
安田女子大学

7学部10学科1短大の女子総合大学※

※2014年4月開設の看護学部看護学科を含む（設置認可申請中）

安田女子大学
Yasuda Women's University

安田学園は,「柔しく剛く」（やさしくつよく）を学園訓として定め,一貫して徳

育と知育を目指した全人教育を建学の理念としてまいりました。安田女子大

学においても,98年にわたる学園の伝統を踏まえて,人間として共感し,お互

いを思いやる徳の涵養を重んじ,併せて,人として現代社会で生き抜くために

求められる知識と技術を身に付け,堅忍不抜のへこたれない精神の育成に

力を入れています。

●沿      革／

●教  員  数／
●学生総数／

1915年に安田学園を創立。1966年に安田女子大学文学部を開学し,
2003年以降,6年制の薬学部など3学部を増設。2012年には,教育学
部,心理学部を新たに開設。6学部（文学部,教育学部,心理学部,現代ビ
ジネス学部,家政学部,薬学部の6学部9学科）がそろう女子総合大学
2014年,看護学部看護学科を開設予定（設置認可申請中）
教授80人 准教授34人 講師16人 助教15人 うち外国人教員4人
3,799人

学 校 の 特 色

学 部 ・ 学 科
私立大学

現代を生きる女性に必要な専門分野の知識と,高い教養や豊かな人間性を身につけた,バランスのとれた人間形成
をめざします。研究したいテーマに合わせ,各専門分野の教員による熱心な指導が行われるので,好奇心の翼をさら
に広げることができます。

取得を目指す
資格・免許

■高等学校教諭一種免許状（国語・書道・英語） ■中学校教諭一種免許状（国語・英語） ■司書 
■学校図書館司書教諭 ■学芸員（日本文学科・書道学科） ■日本語教員（日本文学科・英語英米文学科）

文学部 ●日本文学科　●書道学科　●英語英米文学科

人への優しさと教育・保育への強い意志をもった実践的な指導力のある教育者養成をめざします。専門性を高め,授
業力を身につけていくために,教職キャリア教育に関する科目を各学年で導入し,早い時期から教育者になる意識を
向上させながら実践的力量を養います。

取得を目指す
資格・免許 ■小学校教諭一種免許状 ■幼稚園教諭一種免許状 ■保育士 ■学校図書館司書教諭

教育学部 ●児童教育学科

21世紀に求められる「心理学」のありかたを追究し,多彩な分野で活躍する人材の育成をめざします。基礎から応用
まで,心理学の多様なフィールドを幅広く学修。現代社会の問題に対して,「心」の観点から科学的理解と解決の方
策を提案できる専門的人材を養成します。

取得を目指す
資格・免許

■高等学校教諭一種免許状（公民） ■中学校教諭一種免許状（社会） ■司書 ■学校図書館司書教諭 
■日本心理学会認定心理士

心理学部 ●心理学科

実社会に照準を合わせ,社会に出て真価を発揮できる能力を身につけます。人生を豊かに生きるための教養はもち
ろん,ビジネス社会の仕組みを本質的に理解し,英語やコンピュータなどの専門的な知識やスキルを身につけ,実践で
きるよう,特色豊かな教育を実践しています。

取得を目指す
資格・免許

■高等学校教諭一種免許状（情報） ■司書 ■学校図書館司書教諭 
■上級ビジネス実務士（全国大学実務教育協会） ■上級情報処理士（全国大学実務教育協会）

現代ビジネス学部 ●現代ビジネス学科

衣・食・住・健康・環境といった暮らしの基本となる科学的な知識や実践的な技能を,豊富な実習や実験を通じて身につ
けていきます。将来,専門的な分野で活躍するために必要な各種免許・資格取得についても全面的にサポートします。

