
学 校 の 特 色

学 部 ・ 学 科

広島県公立小学校,広島市立小学校,広島県公立中学校（音楽教諭）,島根県・広島県公立小学校（養護教諭）,認定こども園さざなみの森,
岩国南幼稚園,呉第一保育園,広島県福祉事業団,一般財団法人ヤマハ音楽振興会,山口県警察音楽隊,広島大学病院,佐賀大学医学部
附属病院,広島赤十字・原爆病院,岡山大学病院,神戸大学医学部附属病院,横浜市立市民病院脳血管医療センター,広島市立広島市民
病院,江田島市社会福祉協議会,出雲医療生活協同組合,株式会社モバイルフィット(カーブス),株式会社ムロオ,ホテルセンチュリー21 など

私立大学

看護の専門力アップのため,５つのキャリア形成コースを準備。看護師受験資格に加え,保健師受験資格・養護教
諭一種免許取得・救急看護強化・認知症看護強化・精神保健看護強化コースで,看護師・保健師・養護教諭など,
将来自分がめざす仕事に役立つ知識と技術を強化します。

取得を目指す
資格・免許

■看護師国家試験受験資格　■保健師国家試験受験資格　■精神保健福祉士国家試験受験資格 
■養護教諭一種免許状　■養護教諭二種免許状（※） 第一種衛生管理者（※）
※保健師資格取得後申請により取得可能

●ヒトもモノもカネも情報も瞬時に地球規模で
移動するグローバル社会。そのニーズに応
え,21世紀型職業人を育成します。専門科
目は「グローバルな視点で経済と経営を同
時に,総合的に学ぶ」という本学独自のスタ
イルで展開します。これとともに,ビジネスを意
識したコミュニケーション力,グローバルマイ
ンドを養います。語学研修,提携校への留学
（単位認定）,インターンシップ（海外を含む）
など実践的プログラムも充実しています。

●看護学科では,看護師資格取得に加え,
地域の人々の健康を守る「保健師」,学
校現場で児童・生徒の健康と成長を見
守る「養護教諭一種免許取得」,救急医
療の現場で必要な知識と技術を身につ
ける「救急看護強化」,高齢社会での活
躍をめざす「認知症看護強化」,精神保
健領域の課題を解決する「精神保健看
護強化」の５つのコースで専門力を高め
ます。

●「平成25年度公立学校教員採用試
験」において,小学校教諭（子ども学
科）,中学校教諭[音楽]（音楽学科）,養
護教諭（看護学科）に合格しました。教
員採用試験・公務員試験対策をはじめ,
１年次から就職支援を行っています。一
人ひとりの目標を確認しながら,進路実
現に向けたサポートを行い,学生の夢の
実現をめざします。

●社会福祉士の国家試験合格に向け,外
部の専門学校などを利用する大学が少
なくない中,健康福祉学科では全て専任
教員が対策講座を行います。国家試験
対策の「社会福祉特論」を開講し,教員
手づくりの『社会福祉士国家試験合格
必勝法手引き』を使って,計画的に一貫
した教育ができるように工夫し,2012年
度は全国平均を上回る合格率を達成し
ています。

●広島文化学園は,積極的な地域交流を
行っています。看護学科は,骨密度測定
ボランティア・脳卒中出前講座,子ども学
科・保育学科は「子ども・子育て支援研
究センター」を設け地域の乳幼児と保護
者に開放,音楽学科の学外での演奏活
動,グローバルビジネス学科では地域の
小学生を対象とした「キッズ起業家育成
塾（体験講座）」を開講。学生たちは多く
の人と関わりながら,コミュニケーション能
力・企画立案能力・実践力を養います。
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広島文化学園大学

学生一人ひとりの夢の実現をめざす

広島文化学園大学
Hiroshima Bunka Gakuen University

広島文化学園大学・広島文化学園短期大学は,広島市・呉市・坂町に大学

３学部５学科２研究科,短期大学３学科を持つ総合大学として,多くの卒業

生を輩出しています。本学の特徴は,学生一人ひとりの個性を大切にする細

やかな教育。具体的には教養教育から専門教育まで一貫して行う少人数制

教育を徹底することで,学生の将来の希望に応じた専門知識・技術を探って

いきます。教職員が一丸となって,学生の夢の実現を後押しできる体制を整

えています。

1995年開学（社会情報学部開設）。1999年看護学部開設。2010年学
芸学部開設。
学  芸  学  部 [広島 長束] 広島市安佐南区長束西3-5-1
看  護  学  部 [呉    阿賀] 呉市阿賀南2-10-3
社会情報学部 [広島    坂] 安芸郡坂町平成ヶ浜3-3-20
　　　　　　 [呉    郷原] 呉市郷原学びの丘1-1-1
教授55人　准教授21人　講師14人　 助教2人　助手2人
男576人　女934人　計1,510人

