
広島文教女子大学

「育成力の文教」が今,確かな信頼のブランドへ

広島文教女子大学
Hiroshima Bunkyo Women's University

創設者・武田ミキによって女子教育の礎石が築かれた本学は,今年で学園創立

から65年目を迎えました。武田ミキが唱えた「心を育て 人を育てる」という教育理

念を忠実に受け継ぎ,長い年月をかけて絶えず本学が積み上げてきたことは,「学

生一人ひとりの個性を大切に,４年間でしっかり育てる」こと。こうした教育活動が

認められ,高校進路指導教諭からも「入学後,生徒を伸ばしてくれる大学（中・四国

地区私学No.1）」として高い評価を得ています。

「育成力の文教」が今,社会に確かな信頼のブランドとして定着しはじめています。

●沿      革／

●教  員  数／
●学生総数／

昭和23年  創設者・武田ミキが広島県可部女子専門学校を開校。　
昭和37年  可部女子短期大学を開学。
昭和41年 広島文教女子大学を開学。これに伴い可部女子短期大学を
　　　　　広島文教女子大学短期大学部と名称変更。
　　　　　その後, いく度かの改組・増設を経て, 現在の大学院1研究
　　　　　科2専攻ならびに大学１学部５学科の体制となる。
教授41人 准教授17人 常勤講師21人 助教1人 うち外国人教員12人
女1,281人　計1,281人

学 校 の 特 色

学 部 ・ 学 科

広島銀行,山口銀行,山陰合同銀行,もみじ銀行,広島市信用組合,日本生命,第一生命,リーガロイヤルホテル広島,JTB中国四国,清
水建設,セキスイハイム中国,アヲハタ,明治乳業,マルハニチロホールディングス,日本食研,西日本旅客鉄道,日本通運,中四国日立物
流サービス,広島トヨタ自動車,クマヒラ,サタケ,広島県警察,広島大学病院 等　［以下,公立小学校］広島県・市,山口県,島根県,鳥取
県,岡山県,愛媛県,香川県,福岡県・市,北九州市,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,沖縄県 等　［以下,公立幼稚園・保育園］広島市,
東広島市,廿日市市,竹原市,三原市,尾道市,福山市,山口市,周南市,光市,山陽小野田市,松江市,東温市,大分市 等

私立大学

●「女性が女性として学ぶために適した環
境」が,女子大には整っています。さらに
小規模な本学においては,学生一人ひ
とりのニーズに対してきめ細かに対応す
る学びや支援,指導を提供しています。
共学にはない「女子教育」の実践が,あ
なたの「自分らしく学ぶ」ことへの確かな
礎を築いてくれるはずです。

女子大だからできる学び
「女子教育」の実践

●スタイリッシュな学習フロアが広がる自
慢のBECC（文教イングリッシュコミュニ
ケーションセンター）には,最新の学習設
備・機器が整備され,多彩なオリジナル教
材もズラリ。12名のネイティブ教員を含
む16名の専属スタッフが授業はもちろ
ん,学生一人ひとりの「もっと学びたい」
を個別サポートします。

中・四国最大級の語学施設
BECCで学ぶ「実践英語」

●将来,小・中・高校の教員をめざす学生
の実践力を養成するために,「教職実践
演習室」を新設しました。室内には実際
の教室を再現し,より効果的な模擬授業
の展開が可能に。文部科学省が推進
するICTを活用した教育・学習方法の改
善や提案型取り組みを多元的に具現
化します。

実践力のある教育者を養成
「ICT教育」への対応

●「4年制大学での学びをさらに専門的に
追究していきたい」というニーズに応え,
本学では大学院人間科学研究科に教
育学専攻（教育学コース,臨床心理学
コース）と人間福祉学専攻を設置してい
ます。「心理教育相談センター」等の大
学院関連施設も学内に整備し,各専門
の研究活動を支えています。

さらなる学びの高みへ
「大学院」も設置

●遠方で自宅から通学ができない学生の
ために,キャンパス内に学生寮「淳風
寮」を併設しています。収容定員は約
230名。寮内には専属の舎監と栄養士
を配置し,安全な住環境・食環境を提供
しています。学生寮費を経済的に支援
（住居費免除）する「修学支援制度」を
利用することができます。

安心な暮らしをサポート
学内に「学生寮」を併設

●「希望進路の実現」のために,本学では
低学年次からキャリアセンターも全面的
に関わり,「キャリア教育」を推進してい
ます。「就職活動」だけを焦点化するの
ではなく,「一人の女性としての生き方」
をキャリアとして捉え,正課・正課外に多
様な支援を展開。キャリアコンサルタント
の有資格者も配置しています。

一人ひとりの進路実現を
「キャリア教育」の実践
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中・四国最大級の語学施設