●生活デザイン学科／■高等学校教諭一種免許状（家庭） ■中学校教諭一種免許状（家庭） ■学芸員 ■学校図書館司書教
諭 ■フードスペシャリスト受験資格 ■一級建築士受験資格（実務要3年） ■二級建築士受験資格 ■木造建築士受験資格 ■イ
ンテリアプランナー登録資格 ●管理栄養学科／■高等学校教諭一種免許状（家庭） ■中学校教諭一種免許状（家庭） ■管理
栄養士国家試験受験資格 ■栄養士免許 ■栄養教諭一種免許状 ■食品衛生管理者任用資格 ■食品衛生監視員任用資格

家政学部 ●生活デザイン学科　●管理栄養学科

幅広い教養教育と高度な薬学教育の学習プログラムを展開し,医療現場で活躍できる知識と技能を身につけま
す。豊かな人間性と高度な専門性を備えた女性薬剤師を育成し,さまざまな医療ニーズに応えます。

■薬剤師国家試験受験資格 ■登録販売者受験資格 ■甲種危険物取扱者受験資格 
■食品衛生管理者任用資格 ■食品衛生監視員任用資格 ■毒物劇物取扱責任者 
■麻薬取締員任用資格 ■麻薬取締官任用資格 ■向精神薬取扱責任者

薬学部 ●薬学科

徳育と知育を目指した全人教育を理念とした学園訓｢柔しく剛く」に基づき,幅広い教養と看護学に関する高度な専門
知識・技術,豊かな感性や課題解決力を備え,医療・看護の現場で実践的な看護を展開できる看護師を養成します。

取得を目指す
資格・免許
（予定）

取得を目指す
資格・免許

取得を目指す
資格・免許

■看護師国家試験受験資格
（以下は選択制）※ただし定員を超えた場合は選抜とすることがあります。 ■保健師国家試験受験資格※1,助産師国家試験
受験資格※2,養護教諭二種免許状※3,第一種衛生管理者

※4
　   ※１保健師教育課程を修了した者。※２助産師教育課程を修了し

た者。※３養護教諭二種免許に必要な科目の単位取得者に限り保健師の免許取得後の申請による。※4保健師の免許取得後,申請による。

看護学部 ●看護学科（設置認可申請中）

看護学部棟・新5号館（2014年3月完成予定）

●幅広い教養と看護学に関する高度な専
門知識・技術,豊かな感性や課題解決
力を備え,医療・看護の現場で実践的な
看護が行える看護師を養成します。また,
薬学科,管理栄養学科,心理学科の教
員も参画し,それぞれの立場から看護に
役立つ専門的な授業を展開します。

2014年4月,
看護学部看護学科が
誕生します（設置認可申請中）

●管理栄養学科では,食品の安全・衛生
管理システム「HACCP」に対応した
オール電化厨房において100食分の
給食を作る実習を行っています。また、
薬学科では,最新の設備が整った模擬
薬局や模擬病室において,現場さながら
の雰囲気のなかで実習を行っています。

実社会に即した最新の施設

●薬学科では,全国薬学部共通の共用
試験において1期生・2期生に続いて,
3期生も全員受験し,3年連続で合格
率100％となりました。個々の理解度
に応じた個別指導により,学生一人ひ
とりの学びを徹底サポートしています。

きめ細かい学習サポート体制

●｢オリエンテーションセミナー（通称：オリ
ゼミ）」,｢チューター制度」,｢まほろば教
養ゼミ」は,実り多いキャンパスライフを
送るために用意された本学の伝統的な
取り組みです。これらの活動を通して,仲
間や先輩後輩,教員との絆を深めること
で,快適なキャンパスライフを送るための
環境を作っています。

学生の自立を促す多彩な取組

●1年生全員を対象とした｢英語コミュニ
ケーション」を開講し,外国人教員から実
用的な英語を学ぶなど,時代と社会が求
める女性を養成します。また,2012年度
入学生より英語英米文学科のアメリカ
派遣６ヵ月留学（STAYS）に2年生全員
が参加。協定校での学修とホームステ
イを通して,英語運用能力の向上と国際
感覚を養います。

