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※一般選抜学生募集要項は、本学ホームページ『学生募集要項』のページからダウンロードできます。
　また、一般選抜への出願方法は、インターネット出願のみです。
※その他の特別選抜については、上記4、5により請求してください。
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県立広島大学詳しくはホームページをご覧ください。



県立広島大学の成り立ち
本学の歴史は三つの県立大学に由来します。一つ目は1920年、広島県が広島高等
女学校に専攻科を設置したことに始まる県立広島女子大学、二つ目は農業短期大学
を経て庄原市に誕生した広島県立大学、そして三つ目は三原市に設立された広島県
立保健福祉短期大学を流れとした広島県立保健福祉大学です。
2005年、これら歴史ある3大学が一つの大学として生まれ変わりました。県立広島大
学の誕生です。開学以来、広島県全域を1キャンパスとして捉え、そこに教育・文化、そ
して産業を育む知の創造拠点としての役割を果たすべく努力を続け、現在に至ってお
ります。

本学の目指す教育と背景にある研究力
真摯に勉学に取り組む学生の姿勢と、きめ細やかな指導との相乗効果により、本学の
高い教育成果が得られています。全国でもトップレベルの国家試験合格率、99.2％の
就職率、そして、91.1％に達する授業満足度など幾つもその例を挙げることができま
す。しかし、私たちの目指す教育目標は、そうした数値を達成することではありません。
「課題を見出し、自らの力で解決しうる実践力を養う」ことを教育の目標に掲げ、社会
に対して誇りうる人材の育成を本学の重点課題に据えて、教職員一体となって取り組
んできました。
その前提として、大学で学ぶ学問の背景には教員の研究力が求められます。本学教
員の研究力には誇るべきものがあります。例えば大学研究力の指標とされている、文
部科学省による科学研究費助成事業の採択件数において、10年連続で中四国・九
州・沖縄27公立大学のトップに位置するなど、教員の確かな研究力は、質の高い教
育の提供に結びついています。さらに本学教育の特筆すべき特徴は、能動的学修の
推進にあります。自ら解決する力の根底には、主体的に学ぼうという能動的姿勢が備
わっていなければなりません。本学は文部科学省から公立大学ではただ一校、アク
ティブ・ラーニング推進事業の助成を受け、現在、教職員一体となって学生の積極的
に学ぶ姿勢を育てています。こうした地道な教育に対する努力は昨年、大学通信の調
査結果、すなわち全国2000の有名高校進学校の指導教員を対象に行ったアンケー
ト「有名高校の進路指導教諭が勧める180大学」において本学は52番目、中国地方
では広島大学、岡山大学に次いで小規模大学でありながら３番目にランクインされる
などの結果に表れつつあります。

本学への入学を目指す皆さんへ
未来への自己目標を据え、グローバル社会を生き
抜く能動的な実践力を養い充実した学生生活を
送って巣立ってほしい、これが私たちの共通の願い
です。本学への扉を叩いた一人一人に向かい合い
ながら、本学教職員が精一杯支援していくことをお
約束致します。

学生教育 First の姿勢で
　　　　　  臨んでいる大学

＊表紙の写真は、「県大フォトコンテスト2016」で寄せられた作品を一部掲載しています。
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高等学校等での
学びを通じて
幅広い基礎学力を
身につけている

物事を様々な
視点から捉え、
柔軟に思考できる

筋道立てて考え、
その場にふさわしい
表現を用いて
伝えることができる

自らの能力の
向上を目指し、
主体的に学ぶこと
ができる

他者を
理解しようと努め、
協力して物事を
行うことができる

社会へ貢献したい
という意欲を
持っている 平成

28年度には91.1％に達しています。
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15 10,498

サステナブル・ブランドの地域ブランドへの適用可能性
に関する研究 等

広島県産レモンによる健康創生プロジェクト 
　　　　　　－三原市を拠点とした健康街づくり－等

11 8,003

5 5,765

3 6,978

1,062

管理栄養士を目指している人間文化学部健
康科学科の学生が企業等と共同でレシピの
開発を進め、広島県産食材を使用したメ
ニューを開発しました。開発したメニューは、学
生食堂で提供したほか、学生が講師になり広
島市内公民館での料理教室で紹介しました。

庄原市内の長期間使用されていない古民家を清掃
し、期間限定で飲食を提供することによって地域の方
と交流をしました。他にも、空き家を拠点としたインター
ネットラジオの配信や、空き地を耕し畑にするなどの土
地の有効活用方法を模索しました。今後はだれでも
気軽に立ち寄れるような場所作りを目指しています。

空き家活用イベント
の実施
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長安大学

キャンベラ大学

ノンラム大学
ジェッソール科学技術大学

マレーシアイスラム科学大学

オーストラリア

ベトナム

マレーシア

バングラデシュ

平成28年9月 サザンクロス大学
（オーストラリア）

ソウル市立大学
（韓国）

キャンベラ大学
（オーストラリア）

インドネシア公立イスラム大学（マラン校）
（インドネシア）

平成28年8月

平成28年10月

平成28年9月

本学の教員・学生がオーストラリアのサザンクロス大
学で実施された夏季語学研修プログラムに参加し、文
化交流研修を実施した。

本学の教員・学生が協定校のキャンベラ大学にて、授
業やセミナーに参加し，地域プログラムへの見学を
行った。

本学の教員・学生が協定校のソウル市立大学で、研究
発表会や交流会を行った。

本学の教職員がインドネシア公立イスラム大学（マラ
ン校）で開催された国際会議等に参加した。

オーストラリア、サザンクロス大学
との交流事業（人間文化学部）

インとネシア、インドネシア公立イ
スラム大学(マラン校)との交流事
業（生命環境学部）

韓国、ソウル市立大学との交流事
業（経営情報学部）

オーストラリア、キャンベラ大学と
の交流事業（保健福祉学部）

平成28年度は、他にドイツ、オーストラリア、台湾、バングラデシュ、タイ等の大学を含む全１４件の事業を実施しています。

（平成28年度実績）

韓国語学習・韓国文化の体験

マレーシアイスラム科学大学 マレーシア

国・地域

国・地域

英語学習・マレーシア文化の体験

英語学習・カナダ文化の体験

マ
レ
ーシアイスラム科

学大
学

マレーシア

上田 彩乃さん
高知県立
高知追手前高等学校出身

2年

髙本かおりさん
佐賀県立
鹿島高等学校出身

2年私はソウル市立大学の１５日間語学研修プロ

グラムに参加しました。大学構内には「語学

堂」という施設もあり、語学学習にたいへん

適した環境でした。

留学当初私は、自分の韓国語に自信がなく授

業外ではほとんど韓国語を使えずにいまし

た。しかし徐々に慣れていき、「つたない韓国

語だけど、自分の意思を伝えたい！」と思うよ

うになりました。そこで、受け身ではなく自分

から向かっていく姿勢の大切さを学ぶことができました。

留学は語学学習のみでなく、自分自身を変える良いきっかけになると

思います。ぜひ一度参加してみてください。

私は、1年生の夏休みにマレーシアイスラム

科学大学で1週間の研修に参加しました。こ

の研修に参加した理由は、イスラム教やその

文化を正しく理解したいと思ったからです。

キャンパスはとても広くて、さまざまな設備が

充実していました。私は、初めて海外へ行っ

たので不安もありましたが、大学の先生や学

生のサポートのおかげでとても楽しく充実し

た毎日を過ごすことができました。また研修

中は、礼拝所であるモスクを訪れたりホームステイ体験を通してイス

ラム教やマレーシアの文化も学ぶことができました。研修を通して、

英語を積極的に話せるようになり、何事にも挑戦するようになりまし

た。短い研修期間でしたが、私にとって大きな1週間となりました。ぜ

ひみなさんも一歩踏み出して、留学に挑戦してみてください。

中国語学習・中国文化の体験台湾世新大学

英語学習及び選択授業・イギリス文化の体験シェフィールド大学 イギリス

15日間
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※留学期間は、本学の在学中、通算で1年を超えないこととします。

稲迫 実花さん
広島県立
安古市高等学校出身

4年

岡崎くるみさん

翟 暁靚（テキ ギョウ セイ）さん

楽しくて豊富な国際交流 The First English Track Student

広島市立
美鈴が丘高校出身

経営情報学部
経営情報学科3年（正規生）

西安東元路学校（中国）

Gerard Peter Gallagher（ジェラード ピーター ギャラガー）さん

総合学術研究科
情報マネジメント専攻1年（正規生、イングリッシュトラック生）

アルスター大学（イギリス）

3年

ソウル市立大学では、英語で授業を受けながら日

常生活では韓国語を学べると聞き、両方の言語を

学びたい私にぴったりだと思いこの大学に留学し

ようと決意しました。実際、全ての授業を英語で受

講し、韓国人のバディと韓国語を勉強することで、

どちらの言語もあっという間に上達しました。ま

た、海外に滞在することは今まで知らなった文化

を知り、自分を成長させる良い機会だと思います。

私自身、留学前と比べると留学後のほうが何事に

も積極的に挑戦できるようになったと思います。皆

さんもぜひ長期留学にチャレンジしてみてくださ

い！

私は、2016年8月から2016年12月までアメリカ

のハワイ大学ヒロ校へ留学しました。語学習得は

もちろん、自分の視野を広げ、新しい価値観を身に

付けたいと思い留学を決意しました。日本と異な

る授業形態や世界中から集まった人々との寮生活

など日本では味わうことのできない多くの体験が

できました。また、様々な国の友人たちとの交流を

通して、今まで自分にはなかった考え方を得たこと

で新たな選択肢が見つかりました。留学を通じて

経験した苦労や楽しさ、また友人たちと過ごした

日々は忘れられないものとなり、大変充実した留

学生活を送ることができました。

この大学に初めて入った時、緊張して、心配しました。自分は留学
生として、学業や生活などが本当にできるかどうかは全然わから
なかったからです。しかし、大学に入ると、先生方や同級生がすご
く優しくて、いつも勉強するのを助けてくれました。私は卓球部に
も入りました。毎週１回の部活ですが、先輩がお菓子を買って来て
くれたりして、和気あいあいとしています。学園祭の時にはサーク
ルの先輩と協力し、焼き鳥の模擬店を出店しました。それもいい
思い出です。この大学は国際交流の活動も多いです。自分も2年
生の2月に短期のイギリス語学研修に参加しました。留学先で交
換留学ができるのは素晴らしいと思います。広島スタディツアー
にも参加して、宮島の弥山に登ったのもおもしろかったです。県立
広島大学での留学生活は私にとって、日本人と直接関係を持てる
貴重な経験だと思います。

I am the first English Track student at the Prefectural University of Hiroshima. PUH 
is a fun and diverse university that offers a broad range of support for 
international students. 
I am a reading for a masters in Management Information Systems. My thesis 
involves noise cancellation and signal processing. The teaching staff at PUH are 
very knowledgeable and friendly.  Their ability to teach through the medium of 
English is excellent. There has not been a single moment here were I have not 
comprehended a class due to language issues.
I would highly recommend you to come to PUH to study.  Hiroshima is a wonderful, 
historic city with plenty of opportunities. The residents of the city are very friendly 
and welcoming and so are the staff and students of the university.
私は、県立広島大学の最初のイングリッシュト
ラック生（英語で学位が取得できる制度の学
生）です。県立広島大学は楽しく、留学生が授
業に集中できる環境を提供しています。私は
情報マネジメント専攻の修士課程で学んでお
り、研究分野は「雑音除去と信号処理」です。
県立広島大学の先生はとても研究力が高く、
親切です。私は英語で授業を受けています
が、先生の指導力や英語力は高く、授業で理
解に困ることはありません。県立広島大学に留
学することを強くお勧めします。広島は自然環
境が豊かで素晴らしい歴史のある町であり、
市民の皆さんや県立広島大学の学生・スタッ
フもとても親切だからです。

28 113 49 19 45 95 45

日々



※留学期間は、本学の在学中、通算で1年を超えないこととします。

稲迫 実花さん
広島県立
安古市高等学校出身

4年

岡崎くるみさん

翟 暁靚（テキ ギョウ セイ）さん

楽しくて豊富な国際交流 The First English Track Student

広島市立
美鈴が丘高校出身

経営情報学部
経営情報学科3年（正規生）

西安東元路学校（中国）

Gerard Peter Gallagher（ジェラード ピーター ギャラガー）さん

総合学術研究科
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三浦 朗

健康

人間文化学部は「国際文化学科」と「健康科学科」の２学科に

よって構成されています。国際文化学科では、長い時間を経て

形成され変化し続ける文化を様々な切り口から学ぶことができ

ます。また、健康科学科では、文化を創り出す人間の身体と健

康について学ぶことができます。人間文化学部においては、両

学科の特性を生かして、人間の言語・文化・社会・生体・運動・

栄養・食品・健康管理の諸問題を総合的にとらえることのでき

る人材を育成したいと考えています。

人間文化学部の特色は少人数教育です。国際文化学科では

26分野の演習科目と徹底した語学教育を行っています。また、

健康科学科では基礎から応用まで多くの実験・実習科目を提

供し、高度な専門性に基づいた健康管理に関する実践力を養

います。文化的あるいは理系的発想だけでは解決困難な課題

が増している現在、柔軟で幅広い思考力を身につけて、自ら新

しい課題に挑戦したいと希望する皆さんをお待ちしています。

主専攻プログラム

英米文化

日本文化

東アジア文化

副専攻プログラム

人間理解・国際理解

比較文化

比較言語
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世界のさまざまな文化を理解し、
広い視野をもって他者と協力し合える人を育てる。
複雑さを増している現代社会の一員として、人々の幸福と平和に貢献するためには、