●沿      革／

●キャンパス／

●教  員  数／
●学生総数／

グローバルビジネス学科,
2013年4月新設

看護の専門力を高める
５つのコース 先生になる夢を実現

教員が全力でサポートする
社会福祉士国家試験対策 実践を通じた「生きた学び」

学芸学部 ●子ども学科　●音楽学科

取得を目指す
資格・免許

すこやかな子どもの心と身体の発達をサポートできる先生を育てます。教育学,心理学,小児科学（健康・看護）,子ど
も・子育て支援を専門的に学び,最新の設備と充実した実習によって,実践力を身につけます。

■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
［目標とする資格］介護職員初任者研修（旧:ホームヘルパー）　幼児体育指導者（２級）　
赤十字幼児安全支援員　レクリエーションインストラクター　ピアノグレード　リトミック指導資格 など

●子ども学科

取得を目指す
資格・免許

音楽を奏でる喜びと演奏技術,人間理解力や地域音楽文化への理解などを体系的に学ぶことで,地域の音楽ニー
ズを理解した演奏家や,発達段階に応じた指導ができるレッスン指導者,専門知識豊富な音楽教師,音楽療法士な
どを育てます。

■高等学校教諭一種免許状（音楽）　■中学校教諭一種免許状（音楽） ■幼稚園教諭一種免許状（子ど
も学科の科目履修による）　■音楽療法士１種　■社会福祉主事任用資格
［目標とする資格］介護職員初任者研修（旧:ホームヘルパー）　指導・演奏グレード　リトミック指導資格 など

●音楽学科

看護学部 ●看護学科

社会情報学部 ●健康福祉学科　●グローバルビジネス学科

取得を目指す
資格・免許

健康運動の専門科目と共に「運動療法演習」「スポーツトレーナー演習」を学び,運動指導の専門家を養成します。
また社会福祉の専門科目,ボランティア活動など福祉のココロを育てると共に「福祉専門職演習」「ソーシャルワー
ク演習」を学修し,福祉の専門職として活躍する力を養います。

■社会福祉士国家試験受験資格　■健康運動実践指導者受験資格　■メディカルクラーク（医科）　
■障害者スポーツ指導員（初級）　■高等学校教諭一種免許状（福祉）
［目標とする資格］幼児体育指導者（２級）　福祉住環境コーディネーター（2,3級） 福祉情報技術コーディネーター（２級） など

●健康福祉学科

取得を目指す
資格・免許

経済・経営の複合的な学びで実践力をつけるグローバルビジネス科目（国際経済学,貿易論,ビジネス戦略論,e‐マーケ
ティング等）。留学生とともに学ぶ国際社会論,多文化共生論等でグローバルマインドを,語学・ＩＴ活用科目でビジネスで
使えるコミュニケーション力を修得。留学プログラム（単位認定）や資格対策講座とあわせ個別指導でキャリアアップ。

■社会調査士　■社会福祉主事任用資格
[目標とする資格] ＩＴパスポート試験　簿記検定　ＨＳＫ（漢語水平考試）　ＴＯＥＩＣ　など

●グローバルビジネス学科 ※2013年4月新設

★広島文化学園短期大学の情報は115ページをご参照ください。

6 ●子ども・子育て支援研究センター／子ど
もが自由に遊べるフリースペースや子育
て相談スペースを設け,学生の貴重な実
習体験が可能。
●健康福祉ホール／エアロビクスやヨガな
ど健康づくりに向けたトレーニングを学び
ます。
●音楽講義室／約300人収容の音楽専
用スペース。通常の講義だけでなく,演
奏会も開催し,学びの成果を地域に発
信します。

学びを充実させる施設・設備

85 86



子ども学科

音楽学科

看護学科

健康福祉学科

グローバルビジネス学科

学芸学部

看護学部

社会情報学部

入学定員学　科学　部
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390合　　計

広島文化学園大学

●在学生からのメッセージ
●卒業生の声

江田島市出身ということもあり,以前から地元で就職したいと思っ

ていました。大学３年生のときに江田島市社会福祉協議会で現

場実習をさせていただくなかで,ソーシャルワーカーの仕事を強く意

識するようになりました。その後,学内で公務員対策講座や社会

福祉士国家試験対策講座にしっかり取り組み,採用試験・社会

福祉士の国家試験に臨みました。採用試験・国家試験ともに合

格し,現在,地元で相談員として勤務しています。大学時代は自治

会,サークルそして試験の対策講座など充実した４年間でした！

地元に活かせた大学生活！
保健室を運営する養護教諭として,児童の健康と安全を守る仕

事をしています。子どもの成長を身近に感じとり,やりがいのある

毎日を過ごせるのも,広島文化学園大学へ編入学して,保健師

と養護教諭をめざし学んだ日々があったからこそ。教員採用試験

に臨む際は,先生方に面接の練習やポイントをおさえた的確な

指導のほか,保健指導の模擬授業も指導いただきました。卒業

後の現在もサポートいただき,養護教諭の経験を持つ先生方の

お話は今の自分の知識の源となっています。

今なお学べる貴重な環境

呉市立阿賀中学校 勤務

冨 吉  奈 美さん

平成
20年卒

●[広島 長束キャンパス]JR可部線「安芸長束」駅下車 約800m  
●[呉 阿賀キャンパス]JR呉線「安芸阿賀」駅下車 約700m
●[広島 坂キャンパス]JR呉線「坂」駅下車 約400m  
●[呉 郷原キャンパス]JR呉線「新広」駅下車 「広支所前」からバスにて約20分

