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福山大学は,「人間性を尊重し,調和的な全人格陶冶を目指す全人教育」を

行うことを建学の理念の中で謳っており,一人ひとりの学生が,学部ごとに求

められる専門的な知識と技能を身につけるとともに,その知識と技能を活用

するための態度も身につけて,生涯にわたって社会で活躍できる人間性豊か

な人材となることを目指して,教育を行っています。

学生は,総合大学の特徴を生かした幅広い基礎学力と教養を身につけた後

に,社会や地域に向けて開かれた環境の中での専門的学びを土台として,自

己や社会をより良くしようとする誠実さ,未来を志向し現実を変えていく自由

な発想力,手強い現実に取り組むねばり強さ,仲間と協力し組織を動かすコミ

ュニケーション力といった「人間力」を身につけることを期待されています。

福山大学は,このような「人間力」を身につけることを真に希求し,その意欲を

持ち続ける人の入学を歓迎します。

●沿      革／
●教  員  数／
●学生総数／

昭和50年4月,福山大学開学
教授98人　准教授40人　講師28人　助教8人　助手27人
男2,337人　女985人　計3,322人　　

学 校 の 特 色

学 部 ・ 学 科

広島銀行, しまなみ信用金庫, 広島県信用組合, 東洋証券, ひろぎんウツミ屋証券, アシード, あじかん, アヲハタ, 池田糖化工業, ＪＦＥ
スチール, 常石造船, マツダ, ダイキョーニシカワ, エフピコ, 自重堂, 中電工, 栄工社, 安藤建設, 広成建設, 創建ホーム, ミサワホーム
中国, モンテカルロ, ユアーズ, ユーホー, 成和産業, 西日本旅客鉄道, アクトシステムズ, 福山通運, 国立病院機構, 県立広島病院, 
尾道総合病院, 中国中央病院, 広島県庁, 福山市, 三原市, 広島県警察本部, 消防　ほか

私立大学

経済学部は，経済学・経営学の両方の視座から社会を鳥瞰できる学生を育てます。経済や金融を理解できる人材，
国際経済を日本経済との関わりで捉えることのできる人材,備後地域の経営状況を知る人材，会計や経営の実践
能力をもつ人材を養成します。

取得を目指す
資格・免許

■中学校・高等学校教諭一種免許状　■公務員採用試験　■社会保険労務士　■販売士　
■ＦＰ技能士　■秘書検定　■証券外務員　■経済学検定　ほか

経済学部 ●経済学科　●国際経済学科　●税務会計学科

人間文化学部は，現代社会のさまざまな問題を見据え，これからの人間の生き方や文化のありようを探求します。心
理学科では人間の心理と行動について,人間文化学科では 言語・文学・歴史について，メディア情報文化学科では
人と人をつなぐメディア（伝達の手段）について学びます。

取得を目指す
資格・免許

■中学校・高等学校教諭一種免許状　■認定心理士　■社会調査士　■学芸員　
■日本漢字能力検定　■ＣＧクリエイター検定　■Ｗebデザイナー検定　ほか

人間文化学部 ●心理学科　●人間文化学科　●メディア情報文化学科

工学は,人が安全・快適に生活できるように,科学技術を応用し,人に役立つ「ものづくり」を行う学問です。工学部で
は,人の感性を大切に考える,人に優しい「ものづくり」に取り組んでいます。また,未来に向かってともに学ぶ人たちが
集う場にしたいと考えています。

取得を目指す
資格・免許

■高等学校教諭一種免許状　■陸上特殊無線技師　■海上特殊無線技師　■建築士　
■インテリアプランナー　■情報処理技術者試験　■ＣＧエンジニア検定　■機械設計技術者　■ＦＥ  ほか

工学部 ●電子・ロボット工学科　●建築学科 ※2014年4月学科名称変更届出済
●情報工学科　●機械システム工学科

生命工学部は,生命の仕組みを理解することにより,現在社会が抱えている生物資源,栄養・健康,環境等に関わる
課題を解決するための理論,技術,手法に関する教育・研究を行います。これらの活動を通して,社会の要請に応えう
る確かな能力を備えた人材の養成を目標としています。