取得を目指す
資格・免許

＜ビジネスコミュニケーションコース＞ ホテル・旅行・広告・出版など,各キャリアビジョンに対応する「ビジネスコミュニ
ケーションプログラム」「ホスピタリティコミュニケーションプログラム」による学修を展開します。
＜英語コミュニケーションコース＞「英語教員（中学校・高等学校）」「児童英語教員」「日本語教員」「通訳・翻訳
家」などの英語専門職をめざす「英語スペシャリストプログラム」による学修を展開します。

広島文教女子大学は,1学部5学科を擁する女子大学。人間教育を実践する「人間科学部」には,「人間」を大きな学びのテーマとして捉えながら
「ことば」「教育」「福祉」「心理」「栄養」を専門に学修する魅力ある学科を編成しています。

■中学校教諭一種免許状（英語） ■高等学校教諭一種免許状（英語） ■児童英語教員養成課程修了証書 
■日本語教員養成課程修了証書 ■司書 ■司書教諭 ■ウェブデザイン実務士 ほか

人間科学部 ●グローバルコミュニケーション学科　●初等教育学科　●人間福祉学科　●心理学科　●人間栄養学科

●グローバルコミュニケーション学科

取得を目指す
資格・免許

＜児童教育コース＞ 教科ごとに10の専修に分かれ,少人数体制で学修。「小学校教諭／幼稚園教諭一種免許
状」のほか,「中学校教諭一種免許状（国語）」の同時取得も可能。さらに,「児童英語」の学びも深めます。
＜幼児教育コース＞ 幼児期の生活や学習について研究を深め,段階的に実習を重ねながら実践的に学んでいき
ます。「小学校教諭／幼稚園教諭一種免許状」と「保育士資格」の同時取得も可能です。

■小学校教諭一種免許状 ■幼稚園教諭一種免許状 ■中学校教諭一種免許状（国語） ■保育士 
■認定心理士 ■児童英語教員養成課程修了証書 ■司書 ■司書教諭 ほか

●初等教育学科　

取得を目指す
資格・免許

＜社会福祉コース＞ 「社会福祉士」「精神保健福祉士」「保育士」「保育音楽療育士」などの資格取得を目標とし,
人々の生活に深い理解と確かな支援を示すことのできるソーシャルワーカーを養成します。
＜介護福祉コース＞ 広く社会福祉の見識を持って介護ニーズに応えていく「介護福祉士」を養成します。併せて,
「社会福祉士」などの福祉領域資格の取得もめざします。

■社会福祉士（国家試験受験資格） ■精神保健福祉士（国家試験受験資格） ■介護福祉士（国家試験
受験資格）  ■保育士 ■保育音楽療育士 ■障害者職業カウンセラー（受験資格） ■高等学校教諭一種
免許状（福祉） ほか

●人間福祉学科

取得を目指す
資格・免許

＜心理臨床コース＞ あらゆる場面で心理的支援ができるカウンセリングの基礎を学びます。心理学の専門性をもって対
人支援を行えるよう,実践的な学修を重視。専門的知識・技能・態度を備えた,地域に貢献できる人材を育成します。
＜健康・社会心理コース＞ 多様な人間関係の中でよりよく生きるためのキャリアアップやメンタルヘルスに関する実践的
知識・技能・態度を修得。心理学的立場から社会と健康について考察し,地域や職場で求められる専門性を養います。

■認定心理士 ■産業カウンセラー（受験資格） ■司書 ■家庭相談員（任用資格） 
■児童心理司（任用資格） ■社会福祉主事（任用資格） ■児童福祉司（任用資格）  ほか

●心理学科

取得を目指す
資格・免許

＜管理栄養士養成課程＞理論と実践の両面をバランスよく学び,「食」の観点から人々の健康の改善・維持・増進
を支援できる知識と技能を身につけた管理栄養士を養成します。主に医療・福祉施設での栄養職員のほか,企業の
商品開発・研究職や学校現場での栄養教諭として重要な役割を担ってきた管理栄養士ですが,現在はその高度な
専門知識とスキルを生かした新たな職業人としての期待が各産業界において高まってきています。