世界のさまざまな文化を理解し、広い視野をもって他者と協力し合うことが必要です。

国際文化学科では、英米、日本、東アジアの文化に関わる体系的知識と

言語運用能力とを身につけ、柔軟な発想で社会の諸問題に対応できる

洞察力や問題解決能力を備えた人を育てます。

知識・技能
英米文化、日本文化、東アジア文化の
いずれかに強い関心を持ち、
基礎的な知識・技能をバランスよく身につけている人

思考力・判断力・表現力
基礎的な学力を身につけた上で、世界のさまざまな文化を
複数の視点から相対的に捉えようとする意志を持ち、
そうした自身の考えを適切に表現できる能力を身につけている人

主体性・恊働性
基礎的な学力を基盤として、主体的に考察を深め、
相互に協力して学修を進めていこうとする
意欲を持っている人

体系性と一貫性のある
教育プログラムの提供

・主専攻プログラム
たしかな能力・思考力を育成するため、英米文化、

日本文化、東アジア文化を様々な視点から深く探

究する３つの主専攻プログラムを設けています。学

生は、この中のいずれかを必ず選択し、体系的な学

修を進めます。

・副専攻プログラム
広い視野と柔軟な発想力を育成するため、地域や

領域を横断的に学修する副専攻プログラム「人間

理解・国際理解」「比較文化」「比較言語」を設けて

います。学生は、主専攻プログラムに軸足を置きつ

つ、幅広い学修を実現できます。

充実した外国語学修
英語、中国語、韓国・朝鮮語の中から第一外国語

（８単位）を選びます。これにドイツ語、フランス語

を加えた５つの言語から第二外国語（４単位）を選

びます。英語、中国語、韓国・朝鮮語については、４

年間を通して実践的運用能力を養成します。あわ

せて、海外の協定校での短期研修や長期留学に

よる異文化体験もできます。また、協定校で取得し

た単位を卒業単位に組み入れることもできます。

少人数制による多彩な授業展開
少人数の双方向型授業を多く展開しています。

フィールドワークやアクティブラーニングを取り入

れた多彩な授業により、学生の能動的な学修姿勢

を引き出しています。

英語教師への夢に向かって

私がこの学科に志願したのは、将来の

夢が英語教師だからです。この学科で

は、英語はもちろんのこと、英米、日本、

東アジア地域の社会や歴史・文化に関する授業が数多く用意

されています。これらの授業を体系的に履修することにより、

多角的な視点から物事を考えられるようになり、教師に必要な

教養・能力を身に付けることができます。また、長期休暇中の留

学制度も整っています。私は１年生の夏休みにオーストラリア

のサザンクロス大学に２週間留学して、現地の英語を肌で感じ

るなど、有意義な経験をすることができました。

志賀 良平さん国際文化学科 2年

広島県立広島国泰寺高等学校出身

魅力にあふれた学科です

国際文化学科の魅力は、英米・東アジア・

日本を中心とした幅広い授業を自由に選

択し学修できることです。言語はもちろん、

歴史や文化など様々な視点から関心のある対象について深く学ぶ

ことができます。また、留学のプログラムが充実している点も魅力

の一つです。多様なプログラムが用意されており、自分に合った留

学ができます。また、自分と異なる分野を専門に学ぶ友人や、様々

な国の留学生の存在も刺激になります。私は、その人達との交流か

ら気づくことが多くあり、こうした点もこの学科ならではの魅力だと

感じています。学びたいことが明確になっていない人も、授業を通

して興味のあることを見つけ、楽しく学ぶことができる学科です。

経験から見つけた「私のビジョン」

私は現在中学校の国語教員をしています。「考えたくなる授業」、それが私

の目指す授業です。そう思う理由は、大学在学中の経験にあります。疑問に

感じたことを調べたり、仲間と議論したりしたことで、一つのことでも多くの

考え方があること、また考えを深め、理解できたときには大きな満足感があ

ることを実感したからです。その実感から、子どもたちにも、「分かる喜び」

を知ってもらいたいと思うようになりました。また、私自身も悩んだときに

は、今まで学んだことから、解決策を模索し、様々な方法を試すようになり

ました。つまずくことは多くありますが、大学で培った経験は確実に仕事へ

の姿勢をより良いものに変えてくれました。これからも「考えたくなる授業」

を目指して、創意工夫していこうと思います。

北村 恵さん国際文化学科 3年

広島市立舟入高等学校出身

廣田 拓也さん

人間文化学部

国際文化学科

平成27年度卒業

広島市立亀山中学校

英語Ⅷb
（Seminar）

英国
社会文化論

米国史論
（西洋史）

中国語文化論
基礎演習

インターンシップ

日本語・
日本事情

日本語表象論
基礎演習

日本語教育学

上級中国語

社会言語学英語Ⅶa
(PresentationⅡ)

英米
文化史論特論

英米
文学論特論B

設置（修了証書を授与）
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東アジア地域の社会や歴史・文化に関する授業が数多く用意

されています。これらの授業を体系的に履修することにより、

多角的な視点から物事を考えられるようになり、教師に必要な

教養・能力を身に付けることができます。また、長期休暇中の留

学制度も整っています。私は１年生の夏休みにオーストラリア

のサザンクロス大学に２週間留学して、現地の英語を肌で感じ

るなど、有意義な経験をすることができました。

志賀 良平さん国際文化学科 2年

広島県立広島国泰寺高等学校出身

魅力にあふれた学科です

国際文化学科の魅力は、英米・東アジア・

日本を中心とした幅広い授業を自由に選

択し学修できることです。言語はもちろん、

歴史や文化など様々な視点から関心のある対象について深く学ぶ

ことができます。また、留学のプログラムが充実している点も魅力

の一つです。多様なプログラムが用意されており、自分に合った留

学ができます。また、自分と異なる分野を専門に学ぶ友人や、様々

な国の留学生の存在も刺激になります。私は、その人達との交流か

ら気づくことが多くあり、こうした点もこの学科ならではの魅力だと

感じています。学びたいことが明確になっていない人も、授業を通

して興味のあることを見つけ、楽しく学ぶことができる学科です。

経験から見つけた「私のビジョン」

私は現在中学校の国語教員をしています。「考えたくなる授業」、それが私

の目指す授業です。そう思う理由は、大学在学中の経験にあります。疑問に

感じたことを調べたり、仲間と議論したりしたことで、一つのことでも多くの

考え方があること、また考えを深め、理解できたときには大きな満足感があ

ることを実感したからです。その実感から、子どもたちにも、「分かる喜び」

を知ってもらいたいと思うようになりました。また、私自身も悩んだときに

は、今まで学んだことから、解決策を模索し、様々な方法を試すようになり

ました。つまずくことは多くありますが、大学で培った経験は確実に仕事へ

の姿勢をより良いものに変えてくれました。これからも「考えたくなる授業」

を目指して、創意工夫していこうと思います。

北村 恵さん国際文化学科 3年

広島市立舟入高等学校出身

廣田 拓也さん

人間文化学部

国際文化学科

平成27年度卒業

広島市立亀山中学校

英語Ⅷb
（Seminar）

英国
社会文化論

米国史論
（西洋史）

中国語文化論
基礎演習

インターンシップ

日本語・
日本事情

日本語表象論
基礎演習

日本語教育学

上級中国語

社会言語学英語Ⅶa
(PresentationⅡ)

英米
文化史論特論

英米
文学論特論B

設置（修了証書を授与）



学生による英語劇『テンペスト』の上演

国際教育協力論

担当：植村 広美　［2年前期］
発展途上国を社会・経済的に開発
するにあたり、公教育のもつ機能
や可能性について考えていきま
す。その際、実際に教育協力を仕事
とする専門家をゲストスピーカーと
してお招きし、途上国の教育の実
態、国連・各国ODA・NGO等のさ
まざまなレベルのアクターによる協
力のあり方について理解を深めて
いきます。

日本文化論

担当：高松 亮太　［2年後期］
多様な江戸文化への理解を深める
ことを目的とし、江戸時代に生み出
された様々なジャンルの文学作品
を、実際の版本を用いて読み解き
ながら､江戸文化の展開や作品の
特色、作家の素性、時代背景などを
学びます。現代文化を相対的に捉
える視点を養うとともに、自国の文
化を自ら発信していく契機にして
ほしいと考えています。

東アジア比較文化学研究室では、文化の受

容と変容という視点から、アジアの服飾文

化をはじめ韓国における日本文化、日韓の

文化比較、中国から見る日韓の文化等について研究しています。

この研究室で書かれた卒業論文の中には、韓国人の美意識につ

いて研究したもの、韓国における日流の現状について分析したも

の、日韓のドラマを比較考察したもの、海外から見る日本のカワイ

イファッション文化について研究したもの等があります。本年度の

卒業論文には、中国から見るK-popとJ-popの比較考察という

テーマもあり、研究成果が楽しみです。

鄭(東アジア比較文化学)
研究室

県立広島大学講師を経て、
2015年４月より現職。
担当科目：東アジア比較文化論
／東アジア比較文化論特論等

担当：鄭　銀志准教授

国際文化学科では２０１６年、ロンドンの劇団ＩＴＣＬを招致し、シェ

イクスピア劇『テンペスト』の公演を学内で催しました。この劇の

内容は英米系の複数の科目で教材として取り上げられ、特に英米

社会文化論基礎演習では

履修者全員で英語劇とし

て上演しました。この授業

では総合的な表現力の養

成のために演劇を用いて

います。

英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
中国語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
韓国・朝鮮語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
ドイツ語Ⅰ・Ⅱ
フランス語Ⅰ・Ⅱ

主専攻プログラムは、「英米文化」「日本文化」「東アジア文化」の中から、いずれか1つを選んで学修します。
副専攻プログラムは、学科共通専門科目、及び主専攻プログラムの科目を横断的に学修するもので、
「人間理解・国際理解」（理）、「比較文化」（文）、「比較言語」（言）の中から選んで履修することができます。

人間関係論
宗教学
自然地理学
人文地理学
地誌学
比較文学論
言語学

CALL演習
外国語検定（英語）Ⅰ
外国語検定（英語）Ⅱ
外国語検定（英語）Ⅲ

外国語検定（中国語）Ⅰ
外国語検定（中国語）Ⅱ
外国語検定（中国語）Ⅲ
外国語検定（韓国・朝鮮語）Ⅰ
外国語検定（韓国・朝鮮語）Ⅱ
外国語検定（韓国・朝鮮語）Ⅲ

政治学
国際関係史論
国際経済論
比較社会論

★国際文化学概説
★国際文化学入門

学科専門外国語 副
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム

文

理

言

文

理

言

文

理

言

文

理

言

文

理

言

学科基礎

学科共通専門科目

英米文化

日本文化

主
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム

東アジア文化

関連科目

卒業論文

東アジア社会論基礎演習･演習
東アジア地域史論基礎演習･演習

東アジア社会文化論基礎演習･演習
東アジア文化史論基礎演習･演習
東アジア比較文化論基礎演習･演習
東アジア文学論基礎演習･演習
中国語文化論基礎演習･演習
韓国・朝鮮語文化論基礎演習･演習
上級中国語Ⅰ・Ⅱ
上級韓国朝鮮語Ⅰ・Ⅱ

博物館展示論
博物館資料保存論
博物館教育論
博物館情報・メディア論
日本語教育実習

博物館実習

日本地域論基礎演習･演習
日本地域史論基礎演習･演習
日本文化論基礎演習･演習
日本文化史論基礎演習･演習
日本文学論基礎演習･演習

日本語表象論基礎演習･演習

日本語文化論基礎演習･演習

英語Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ・Ⅷ
中国語Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ・Ⅷ
韓国・朝鮮語Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ・Ⅷ
ドイツ語Ⅲ・Ⅳ
フランス語Ⅲ・Ⅳ
上級日本語Ⅰ・Ⅱ

