
学 校 の 特 色

学 部 ・ 学 科

●生活デザイン・建築学科／ウッドワン,きんでん,住友林業,大和ハウス工業,サタケ,エフピコ,セキスイハイム中四国,オンワード樫山　
●管理栄養学科／東広島記念病院,国立病院機構中国四国,広島市保健センター,アヲハタ,チチヤス,キユーピーなど　●幼児教育
心理学科／広島市立・私立保育園,広島私立幼稚園,広島公立小学校,広島市・三原市・山陽小野田市（保育士）,広島県内私立幼
稚園・保育園,愛媛県私立幼稚園など　●その他／野村證券,東京海上日動火災保険,ＪＴＢ中国四国,近畿日本ツーリスト中国四国,
トップツアー,広島銀行,広島信用金庫,もみじ銀行,山口銀行,リーガロイヤルホテル広島,西日本旅客鉄道,日立メディカルコンピュータ,
ファイザー,オタフクソース,イズミ,マックスバリュ西日本など

私立大学

国際教養学部は,これまでの日本の常識を打ち破り,これからの「国際化」社会で活躍していく女性のための学部で
す。活躍の場は「海外」だけではありません。これからの時代,地域や会社（組織）,そして家庭や人間関係も「国際
化」していきます。本学部はメジャー制を採っています。今までのように英語が好きだから英文学,数学が得意だから
理学部といった進路選択ではなく,入学後にじっくりとこれからの時代と自分をみつめながら,「しなければならないこ
と」を考え,メジャーを選択します。英語が得意な人がビジネスデザインを学び,文学作品を平和学の手法で読み解く
ことも可能です。「自分を磨き,世界をつなぐ」「世界を知り,世界と関わる」,これが国際教養の学びです。

取得を目指す
資格・免許

ファッション・インテリア・住居・建築について学び,豊かな教養,行動力,創造力を持つ女性を育てます。さらに,衣生活
や生活空間をプロデュースすることで,様々なニーズを持った人々に対し,楽しく,健康で豊かな文化的生活を過ごす
ためのサポートをすることができる人材を養成します。

人間生活学部は,「生活デザイン・建築学科」,「管理栄養学科」,「幼児教育心理学科」の３学科で構成されています。各学科では,人々が豊かな生活を営む
ために必要な＜衣・食・住＞そして＜育＞を,より高度で幅広い視点から捉える高い倫理観と社会貢献の精神を携えた人材を養成します。基礎的な理論とと
もに,社会で実際に役立てるための実習教育を重視し,卒業時には専門家としての実践力を身に付け,自立した女性として社会に巣立っていくことになりま
す。職業人としての豊かな精神と社会に貢献するための様々な知識・技術を修得し,女性ならではの感性を生かし,クリエイティブな才能を発揮できる専門職
に進む道が開かれます。

人間生活学部 ●生活デザイン・建築学科　　●管理栄養学科　●幼児教育心理学科

●生活デザイン・建築学科

■中学校・高等学校教諭第一種（家庭） ■一級建築士受験資格（要実務経験2年） ■二級建築士受験資
格 ■木造建築士受験資格 ■学芸員 ■インテリアプランナー（在学中に受験可能） ■インテリアコーディネ
ーター（在学中に受験可能） ■学校図書館司書教諭 ■図書館司書 ■ビジネス実務士

取得を目指す
資格・免許

様々な専門領域に対応できる知識,技能,考え方を養い,対象者に合わせた栄養・健康管理法を学びます。また,科
学的根拠に基づいた栄養の化学と生活を結びつけ,栄養改善を実践できる力を養います。そして,国民・地域住民お
よび傷病者が,食を通してより豊かな生活が送れるよう支援します。

●管理栄養学科

■管理栄養士国家試験受験資格 ■栄養士免許証 ■栄養教諭一種 ■中学校・高等学校教諭一種（家
庭）■食品衛生管理者（任用資格） ■食品衛生監視員（任用資格）

取得を目指す
資格・免許

心の学びである心理学を基礎に,幼児や児童の成長・発達の問題について学び，その学びを通して子どもたちが輝
く個性や表現力を伸ばし,良き人間性を確立していくことのできる保育者・教諭としての専門的知識や応用力を修得
します。そして，実際の保育・教育の現場で教育実践を展開できる力を修得します。

●幼児教育心理学科

■幼稚園教諭一種 ■小学校教諭一種 ■保育士 ■認定心理士 ■カウンセリング実務士 ■社会教育主
事（任用資格） ■学芸員 ■学校図書館司書教諭 ■図書館司書

取得を目指す
資格・免許

■中学校教諭一種（国語,英語,社会） ■高等学校教諭一種（国語,英語,地理歴史,公民,情報） ■学芸員 
■上級情報処理士 ■情報処理士 ■上級ビジネス実務士 ■ビジネス実務士 ■プレゼンテーション実務士 
■学校図書館司書教諭 ■図書館司書 ■日本語教員養成課程修了書 ■社会教育主事（任用資格） ■
医療秘書技能検定（要受験） ■ＩＴパスポート（要受験） ■フードコーディネーター（3級） ■フードスペシャリス
ト（要受験） ■ファイナンシャルプランナー（要受験）