実践的な英語教育

●2012年度（2013年3月卒業生）の就
職率は97.1％と高く,経済状況に左右
されない抜群の就職率を誇っており,学
生が主体的に活動するための支援体
制が整っています。また,平成25年度教
員採用試験では,92名もの合格者を出
し,｢教職に強い安田」を証明しました。

就職・教職に強い安田。
安田全体の就職率は
8年連続97％超

1 2 3

4 5 6

2014年4月,2014年4月,
看護学部看護学科が

実践的な英語教育

実社会に即した最新の施設 きめ細かい学習サポート体制

学生の自立を促す多彩な取組

※資格・免許は組み合わせにより取得できない場合があります。

★安田女子短期大学の情報は117ページをご参照ください。
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日本文学科

書道学科

英語英米文学科

児童教育学科

心理学科

現代ビジネス学科

生活デザイン学科

管理栄養学科

薬学科〈6年制〉

看護学科（注）

文学部

教育学部

心理学部

現代ビジネス学部

家政学部

薬学部
看護学部

入学定員学　科学　部

90

30

110

110

90

120

105

120

120

120

1,015合　　計

安田女子大学

●在学生からのメッセージ
●卒業生の声

1年生27人の学級担任をしています。これまでも低学年を中心に受
け持ってきました。日々成長していく子どもの姿を見られることがうれし
く,やりがいと充実感に満たされています。
身近に安田出身の先生が多く,そのお話を聞き,学びの環境が充実
していることから安田に入学しました。先生方が熱心に指導してくだ
さるのはもちろん,同じ目標を持つ仲間が多くいて互いに高め合いな
がら頑張ることができました。授業では,学習指導要領に即した指導
案づくりや各教科の模擬授業など,理論と実践の両方をバランス良
く学べました。模擬授業を数多く経験できたのも教え方の引き出しを
増やすことにつながりました。また,幼稚園教諭免許を取得していた
ので,幼稚園や保育園からどのような状況で入学してくるのかが分か
り,1年生と接する際に役立っています。
私の勧めもあってか妹2人も児童教育学科を卒業して,現役で小学
校の教員になりました。教員をめざす皆さんも,目標を持って最後まで
諦めずに頑張ってください。 ●事前申込不要,10：00スタート（受付9:30～）

2014年度募集要項（願書）,過去問題集,オリジナルグッズを配布予定
プログラム：全体説明会,学科別ガイダンス＆模擬授業,施設自由見学,学生食堂試食会,個別相談

広島市立青崎小学校 勤務

美 甘  真 実さん

理論と実践をバランス良く学べたことが
教職の現場で生かされています。

総合病院の薬剤科調剤室で,入院・来院処方箋等の調剤業務を
担当しています。まだ新人なので,先輩にご指導いただきながら,周
りをよく観察し,不明点は自ら調べて次につなげるよう努めていま
す。早く患者さんの治療だけでなくメンタル面もサポートできるスキ
ルを養い,チーム医療の一員として活躍できるようになりたいです。
薬剤師として働くようになってから,改めて安田の学園訓である「柔
しく剛く」の言葉の意味が理解できました。患者さんへ接するとき,
先輩から学ぶときなど,あらゆる場面で,強い芯を持ち,やさしくしなや
かな対応ができる人間になりたいと思っています。
薬剤師になるには勉強など大変だと思いますが,安田は国家試験
対策や就職活動のサポートが充実しています。しかも学生でしか体
験できない行事もたくさんあるので,充実した学生生活をおくること
ができます。努力や経験したことは必ず結果や自信につながります
ので,ぜひ,同じ目標を持つ素晴らしい仲間と共に,いろんなことにチ
ャレンジしてください。