取得を目指す
資格・免許

■中学校・高等学校教諭一種免許状 ■技術士 ■管理栄養士国家試験受験資格 ■栄養士 ■フードスペ
シャリスト受験資格 ■学芸員 ■潜水士 ■水産業改良普及員 ■食品衛生管理者 ■食品衛生監視員 ほか

生命工学部 ●生物工学科　●生命栄養科学科　●海洋生物科学科

人への思いやりをもち,薬の専門家として社会に貢献したい。友とともに学ぶことができるコミュニケーション能力をも
つ。柔軟な思考力と創造性を備えた論理的思考力を磨く。自ら学ぼうとする姿勢をもち,何事にも意欲的に取り組
む。薬学部は,このような学生とともに医療薬学教育の実践に取り組みます。

取得を目指す
資格・免許

■中学校・高等学校教諭一種免許状　■薬剤師　■薬局管理者　■学校薬剤師 ■薬事監視員　
■麻薬管理者　■毒物劇物取扱責任者　■食品衛生管理者　ほか

薬学部 ●薬学科

●総合大学ならではの多様な個性との交
流が, 皆さんの視野を広げます。 
●総合力を身につけることで,気づいてい
ない皆さんの可能性を引き出します。 
●勉強につまずいたり,悩みをもっていても, 
教職員がきめ細かく皆さんをサポートし 
ます。 

約3，5００名のキャンパスライフ。
主役はあなたです。
［キャンパスライフ］

●資格取得も教職課程も教職員が温かく
支えます。 
●習っていないところや苦手教科を学び
なおします。 
●就職活動に必要な確かな力を育成しま
す。 
●学生生活の悩みにもきめ細かく対応し
ます。 

無理なく夢や目標へと
導いてくれる自慢の教育システム。
［教育システム］

●「みらい工学教育プロジェクト」を通して, 
人間力（考える力・行動する力・判断す 
る力・改善する力・コミュニケーション力）
を磨きます。
●「ひと・まち・くらしプロジェクト」を通して, 
社会のニーズを知り, それに対する専門
知識の応用の仕方と社会に貢献する
態度を自立的に学びます。 

『新しい工学部』構想, 始まる。
［先進の研究］

●地域に根ざし,地域とともに発展していく
大学を目指しています。
●地方自治体,学校,各種機関・団体,地域
産業等と,教育や研究の多様な側面で
の連携協力による結びつきを図り,実践
的研究活動を行っています。 

視野も心も広く豊かに。
新しい発見に, どきどき。
［地域交流］

●学部・学科・学年を問わず,多くの仲間と
出会い,学生時代の楽しい思い出をつく 
っています。
●各クラブ・サークルを中心に,毎年各種
行事（新入生サークル勧誘行事・学長
杯争奪球技大会・大学祭「三蔵祭」・学
友会ツアーetc）を企画・運営し,有意義
なキャンパスライフを送っています。

安心のサポート, 学部をこえた
さまざまな人とのつながりで,
魅力の学生生活を。
［夢実現］ 
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総合大学ならではの多様な個性との交 「みらい工学教育プロジェクト」を通して, 
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経済学科