国際教養学部 ●国際教養学科

●GSEは英語を用いて世界で起こってい
ることを社会科学や人文科学の観点か
ら分析,研究するメジャーです。世界を知
り,我 を々取り巻く状況を理解することが
できます。異なる文化,言語,ビジネス習慣
を学び,また世界の宗教,女性の権利,環
境問題など幅広い分野の研究をします。

●国際的なフィールドでリベラル・アーツを
実践します。イタリア,アメリカ,インド,イン
ドネシア,台湾,そして京都…。国内外で,
「国際化」社会の今を体験し,国際感覚
を磨きます。これは普通の団体ツアーで
はありません。現場（Field）の課題を見
いだして,解決に向けた「働き（Work）」を
実践する授業です。

●国際教養学科では,英語・国語・社会・
情報の4つの教職免許状のうち1つが
取得できます（「国語」「英語」（中高）
「地歴公民」「情報」（高）「社会」
（中））。教職専門メジャーの科目を履修
しながら,その他のメジャー科目,多彩な
課外活動などを通じて,汎用力・実践力
のある教員を養成します。

●幼児教育心理学科では,保育士,幼稚
園教諭だけでなく,小学校教諭免許も取
得できます。小学校教員を目指す学生は
「小学校教育実践研究会」に所属し,教
師の自覚を高めながら,採用試験合格を
めざして意欲的に取り組んでいます。こ
れまでの3年間で30名の卒業生が教員
として採用されました。一次合格率94%
（35名中33名）,二次合格率9１%（33
名中30名）の高い実績を保っています。

●社会が「国際化」する中で,大学も「国
際化」していかなければなりません。秋
入学を導入することによって,世界各地
からの学生を受け入れることが可能にな
ります。大学4年間をいつから始め,どの
ように使って学んでいくのか。秋入学は
「大学で学ぶ」から「大学を使って学ぶ」
への第一歩です。

●大学は単に「学ぶ」ところではありませ
ん。学修・活動を通じた「学び合い」の
中から,「学び続ける力」を身につけてい
く場所でもあります。ASCは,学生が「学
び合う」ピア・サポート活動を柱とした,学
修・活動支援の拠点です。「受け身」の
学習を克服し,自らが学ぶ「学修」に向
けて。

アカデミック・サポート・センター（ASC）
－学修・活動支援,
学び合いの拠点として。
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GSEは英語を用いて世界で起こってい 国際的なフィールドでリベラル・アーツを

広島女学院大学

国際感覚を持ち,
リーダーシップを発揮できる女性を育てる

広島女学院大学
Hiroshima Jogakuin University

広島女学院大学は,創立127年の歴史をつむぎ,校母ゲーンスから築いてき

た教育の理念をしっかりと理解し,キリスト教の倫理観と隣人愛を基礎とし,グ

ローバルな感覚を持った女性を育ててゆきます。本学のリベラルアーツ教育

によって,４年間に夢をかなえる力だけではなく,一人ひとりが世界を牽引する

力を身に付けることができると信じています。

2012年,これまでの文学部と生活科学部を国際教養学部と人間生活
学部に編成（2014年度までは4学部体制）
教授36人 准教授21人 専任講師8人 助手3人 うち外国人教員5人
女1,723人　計1,723人