思想文化論
人間心理論
国際政治論

宮島学

英米地域論
米国史論（西洋史）

英国社会文化論
米国社会文化論
英米文化史論
英米文学論

英語文化論（英語学概論）
英語表現論
時事英語

日本地域論
日本地域史論（日本史）
日本文化論
日本文化史論（日本文化史）
日本文学論（国文学）

日本語表象論
書誌学特論
日本語文化論（日本語学）
日本語文化論特論B
（日本語音声学）

東アジア社会論
東アジア地域史論（東洋史）

東アジア社会文化論
東アジア文化史論
東アジア比較文化論
東アジア文学論（中国文学）
中国語文化論
韓国･朝鮮語語文化論
中日対照言語学

東アジア社会論特論
東アジア地域史論特論A
東アジア地域史論特論B
東アジア社会文化論特論

東アジア比較文化論特論

書道・書写
法学概論
経済学概論
博物館概論
生涯学習概論

日本語教育学
日本語教授法

社会学概論

博物館経営論
博物館資料論

日本語・日本事情

英米地域論特論
米国史論特論
英国史論特論
英国社会文化論特論

英米文化史論特論
英米文学論特論A
英米文学論特論B
英語音声学特論

検定英語演習

日本地域論特論
日本地域史論特論
日本文化論特論
日本文化史論特論
日本文学論特論A
日本文学論特論B
日本語表象論特論
日中比較文学論
日本語文化論特論A

思想文化論特論

国際政治論特論
国際法
国際教育協力論

思想文化論基礎演習･演習
人間心理論基礎演習･演習
国際政治論基礎演習･演習

宮島観光学（英語）
社会言語学

英米地域論基礎演習･演習
米国史論基礎演習･演習

英国社会文化論基礎演習･演習
米国社会文化論基礎演習･演習
英米文化史論基礎演習･演習
英米文学論基礎演習･演習

英語文化論基礎演習･演習
英語表現論基礎演習･演習
英文法特論
英語コミュニケーション
ディベート･プレゼンテーション
Intensive English Ⅰ･Ⅱ

★卒業論文演習Ⅰ･Ⅱ
★卒業論文

Intensive EnglishⅢ･Ⅳ



学生による英語劇『テンペスト』の上演

国際教育協力論

担当：植村 広美　［2年前期］
発展途上国を社会・経済的に開発
するにあたり、公教育のもつ機能
や可能性について考えていきま
す。その際、実際に教育協力を仕事
とする専門家をゲストスピーカーと
してお招きし、途上国の教育の実
態、国連・各国ODA・NGO等のさ
まざまなレベルのアクターによる協
力のあり方について理解を深めて
いきます。

日本文化論

担当：高松 亮太　［2年後期］
多様な江戸文化への理解を深める
ことを目的とし、江戸時代に生み出
された様々なジャンルの文学作品
を、実際の版本を用いて読み解き
ながら､江戸文化の展開や作品の
特色、作家の素性、時代背景などを
学びます。現代文化を相対的に捉
える視点を養うとともに、自国の文
化を自ら発信していく契機にして
ほしいと考えています。

東アジア比較文化学研究室では、文化の受

容と変容という視点から、アジアの服飾文

化をはじめ韓国における日本文化、日韓の

文化比較、中国から見る日韓の文化等について研究しています。

この研究室で書かれた卒業論文の中には、韓国人の美意識につ

いて研究したもの、韓国における日流の現状について分析したも

の、日韓のドラマを比較考察したもの、海外から見る日本のカワイ

イファッション文化について研究したもの等があります。本年度の

卒業論文には、中国から見るK-popとJ-popの比較考察という

テーマもあり、研究成果が楽しみです。

鄭(東アジア比較文化学)
研究室

県立広島大学講師を経て、
2015年４月より現職。
担当科目：東アジア比較文化論
／東アジア比較文化論特論等

担当：鄭　銀志准教授

国際文化学科では２０１６年、ロンドンの劇団ＩＴＣＬを招致し、シェ

イクスピア劇『テンペスト』の公演を学内で催しました。この劇の

内容は英米系の複数の科目で教材として取り上げられ、特に英米

社会文化論基礎演習では

履修者全員で英語劇とし

て上演しました。この授業

では総合的な表現力の養

成のために演劇を用いて

います。

英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
中国語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
韓国・朝鮮語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
ドイツ語Ⅰ・Ⅱ
フランス語Ⅰ・Ⅱ

主専攻プログラムは、「英米文化」「日本文化」「東アジア文化」の中から、いずれか1つを選んで学修します。
副専攻プログラムは、学科共通専門科目、及び主専攻プログラムの科目を横断的に学修するもので、
「人間理解・国際理解」（理）、「比較文化」（文）、「比較言語」（言）の中から選んで履修することができます。

人間関係論
宗教学
自然地理学
人文地理学
地誌学
比較文学論
言語学

CALL演習
外国語検定（英語）Ⅰ
外国語検定（英語）Ⅱ
外国語検定（英語）Ⅲ

外国語検定（中国語）Ⅰ
外国語検定（中国語）Ⅱ
外国語検定（中国語）Ⅲ
外国語検定（韓国・朝鮮語）Ⅰ
外国語検定（韓国・朝鮮語）Ⅱ
外国語検定（韓国・朝鮮語）Ⅲ

政治学
国際関係史論
国際経済論
比較社会論

★国際文化学概説
★国際文化学入門

学科専門外国語 副
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム

文

理

言

文

理

言

文

理

言

文

理

言

文

理

言

学科基礎

学科共通専門科目

英米文化

日本文化

主
専
攻
プ
ロ
グ
ラ
ム

東アジア文化

関連科目

卒業論文

東アジア社会論基礎演習･演習
東アジア地域史論基礎演習･演習

東アジア社会文化論基礎演習･演習
東アジア文化史論基礎演習･演習
東アジア比較文化論基礎演習･演習
東アジア文学論基礎演習･演習
中国語文化論基礎演習･演習
韓国・朝鮮語文化論基礎演習･演習
上級中国語Ⅰ・Ⅱ
上級韓国朝鮮語Ⅰ・Ⅱ

博物館展示論
博物館資料保存論
博物館教育論
博物館情報・メディア論
日本語教育実習

博物館実習

日本地域論基礎演習･演習
日本地域史論基礎演習･演習
日本文化論基礎演習･演習
日本文化史論基礎演習･演習
日本文学論基礎演習･演習

日本語表象論基礎演習･演習

日本語文化論基礎演習･演習

英語Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ・Ⅷ
中国語Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ・Ⅷ
韓国・朝鮮語Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ・Ⅷ
ドイツ語Ⅲ・Ⅳ
フランス語Ⅲ・Ⅳ
上級日本語Ⅰ・Ⅱ

思想文化論
人間心理論
国際政治論

宮島学

英米地域論
米国史論（西洋史）

英国社会文化論
米国社会文化論
英米文化史論
英米文学論

英語文化論（英語学概論）
英語表現論
時事英語

日本地域論
日本地域史論（日本史）
日本文化論
日本文化史論（日本文化史）
日本文学論（国文学）

日本語表象論
書誌学特論
日本語文化論（日本語学）
日本語文化論特論B
（日本語音声学）

東アジア社会論
東アジア地域史論（東洋史）

東アジア社会文化論
東アジア文化史論
東アジア比較文化論
東アジア文学論（中国文学）
中国語文化論
韓国･朝鮮語語文化論
中日対照言語学

東アジア社会論特論
東アジア地域史論特論A
東アジア地域史論特論B
東アジア社会文化論特論

東アジア比較文化論特論

書道・書写
法学概論
経済学概論
博物館概論
生涯学習概論

日本語教育学
日本語教授法

社会学概論

博物館経営論
博物館資料論

日本語・日本事情

英米地域論特論
米国史論特論
英国史論特論
英国社会文化論特論

英米文化史論特論
英米文学論特論A
英米文学論特論B
英語音声学特論

検定英語演習

日本地域論特論
日本地域史論特論
日本文化論特論
日本文化史論特論
日本文学論特論A
日本文学論特論B
日本語表象論特論
日中比較文学論
日本語文化論特論A

思想文化論特論
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社会言語学
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米国史論基礎演習･演習
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米国社会文化論基礎演習･演習
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英米文学論基礎演習･演習
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共に助けあい、高めあえる

私は、食べることとスポーツをするこ

とが好きで、その両方を学びたいと

思い、食に関することだけでなく、ス

ポーツについても学べる健康科学科に進学しました。この

学科は少人数であることや学科のみんなと一緒に受ける

講義が多いため、みんなといる時間や会話をすることが多

く、仲も深まりやすいので、アットホームな雰囲気です。ま

た、先生との距離も近いため、講義について質問しやすい

ことや講義の理解度も上がることは魅力の一つでもありま

す。この学科なら、仲間と共に助け合い、そして高めあえる

ことができます。

石津 信太さん健康科学科 2年

島根県立浜田高等学校出身

和気あいあいと楽しく学ぶ

私は、食という観点からより多くの人

の健康を支えたいという思いから、管

理栄養士を目指してこの学科を志望

しました。この学科は、バラエティーに富んだ実験や実習が

あり忙しいですが、実際に体感することで座学では学べな

いことを学べます。また、普段の授業や実験実習を通して、

仲間との距離も縮まり、家族のような大切な存在になって

います。先生方も、私たちに熱心に寄り添って指導してくれ

ます。笑顔が絶えない少人数のアットホームな雰囲気がこ

の学科の魅力だと思っています。毎日が充実していて、こ

の学科に来てよかったと思います。

柏原 侑里枝さん健康科学科 3年

広島県立福山誠之館高等学校出身

実践的な学びを活かして

　私は現在、教育委員会の栄養士として働いています。仕事内容は学校

給食の献立管理等に関することです。行政の栄養士として就職したの

で、今後は保健センター等での勤務もあります。健康科学科では、様々

な実験や実習を通じて実践的に学ぶことができ、根拠に基づいた知識

を有することの大切さを実感しました。根拠に基づいた知識は、公務員

として市民の皆様にサービスを提供していく上で必要不可欠なもので

す。これからも、学ぶ姿勢を忘れず、市民の皆様の健康づくりをサポート

できるよう、人とのつながりを大切にしながら、笑顔で毎日を過ごしてい

きたいです。

宮岡 香歩さん

人間文化学部

健康科学科

平成26年度卒業

広島市教育委員会
学校教育部
健康教育課

92.4
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臨床医学

レモン大学に「レモン組」が参加しました

運動生理学

担当：福場 良之　［2年前期］
この授業では、健康なヒトが運動を
行う際、それを支える生体内部の
生理的なメカニズムについて学び
ます。具体的には、運動時のエネル
ギー供給系、筋骨格系、呼吸循環系
のはたらきを学びます。そのことに
よって、生涯にわたる健康の保持・
増進に果たす運動習慣の役割につ
いての科学的理解に必要となる、
基礎的知識の習得をめざします。

臨床栄養学実習

担当：神原 知佐子　［3年後期］
この授業科目では、栄養評価、栄養
診断に基づく栄養管理計画の作成
とその実施を通じて臨床栄養管理
に必要な実践的な能力と技術を身
につけます。数名のグループに分
かれ、提示された症例について、対
象者の状態を評価・判定し、その結
果に基づく治療食の献立作成、栄
養指導ロールプレイング、カルテへ
の記録などを実習します。

病理学をはじめとする基礎医学を習得する

ことは医師だけでなく、管理栄養士にとっ

ても非常に重要です。病気が発症する基本

的なメカニズムを理解しなければ新しい治

療法は見つかりません。私は学部教育では

基礎から臨床まで幅広い医学領域の授業を担当しています。一

方、研究面ではこれまでに解明してきたがん転移の分子機構を基

に、分子標的治療や遺伝子診断について研究を行っています。臨

床医学で疑問に感じたことを基礎医学的手法により解明するとい

うことを基本姿勢としています。

北台（医学）研究室

平成28.4.県立広島大学、健
康科学科、教授。担当科目：
病理解剖学、臨床医学、病理
解剖学実験、病理学特論

担当：北台 靖彦教授

学で疑問に感じたことを基礎医学的手法により解明するということを基本姿勢と
細胞培養、実験動物、ヒト
病理材料などを用いて研
究を行っています。研究成
果は卒業論文として発表
します。

2016年9月3日に本学で開催された「レモン大学」に2年生の

有志で結成された「レモン組」が参加しました。シンポジウムでの

発表やレモンを使った料理・お菓子のレシピ提案とお菓子の提供

などを行いました。普段の授業では、経験することのできない主

体的な学びを実践することができました。

★スポーツ環境科学

思想文化論基礎演習･演習
人間心理論基礎演習･演習
国際政治論基礎演習･演習

宮島観光学（英語）
社会言語学

教育社会学
特別活動論
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自分のやりたいことを学べる !

