

取得を目指す
資格・免許

■中学校教諭一種免許状（社会/英語） 
■高等学校教諭一種免許状（地理歴史/公民/英語）

現代の経済現象・問題の解明を目指し,コンピュータを用いて経済社会に貢献したい人を求めています。実際の経
済現象や諸問題について,体系的に教育研究を実施し,経済・情報社会に求められる高度な知識と技術の修得を
目指します。経済社会に対して理論的・実証的な分析能力を備え,情報社会に対して統計的・数理的な解析能力を
身につけ,幅広いビジネスフィールドで活躍できる人を輩出します。

取得を目指す
資格・免許

■中学校教諭一種免許状（社会） 
■高等学校教諭一種免許状（公民/商業/情報）

人間環境学部は自然・人文・社会科学を基礎にしつつ,多岐にわたる領域を学べるカリキュラムで知見を広げます。
フィールドワークを豊富に経験する機会を設け,課題解決能力・実践力を培います。そして,「正しい答え」のない未知
の領域に対して自ら考え,立ち向かうための思考力や行動力を養っていきます。これら理論と実践を繰り返す学びを
通じて,難問を解決できる持続可能社会のリーダーを養成します。

取得を目指す
資格・免許

■中学校教諭一種免許状（社会） 
■高等学校教諭一種免許状（公民）

商学部 ●商学科　●経営学科

人文学部

法学部 ●法律学科　●国際政治学科

※詳しくは,ホームページや大学案内をご参照ください。

経済科学部 ●現代経済学科　●経済情報学科

人間環境学部 ●人間環境学科

●2013年4月,図書館にラーニング・コモン
ズを開設し,学生の協同の学びを促進し
ています。また,「修大キャンパス未来化
計画」に基づき,2013年10月には新3
号館,2015年春には8号館が竣工予定
です。8号館には,学術交流センター,国
際交流センター,学習支援センター,心理
学実験室を配し,本学の教育・研究の環
境を整えることで,学生主体の活気あふ
れるキャンパスづくりを目指します。

施設設備の充実

●中四国の私立大学ではトップクラスの海
外提携校数（10カ国・地域25大学）を誇
ります。2012年度は149名の留学生を受
け入れ,231名の学生を海外へ送り出して
おり,活発な国際交流を推進しています。
●2014年度からグローバルコースを新設し,
地球的視野を持つ人材の養成に力を入
れていきます。本コースの中心となるアメリ
カ・PIAセミナーは,サービスラーニング（就
業体験）を含む特色ある海外留学として,
グローバル人材の育成を目指します。

グローバル人材育成の促進

●サークル数は100以上。学内外でのボラ
ンティア活動も盛んです。「修大」には,総
合的な人間力を養う環境が整っています。

●2012年度には,「修大熟講プロジェクト
2030（文部科学省共催）」を実施し,広島
が2030年になっても住み続けたい「持続
可能なまち」であるために,学生たちが中
心となって,地域の様 な々課題を検証しま
した。2013年度は,さらに「地域つながる
プロジェクト」に力を入れています。

学生活動の充実

●多様な人材を地域に輩出する中,公務
員合格者数は,ここ数年高い合格率を
誇り,公務員を目指すなら「修大」です。ま
た,高い就職率を誇り,地域のみならず日
本全国に優秀な人材を送り出していま
す。金融業界に強いのも「修大」です。
●中国5県に拠点をおく企業の社長の出
身大学としては,中国の私立大学で№１
（517名：「2014大学ランキング」より）の
実績を誇ります。

高い就職率,公務員合格率
そして社長輩出率

●毎年,国内約50企業・団体に約100名,
海外にも約10名の学生をインターン
シップに派遣しています。在学中に実践
力を身につけ,「就業力」を磨くことので
きる大学です。
●資格取得にも,きめ細やかな支援と学
長表彰制度などを通じてのサポートがあ
ります。国家資格（司法書士や通関士）
などの難関資格にも,数多くの合格者を
輩出しています。

多様なインターンシップや
資格取得支援

●科学研究費補助金の採択数は,毎年20
件以上を数えます。また,研究成果を公表
するための手厚い支援体制が整ってお
り,学生の教育を支える研究にも顕著な
成果が現れています。例えば,教員の特
色ある研究課題に対して助成する本学
独自の調査研究制度により,時代の変
化と社会の要請に応えた独創的な研究
成果が生まれています。