入学支援センター
〒731-0136　広島市安佐南区長束西3-5-1

TEL０８２-５３７-１５１５

http://www.hbg.ac.jp/univ/

nyugaku@hbg.ac.jp

●お問い合わせ

●アクセス

●入試情報URL

入 試 ・ 入 学 情 報

さあ,みんなでオープンキャンパスに出かけよう！！OPEN
CAMPUS
OPEN
CAMPUS

オープン
キャンパス

看護＋精神保健の知識を身につけて,
精神疾患に強い看護師をめざし,
日々の授業を大切に学んでいます。

看護学科1年　中村　詩奈さん
（熊本県立熊本北高等学校出身）

●E-mail

●特別入試等の有無／ＡＯ入試・・・あり　　推薦入試・・・あり　　帰国生徒特別選抜・・・なし　※専門学科・総合学科特別推薦入学試験あり　
●学外試験会場／松江市※ ・岡山市・山口市・松山市・福岡市で実施（一般入学試験［Ａ日程のみ］）　※音楽学科の学外試験場は,松江市のみ
●入学料／230,000円～270,000円
●授業料／896,000円～1,400,000円（年額）　実験実習費・施設維持費含む
［奨学金］広島文化学園嚶鳴教育奨学金制度／ＡＯ・推薦入学者特別奨学金,成績優秀者特別奨学金,専門学科・総合学科出身入学者特別奨学金,社会人
入学者特別奨学金,学園特別奨学金,スポーツ特別奨学金,（詳しくはお問い合わせください）
●学生寮／なし（下宿・アパートについては,相談に応じます）

★広島文化学園短期大学の情報は115ページをご参照ください。

入学定員

入試・入学の概要

〔ＡＯ〕●6/1(土)からエントリー受付開始（看護学部のみ7/12(金)から受付）。
〔推薦〕●専門学科・総合学科特別,公募制（Ａ日程）など 10/10(木)から出願受付　●公募制（Ｂ日程） 11/25(月)から出願受付　
〔一般・センター利用〕●一般(Ａ日程),センター（前期） 1/7(火)から出願受付　●一般(Ｂ日程),センター（中期） 2/6(木)から出願受付　
●一般(Ｃ日程),センター（後期） 2/28(金)から出願受付　

入試
メモ

看護学科卒業
広島県立庄原格致高等学校出身

社会福祉法人
江田島市社会福祉協議会 勤務

加 賀 見   静さん

平成
25年卒

健康福祉学科卒業
広島県立広島皆実高等学校出身

●看護学部［呉 阿賀キャンパス］ 6月30日　 ,7月28日　 ,９月1日日 日日

●社会情報学部［広島 坂キャンパス］6月30日　 ,7月28日　 ,8月18日　 ,9月8日日 日 日日

6月30日　 ,7月28日　 ,8月18日　 ,9月8日日 日 日日●学芸学部

★時間はすべて10:00～15:00

［広島 長束キャンパス］

看護師のほか,保健師,養護教諭,
救急看護,認知症看護など一人ひとりの
個性に合わせた専門力が身につきます。

看護学科1年　木村　静佳さん
（熊本県立熊本北高等学校出身）

広島と島根は隣の県で,近いなという
イメージがあります。他人を尊重できる
社会福祉士をめざします！

健康福祉学科1年　小川　佳純さん
（島根県・石見智翠館高等学校出身）

音楽療法を学べるのでこの大学に
決めました。奄美のみんな,島人の
“結の精神”で,頑張ろう！

音楽学科１年　長増　野枝さん
（鹿児島県立大島高等学校出身）

山口の自宅から通学しています。
友人と一緒に,簿記・ＩＴなど
いろんな資格取得をめざします！

社会情報学科２年
[現：グローバルビジネス学科]
椎木　ひなこさん
（山口県立下松高等学校出身）

●大学院／社会情報研究科（博士[前期・後期]課程）　看護学研究科（博士[前期・後期]課程）オープンキャンパスに参加して
大学生の先輩と話すうちに,
「ココしかない！」と決めました。

子ども学科１年　田中　智恵さん
（島根県立江津高等学校出身）

お問い合わせ先
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