 県立広島大学の経営学科では、簿記や

情報などのスキルが身につくだけでな

く、経営戦略マーケティング、会計ファイ

ナンス、公共経営の３つの分野を幅広く学ぶことができます。

私は将来、学んだことを生かして、地域に貢献できるような仕

事に就きたいと思い、多様な科目を学ぶことができ、多くの知

識を得られる経営学科を選びました。まだ将来の目標が決まっ

ていなくても、この学科でたくさんのことを学べばきっと見つ

かるはずです！

清田 真奈さん経営学科 2年

新田高等学校（愛媛県）出身

経営の現場を学べる！

経営情報学部の講義の中に「経営学特

別講義」というものがあります。この講

義では、地元の様々な金融機関・企業

の方々に講師としてご講義いただき、経営の「現場を知る」こ

とができます。このように、企業の方から直接お話を伺うことが

できる機会が多くあるというのは、この大学の魅力の一つだと

思います。経営について学術的な知識を学ぶだけでなく、実際

の経営を知ることができるというのが経営学科の特長だと思

います。

宮下 拳一さん経営学科 3年

広島県立呉宮原高等学校出身

社会でも活きる大学での学び

私は現在、広島県庁に勤務し、人事課で職員の給与に関する事務に携

わっています。在学中はまちづくりについて研究し、フィールドワークを通

して現場感覚をもつことの重要性を学びました。また、ゼミの活動の一環

として行政や観光関係の方のお話を伺うことも多く、卒業後の進路を考

えるうえでも貴重な機会に恵まれました。今後どのような部署に配属され

たとしても、大学で学んだ現場感覚は県民目線を忘れず仕事をするうえ

で必要不可欠です。今後も大学での経験を活かし、日々仕事に邁進して

いきたいと思います。

中野 優子さん

経営情報学部

経営学科

平成27年度卒業

広島県庁
（総務局人事課）

（知識・能力）
（意欲・関心） （目標・意欲） （関心） （目標・意欲）
［ ［
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社会調査論

担当：中島 満大　［3年前期］
無数の情報が溢れる現代社会で
は、データの性質や精度を見極め
ることが重要になります。この講義
ではそのために必要な考え方を学
んでいきます。また本当に価値のあ
るデータは、アンケート等の調査法
を使って、自らの手で収集しなけれ
ばなりません。講義を通して、調査
する力を身につけて、さまざまな課
題へ挑んでほしいと思います。

観光まちづくりコンテストで4年連続受賞
まちづくりを学ぶ和田ゼミの学生は2013年から毎年、観光まち

づくりプランを競う各地のコンテストに参加。2016年には台湾

人向け大阪ワイン旅行プランと韓国人向け大分トレッキング旅行

プランが最優秀賞にあたる観光庁長官賞を受賞。

受賞プランは東京ビッグサイト

やソウル市立大学でもプレゼ

ンしました。こうした経験をもと

に、観光行政に携わったり、旅

行業界で働いたりする卒業生

も増えています。

3年生は、金融論の基礎を学習した後、夏

休み前に1つテーマを決めて、約半年かけ

て共同研究をします。普段のゼミでは途中

経過の発表と質疑応答を行っています。昨

年度のテーマは『地域活性化と地域金融機関の役割』と『企業型

確定拠出年金の導入』でした。また、日経平均株価や為替レートの

推移を定期的に確認するなど時事問題にも関心を持ってもらい、

2016年11月の日経TEST学生団体対抗戦では全国3位となり

ました。4年生になると卒業論文を作成しますが、昨年度のテーマ

は『近年の日本の株式市場別における半年効果の検証』『日本の

証券市場の活性化』等でした

2015年4月より現職。
担当科目：金融論/地域金融
論等

担当：塚原 一郎准教授

塚原(金融論)ゼミ

戦略会計論

担当：足立 洋　［3年前期］
会計はあらゆる企業の経営状態を
知るうえで重要な役割を担うもの
です。したがって、これから社会に
出る皆さんにとっては不可欠の知
識です。そこでこの授業では、実践
的な視点から会計の知識を身につ
けてもらうため、皆さんに馴染みの
ある日本企業の数値データを分析
し、その会社の儲けの秘訣を学ん
でもらっています。
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初めてからでも無理なく学べる

私は今、専門知識を理解するための基礎

となる科目をこの学科で学んでいます。

入学当初は高校の情報の程度しか知識

を得ていませんでしたが、大学内での様々な講義を通して一か

ら理解することができます。また、経営情報学とは何かわからな

い状態で入学しましたが、「大学基礎セミナー」という講義で学

科の先生方が様々な活動をしてくださったことが印象に残って

います。みなさんもぜひ、経営情報学科で実りある大学生活を

送りましょう！

（意欲・関心） （目標・意欲） （目標・意欲）（関心）
［ ［

（知識・能力）
［ ［

木村 薫さん経営情報学科 2年

安田女子高等学校（広島県）出身

将来性のある講義

今、コンピュータを使えるのが当たり前

の時代になっています。コンピュータを

使いこなすにあたってどのようなことを

学べばいいのかという疑問を解決してくれるのが、この経営情

報学科です。大学入学まではコンピュータに触れることが少な

くて心配でしたが、そのような人でも大丈夫です。授業には演

習科目が多数あるので、将来必要な知識が身につくカリキュラ

ムになっています。勉学だけでなく行事にも参加し、充実した

キャンパスライフをともに送っていきましょう。 

秋 佐都史さん経営情報学科 3年

広島県立呉宮原高等学校出身
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社会に通用するスキルが身につきました

私は現在、システムエンジニアとして地方自治体向け住民情報システム

の運用・保守に携わっています。具体的には、お客様へシステムの操作説

明を行ったり、要望を伺って改修を行ったりしています。今の仕事は、想像

以上にお客様と直接お話しする機会が多く、情報の知識と共にコミュニ

ケーション力が求められています。経営情報学科では、プログラミングな

どの情報系科目が学べるだけでなく、情報処理技術者の資格取得サポー

トもあるため社会でも通用する知識を身につけることができました。また、

在学中にAndroidのアプリ開発を仲間と意見交換しながら行った経験

は、仕事をスムーズに進める上でも役立っていると感じています。これか

らも大学生活の経験を活かし、お客様の立場に立って運用のサポートをし

ていけるようなシステムエンジニアになっていきたいと思います。

鞆 彩可さん

経営情報学部

経営情報学科

平成25年度卒業

株式会社サンネット
公共事業部
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★経営情報学研究序論

データベース論

担当：岡部 正幸　［2年後期］
データベースとは、企業・社会活動
に必要な様々なデータをコン
ピュータ上で管理・共同利用できる
ようにしたもので、ITシステムに不
可欠な存在です。本講義では、デー
タベースを適切に構築するための
基礎理論やアルゴリズム、またデー
タの更新・検索を行うためのコン
ピュータ言語について、具体的事
例を通じて学びます。

IoTと人工知能を主に研究しています。人

工知能によるビッグデータの分析やスマホ

を使ったIoTの開発です。様々なデータを

収集・蓄積することでビッグデータが構成

されます。そのデータには様々な知識が埋

まっており、抽出した知識を使って予測が可能になります。例えば、

健康診断データから疾病予測が可能になります。複雑な問題に対

して、人間の脳を模倣した深層学習アルゴリズムを適用します。研

究室の学生は、国際学会から表彰されたり、広島企業との共同研

究に参加するなど、積極的に活動しています。自らやりたいことを

やり遂げられるようになって、卒業後も社会において活躍してい

ます。

市村（計算知能システム）
研究室

2010年本学准教授、14年
教授、15年から地域連携セ
ンター長兼任。担当科目：シ
ミュレーション論，最適シス
テム論、ORⅡ、社会情報論
など 

担当：市村 匠教授

地域オープンデータ調査を行う学生

Motion Capture デバイスを用いた学習支援アプリ
人の動きを検出する「モーションキャプチャデバイス」の一種であ

る「Kinect」を用いた様々な学習支援システムの開発を卒業研

究で行っています。これまでに、ダンスのような動作を練習するシ

ステムや、クイズ形式で楽しみながら漢字学習を行うシステムな

どを開発してきました。オープンキャンパス開催中に体験コー

ナーを設置していました。
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この場所ならではの大学生活

私がこの大学を志望したのは、コース選

択があって学べる分野が様々だったか

らです。主に動物や微生物について研

究する応用生命科学コース、植物や食品について研究する食

品資源科学コースがあります。私は、高校卒業時に具体的に何

がしたいか決まっていなかったため、入学してから決められる

制度がある県立広島大学に行きたいと思いました。この大学の

魅力は勉強だけではありません。アットホームな雰囲気も魅力

の一つです。ほとんどの学生が一人暮らしですが、不安な大学

生活も先輩や同級生に囲まれて楽しく過ごせると思います。

安田 紗由美さん生命科学科 2年

広島県立安古市高等学校出身
3

社会でも活きる大学での学び

私は、生物多様性の保全を目的として制定された生物多様性条約に携わ

る仕事をしています。具体的には、遺伝子組換え生物の使用の規制や海

外の遺伝資源を円滑に取得するための環境整備を行っています。学生の

ころは、植物遺伝資源研究室に所属し、アワという植物の遺伝的多様性

について研究していました。また、研究内容に関わる英語論文を読んで発

表する課題などもあり、専門的知識だけでなく、英語やプレゼンテーショ

ンなど幅広い内容を学びました。学生時代に学んだことは、現在の業務に

おいて新しい政策の立案や様々な課題の解決に大いに役立っています。

今後も急速に進むバイオテクノロジーの発展に寄与して参りたいと思い

ます。

末廣 祥平さん

生命環境学部

生命科学科

平成25年度卒業

経済産業省
生物化学産業課

これまでの細分化されていた分野を融合する

近年

基礎植物
生理学

無機化学

有機化学

農業経済学 生理学

生物化学 微生物学 生命環境
統計学

英語表現Ⅲ

英語Ⅲ

基礎食品学分子進化
発生学

農産物流通学・
市場学

農業経営学

 応用生命科学コース
生命科学・生物工学に
強い関心を持ち、生命機能の解明や
新規生物資源の探索とその応用による
社会貢献に興味のある人

食品資源科学コース
食と健康に強い関心を持ち、
食品資源の専門的知識・
技術によって人類の生存や
福祉へ貢献する意欲がある人

医療・医学分野への貢献、
医薬品・化粧品・健康食品の開発、
生命現象や新規生物資源の探索と
その応用に関わる研究に興味がある人

生命科学や社会経済の知識を
積極的に吸収し、科学技術の発展を
通じて社会に貢献しようとする
技術者・研究者を目指す人

将来、医療や医薬などの
ライフサイエンス、バイオサイ
エンス分野に関わる仕事をし
たいと考える人

柔軟な思考と実践力を身につけ、
地域や国際社会が抱える
多様な問題に対し粘り強く果敢に
立ち向かい解決しようとする人

実験や研究によって
自ら問題を解決し、
新しい発見・発明を目指す
知的探求が好きな人

実験や研究によって
自ら問題を解決し、
新しい発見・発明を目指す
知的探求が好きな人

大学院に進学し、
高度な能力と技術を
身につけようとする人

大学院に進学し、
高度な能力と技術を
身につけようとする人
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技術者・研究者を目指す人

将来、医療や医薬などの
ライフサイエンス、バイオサイ
エンス分野に関わる仕事をし
たいと考える人

柔軟な思考と実践力を身につけ、
地域や国際社会が抱える
多様な問題に対し粘り強く果敢に
立ち向かい解決しようとする人

実験や研究によって
自ら問題を解決し、
新しい発見・発明を目指す
知的探求が好きな人

実験や研究によって
自ら問題を解決し、
新しい発見・発明を目指す
知的探求が好きな人
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高度な能力と技術を
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身につけようとする人



果樹園芸学

担当：藤田 景子　［3年前期］
果物は私たちに身近な食べ物です
が、それらをならせている樹（果樹）
について知られていないことが沢
山あります。この授業では、国内外
で栽培されている果樹を紹介し、果
樹の生理や栽培技術、流通につい
て体系的に解説します。また，最新
の知見も紹介し、基礎的な知識の
習得と果樹についてのより深い理
解を目指しています。

生体機能学

担当：齋藤 靖和　［3年後期］
生命現象を理解するためには生体
がもつ様々な機能（はたらき）を知
らなければなりません。また、常に
新しい発見や考え方に触れておく
ことも重要です。最近の話題をテー
マに生体機能のしくみや疾患・老化
との関係を学ぶとともに、テーマに
関する意見発表・意見交換を通じ
てより多様なものの見方・考え方を
身につけていきます。

当研究室では乳および肉について研究し

ています。モッツァレラチーズは、加熱延性

の性質を持つ癖のないチーズですが、低脂

肪乳で製造すると風味や延性が失われま

す。延性はカルシウムに影響を受けます。

チーズ中のカルシウムは、モノカルシウム-パラカゼイネイトとし

て存在していますが、低脂肪チーズではジカルシウム・パラカゼ

イネイトの比率が高くなります。この原因として、低脂肪チーズで

は乳脂肪由来の脂肪酸によるカルシウムのイオン化が起きてい

ないことが考えられました。そこで、チーズ中の遊離脂肪酸を測定

し、延性向上に関与する脂肪酸の特定を行っています。

津田（畜産物利用学）研究室

国立健康・栄養研究所特別
研究員を経て平成26年か
ら現職。担当科目：食品衛生
学、発酵学ほか 

担当：津田 治敏准教授

研究室の新3年生歓迎会の様子

大学間連携フィールド演習
本学科では、中国・四国地区の国公立大学間連携フィールド演習

の科目として、「食品資源フィールド科学演習」を提供しています。

2016年度は８月30日から４日間、本学科の学生７名を含めて８

大学26名の参加で実施しました。食品加工や庄原市内の施設見

学、プレゼンテーションなどを通して、他大学の学生と交流する

良い機会になりました。

地学

生態学
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この学科で学べること

私がこの環境科学科を志望したのは、今日問

題となっている環境問題についてもっと学び

たいと思ったからです。この学科では、環境に

関する授業があり、授業内容に対応した資格や検定を取得す

ることもできます。

また、ほかの大学と比べ自然が豊かであるため、自然を身近に

感じることができます。将来は環境に関することで社会に貢献

できるようになりたいと思っています。私たちと一緒に環境に

ついて学び考えてみませんか。

神尾 郁さん環境科学科 2年

広島なぎさ高等学校（広島県）出身

県大の強み

私が環境科学科を志望したのは、環境

問題に関心があったことと、教員免許が

取得できることが理由です。この学科

では理系科目の基本的な内容から、環境への科学的アプロー

チまで幅広く学ぶことができます。他大学に比べ強みとなるの

が、研究室に３年次から配属されることです。２年間かけて研

究することで実験技術などを修得することができ、就職活動の

時にも研究内容について自信をもって説明することができま

す。また、私を含め広島県外出身の学生が多いのも特徴の一

つです。出身地に関係なく、環境問題に興味があればぜひ一緒

に有意義な大学生活を送りましょう。

嶋 佑介さん環境科学科 3年

兵庫県立豊岡高等学校出身

無機化学 英語表現Ⅲ

有機化学 生物化学 微生物学 生命環境
統計学

物理化学

機能材料化学環境
社会科学Ⅰ

機能性
物質化学

英語Ⅲ

さまざまな視点から学ぶ環境に関する授業

私は広島県庄原市役所に勤務し、企画振興部林業振興課に配属されて

います。主に森林整備の振興に関する業務に携わっています。事務だけ

でなく、現場となる森林に登ったりすることも多いです。大学の授業では、

さまざまな視点からみた環境に関することを学び、今の仕事に活かすこと

が出来ています。また社会人になって、大学生活で得た知識・経験は大き

な財産となっていると実感しています。今後は今の部署だけでなく、さま

ざまな部署に異動になりますが、大学生活で学んだ知識・経験を忘れず

に役立てていきたいと思っています。　

森山 嵩大さん

平成25年度卒業

広島県庄原市役所
企画振興部
林業振興課
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環境・無機分析化学