国際経済学科

税務会計学科

心理学科

人間文化学科

メディア情報文化学科

電子・ロボット工学科

建築学科

情報工学科

機械システム工学科

生物工学科

生命栄養科学科

海洋生物科学科

薬学科
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福山大学

●在学生からのメッセージ
●卒業生の声

消防隊や救急隊の活動を間近で見て憧れを持ち,消防士を目

指しました。覚えることがとても多くて大変ですが,人のために働

けることに喜びを感じ日々活動にいそしんでいます。先生方には

面接のサポートや弱点の克服など,きめ細かにサポートしていた

だきました。皆さんにアドバイスしたいのは,筆記テストももちろん

大事だけれども, 面接では明るく元気にはきはきと話すこと。しっ

かり勉強し,自分をアピールするスキルを学んで,大学生活をエン

ジョイしてください。

三原市消防署 勤務

矢 野  和 樹さん

平成
23年卒

憧れの救急救命士になるため日々邁進！
大切なお金を扱う仕事なので間違いがあってはなりません。集

中力を絶やさず業務に取り組むことは大変ですが,努力して身

につけた知識が役立ち,お客様との信頼関係が生まれたときは

やり甲斐を感じます。私は先生との距離が近い福山大学で,楽

しく学びながら伸び伸びと成長できました。この経験を活かし,

社会でも温かい人間関係を築きながら地元福山に貢献してい

きたいです。

福山に貢献する仕事をしていきたい

（株）広島銀行 勤務

生命工学部海洋生物工学科
（現・海洋生物科学科）卒業

経済学部経済学科卒業

村上  由希子さん

平成
23年卒

●ＪＲ山陽本線「松永駅」下車,北口より徒歩３分の広島銀行松永支店東隣からスクールバスで約10分

入試広報室　　
〒729-0292　広島県福山市学園町１番地三蔵

TEL０８４-９３６-２１１１（代）　　［ＨＰ］http://www.fukuyama-u.ac.jp/

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

kouhou@fucc.fukuyama-u.ac.jp

●お問い合わせ

●アクセス

●入試情報URL

入 試 ・ 入 学 情 報

●大学院
■経済学研究科（経済学専攻修士課程）     
■人間科学研究科（心理臨床学専攻修士課程）
■工学研究科（電子・電気工学専攻修士課程,土木工学
専攻修士課程,建築学専攻修士課程,情報処理工学専
攻修士課程,機械工学専攻修士課程,電子情報工学専
攻博士課程,地域空間工学専攻博士課程,設計生産工
学専攻博士課程,生命工学専攻博士前期課程,生命工
学専攻博士後期課程）
■薬学研究科（医療薬学専攻博士課程）
●入学金
330,000円（薬学部は400,000円）
●授業料
経済学部：825,000円　人間文化学部：825,000円　
工学部：1,085,000円　生命工学部：1,135,000円　
薬学部：1,885,000円　（年額・受託徴収金を含む）　
●学生寮
女子学生専用学生寮／収容人員 139人　
学寮費（年額） 330,000円（1人部屋）

福山大学を見て, 未来の自分をイメージしよう！ 
OPEN
CAMPUS
OPEN
CAMPUS

オープン
キャンパス

中四国地方で唯一,
犯罪心理学を実践的に学べる。

多彩な分野を学ぶことで,
自分のやりたいことが
見えてくる。

１つのテーマを
とことん追求し,研究できる。

メディアから,
社会を切り開く勉強がしたい。

海の生物と触れあいたい。
夢に向かって前進中。

メカエンジニアという
夢に向かって頑張っている。

心理学科（4年）

目標は建築士として
住宅設計に携わること。

建築・建設学科（2年）

経済学科（4年）

さらに地域医療にも
関与していく薬剤師になる。

薬学科（5年）

人間文化学科（4年）

メディア情報文化学科（2年）

いろいろな生き物を見て・
触れて・学ぶことができる。

生物工学科（4年）

ロボットが
もっともっと好きになる。
電子・ロボット工学科（3年）

社会に貢献できる
ＩＴエンジニアを目指す。

情報工学科（3年）

海洋生物科学科（3年）

ユニークな先生に刺激を受け,
学習意欲もますますアップ。

税務会計学科（4年）

機械システム工学科（4年）

世界を知り,日本を知る。
興味がどんどん広がってくる。

国際経済学科（4年）

目指すは
食とスポーツに精通した
管理栄養士。
生命栄養科学科（4年）

●E-mail

入学定員 入試・入学の概要

福山大学の入学試験は,指定校入試,ＡＯ入試,推薦入試,一般入試,大学入試センター試験利用入試等,受験生の皆さんの得意科目を活かし,個々の受験に対応でき
るようにさまざまな方法で実施しています。 

入試
メモ

１３：００～１６：３０ １３：００～１６：３０ １０：００～１６：００ １０：００～１６：００
7月13日　 ・9月7日　 ・10月19日　 ,20日土 日土 土

９：３０～１５：００ ９：３０～１５：００
7月21日　 ・8月25日日日

見 学 会

体験入学会
●大学説明 ●学部・学科説明 ●模擬講義 ●実験・実習 ●個別進学相談 など

●大学説明 ●学部・学科説明 ●施設見学 ●個別進学相談 など

お問い合わせ先

95 96