■管理栄養士（国家試験受験資格） ■栄養士 ■栄養教諭一種免許状 ほか

●人間栄養学科
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グローバルコミュニケーション学科

初等教育学科

人間福祉学科

心理学科

人間栄養学科

人間科学部
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広島文教女子大学

●在学生からのメッセージ
●卒業生の声

以前,病院に勤めていた時は,管理栄養士として電子カルテを

使った管理業務や食品発注を担当していました。病院の食事

は病態やアレルギーの状況などに応じて変わるので,つねに細

心の注意を払っていました。学生時代は,大豆の発酵食品「テ

ンペ」の抗酸化性に関する研究にもとづいて「料理コンテスト」

にも応募し,テンペを使う工夫と独創性が評価されたのはいい経

験でした。現在,私は今までの学びや経験を生かして,未来の管

理栄養士である後輩たちの学びを全力でサポートしています。

管理栄養士としてはもちろん,人間的にももっと輝きを増して学

生たちと一緒に成長してくことが,これからの目標です。

［無料送迎バス］広島県内各地を発着（広島駅・中筋駅・呉駅・西条駅・三次駅・福山駅・尾道駅・三原駅）
運行日・ダイヤ・ルート等の詳細はHPをご覧ください。

広島文教女子大学 勤務

藤 原  久 子さん

平成
20年卒

文教での学びは,すべて私の土台に。
子どもたちと一緒に自分も成長し続けたい。そう思い,小学校教

員をめざしました。同じ道を志す仲間たちと取り組んだ勉強会や

情報交換など,教員採用試験に向けて懸命な学生時代でした。

また,音楽が好きな私は,ミュージカルに出演するなど,勉強以外

の活動にも積極的に取り組んでいました。今すべてが自分自身

の糧となっています。現在は音楽の教科担当をしています。「で

きるようになった」「もっと知りたい」と日々成長する子どもたちを

前に,私も恥じることのない教師でありたい。そしてこれからもキ

ラキラと輝くみんなの笑顔のために,私も夢をもって努力と挑戦

を続けていきます。

これからも夢をもって一歩一歩前進。

江田島市立大古小学校 勤務
人間栄養学科 管理栄養士養成課程初等教育学科 児童教育コース

広島県立呉三津田高等学校出身
福 田  慶 子さん

平成
23年卒

●JR可部線「可部駅」「中島駅」より徒歩約15分。
●JR可部線「可部駅」,JR芸備線「下深川駅」より無料スクールバスで約5～10分。
●広島バスセンターから可部方面行バスで「広島文教女子大前」下車,徒歩約10分。

入試広報課　　
〒731-0295　広島市安佐北区可部東一丁目２-１

0120-75-3191　FAX082-814-3401

http://www.h-bunkyo.ac.jp

koho@h-bunkyo.ac.jp

●お問い合わせ

●アクセス

●入試情報URL

入 試 ・ 入 学 情 報

オープンキャンパスへは,無料送迎バス（要予約）を利用しよう！

●開催時間
　10:00～15:00（受付:9:30～）

～「文教の特色」をチェック！～

～「文教の学び」をチェック！～

～「文教の入試」をチェック！～

～「文教祭（大学祭）」をチェック！～

～「文教の実力」をチェック！～

OPEN
CAMPUS
OPEN
CAMPUS

オープン
キャンパス

BECCを活用すれば,
実践的な英語の

コミュニケーションが学べます！

友だちもたくさんでき,
大学生活もより安心！また,大学に
隣接しているので,便利ですよ！

小・幼・保などの資格が取れ,
一人ひとりの個性を生かした学びが
できるのも大きな魅力ですよ！

福祉・保育・音楽療育が学べる！
4年制大学・女子大ならではの

学びができますよ！

実際に心理学に触れてみて,
授業でも毎日が新しい発見や

体験ばかり！

カリキュラムの中には,
調理学系の科目も多くあり,

実習・実験が豊富！

グローバルコミュニケーション学科

淳風寮（学生寮）

初等教育学科

人間福祉学科心理学科

人間栄養学科

●E-mail

●特別入試等の有無／ＡＯ入試・・・あり　推薦入試・・・あり　社会人特別入試・・・あり　帰国生徒特別選抜・・・なし
●学外試験会場／［推薦入試（前期）］福山,松江,山口,松山,福岡,那覇 〔一般入試（前期）〕福山,松江,山口,松山,福岡,大分
●学生寮／「淳風寮」をキャンパス内に設置。　収容定員230人
●入学料／250,000円（全学科共通）
●授業料／教育維持費を含め,年額990,000円（人間栄養学科は1,040,000円）　※入学試験スカラシップ制度のほか,各種奨学金制度あり
●大学院／人間科学研究科（教育学専攻,人間福祉学専攻）

入学定員

入試・入学の概要

●入学試験スカラシップ制度（学納金一部免除）／【第1種：学納金4年間の4分の3免除】【第2種：学納金4年間半額免除】。
●修学支援制度（学生寮費4年間免除）／入寮者全員の「住居費」を免除します。寮生活に必要な費用は「食費」と「管理運営経費」のみになります。
●入学検定料割引制度／本学の入学試験を複数回受験する場合,2回目以降の出願において,入学検定料が各回10,000円になります。

入試
メモ

●第1回 6月30日日

●第2回 7月28日日

●第3回

10月14日月 祝

●第4回

8月24日土

9月21日土

●第5回

●2014大学案内
●AO入試リーフレット
●2014学生募集要項
●過去問題集　　 等
※資料請求はHPより

新年度資料

お問い合わせ先

広島県立　園北高等学校出身
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