担当：西本 潤　［2年後期］
環境を理解するためには分析をす
る必要があり、何が、量は、どんな
状態で存在するのかが重要です。
分析装置も格段に進歩しましたが、
サンプルを前処理しないと正確な
結果がでないことも多くあります。
本授業では、環境分析のやり方、装
置を用いた測定での共存物質の影
響や、その影響を避けるために必
要な前処理に関する基礎知識を学
びます。

生物地球化学
（環境生化学）

担当：内藤 佳奈子　［2年後期］
今日の環境問題の多くは、地球を
取り巻く自然環境変化と生命の環
境適応の不適合に由来します。本
授業では、生物と水圏環境との関
わりに焦点をあて、基礎生産や食
物連鎖など地球規模の物質循環に
果たす生物の役割や、水温や炭酸
ガス分圧といった環境変化と生命
活動について化学的な見地から解
説します。

現在の石油を始めとする化石燃料へのエ

ネルギー依存は、資源の枯渇やCO2排出

に伴う環境負荷の増大などの課題を抱え

ています。この解決には、枯渇の心配がな

く環境への影響が少ない新たなエネル

ギー資源への転換が、早急に求められています。この解決に向け

て、自然エネルギーの中で最も多くのエネルギーを有する太陽光

に着目して研究を進めています。特に、太陽光エネルギーを電気

エネルギーへ変換する「超高効率太陽電池」と、化学エネルギー

へ変換する「水の太陽光分解による水素生成」に取り組んでいま

す。これらは光エネルギー変換とよばれる分野で、次世代エネル

ギー研究として期待されています。

大竹（光エネルギー変換）研究室

2016年9月より現職。担当
科目：物質科学／機能材料
化学／触媒化学／化学実験
ほか　　　

担当：大竹 才人教授

学会発表で優秀ポスター賞を受賞しました
平成28年９月に和歌山大学で開催された第27回廃棄物資源循

環学会研究発表会で、４年生の吉田真奈美さんが優秀ポスター

賞を受賞しました（発表タイトル「広島県における産業廃棄物の

広域移動に関する研究」。日ごろの地道な努力とともに、本学科で

実施している卒業論文中間発表会（３年生12月）での発表経験

が実を結び、この度の栄えある受賞となりました。

地学
★環境科学セミナーⅠ

環境科学セミナーⅡ
物質循環論

★生態学
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関連分野の大学院進学および助産学専攻科への進学　など

1 年次を終えて

看護学科は1年次から「臨地実習」があり

ます。臨地での看護師の仕事や病院の仕

組みを学び、看護学生として患者と関わ

ることで、早い段階から自分の中の看護師のイメージや目標を具

体的にすることができます。1年次生で行った、基礎看護実習Ⅰの

学びを振り返り、自分に不足している解剖学や生理学などの医学

的な知識を復習しています。日常生活援助方法論では、学生同士

で看護師役と患者役になって実践的な技術の演習を行い、2年次

の実習に向けて勉強しています。

黒田 昌誉さん看護学科 2年

兵庫県立夢野台高等学校出身

地元で活躍できる看護師を目指して

看護学科は、1年次では教養科目を中心に

幅広い知識を学び、2年次になると看護の

専門科目が増えてきます。小児看護学、老

年看護学、母性看護学といった専門科目を学修することで、自分の

なりたい看護師の姿が思い浮かび、将来の目標がみつかると思い

ます。わたしは、将来、地元で活躍できる看護師になりたいと思い

大学に進学しました。本学は教員と学生の距離が近く、勉強や就職

に関する相談がしやすいため、疑問に思ったことはすぐ解決できま

す。また、1年次から一緒に看護を学ぶ仲間と地域の祭りに参加し

たり、ボランティアをしたり、楽しく充実した学生ライフを送ってい

ます。

瀧口 琴葉さん看護学科 3年

盈進高等学校（広島県）出身

チーム医療の大切さ

私は岡山医療センターの心臓外科、循環器内科、代謝内科の混合病棟で

勤務しています。当院は急性期病院であり、手術などの治療のため入院

される方が多いです。患者様が安心して治療が受けられるよう援助をす

る一方で患者様を一人の生活者として、入院時から退院後の生活を見据

えた看護を提供できるようにしています。貴学では講義や多職種合同の

事例検討を通してチーム医療について学びました。その学びが現在、患

者様を中心に考え多職種カンファレンスで意見交換し看護実践できる基

礎になっています。患者様より「みなさんに助けてもらったから安心して家

に帰れます。ありがとう。」と言われた時にはチーム医療の大切さを改め

て感じ、また看護師としてやりがいを感じます。これからも県立広島大学

で学び、共に働く仲間が増える事を楽しみにしています。

新谷 亮磨さん

保健福祉学部

看護学科

平成26年度卒業

独立行政法人
国立病院機構
岡山医療センター
看護部

地域社会や
国際社会への
貢献に関心のある人
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互いに高め合える大学

本学科の魅力は、同学年だけではなく、

先輩後輩の繋がりが強いということ、同

じ目標をもつ仲間と互いに高め合い、充

実した大学生活を過ごせることです。この学科で過ごした1年

で専門知識だけではなく、人間性を高められたと思います。

将来は、大学生活でお世話になった広島県に恩返しをし、多く

のことを学び、吸収したうえで地元である鹿児島県に帰り、地

域貢献したいと考えています。学業だけではなく、サークルや

地域活動への参加など、充実した本学で共に学びましょう。

福沢 真菜さん理学療法学科 2年

鹿児島県立鹿屋高等学校出身

楽しく学ぶ環境が整った大学

本学科は、１年生から４年生までの繋が

りが強く、先生方とも距離が近いです。

そのため、些細なことでも相談すること

ができ、不安なく学生生活を送ることができます。

講義に関しても、専門的な科目はもちろんのこと、他学科と合

同の科目もあり、広い視野を持つことができます。

現在は、先生方、先輩方の力も借りつつ、基礎知識をしっかり身

につけ、そのうえで専門知識を修得し、臨床で生かせるよう励

んでいます。ぜひ、本学で共に学び、夢を実現させましょう。

木下 雄貴さん理学療法学科 3年

広島県立廿日市高等学校出身

臨床で生きる県大での学びと経験

私は現在、福山医療センターで理学療法士として働いています。急性期

病院であるため、数日で退院する方もいます。その限られた時間の中で

多職種と連携しながら、理学療法士として最大限の効果が得られるよう

に取り組んでいます。理学療法学科では、臨床経験豊富な先生方による

実践的な内容の講義や演習に加え、小グループディスカッションなど学

生が主体となって考え・発言・行動する授業が多くありました。さらに他

学科と合同で行う「チーム医療福祉演習」では、症例を通して各職種の

専門性と連携の大切さを学ぶことができました。今後は県立広島大学で

学んだことを礎に、研鑽を積んでいきたいと思います。

村上 隆一さん

保健福祉学部

理学療法学科

平成27年度卒業

独立行政法人
国立病院機構
福山医療センター

豊かな人間性を持ち
多様な価値観を受け入れ
相互理解に努め、
自己表現が出来る人

諸問題に臨機応変に対応できる
基礎学力、理解力を持ち
自ら判断し行動できる人 意志

主体性と恊働性を

100

90.3
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生活機能の主要部分である“歩行”などの

基本動作を運動学的に分析することで、そ

のリハビリ効果を検証する研究を幅広く

行っています。最近ではとくに“あしゆび”

の筋力や可動域、そして巧みさの重要度に

ついて検証しており、その過程でオリジナルの下駄の開発、砂浜

歩行の実践などの成果をあげています。また、産学共同で健康増

進イベントを開催し、運動分析装置を用いて参加者の体力を測定

し、その結果を解説・講演するなどフィールド調査も兼ねて地域貢

献活動を実践しています。 

金井
（人体動態解析学）ゼミ

総合病院勤務、広島県立保
健福祉大学講師を経て
2010年より現職。理学療法
評価学Ⅲ・Ⅳ／応用理学療
法学特論Ⅰ／模擬患者演習Ⅱ
／動作観察分析学特論ほか

担当：金井 秀作教授

しゃん下駄の動作筋電図解析
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初めての経験と新たな発見

この学科では、一年次から実習形式の

授業があります。実際に、車いすの操作

や、作業療法士になって用いる機織りや

革細工などを体験することができます。私は、体験を通して対

象者の方の気持ちを少しずつ理解できるようになり、自分がど

のように対応するべきかを考えるきっかけになりました。また、

障害のある方やその家族の方から体験談などを聞く機会もあ

り、新たな発見があります。仲間と助け合い、お互いに刺激し合

いながら日々勉学に励んでいます。

田中 帆乃香さん作業療法学科 2年

広島県立廿日市高等学校出身

人と人とのつながりを実感

作業療法学科では、地域との結びつき

が強く、子どもからお年寄りまで幅広い

年代の方々と関わる機会があります。同

年代と関わるだけでは得ることのできない発見がたくさんあり

ます。また、学年・学科を超えたつながりが強いことも、この大

学の魅力です。将来自分が学んでいく展望だけでなく、他学科

との関わりを通じて大学生のうちからチーム医療について主

体的に学ぶことができます。この大学で、掛け替えのないつな

がりを創りませんか。

藤田 聖也さん作業療法学科 3年

兵庫県立姫路東高等学校出身

大学での学びを活かして 

私は今、総合病院の急性期病棟で作業療法士として働いています。県立

広島大学で過ごした４年間では、尊敬する先生方のもと“クライエントに

とっての意味のある作業”を大切にする考えを深く学び、作業療法の面白

さを知りました。また、作業療法学科では先生方や先輩・後輩との繋がりが

密です。普段の大学での講義から国家試験や就職活動までしっかりサ

ポートがあったことも、在学中とても心強かったです。

現場では悩むこともたくさんありますが、作業が再開できたときの患者さん

の笑顔を見たときは、こちらも嬉しくなります。作業を通してクライエントの

生活を豊かにするこの仕事にやりがいを感じています。今後も県立広島大

学での学びを生かし、作業療法士として頑張っていきたいと思います。

大西 優美さん

保健福祉学部

作業療法学科

平成26年度卒業

公立みつぎ総合病院
リハビリテーション部

人

77.8

83.7
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発達障害治療学実習
（作業療法）

担当：吉岡和哉・山西葉子 ［3年後期］
座学で学んだことを生かし、本学ク
リニックに通院している子どもとご
家族にご協力いただき療育や支援
を行います．授業では、ご家族の
ニーズを伺い、遊びや料理など日常
の活動を通して子ども本人が自信
を持てるように作業療法を行いま
す．自分らしく楽しい時間が増える
支援を行います．また、通っている
園や学校を見学させていただき、作
業療法の視点で考えられる支援を
検討提案するなど、授業では実践を
通し作業療法を学んでいきます．

