
学 校 の 特 色

学 部 ・ 学 科

●一般企業・公務員／エフピコ,ＪＦＥスチール,自重堂,ザグザグ,名古屋製酪,コスモス薬品,創心会,しまなみ信用金庫,両備信用組合,
ＪＡ尾道,県警察本部,三原市消防,福山市役所,岡山県美作高等学校 ●福祉施設／一れつ会,春海会,広島県社会福祉協議会,福
山仁風荘病院, ●保育園・幼稚園／春日保育所,わかば保育園,福山乳児保育園,井原市立幼稚園,尾道市立吉和幼稚園 
●病院／福山市民病院,中国中央病院,倉敷中央病院,県立広島病院,広島大学病院,尾道市立市民病院

私立大学

経営学科は,経営学の理論と実践を学び,コンピュータとインターネットが活用できる即戦力の人材を育成します。
『経営』,『経営情報』の２つのコースで未来へつながる知識を効果的に身につけます。１年次には基礎ゼミ,２年次
から４年次に専門ゼミを履修し,４年間の少人数ゼミできめ細かな教育を行います。専門ゼミでは,難関資格に挑戦す
る『チャレンジゼミ』も選択できます。また,企業に直結したキャリア（進路）教育を行います。

『社会福祉コース』では,生活問題がある人々が生活しやすくなるように支援するソーシャルワーカー（社会福祉士・精
神保健福祉士）を養成します。『介護福祉コース』では,介護福祉士を養成します。介護福祉士と精神保健福祉士ま
たは社会福祉士の資格取得が可能です（全国でも珍しいカリキュラム）。

福祉健康学部 ●福祉学科　●こども学科　●健康スポーツ科学科

●福祉学科

取得を目指す
資格・免許

こども学科は,乳幼児期から児童期までの子どもの成長発達を支援する幼児教育・初等教育の指導者を養成して
います。保育・教育に関する専門知識と技術・実践力を豊かにするため,学部教育を通じて理論と実践を還流させる
カリキュラムとして４年間の実習教育を行っています。また,入学前から始まる４年間のピアノ教育も特色です。

■保育士資格（国家資格） ■幼稚園教諭一種免許状　■小学校教諭一種免許状

■健康運動実践指導者 ■日本体育協会【競技別指導員,競技別コーチ,アスレティック・トレーナー,スポー
ツ・プログラマー,ジュニア・スポーツ指導員】 ■日本赤十字社【救急法救急員】 ■高等学校教諭一種免許状
（保健体育） ■中学校教諭一種免許状（保健体育） ■養護教諭一種免許状

●こども学科

取得を目指す
資格・免許

健康スポーツ科学科は,身体活動を介した健康やスポーツを体系的に深く理解することにより,調和のある人間を育
成しております。また,『教職』『健康』『スポーツ』の３つの柱を掲げ,教育を行っています。『教職』では保健体育・養
護の免許取得を目指し,教員の育成を行っています。

●健康スポーツ科学科

取得を目指す
資格・免許

■診療報酬請求事務能力認定試験 ■日商簿記検定 ■ビジネス会計検定試験 ■建設業経理士 
■ＩＴパスポート試験 ■コンピュータ会計能力検定試験 ■販売士 ■電子会計実務検定試験 
■基本情報技術者試験 ■応用情報技術者試験 ■ＩＣＴブロフィシエンシー検定（パソコン検定） 
■高等学校教諭一種免許状（情報・商業）

取得を目指す
資格・免許

■社会福祉士 ■精神保健福祉士 ■介護福祉士（※介護福祉コースのみ） ■社会福祉主事任用資格 ■児童
指導員任用資格 ■福祉住環境コーディネーター ■認知症ライフパートナー ■介護職員初任者研修（旧ホームヘ
ルパー２級） ■福祉用具専門相談員 ■診療報酬請求事務能力認定試験 ■高等学校教諭一種免許状（福祉）

経営学部 ●経営学科

看護学科は,生命の尊重を基本理念とし,①看護実践能力の充実,②対象者の心のケアを重視した看護援助活動,
③地域・在宅看護援助の充実を教育方針とした人材の育成を目指していきます。１・２年次で知識,技術を修得し,３
年次に病院・施設での臨地実習,４年次に専門性を究めていきます。取得できる資格は,看護師国家試験受験資格
です。また,選択で保健師国家試験受験資格や養護教諭一種免許状などの教員免許を得ることができます。

取得を目指す
資格・免許

■看護師 ■保健師 ■第一種衛生管理者免許状（保健師免許取得後,本人申請） 
■養護教諭二種免許状（保健師免許取得後,本人申請） ■養護教諭一種免許状 
■高等学校教諭一種免許状（看護・保健） ■中学校教諭一種免許状（保健）