教育力を裏付ける
確かな研究力

1 2 3

4 5 6

施設設備の充実

そして社長輩出率

●人間関係学科 心理学専攻　●人間関係学科 社会学専攻
●人間関係学科 教育学専攻　●英語英文学科

（五十音順）
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広島修道大学

卒業生の声

●在学生からのメッセージ
●卒業生の声

MESSAGE
&

VOICE

大学のインターンシップで税理士の仕事を見て,「私もこうなりた

い！」と思ったのが,この仕事に就いたきっかけでした。税理士に

なってからも,税制が変わるたびに勉強が必要なので大変です

が,お客様から「ありがとう」と言われることが何物にも代え難い

喜びです。私は,学生時代,昼間は大学とアルバイトを,夜は税理

士資格のための専門学校へ通いました。それでも友達としっか

り遊んで,まるで1日が26時間あったような濃い学生時代を過ご

していました。これから修大生になる皆さんも,4年間をそれ以上

に感じられるよう充実させてください。

税理士
株式会社合同総研 勤務

石 森  仁 美さん

平成
14年卒

興味のあることには何でも挑戦して,
濃い大学生活を過ごしてください。

音楽サークルに在籍していた学生時代。毎日大学に着くなり部

室に直行し,先輩や友だちと談笑しながら,バンドの練習に励み

ました。それらはまさに青春の日々。サークルで行った演奏会や

大学祭などのイベントでは,自分たちの手で作ることによって,達

成感や人間関係,そして音楽知識や演出方法など,現在の仕事

にも役立つ経験や知識を得ることができました。後輩になる皆さ

んも,広島修道大学で自分が楽しいと思える「居場所」と「時間」

を見つけてください。広島修道大学は,きっとそれが見つかる大

学です。

修大なら,ともに青春を謳歌する仲間が
見つかります。

アナウンサー　
株式会社中国放送 勤務

人文学部 卒業 商学部 卒業

青 山  高 治さん

平成
6年卒

入学定員 入試・入学の概要

心理学専攻

社会学専攻

教育学専攻

入学定員学　科 ・ 専　攻学　部

155

155

55

60

50

110

220

80

115

115

145

1,260合　　計

入 試 ・ 入 学 情 報

●大学院
商学研究科（商学専攻・経営学専攻）,人文科学研究科（心理学専攻・社会
学専攻・教育学専攻・英文学専攻）,法学研究科（法律学専攻・国際政治学
専攻）,経済科学研究科（現代経済システム専攻・経済情報専攻）,法務研究
科（法務専攻（法科大学院））
●特別入試等の有無／大学入試センター試験利用,一般・センター併用,AO
インターアクション,公募推薦,指定校推薦,社会人,帰国生,外国人留学生
●学外試験会場
福山・三次・三原・岡山・松山・松江・山口・福岡・北九州・高松・浜田・周南・今治
●入学金／280,000円
●授業料／727,000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入試ガイドをご覧ください。
施設設備資金：218,000円
後 援 会 費：5,000円
学 友 会 費：6,000円
実験実習料：人文学部 人間関係学科 心理学専攻 １８,０００円,
　　　　　 経済科学部 経済情報学科 ３０,０００円

7月20日 土

土

日

● 第2回オープンキャンパス

7月21日● 第3回オープンキャンパス

8月24日● 第4回オープンキャンパス

OPEN
CAMPUS
OPEN
CAMPUS

オープン
キャンパス

学内のいろいろな設備が
整っていて,とても過ごしやすい。
特に図書館の設備が充実している。

いろいろなことに挑戦できる
チャンスがたくさんあるので,
自分を成長させるには最高の
大学です。

就職活動や公務員試験の
サポートも充実している。
先生と生徒の距離も
とても近い。

学習支援制度や
資格表彰制度が充実している。
また,学長表彰制度もあり,

ヤル気がでる。

学食が4つもある。
1人暮らしでも栄養管理はバッチリ。
値段も安く,美味しくて大満足です。

文化系・体育系の
いろいろなサークル,修大祭・ＣＪ
といったイベントが多く,
活気のある大学です。

人間環境学部（3年）

経済科学部（4年）

学生が自治をしている
なんてスゴイ。

自分を磨くことができる大学。
人文学部（2年）

法学部（2年）

商学部（2年）

商学部（3年）

人文学部（4年）

商学科

経営学科

英語英文学科

法律学科

国際政治学科

現代経済学科

経済情報学科

人間環境学科

商学部

人文学部

法学部

経済科学部

人間環境学部

人間関係学科

［JR広島駅から］
●JR山陽本線 広島～横川 約3分→広電バス（免許センター・五月が丘団地行き）横川駅前～修道大学キャンパス 約19分
●JR可部線 広島～大町 約25分→アストラムライン 大町～広域公園前（修道大学前）約18分
［市内中心部から］
●広電バス（免許センター・五月が丘団地行き）,広島バスセンター～横川駅前～修道大学キャンパス 約29分

入学センター　　
〒731-3195　広島市安佐南区大塚東1-1-1

TEL０８２-８３０-１１００　［ＨＰ］ http://www.shudo-u.ac.jp/

http://www.shudo-u.ac.jp/entrance/index.html

nyugaku＠js.shudo-u.ac.jp

お問い合わせ先

●お問い合わせ

●アクセス

●入試情報URL

●E-mail

広島修道大学では,あなたの希望や状況に応じて選べる多彩な試験を実施。将来を見据え自分にあった試験制度で受験してください。〔一般入試（後期日程）〕2014年度
から複数学科併願制を新規導入。1回の受験で3出願が可能に（人間環境学科は単願のみ）。受験料は２出願目から１万円と併願しやすい設定です。〔一般･センター併
用入試〕法学部法律学科を除く全ての学部で実施。個別学力試験はありません。一般入試（前期日程）を受験する人に,プラスアルファでチャンスが増加します。〔大学入
試センター試験利用入試〕受験料は単願1万5千円,2出願目から5千円とさらに受験しやすくなりました。

入試
メモ

修活！　1日修大生になろう！
★ところ：広島修道大学 
★無料送迎バス運行 要予約
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