作業遂行分析とは、人が日々の暮らしで行

う馴染みのある活動（作業）を観察評価し、

どの程度楽に、効率よく、安全に、自立して

できるかを分析することです。このゼミで

は、作業遂行分析を用いた作業療法の有用

性や人－環境－作業の関係性に関する様々な研究を行っていま

す。近年では、作業遂行分析を用いた学校での作業療法が、児童

生徒や教員にもたらす変化を調査したり、幼少期の体験が人の障

害観に与える影響等についても研究を行っています。地域の人々

との関わりを大切にしながら、作業療法の実践や研究に取り組ん

でいます。

古山（作業遂行分析学）ゼミ

西広島リハビリテーション
病院での臨床を経て1995
年より現職。担当科目：作業
科学実習、日常生活援助論、
遂行分析学ほか　

担当：古山 千佳子准教授

作業遂行分析の様子
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担当：古山 千佳子准教授

作業遂行分析の様子
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障害児者リハビリテーションセンター

児童発達支援センター・通園施設

老人保健施設

2年次から4年次に

かけ、大学内、大学外施設での

、研究成果を専門学会で発表する学生もいます。

将来を見据えて 

コミュニケーション障害学科の魅力の

一つは、教員から言語聴覚士に関わる

講演会やボランティア活動などを紹介

していただけることです。１年生からこのような活動に積極的

に参加することで、自分の興味を広げることができます。これ

により将来像が明確になり、より意欲的に日々の学習に取り組

めています。また、１年生のうちは専門科目が少ない分、それぞ

れの学習に多くの時間を確保でき、今後の専門性の高い授業

のための備えができると思います。

鶴田 千晶さんコミュニケーション障害学科 2年

福岡県立門司学園高等学校出身
下桑田 雄大さんコミュニケーション障害学科 3年

広島県立廿日市高等学校出身

関わり、機会、経験の中で

私は音に興味があり学習をしたかった

ので、この学科を志望しました。しかし、

学修を進めることで、言語聴覚士とは

様々な分野を内包・組み合わせたものであり、音響分野はあく

までも、その一部であることに気づきました。そのことにより、

現在では興味が他方向に向けられ、自身の可能性を拡げるこ

とができています。本学には、充実したカリキュラムや尊敬する

先生方・素晴らしい先輩、後輩、同級生の存在など、学修を含

め、成長していくことのできる環境や機会が整っています。

大学で培った知識と経験を活かして

私は現在、コミュニケーションや飲み込みに難しさのある方々のリハビリ

テーションに携わっています。入院患者様や自宅へ退院し、通院されて

いる患者様を担当しています。現場の中でどのようにリハビリを進めて

よいか悩むことも多いですが、そんなときは大学で学んだことを振り返

るようにしています。専門的な知識も大切ですが、臨床経験豊富な先生

方が話されていたエピソードや学外実習での経験が問題解決の手助け

となっています。県立広島大学では、小グループで行う講義も多くあり、

考える力を養うことが出来たと感じています。今後も患者さまに寄り

添った支援を考えていけるよう努力していきたいと思います。　

双田 めぐみさん

保健福祉学部

コミュニケーション障害学科

平成27年度卒業

島の病院おおたに
（旧大谷リハビリテーション病院）
リハビリテーション科

コミュニケーション及び
摂食嚥下機能と、
その障害について深く学びたい人

コミュニケーション障害学と
その基盤となる学問分野を理解し、
諸問題に柔軟に対応するための
基礎学力と主体的に学ぼうとする姿勢を持つ人

コミュニケーション障害・
摂食嚥下障害のある人を理解し、
保健・医療・福祉の向上に
貢献する熱意のある人

自分も相手も大切にして、
おたがいに理解するための
努力をしながら、
協力していくことができる人

92.6

75.9
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人の脳機能は、多種多様な性能を有してい

ます。例えば、人が会話をする場合に脳の

どの部位が働き、どのような反応を示すの

か？それをMRIと言う装置を用いて実験＆

研究をしております。ある認知症の検査で

「100から7の連続減算」を行いますが、それが「3や5」ではダメ

なのか？の数値の妥当性などを客観的に証明したりして、脳自体

の働きの研究をしております。脳は非常に神秘な臓器で多種多様

な機能を持ち備えています。その脳が持つ神秘的な機能を脳科学

を用いて客観的かつ定量的に評価研究を行っております。

大西（脳機能画像解析）研究室

放射線学科教授を経て現
職。担当科目：脳機能画像論
/コミュニケーション科学研
究法 

担当：大西 英雄教授

臨床実習Ⅰ

担当：言語聴覚士教員全員（１３名） ［２年通年］
早い時期から言語聴覚士の臨床に触れること，３年次
から始まる実際の患者さんに協力を得て行う臨床実
習の準備を目的としています。附属診療センターや卒
業生の勤務施設での見学実習の他に，成人や小児の患者さんの臨床場面のビデオを見て
の小グループでの評価実習，先駆的取り組みである模擬患者さんとのコミュニケーション演
習が行われます。

「学科主催就職説明会」を初開催！
学生への就職支援の一環として、学科主催の就職説明会を８月

に開催しました。説明会には、広島県内外から約２０の病院や療

育機関などから人事担当者や言語聴覚士などの部門の担当者が

出席されました。説明会に参加した４年次学生が各施設のブース

を回り、１ブースあたり３０分程度、熱心に説明を聞いたり質問を

したりしました。 

聴覚系障害学演習Ⅲ

担当：長谷川純・佐藤紀代子 ［4年通年］
聴覚障害のある方に対する補聴器の効果の
測定法などを学ぶ授業です。学生は，教員と
相談しながらグループごとに担当テーマに
ついて資料を作成し，自分たちで講義・演習を運営するなど，4年次の科目とし
て，実践的な力を身につけることを重視しています。外部講師による特別授業
で，関連分野の最新の知識に触れる機会も設けています。
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入学後の修学に必要な基礎学力としての
知識や技能を有している人。
・ 高等学校で履修する国語、外国語などの科目について
  その内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有している人

物事を多面的
かつ論理的に
考察することができる人

自分の考えを
的確に表現し、
伝えることができる人

日々の授業のなかで積極的に
他者とかかわり、対話を通して
相互理解に努めようとする
態度を有している人

人間が社会生活を営む上で
生じるさまざまな課題に対して、
深い関心をもち、社会に
積極的に貢献する意欲がある人

77.8

25.8

96.2

62.0

共に学び、支え合う

三原キャンパスには５学科が揃っており、

医療福祉の現場で連携して働く職種と共

にチーム医療福祉を学ぶことができます。

人間福祉学科では、社会福祉士と精神保健福祉士という２つ

の国家試験の受験資格を取得できます。初年次から専門授業

や外部講師の授業も多く、少人数で授業を受けることができ、

専門職について学ぶ上で最適な環境です。先輩や同級生とも

仲が良く、日々新しいことを学びながら、大学生活を楽しく送っ

ています。

有岡 千晶さん 勝田 奈津子さん人間福祉学科 2年

福岡県立筑紫高等学校出身

人と人とのつながりを実感

人間福祉学科は対人支援の専門職にな

ることを目指した学科です。授業は専門

的な講義や演習から成っており、福祉職

として働く際に基礎となる考え方や諸制度の知識を身につけ

ることが出来ます。そして現場実習を通して学んだことを実践

し、振り返り話し合うことでより学びを深めていきます。また学

業以外では、ボランティアでの地域の方々とのふれあいを通

し、多様なものの見方や人とのコミュニケーションの大切さを

日々学んでいます。

人間福祉学科 3年

広島市立美鈴が丘高等学校出身
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田中（地域福祉）研究室
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未知から道へ

助産学専攻科では講義だけでなく、演

習や実習を通して自分で課題を見つけ

考える力を養うことができます。そんな時、先生方や指導者の

方はいつでも私たちの疑問に真摯に向き合ってくださいまし

た。この１年間で幅広い知識や技術を学ぶことはもちろん、母

子や家族の生涯に携わる責任感、対象者の様々な価値観の尊

重など、助産師としての人間性の基盤を育むことができまし

た。助産師に憧れを抱いていた頃から、この学科に入り自分で

道を切り開いていこうと思えるようになりました。

助産学専攻科

広島県立高陽高等学校出身

助産学専攻科での学びを通して

私は助産学専攻科での怒涛の一年を通して、知識・技術・助産

観・物事の考え方を学ぶことができました。私の勤務するJA広

島総合病院では正常分娩はもちろんハイリスク分娩も多くあり

ます。生命の誕生に立ち合い日々感動の連続ですが、それと同

時に大きな責任も感じます。患者に寄り添いながら母子ともに

安全に出産できるようサポートする助産師になりたいと思って

いるため、これからも専攻科で学んだ数々のことを胸に妊娠期

から産褥期まで母子に寄り添った助産ケアができるように頑

張っていきたいと思います。

黒住 紗希さん
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諸問題を多角的にとらえ
柔軟に対応するために必要な、
幅広い基礎学力を有している人

積極的に他者と関わり、
相互理解に努めようとする
態度を有している人

助産の基礎を学ぶために
必要な看護の学力と技術を
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看護を基盤とした倫理観、
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助産に対する課題に関心を持ち、
解決する意欲と行動力を
有している人
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【生体機能制御学】
【環境科学】

※平成30年度から4分野に変更します。
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㈱広成建設/西川ゴム工業㈱/マツダ㈱/㈱インターロジック/NECソリューション

イノベータ㈱（2）/㈱ＮＴＴデータ中国/㈱NTTフィールドテクノ（2）/㈱NTTデータ

ビジネスシステムズ/㈱経営管理センター/㈱ソルコム/東京コンピューターサービ

ス㈱/日本アイ・ビー・エム共同ソリューション・サービス㈱/㈱ネクストビジョン/㈱

日立ソリューションズ西日本（2）/富士通㈱（2）/富士通エフ・アイ・ピー㈱/㈱富士

通ディフェンスシステムエンジニアリング/広島電鉄㈱（2）/FRL Korea Co., 

LTD/広島トヨタ自動車㈱/広島市信用組合/広島県信用農業協同組合連合会/日

本年金機構/広島市（行政事務）（3）/宇城市（行政事務）/法務省（刑務官）

県立広島大学大学院(3)

98.7 96.7
建設業
1名 1.3%

建設業
3名 5.1%

建設業
1名 2.9%

情報通信業
4名 5.1%

情報通信業
18名 52.9%

情報通信業
3名 5.1%

情報通信業
1名 3.4%

医療・福祉
10名 34.5%

医療・福祉
2名 5.9%

国家公務員
1名 1.3%

国家公務員
1名 2.9%

電気・ガス
1名 1.7%

地方公務員
4名 5.1%

地方公務員
4名 11.8%

地方公務員
3名 5.1%

不動産・物品賃貸業
4名 5.1%

不動産・物品賃貸業
4名 6.8%

金融・保険業
16名 20.5%

金融・保険業
2名 5.9%

金融・保険業
13名 22.0%

卸売・小売業
13名 16.7%

卸売・小売業
8名 13.6%

卸売・小売業
2名 5.9%

サービス業
11名 14.1%

サービス業
13名 22.0%

製造業
11名 14.1%

製造業
7名 11.8%

製造業
2名 5.9%

運輸業
8名 10.3%

運輸業
2名 5.9%

運輸業
4名 6.8%

大東建託㈱/㈱ウッドワン/佐川印刷㈱/戸田工業㈱/㈱日本製鋼所/㈱サタケ/㈱ディ

スコ/中国電機製造㈱/㈱シンコー/ダイキョーニシカワ㈱/デルタ工業㈱（2）/㈱ウエ

スト/㈱コスモシステム/㈱ソルコム/横河ソリューションサービス㈱/西日本旅客鉄道

㈱/広島電鉄㈱/広島バス㈱/㈱日立物流バンテックフォワーディング/マツダロジス

ティクス㈱/ヤマト運輸㈱/㈱ヒロクラ（2）/三光電業㈱/新川電機㈱/㈱外林/田尾田鋲

螺㈱/㈱アンフィニ広島/㈱ヤナセ/㈱エブリィホーミィホールディングス/㈱コスモス

薬品/㈱ププレひまわり/㈱バルス/㈱BANKANわものや/㈱ビームス/山口フィナン

シャルグループ/広島信用金庫（2）/呉信用金庫（2）/㈱ゆうちょ銀行（2）/中国総合信

用㈱/㈱日本政策金融公庫/野村証券㈱/あいおいニッセイ同和損害保険㈱/東京海上

日動火災保険㈱/損害保険ジャパン日本興亜㈱（3）/第一生命保険㈱/三井不動産リア

ルティ中国㈱/㈱第一ビルサービス（2）/㈱合人社計画研究所/㈱錦水館（2）/ANAク

ラウンプラザホテル広島/アイオ㈱/㈱イーオン/広島大学病院（事務）/ながた皮膚科/

広島医療生活協同組合/日本郵便㈱/名鉄観光サービス㈱/リライアンス・セキュリ

ティー㈱/㈱シーズ/㈱マイナビ/広島市（行政事務）（2）/広島県警察/和歌山県（警察

事務）/法務省（刑務官）

中電プラント㈱/エルクホームズ㈱/広成建設㈱/㈱クマヒラ/アステラス製薬㈱/

宮川化成工業㈱/㈱ジェイ・オー・ファーマ/㈱日本製鋼所/常石造船㈱/ダイキョー

ニシカワ㈱/広島ガス㈱/㈱エネルギア・コミュニケーションズ/㈱アドヴァンスト・イ

ンフォメーション・デザイン/日本通運㈱/全日本空輸㈱/トモテツグループ/マツダ

ロジスティクス㈱/三菱電機住環境システムズ㈱/トウショク㈱/㈱イズミ/㈱しまむ

ら/愛媛トヨペット㈱/㈱コスモス薬品/㈱ヤナセ/青山商事㈱/㈱広島銀行（5）/㈱

愛媛銀行/しまなみ信用金庫/広島県信用農業協同組合連合会/広島県信用保証

協会/損害保険ジャパン日本興亜㈱/三井住友海上火災保険㈱（2）/第一生命保険

㈱/住友不動産販売㈱/三井不動産リアルティ中国㈱（2）/㈱合人社計画研究所/

日本マクドナルド㈱/㈱エイチ・アイ・エス/㈱ＪＴＢ/㈱農協観光/(社福)広島県同胞

援護財団/日本郵便㈱（2）/㈱エラン/岡山商工会議所/インターリンク㈱/㈱グロッ

プ/㈱中国新聞サービスセンター/広島県（行政事務）/広島市（行政事務）/香川県

警（警察事務）

㈱あわしま堂/テーブルマーク㈱/久原本家グループ/㈱八天堂/㈱タカキベーカリー/
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き会あんず保育園/社会福祉法人愛児福祉会なかよし保育園/広島修道大学/広島市