看護学部 ●看護学科

●福祉学科,看護学科：国家資格取得への
取組…「国家試験対策講座」の実施。
●保健体育・養護等教員免許状取得者へ
のサポート…「教師塾」の開設。
●ハイスキルを望む学生への少人数制ゼミ
…「チャレンジゼミ」の実施。

●少人数でのゼミ,クラス担任制（修学・就
職,諸問題の相談・サポート）導入。
●「オフィスアワー」（履修・学修面のサポ
ート）の実施。
●保証人懇談会の実施（本学会場・地方
３会場）→就職・学業・生活面など,保証
人と個別相談。

●地元企業へのインターンシップの実施。
●授業科目「企業者論」（地元企業経営
者等による講義）の開講。
●スクールボランティア・ボランティア（福祉
施設・保育所・幼稚園等）活動の推進。

●「履修指導」・「教職履修カルテ」・「就
職支援」システムの開発による学生
個々人のデータに基づくきめ細やかな指
導・支援への取組。
●キャリア教育の充実…入学時から職業
意識を持たせるための各種ガイダンスを
開講。
●平成２５年３月卒業者の就職内定率
　９９．5％と高い就職率。

●３１クラブ（体育系２４,文科系７）が活動
し,学生の半数がクラブに所属。
●体育系のクラブが「スポーツ推薦入試」 
対象種目。
●２つの体育館,全天候型４００ｍトラック,
人工芝サッカー場,夜間照明付きのテニ
スコートなど,講義やクラブ活動で大いに
活用できる施設も充実。

●２０１２年「大学就職ランキング」ベスト
１００（東洋経済オンライン調査／２０１３
年２月１８日）調査において文系大学で
全国１４位,中国・四国ではなんと№１と
いう結果が出ました！

大学就職率ランキング
中国・四国第１位

1 2 3

4 5 6

福山平成大学

全学をあげて就職をサポート！ 
高い就職率を実現

福山平成大学
Fukuyama Heisei University

知識と技術に裏づけられた「総合的な問題解決能力」を身につけ,自分の責

任で考え,選択し,行動できる人。すなわち,これからの社会が求める人材,これ

からの社会で活躍できる人材を育成します。経営・福祉・教育・健康・看護分

野でそれぞれの専門学科を設置し,広い視野をもって自主的思考ができる

独自の学びスタイルを提供します。現代社会で求められる知識・技術を培う

とともに,地域に密着した学びも大きな特色です。

平成６年４月開学
教授２6人 准教授１5人 講師２7人 助教６人 助手10人 職員１７人
男604人 女６68人 計１,２72人

●沿      革／
●教  員  数／
●学生総数／

資格支援への取組 きめ細かな少人数教育
社会と連携した
体験教育の導入

手厚い修学・就職
支援体制 クラブ活動の奨励
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福山平成大学

●在学生からのメッセージ
●卒業生の声

教員になると決意した大学３年の冬,受験まであと半年という遅

いスタートでしたが決意は変わらず猛勉強をしました。大学院に

進学し,教師塾が始まり,少人数ながら,卒業生や在校生と共に

勉強する場ができ人との繋がりが増え,教員採用試験の情報や

勉強会など,同じ受験生同士で目的を共有し合えたことは今の

自分の自信に繋がっています。

オープンキャンパスでは,学部・学科説明のほか,施設
見学,個別相談や模擬講義などのプログラムを実施
予定！ 受験生だけでなく,高校１・２年生や保護者,先
生の参加も大歓迎です。ぜひ見学にいらしてくださ
い。当日の飛び入り参加も歓迎します。
このチャンスを逃さず,平大をたっぷりと体験してく
ださい。

平成
25年卒

受験を通して自分から行動すること,
人との繋がりの大切さを改めて学ぶ
ことができました。学生時代は大学のボランティアサークル「シグマソサエティ」に

入り,４年間活動しました。また,２０１１年３月に起きた東日本大震

災では,広島県社協の呼びかけで７月に宮城県岩沼市のボラン

ティア活動に参加しました。これらの活動を通して,社会に存在

するさまざまな課題に気づき,社会福祉の資格を取得して,地域

社会を支援するソーシャルワーカーになりたいと思い,社協に就

職しました。今は事務的な仕事を覚えることに必死ですが,いず

れ大学での学びを活かしていい仕事がしたいです。

保育士,幼稚園,そして小学校教諭の資格が取れる！こど
も学科を選んだのはその理由からでした。先生方もユー
モアにあふれいつも親身になってくださるから毎日楽しく
学んでいます。ピアノの全く弾けなかった僕が簡単な童
謡をいくつか弾けるようになったのも先生の分かりやすい
指導のおかげ。将来は,子どもたちの成長の手助けがで
きる優しい,そして子どもたちに負けないくらい元気のある
先生になりたいと思っています。いろいろ調べたり,興味を
持ったりするうちに進みたい進路がきっと見つかると思い
ます。頑張ってください。