●沿      革／

●教  員  数／
●学生総数／

四年間,全て英語で学べる
Global Studies in English
（GSE）

国内外のフィールドワークで,
「国際化」社会に生きる力を！

4つの教職免許状。
次世代を担う教職スペシャリストを
養成します！

幼児教育心理学科
小学校教員をめざして

世界と関わる
大学であるために…
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国際教養学科

生活デザイン・建築学科

管理栄養学科

幼児教育心理学科

●オープンセミナー日程:8月1日（木）～8月4日（日）

●申込期間:6月23日（日）～7月27日（土）

●申込方法:受講申込ハガキまたはHPの申込フォーム

［広島女学院大学の授業を体験］

国際教養学部

人間生活学部

入学定員学　科学　部

240

70

70

90

470合　　計

広島女学院大学

●在学生からのメッセージ
●卒業生の声

企業の人材採用に関わる企画提案営業を行っています。どんな

場所に行っても,何かを得られるかは自分次第なのだと思います。

私はこの大学で「プレゼンテーション」の授業をとったことが大きな

きっかけとなり,その時の経験は大きな自信となって,次に踏み出せ

る転機にもなりました。企業の課題を探り,「思い」を共有し,私なり

に活動の手段として様 な々メディアを提案。その結果,いい人が採

用でき,お客様が喜んでくださる瞬間は,何より喜びを感じられます。

「出来ません」とは答えず,どうしたら出来るかを考えることを心掛け

ています。「横山さんに任せるよ」と言って頂けると嬉しく思います。

慣れない東京の地で仕事をしていますが,何事も地方に比べてス

ピーディに決まっていく環境なので,それも面白いなと感じています。

株式会社ディスコ 勤務

横 山  春 奈さん

平成
24年卒

「出来ません」とは言わず「やりましょう」と
答えるところから仕事は始まります。

子どもたちと一緒に笑ったり,共感し合えて,とてもうれしく感じる

毎日を過ごしています。幼児教育心理学科時代は,みんなでさま

ざまな行事に向けて,出し物を創作したり,意見を出し,協力し合っ

て一つのものを作り上げていきました。「ひとりはみんなのために

,みんなはひとりのために」という気持ちをもった友達,仲間が多く

いて,本当に4年間支え合って成長してきたと感じます。大学で

習ったことがすべて,現場で必要です。広島女学院大学で,すて

きな友達,すてきな先生方と出会ってください。大学生活をこれ

からの自分の糧となるものにしたいと思うなら,それがかなう大学

だと思います。

大学で習ったことすべて現場で必要！

聖モニカ幼稚園 勤務

真 辺　望さん

平成
23年卒

●広島駅から／牛田早稲田行き広電バス（5号線）→広島駅新幹線口より15分 南口より約20分 車→10分
●紙屋町・八丁堀から／牛田早稲田行き広電バス（6号線）→紙屋町より 約20分 車→20分

開催時間:10:00～15:00（受付9:30～）
福山,山口,松江,浜田,愛媛方面からも無料送迎バスを運行（開催日によって異なります。要予約）。

広島女学院大学入試課
〒732-0063　広島市東区牛田東4-13-1

TEL０８２-２２８-８３６５

http://www.hju.ac.jp/

nyushi@gaines.hju.ac.jp

●お問い合わせ

●アクセス

●入試情報URL

入 試 ・ 入 学 情 報

OPEN
CAMPUS
OPEN
CAMPUS

オープン
キャンパス

サークル活動や
クラブ活動だけでなく
ボランティア活動も盛ん。

先生方が指導熱心。
就職したときのことを想定して
教えてくれる。

クリスマスに飾られる学内の
イルミネーションの雰囲気が良い。
クリスマス会が一番好き。

先生との距離が近く
なんでも話せる。

国際教養学科（2年）

クックホールのピアノ練習室は
集中して練習ができる！

幼児教育心理学科（3年）

管理栄養学科（2年）

図書館がとっても
充実している。

生活デザイン・建築学科（2年）

管理栄養学科（4年）
国際教養学科（2年）

●E-mail

●大学院

言語文化研究科（日本言語文化専攻／英米言語文化専攻）　

人間生活学研究科（生活文化学専攻／生活科学専攻）

●特別入試等の有無

オープンセミナー入試　GSE入試（外国人枠）　外国人留学生特別入試　

社会人特別入試　帰国生徒特別入試

●秋入学（9月入学）制度／詳細は入試課へお問い合わせください。

●学外試験会場

福山会場　松江会場　岡山会場　山口会場　松山会場　福岡会場

（推薦入試・一般入試　※学科により異なります。）

●入学料／250,000円

●授業料／780,000円（国際教養学科,生活デザイン・建築学科,幼児教育心

理学科）（年額）　810,000円（管理栄養学科）（年額）
※別途施設維持資金280,000円が必要。※成績優秀者優遇制度有（詳細はお問い合わせください）。

●学生寮／一部有　その他指定女子会館有（詳細はお問い合わせください）

入学定員 入試・入学の概要

「オープンセミナー」という集中授業を受講し,本学の授業方針や授業内容を十分に知

ったうえで出願してもらい合否を決めるという,授業と入試が直結した入試制度です。授

業は国際教養学科が3日間,生活デザイン・建築学科と幼児教育心理学科は4日間行

われます。授業における発表とレポートおよび受講状況などによって評価を行い,その成

績によってオープンセミナー入試への出願資格が与えられます。広島女学院大学の教

員を知り,授業を体験したうえで入学できる点が特長です。

入試
メモ

●第1回 6月23日日

●第2回 7月14日日

●第3回 7月27日

日

日●第4回 8月18日

土

●第5回 9月8日

キャンパスへ行ってみよう,

知り尽くそう！

◆ オープンセミナー入試 ◆

お問い合わせ先

四季を感じられる
自然豊かなキャンパスが良い。
生活デザイン・建築学科（２年）

ステンドグラスの
素敵なチャペルがある！
幼児教育心理学科（2年）

81 82