（行政事務）/浜松市（学校栄養職員）/名古屋市（栄養教諭）

県立広島大学大学院(2)/広島大学大学院(2)/広島福祉専門学校

製造業
8名 27.6%

地方公務員
2名 6.9%

卸売・小売業
4名 13.8%

教育・学習支援
4名 13.8%

教育・学習支援
5名 6.4%
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広島医療生活協同組合/日本郵便㈱/名鉄観光サービス㈱/リライアンス・セキュリ

ティー㈱/㈱シーズ/㈱マイナビ/広島市（行政事務）（2）/広島県警察/和歌山県（警察

事務）/法務省（刑務官）

中電プラント㈱/エルクホームズ㈱/広成建設㈱/㈱クマヒラ/アステラス製薬㈱/

宮川化成工業㈱/㈱ジェイ・オー・ファーマ/㈱日本製鋼所/常石造船㈱/ダイキョー

ニシカワ㈱/広島ガス㈱/㈱エネルギア・コミュニケーションズ/㈱アドヴァンスト・イ

ンフォメーション・デザイン/日本通運㈱/全日本空輸㈱/トモテツグループ/マツダ

ロジスティクス㈱/三菱電機住環境システムズ㈱/トウショク㈱/㈱イズミ/㈱しまむ

ら/愛媛トヨペット㈱/㈱コスモス薬品/㈱ヤナセ/青山商事㈱/㈱広島銀行（5）/㈱

愛媛銀行/しまなみ信用金庫/広島県信用農業協同組合連合会/広島県信用保証

協会/損害保険ジャパン日本興亜㈱/三井住友海上火災保険㈱（2）/第一生命保険

㈱/住友不動産販売㈱/三井不動産リアルティ中国㈱（2）/㈱合人社計画研究所/

日本マクドナルド㈱/㈱エイチ・アイ・エス/㈱ＪＴＢ/㈱農協観光/(社福)広島県同胞

援護財団/日本郵便㈱（2）/㈱エラン/岡山商工会議所/インターリンク㈱/㈱グロッ

プ/㈱中国新聞サービスセンター/広島県（行政事務）/広島市（行政事務）/香川県

警（警察事務）

㈱あわしま堂/テーブルマーク㈱/久原本家グループ/㈱八天堂/㈱タカキベーカリー/

㈱サンクゼール/㈱テラプローブ/アキレス㈱/㈱日立ソリューションズ西日本/ティー

エスアルフレッサ㈱/㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本（2）/㈱ププレひ

まわり/医療法人仁風会青木病院/㈱麻生 飯塚病院/医療法人社団千春会/医療法人

財団聖十字会西日本病院/独立行政法人 国立病院機構 東広島医療センター/国立病

院機構東海北陸ブロック/公益財団法人岡山県健康づくり財団/社会福祉法人あかつ

き会あんず保育園/社会福祉法人愛児福祉会なかよし保育園/広島修道大学/広島市

（行政事務）/浜松市（学校栄養職員）/名古屋市（栄養教諭）

県立広島大学大学院(2)/広島大学大学院(2)/広島福祉専門学校

製造業
8名 27.6%

地方公務員
2名 6.9%

卸売・小売業
4名 13.8%

教育・学習支援
4名 13.8%

教育・学習支援
5名 6.4%
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60.6

282

28

97.2

92.4

100

88.5

100

90.8

100

90.3

77.8

83.7

92.6

75.9

77.8

25.8

96.2

62.0 93.0

100

情報通信業
4名 4.0%

情報通信業
2名 5.3%

その他
2名 2.0%

その他
5名 3.0%

その他
3名 7.9%

地方公務員
6名 6.1%

地方公務員
4名 10.5%

地方公務員
(保険・医療・福祉職)
29名 17.3%

国家公務員
(保険・医療・福祉職)
11名 6.5%

不動産業
3名 3.0%

金融・保険業
7名 7.1%

保険・医療・福祉
11名 11.1%

保険・医療・福祉
123名 73.2%

卸売・小売業
18名 18.2%

卸売・小売業
7名 18.4%

サービス業
15名 15.2%

サービス業
9名 23.7%

製造業（化学・その他）
18名 18.2%

製造業（化学・その他）
7名 18.4%

製造業（食品）
9名 9.1%

製造業（食品）
4名 10.5%

運輸業
3名 3.0%

㈱福田農場/㈱なかやま牧場/アヲハタ㈱/池田糖化工業㈱/㈱タカキベーカリー/㈱ピエトロ/

東洋乳業㈱/安芸高田アグリフーズ㈱/井桁堂㈱/㈱あじかん/㈱アンデルセン（アンデルセン

グループ）/㈱青木松風庵/旭化成㈱/いその㈱/㈱カナエ/㈱カナエテクノス/㈱シャンソン化

粧品/田辺三菱製薬㈱/深江化成㈱/㈱再春館製薬所/岩谷瓦斯㈱/小林化工㈱(2)/㈱石井工

作研究所/㈱東洋シート/浜本工芸㈱/メディキット㈱/㈱ＨＩＶＥＣ/㈱タカゾノ/三波工業㈱/ＳＭＣ

㈱/ＮＲＩシステムテクノ㈱/ＵＴテクノロジー㈱/㈱シンクロ･フード/トランスコスモス㈱/シモハ

ナ物流㈱/日本郵便㈱(2)/トウショク㈱/小西共和ホールディング㈱/㈱イズミ/㈱コスモス薬品

(3)/㈱ザグザグ/㈱ファミリーマート/㈱藤三/㈱フジマート/㈱ツルハグループドラッグ&ファー

マシー西日本(3)/ＡＢＯＳ㈱/㈱愛媛銀行/農林中央金庫/広島信用金庫/広島みどり信用金庫

(2)/明治安田生命保険相互会社/㈱広島銀行/関西アーバン銀行リース㈱/島根不動産㈱/あ

さ動物病院/アドバンテック㈱/エイキット㈱/㈱都市ビルサービス/㈱ワールドインテック/羽田

空港サービス㈱/㈱長谷川会計事務所/エームサービス㈱/てらにし珈琲店/イーピーエス㈱

(3)/医療法人オーク会　住吉産婦人科/医療法人社団愛育会福田病院/おち夢クリニック名古

屋/㈱医療システム研究所/㈱フロンティア/清水産婦人科/セント・ルカ産婦人科/セントマ

ザー産婦人科医院/日本ステリ㈱/全国農業協同組合連合会/広島市農業協同組合/三次農業

協同組合/出雲教総本院/㈱ワンピース/㈲みやもと企画/広島県（高校教諭･理科）/三重県（中

学校教諭・理科）/広島県立庄原実業高等学校/広島県(行政事務)/広島市(行政事務)/出雲市

(行政事務)/庄原市(一般事務)（2）/福岡県田川地区消防組合

広島県(6)/広島市/安芸高田市/世羅町/海田町/国立病院機構　東広島医療セ

ンター(2)/国立病院機構　賀茂精神医療センター/広島大学病院(6)/広島記念

病院(3)/JA尾道総合病院(2)/中国中央病院(2)/中電病院/JA広島総合病院

/JR広島病院/中国労災病院/マツダ病院/真田整形外科リハビリ科/日本鋼管福

山病院/医療法人あかね会　土谷総合病院(2)/国立病院機構　岡山医療セン

ター/岡山済生会総合病院/脳神経センター大田記念病院/神戸市民病院機構

(2)/神戸大学医学部附属病院(2)/高知大学医学部附属病院/姫路赤十字病院/

国立病院機構　大阪医療センター/兵庫医科大学附属病院/社会医療法人生長

会/天理よろづ相談所病院/大阪医科大学附属病院(2)/虎の門病院/がん研有明

病院/神奈川県立がんセンター/国立病院機構　九州医療センター/広川町/杏

林大学医学部付属病院

広島県/広島市立病院機構/国立病院機構　呉医療センター/国立病院機構　東広島

医療センター/国立病院機構　福山医療センター/広島中央保健生活協同組合(3)/医

療法人あかね会　土谷総合病院/医療法人信愛会　日比野病院/和光整形外科スポー

ツクリニック/中国労災病院/医療法人清幸会　三原城町病院(2)/医療法人社団伯瑛会 

のぞみ整形外科クリニック/脳神経センター大田記念病院/医療法人紅萌会　福山記念

病院/（社福）ともえ会　小鹿医療療育センター/医療法人信英会　島谷医院/国立病院

機構　岡山医療センター/岡山中央奉還町病院/医療法人創和会　しげい病院/国立病

院機構　岩国医療センター/医療法人協愛会　阿知須共立病院/島根大学医学部附属

病院/愛媛県/神戸市民病院機構/赤穂市民病院/京都民医連中央病院/特定医療法人

三栄会 ツカザキ病院

JA広島総合病院/医療法人社団若葉会 蔵王病院/医療法人社団黎明会 さくらの丘ク

リニック(2)/医療法人ハートフル アマノリハビリテーション病院/医療法人社団朋和会 

西広島リハビリテーション病院/社会医療法人明和会医療センター渡辺病院/特定医療

法人大慈会 三原病院/医療法人創和会 しげい病院/医療法人堀尾会熊本託麻台リハ

ビリテーション病院/医療法人社団仁慈会 安田病院(2)/滋賀県立成人病センター/日本

鋼管福山病院/社会医療法人里仁会 興生総合病院/神戸市民病院機構/（社福）和来原

会就労継続支援B型事業所 やっさ工房/伊勢市心身障害児通園施設　おおぞら児童園

広島市立病院機構/医療法人社団清風会(2)/広島赤十字・原爆病院/済生会広島病院/

広島県福祉事業団(2)/医療法人社団明清会　山田記念病院/脳神経センター大田記念

病院(2)/医療法人健応会　福山リハビリテーション病院/倉敷平成病院(2)/岡山市立綜合

医療センター/岡山リハビリテーション病院/社会医療法人十愛療育会/医療法人啓佑会/

㈱なかやま牧場/小林建設㈱/㈱あじかん/寺岡有機醸造㈱/㈱アキタ/アヲハタ㈱/㈱ファー

マフーズ/タカラスタンダード㈱/中国木材㈱/フルハシEPO㈱/㈱ウッドワン/リョービ㈱/ア

テック㈱/㈱三進製作所/㈱中国新聞システム開発/小西共和ホールディング㈱/㈱丸菱/㈱

イズミ/㈱コスモス薬品(2）/積和不動産中部㈱/㈱エステム/㈱大進創冩舘/日本水処理工

業㈱/㈱あつまる/㈱サイネックス/庄原農業協同組合/香川県農業協同組合/全国農業協同

組合連合会/三次市（学校支援員）/佐賀市立大和中学校/福山市（技術職（１種・化学））/香

川県警察/和歌山県警察/福岡市消防局/陸上自衛隊

県立広島大学大学院(23)/広島大学大学院/大阪大学大学院/京都大学大学院/福岡歯

科大学

教育・学習支援
3名 3.0%

教育・学習支援
2名 5.3%

香川こだま学園/公益財団法人健和会/名古屋第一赤十字病院/東神実業株式会社/

（社福）別府発達医療センター/株式会社麻生　飯塚病院/医療法人相生会　福岡みら

い病院/誠愛リハビリテーション病院/社会医療法人同心会　西条中央病院

広島県/広島市（社会福祉）(3)/（社福）広島市手をつなぐ育成会/医療法人光臨会　荒

木脳神経外科病院/医療法人社団更正会　草津病院/医療法人輔仁会　太田川病院/

医療法人社団恵正会/医療法人PIA　ナカムラ病院/医療法人ハートフル　あまのクリ

ニック/医療法人せのがわ/医療法人社団和恒会　ふたば病院/医療法人緑風会　ほう

ゆう病院/（社福）広島新生学園/（社福）広島県同胞援護財団(2)/地域包括支援セン

ターどりぃむ/脳神経センター大田記念病院/医療法人紅萌会　福山記念病院/介護福

祉サービス（株）ゆうゆう/中国中央病院/（社福）清風会/医療法人新和会　三次病院/

広島中央保健生活協同組合/広島トヨタ自動車/済生会今治病院/高松赤十字病院/医

療法人全人会 仁恵病院/加古川市社会福祉協議会/日本年金機構/大分県/医療法人

貝塚病院/医療法人社団聖仁会 介護老人保健施設愛生苑

県立広島大学大学院(2)/岡山大学大学院/長崎大学大学院/県立広島大学助産学専攻

科(3)/クィーン･マーガレット大学大学院（英国）/東洋医療専門学校
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100