社会の課題を知ることで
めざす進路も見えてきた！

徳島県社会福祉協議会 主事
福祉健康学部福祉学科卒業

坂 本  拓 也さん
広島県特別支援学校高等部保健体育教員

山 崎  め いさん

平成
24年卒

入 試 ・ 入 学 情 報

●大学院
経営学研究科,スポーツ健康科学研究科,看護学研究科
●専攻科／助産学専攻科
●特別入試等の有無
ＡＯ入試・・・あり（看護学部を除く）　推薦入試・・・あり
●学外試験会場／あり（一般入試,推薦入試のみ）
●入学料／330,000円　学友会・後援会費 ： 25,000円 
●授業料

経 営 学 部： 800,000円（年額） 
福祉健康学部 ： 860,000円（年額） 
看 護 学 部： 1,400,000円（年額）

まずは見てみて～可能性が開花する場所～
平大は,あなたの学びを応援します！！

OPEN
CAMPUS
OPEN
CAMPUS

オープン
キャンパス

平大ってすごいなって思う事は,
学生と先生の仲がとても良いこと！
先生はいつも学生のことを
気にかけてくださり,話しやすいので,
何でも気軽に相談できます。

サークルや部活,行事をとおして
みんなと仲良くなれました！
学内は学部学科を超えて

とてもフレンドリーな雰囲気です！！

「保育園の先生になりたい！」それが
私の夢です。授業ではお花を育てたり,
みんなで野菜を育てて食べたりします。
実践力を重視した学びができるのも
良いですね！！

ピアノ練習室が
自由に使えるので,

初心者でも安心して学べます！

好きなことに熱中できる施設が整い,
スポーツトレーナーをめざす
自分にとっては最高の環境です。
思いっきりスポーツができますよ！

福祉健康学部福祉学科（2年）

経営学部経営学科（3年）

福祉健康学部こども学科（2年）

福祉健康学部こども学科（4年）

福祉健康学部健康スポーツ科学科（3年）

●JR福山駅よりJR福塩線に乗り換え「神辺（かんなべ）駅」下車,東口よりスクールバス運行約10分。
●JR福山駅南口より,中国バス「中国中央病院方面行」に乗車,所要時間約25分。
●広島市内より高速バス「リードライナー」が大学前まで運行,所要時間約1時間50分。

福山平成大学　入試室　　
〒720-0001　広島県福山市御幸町上岩成正戸117-1

TEL０８４-９７２-５００１　　［ＨＰ］ http://www.heisei-u.ac.jp

http://www.heisei-u.ac.jp/fhu/ent_info.html　

nyushi@heisei-u.ac.jp

●お問い合わせ

●アクセス

●入試情報URL

●E-mail

福祉健康学部
健康スポーツ科学科平成23年卒業
大学院
スポーツ健康科学研究科修了

入学定員

お問い合わせ先

入試・入学の概要

入試
メモ

指定校入試では,指定校奨学制度「特別奨学生Ｂ」を導入しており,適用者については,原則として４年間の授業料の４割（看護学部においては３割）を免除します。
また,入学金３３万円を１５万円に減額します。
推薦入試・一般入試・大学入試センター試験利用入試では,特典として「特別奨学生Ａ」を導入しています。成績優秀者から原則として４年間の授業料の４割を免除します。

●９：５０～１５：００［受付９：３０～］7月27日土

●９：５０～１５：００［受付９：３０～］8月24日土

●１３：２０～１６：３０［受付１３：００～］9月7日土見 学 会

第1回
体験入学会

第2回
体験入学会

●福祉健康学部こども学科 ３年

三 上  健 悟さん

福祉学科では,カリキュラムの中に組み込まれている資
格と,授業外の対策講座で勉強して取る資格の２種類あ
ります。実際,先輩方から「資格を取った」ということをよく
聞きます。解らない事は先生方に質問すれば丁寧に答え
てくださるので,サポートも万全です。

●福祉健康学部福祉学科 2年

森 下  理 加さん

実技の授業や教育実習で
自信をつけて

素敵な先生をめざそう！！
福祉健康学部
健康スポーツ科学科（4年）

附属図書館があるので,
資料研究に役立っています。
看護学部看護学科（2年）

実習中,患者さんから「ありがとう」と
言われた時は本当に嬉しく,
看護師という仕事がこんなにも感動する事が
多いとは知りませんでした。
笑顔の素敵な看護師になりたいと思います。

看護学部看護学科（4年）

実際社会で働いている
学外講師の授業があり,
時代に対応した授業が
ためになり,面白い！
経営学部経営学科（4年）
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