学園訓「柔しく剛く」の意味を実感しています。

県立広島病院 勤務

中 野  愛 子さん

入 試 ・ 入 学 情 報

7月20日 土

● 第1回 ● 

7月21日 日

● 第2回 ● 

8月25日 日

● 第3回 ● 

実際にキャンパスを体感して安田女子大学の魅力を発見してみよう！

http://www.yasuda-u.ac.jp/top/admission/index.html

nyushi.box@yasuda-u.ac.jp

●お問い合わせ

●アクセス

●入試情報URL

●大学院／文学研究科［日本語学日本文学専攻,英語学英米文学専攻,教育学専攻（教育学・心理学コース,臨床心理学コース）］,

家政学研究科［健康生活学専攻］,薬学研究科［薬学専攻］

●特別入試等の有無／［AO入試］…あり  ［推薦入試］（指定校制・公募制〔専願・併願〕）…あり  

［社会人特別選抜入試］…あり  ［大学入試センター試験利用入試］…あり

●学外試験会場／松江,岡山,福山,山口,松山,高知,福岡,大分,熊本,鹿児島,那覇
※指定校制推薦入試・公募制推薦入試〔専願・併願〕・一般入試（前期B日程・前期C日程）で実施。ただし,一般入試（前期B日程）は松江会場のみ

●入学料／230,000円　

●授業料／1,040,000円～1,780,000円（年額）

施設設備費を含む。この他に,別途諸費を徴収する。

本学では,教育ローン利息補給奨学金のほか,薬学部薬学科では,「特待生入試制度」及び「授業料減免制度」を実施。

●学生寮／専用アパート・マンション／仲介手数料不要 大学まで徒歩圏内に約50軒 

部屋数（個別タイプ・共同タイプ）は約400室 賃料：月11,000円～52,000円程度

●E-mail

〒73１-０１５３　広島市安佐南区安東六丁目13番1号

TEL０８２-８７８-８５５７（入試広報課直通）　［ＨＰ］ http://www.yasuda-u.ac.jp/

やすひがし

●ＪＲ可部線［大町駅］,または市内紙屋町・本通り方面よりアストラムラインに乗車,［安東駅］（安田女子大学前）
　より通学専用エスカレーターを利用して徒歩約4分

やすひがし

（注）設置認可申請中

★安田女子短期大学の情報は117ページをご参照ください。

高校生の頃から食に興味があったの
で,食物を学問として深く学び,その
知識を生かして,子どもや高齢者の元
気をサポートできる管理栄養士にな
りたいと思って入学しました。安田
は,国家試験の合格率と就職率が高
いところが魅力でした。

●家政学部 管理栄養学科  小倉 菜摘さん　
4年生（島根県立大田高等学校出身）

ビジネスの現場で必要な経営学やビ
ジネス英語,ビジネスマナーなど広く
学べることを知り,現代ビジネス学科
に入学しました。英語の力を生かし
ながら,社会に出て必要な実践的な
学びや体験ができているので日々充
実した生活を送っています。

●現代ビジネス学部 現代ビジネス学科  

赤木 萌美さん
4年生（広島県・安田女子高等学校出身）

入学定員

入試・入学の概要

OPEN
CAMPUS
OPEN
CAMPUS

オープン
キャンパス

大学入試センター試験にお
いて大学が指定した教科・科目を受験し,
合計得点率80％以上の場合に出願可
能。成績順にS特待生（入学後6年間の
授業料全額免除）とA特待生（入学後6
年間の授業料年間50万円）を選抜。た
だし入学後,学生の本分および学則を
守り,成績が大学の定める基準を満たす
必要がある。

入試
メモ

全日本空輸,日本航空,パナソニック,キヤノ
ンシステムアンドサポート,三井住友銀行,広
島銀行,広島ガス,JTB中国四国,シェラトン
ホテル広島,アヲハタ,イズミ,持田製薬,日本
赤十字社,県立広島病院,広島県公立高等
学校（書道）,広島県公立中学校（国語,英
語）,公立小学校（広島県・市,島根県,愛媛
県等）,公立幼稚園（広島市,安来市等）,公
立保育園（広島市,東広島市,廿日市市,尾
道市,光市等）,私立幼稚園・保育園,国家公
務員一般職等

｜主な就職先｜

●平成25年 薬学科卒 ●平成20年 児童教育学科卒

※詳しくは「2014年度入学試験ガイド」をご覧ください。

薬学部薬学科
特待生選抜

携帯HP用QRコード

お問い合わせ先
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