90.8

100

90.3

77.8

83.7

92.6

75.9

77.8

25.8

96.2

62.0 93.0

100

情報通信業
4名 4.0%

情報通信業
2名 5.3%

その他
2名 2.0%

その他
5名 3.0%

その他
3名 7.9%

地方公務員
6名 6.1%

地方公務員
4名 10.5%

地方公務員
(保険・医療・福祉職)
29名 17.3%

国家公務員
(保険・医療・福祉職)
11名 6.5%

不動産業
3名 3.0%

金融・保険業
7名 7.1%

保険・医療・福祉
11名 11.1%

保険・医療・福祉
123名 73.2%

卸売・小売業
18名 18.2%

卸売・小売業
7名 18.4%

サービス業
15名 15.2%

サービス業
9名 23.7%

製造業（化学・その他）
18名 18.2%

製造業（化学・その他）
7名 18.4%

製造業（食品）
9名 9.1%

製造業（食品）
4名 10.5%

運輸業
3名 3.0%

㈱福田農場/㈱なかやま牧場/アヲハタ㈱/池田糖化工業㈱/㈱タカキベーカリー/㈱ピエトロ/

東洋乳業㈱/安芸高田アグリフーズ㈱/井桁堂㈱/㈱あじかん/㈱アンデルセン（アンデルセン

グループ）/㈱青木松風庵/旭化成㈱/いその㈱/㈱カナエ/㈱カナエテクノス/㈱シャンソン化

粧品/田辺三菱製薬㈱/深江化成㈱/㈱再春館製薬所/岩谷瓦斯㈱/小林化工㈱(2)/㈱石井工

作研究所/㈱東洋シート/浜本工芸㈱/メディキット㈱/㈱ＨＩＶＥＣ/㈱タカゾノ/三波工業㈱/ＳＭＣ

㈱/ＮＲＩシステムテクノ㈱/ＵＴテクノロジー㈱/㈱シンクロ･フード/トランスコスモス㈱/シモハ

ナ物流㈱/日本郵便㈱(2)/トウショク㈱/小西共和ホールディング㈱/㈱イズミ/㈱コスモス薬品

(3)/㈱ザグザグ/㈱ファミリーマート/㈱藤三/㈱フジマート/㈱ツルハグループドラッグ&ファー

マシー西日本(3)/ＡＢＯＳ㈱/㈱愛媛銀行/農林中央金庫/広島信用金庫/広島みどり信用金庫

(2)/明治安田生命保険相互会社/㈱広島銀行/関西アーバン銀行リース㈱/島根不動産㈱/あ

さ動物病院/アドバンテック㈱/エイキット㈱/㈱都市ビルサービス/㈱ワールドインテック/羽田

空港サービス㈱/㈱長谷川会計事務所/エームサービス㈱/てらにし珈琲店/イーピーエス㈱

(3)/医療法人オーク会　住吉産婦人科/医療法人社団愛育会福田病院/おち夢クリニック名古

屋/㈱医療システム研究所/㈱フロンティア/清水産婦人科/セント・ルカ産婦人科/セントマ

ザー産婦人科医院/日本ステリ㈱/全国農業協同組合連合会/広島市農業協同組合/三次農業

協同組合/出雲教総本院/㈱ワンピース/㈲みやもと企画/広島県（高校教諭･理科）/三重県（中

学校教諭・理科）/広島県立庄原実業高等学校/広島県(行政事務)/広島市(行政事務)/出雲市

(行政事務)/庄原市(一般事務)（2）/福岡県田川地区消防組合

広島県(6)/広島市/安芸高田市/世羅町/海田町/国立病院機構　東広島医療セ
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3C
（Culture Club
　　　Commune）

日本学生支援機構 東和食品研究振興会 宮崎県奨学会
あしなが育英会 戸部眞紀財団 もみじ銀行育英会
大西・アオイ記念財団 ハローズ財団 福井県ものづくり人材育成修学資金
交通遺児育英会 山口県ひとづくり財団 米濱・リンガーハット財団
大学女性協会 古川技術振興財団 他



28

3C
（Culture Club
　　　Commune）

日本学生支援機構 東和食品研究振興会 宮崎県奨学会
あしなが育英会 戸部眞紀財団 もみじ銀行育英会
大西・アオイ記念財団 ハローズ財団 福井県ものづくり人材育成修学資金
交通遺児育英会 山口県ひとづくり財団 米濱・リンガーハット財団
大学女性協会 古川技術振興財団 他



三原キャンパス
コミュニケーション障害学科 4年

三原キャンパス
人間福祉学科 4年

ESS

POPOLO

水泳部
バドミントンサークル
アダプラッドスポーツクラブ

（地域密着イベントの企画・実施）

サークル

ダンス部

サークル

サークル

サークル

上田宗箇流

新しいことに挑戦しよう！！
こんにちは！ エスキーテニスは１９４８年に広島で誕生したご当地スポーツで

す。私たちはこのエスキーテニスを通して、スポーツの楽しさを知り、他大学・

社会人の方との交流を行っています。大学に入って何か新しいことに挑戦した

い人にはピッタリの部活です。運動が苦手な

人でもスタートラインンはみんな一緒なので

心配無用！私たちと一緒にエスキーを通して

充実した大学生活を送りませんか？

大江 真由さん

エスキー
テニス部

広島キャンパス
経営情報学科 4年

広島県立広高等学校出身

音楽で楽しい放課後を！
私たち、ウインドオーケストラは地域での訪問演奏や大学祭の演奏会に向け

て週２日で練習しています。また、庄原市の市民吹奏楽団の活動へ参加する

など音楽を通して学生以外の方々と交流できるのも魅力の一つです。

大学から楽器を始めた人もたくさんいます

が、みんなで楽しく活動しています。音楽や楽

器が好きな人、少しでも興味がある人、みん

な大歓迎です‼ 私たちと一緒に演奏してみ

ませんか？

山本 彩乃さん

ウインド
オーケストラ

庄原キャンパス
生命科学科 3年

東海大学付属仰星高等学校（大阪府）出身

一緒に始めてみませんか？
みなさん！！ エスキーテニスというスポーツを知っていますか？ エスキーテニ

スとは、テニス・バドミントン、卓球を融合した広島発祥のスポーツです。庄原

キャンパスエスキーテニス部では、男女や先輩後輩関係なく仲良く練習に励

んでいます。結果が実り、毎年全国大会に出

場しています。全員が初心者なので気軽に始

められます。少しでも興味をもってくれたあ

なた！ぜひ、体験しに来てください。私たちと

充実したキャンパスライフを送りませんか？

高田 翔太さん

エスキー
テニス部

庄原キャンパス
生命科学科 3年

広島県立広島井口高等学校出身

広島県立福山誠之館高等学校出身 兵庫県立三木高等学校出身

充実した大学生活を約束します！！
皆さんこんにちは、突然ですが学長杯というイベントをご存知ですか？学長杯

とは広島、庄原、三原の3キャンパスが集まって行う運動会です。私はその学

長杯の運営として活動しています。毎年300名近くの学生が参加しておりと

ても盛り上がるイベントです。種目の目玉であ

るキャンパス対抗リレーはいつも白熱しみん

なで盛り上がります！！最後には交流会として

豪華景品のあるビンゴ大会をします。一緒に

大学生活を楽しみましょう！！

中村 郁哉さん

３キャンパス対抗
スポーツ大会
（学長杯）

広島キャンパス
経営情報学科 4年

広島県立安古市高等学校出身
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2015
2016

幅広い知識と見解
が

深い思考につなが
る

県大だからこそできること

8万円以上
10万円未満

70.3％

27.5％

36.9％

79.9％

14.6％

3.2％
1.8％

0.5％

20.8％

6.8％

7.6％ 0.4％

0.6％

7.6％

1.2％

20.3％

0％

4.0
（0円の者を除く）

年間を通して

授業期間中に
経常的に

授業期間中に
臨時的に

長期休暇中のみ

高校の英語教諭を志すに
あ

たって、英語を文化や文学
など

様々な側面から学びたいと
考

え、この学科を志望しまし
た。

国際文化学科は幅広い学問
分

野を扱っているので、色々
な授業を受けてみて自分が

特に関心のある分

野を見つけることができま
す。専門分野以外の科目を

学ぶことができる

のもこの学科の魅力です。
私は現在、文学からみる英

米の社会文化や、英

語学、第二言語習得論など
に特に関心を持っています

が、心理学や日本

文学などの授業も履修して
います。幅広い分野を学ぶ

ことで、ある授業で

学んだ知識を他の授業の内
容と関連付け、より深い思考

ができます。この

ことにより学ぶことに楽し
さと充実感を感じながら取

り組むとともに、

ESSや教育ボランティアの
活動も積極的に行っていま

す。

河原 翔太さん

広島キャンパス

国際文化学科 3年

広島市立美鈴が丘高等学校
出身

私は県立広島大学の広島キャ
ンパスに通っています。県大の
良いところは「人が関わりやす
い」という点です。例えば、学生
20人程度の少人数制授業や、学年・学科に縛られない授業が開講されています。大学には留学生もおり、留学生と日本人学生とがペアになり彼らの学生生活を助ける「バディ制度」というのもあります。この他、学業以外にもサークルやバイトなどで交流する機会はたくさんあると感じています。人と関わることで培われるものは大学を卒業した後も生きてきます。規模の大きな他大学ではなかなかできないことですので、ぜひ県大に入って体験してみてほしいと思います。

佐々木 拓子さん

広島キャンパス
国際文化学科 3年

広島県立府中高等学校出身

（自宅生も含む）
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り組むとともに、

ESSや教育ボランティアの
活動も積極的に行っていま

す。

河原 翔太さん

広島キャンパス

国際文化学科 3年

広島市立美鈴が丘高等学校
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私は県立広島大学の広島キャ
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良いところは「人が関わりやす
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佐々木 拓子さん

広島キャンパス
国際文化学科 3年

広島県立府中高等学校出身

（自宅生も含む）
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年間を通して

授業期間中に
経常的に

授業期間中に
臨時的に

長期休暇中のみ

私の学生
生活を紹

介します研究者になりたい
と思い、県立

広島大学に入学し
ました。私が

通う庄原キャンパ
スは豊かな

自然と、美しい景
色に囲まれて

います。

私は学生寮で生
活をしています。

学生寮では一緒
に友人と飲食を共

に

し、試験前には互
いに教えあう最高

の環境があります
。そして笑顔の素

敵

な管理人さんはい
つも私たちの生活

を支えてくれます
。また、大学のすぐ

そばに寮があるこ
とも魅力の一つで

す。

面白い仲間、信頼
できる先輩との出

会いが、私を成長
させてくれていま

す。みなさんもそん
な素敵な学生生活

をおくってみませ
んか？

上本 響さん

庄原キャンパス

環境科学科 2年

広島県立広島国
泰寺高等学校出

身

充実した大学生活を
送れる環境

生命科学科では３年次からそ

れぞれの興味のある研究室に

配属されます。私は応用生命

科学コースにある、生物化学

研究室に所属しています。私

が所属する研究室では、主にEGF受容
体下流にある新規タンパク質の機

能解析を行っています。実験は上手く
いかないことも多いですが、素晴ら

しい先生・先輩方からのご指導を受
け、充実した研究生活を送っていま

す。クラブ活動では、バスケットボール
サークルに所属しています。和気あ

いあいとした雰囲気の中で、楽しく活
動を行っています。学生数が少ない

ため学生間の仲が良いことも庄原の
特徴だと思います。自然があふれる

素晴らしい環境のなかで、学業と仲間
たちとの活動を両立させて、充実し

た大学生活を送ってみませんか。

内田 萌さん

庄原キャンパス

生命科学科 4年

広島県立府中高校出身

専任の技術職員による
管理・サポート
大学のそばにある果樹園や農場は、

技術職員たちの手によりベストな状

態に管理され、学生の実習や卒論研

究に専念できるよう全力でサポート

しています。

（フィールド科学教育研究センター技術職員の皆さん） （「HIROCA」加盟店の「カレー屋工房」）

IC カード学生証で
お得な買い物
本学のICカード学生証は、地域電子マネー

「HIROCA（ヒロカ）」機能を搭載しており、庄

原市内の加盟店で利用すれば割引サービ

スなどのお得な特典が受けられます。まるで

市内が丸ごとキャンパスのような感覚です。

研究内容や学生の
アイデアが商品に
広島県や庄原市の地元食材を使っ

た商品を地元企業と共同開発して

います。食彩館しょうばらゆめさくら

（米麦工房めぐみ２１）で販売中です

ので、ぜひお試しください。

（左：「しょうばら むらさきのゆめ」／右：広島菜漬クッキー）

（自宅生も含む）
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※一般選抜学生募集要項は、本学ホームページ『学生募集要項』のページからダウンロードできます。
　また、一般選抜への出願方法は、インターネット出願のみです。
※その他の特別選抜については、上記4、5により請求してください。
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県立広島大学詳しくはホームページをご覧ください。


