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「地域・ひろしま」で学び、

新たな価値を生み出すことのできる力を身に付ける。



私たちの大学は2005年に、それまで広島県内の広島市、三原市、そして庄原市に

あった県立3大学を統合して作られました。旧大学はそのまま3つのキャンパスに受け

継がれ、それぞれに特徴を持っています。

まずは、広島市南区にある広島キャンパスです。創立から100年以上の歴史をもつ

県立広島女子大学の流れを汲んでおり、現在は男女共学で地域創生学部が設置され

ています。国際文化から健康科学、情報科学（AI・IoT）まで広い範囲の学問を学ぶこ

とができ、英国や東南アジアからの留学生も学んでいます。

次に、広島県東部の三原市にある三原キャンパスです。保健福祉学部では保健医

療福祉に関連した5つのコースがあり、それぞれの専門分野を学ぶことができます。ま

た、地域包括ケアシステムを発展させるための実践力を身に付けることもできます。

そして、広島県北部の庄原市の庄原キャンパスです。生物資源科学部生命環境学科

では生命科学や環境科学の最先端の学問を学ぶことができます。また農業をめざす

若者には、スマート農業に関連した学問や実学を修得できる地域資源開発学科があり

ます。庄原キャンパスにも、東南アジアからの留学生が多く学んでいます。

本学の基本理念は、「地域に根ざした、県民から信頼される大学」です。地域で活

躍できる人材の育成や地域が抱える課題を解決する、新しい「知」の創造拠点として

社会に貢献する大きな使命があります。激動する時代において、自分で考え行動する

主体性、課題解決に取り組む実践力、多様性を尊重する国際感覚やコミュニケーショ

ン能力を身に付けることは必要不可欠です。私たちは、社会人になっても生涯学び続

け、地域創生に貢献する若者の可能性を全力でサポートしたいと考えています。本学

における教育に裏打ちされた専門性のある学びは、必ずや人生を豊かなものにしてく

れるはずです。

魅力ある講義や実験、実習を揃え、未来へ羽ばたく皆さんの入学を心よりお待ちし

ております。

地域に根ざして、地域の未来を拓く

新たな価値を創造し、社会の未知へ挑む

県立広島大学　学長 森永 力
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｢課題を探究し、地域を創生する｣
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世界は地域の集合体。
地域の課題を解決する力を身に付け、世界の発展に貢献する。
地域の問題や世界各地で起こる出来事を、どのように理解し、考えていくべきなのか。

自ら考え、行動する地域の発展を担う人材のニーズは年々高まっています。

地域創生学部地域創生学科では地域社会の実態や課題を浮き彫りにし、他者と協働して課題解決することのできる

力を身に付けることを共通の目的とし、それを実現するための専門性の異なる3つのコースを用意しています。

▶学びのキーワード
日本語・日本文化・日本語教育、英語・英米文化、
中国語・中国文化、韓国語・韓国文化、
観光まちづくり、学芸員、宮島学

▶学びのキーワード
経営、経営戦略、マーケティング、会計ファイナンス、
応用情報、IoT・AI、情報技術データ解析、IT技術

▶学びのキーワード
健康科学、食、運動、生体、栄養士、管理栄養士、
栄養教諭、食品衛生、健康寿命

「多文化共生」と「文化継承」をテーマに、地
域の文化を世界的な視野で探究し、他国の
文化の理解や外国語コミュニケーション能
力を活用して行動する人材を育成します。

「経営学」と「応用情報学」の双方の視点か
ら分析して、学問的に発達させた成果を生
かして、地域の活性化に貢献します。

「人間の健康を科学的に」考究し、人々が健
康に暮らす社会の実現に貢献できる人材を
育てます。

地域文化コース 地域産業コース 健康科学コース

地域創生学科

地域創生学部 地域創生学科
詳細は
コチラ



マツダ、広島銀行、中国電力、中電工、エネルギア・コミュニケーションズ、
NTTデータ中国、三井住友海上火災保険、損害保険ジャパン、進研アド、凸版印刷、
国立病院機構、広島県（行政事務・高校教諭）、広島市（行政事務）　ほか

主な就職先
就職率

2021年3月卒業生 100%

県内就職率

57.7%

　カリキュラム

〈※.ITパスポート、情報セキュリティマネジメント、基本情報技術者、応用情報技術者〉　取得可能な資格・免許
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担当教員／中石ゆうこ准教授
配当年次／3年次

日本語教育実習

日本語を母語としない学習者に日本
語・日本文化を適切に教える日本語
教師を目指して、日本語教育機関で
の授業見学と自らが教壇に立つ実習
を行い、外国語としての日本語の授
業がどのようなものかを理解します。

「健康と体力の関係」について理解
し、自分なりの健康観と体力観を持
つことを目標としています。高齢者・子
ども・スポーツ選手の体力テストとそ
の評価方法について、筋の機能や運
動負荷試験の実際から理解します。

担当教員／村上恵子教授
配当年次／3年次

コーポレートファイナンス論

日本企業の実務にも活用されている
コーポレートファイナンスの理論を、実
際の企業の事例とともに学びます。資
本コストに基づく投資の意思決定や
自社株買いによる株主配分など、企業
価値を高める手段について考えます。

担当教員／岡部正幸准教授
配当年次／3年次

Webインテリジェンス

この講義では、Web上にあるニュース
や動画像といったさまざまな情報を
収集・解析する方法や、ネットショップ
における商品推薦機能の仕組みにつ
いて学び、その原理とプログラミング
技術を習得することを目標とします。

担当教員／三浦朗教授
配当年次／2年次

体力科学

クローズアップ授業

取得を目指す資格

取得資格
■地域文化コース：中学校教諭一種免許状（国語）、中学校教諭一種免許状（英語）、高等学校教諭一種免許状（国語）、
　　　　　　　　高等学校教諭一種免許状（英語）、学芸員資格
■健康科学コース：栄養教諭一種免許状、栄養士免許、食品衛生管理者任用資格、食品衛生監視員任用資格

■地域文化コース：日本語教育能力検定
■地域産業コース：日商簿記、秘書検定、FP技能検定、販売士、税理士（科目合格）、公認会計士（短答式）、情報処理技術者（※）

受験資格 ■健康科学コース：管理栄養士国家試験受験資格

1
年
次

2
年
次

3
年
次

4
年
次

副専攻プログラム

免許取得プログラム 特定テーマプログラム

健康食運動・生体
経営

コア・ユニットⅠ
情報

コア・ユニットⅠ

経営
コア・ユニットⅡ

情報
コア・ユニットⅡ

多文化共生
コア・ユニットⅠ

文化継承
コア・ユニットⅠ

多文化共生
コア・ユニットⅡ

文化継承
コア・ユニットⅡ

地域協働演習

専門教育科目

学部学科共通専門科目

卒業論文（卒業研究）、地域課題解決研究

教職免許関係科目、自由選択科目

学位　学士（地域創生）

地域文化コース

健康科学コース

●中学校・高等学校国語教員免許
●中学校・高等学校英語教員免許
●学芸員資格養成プログラム
●日本語教員養成課程修了書取得

●栄養教論

〈経過選択〉一般選抜後期の入学者については2年次後期開始時にコースを選択

●ITパスポート資格取得プログラム
●会計・金融プロフェッション育成（初級・上級）プログラム
●IoT・AI応用技術認定（初級・中級・上級）
●多文化コミュニケーションプログラム

地域文化コース 地域産業コース 健康科学コース

全
学
共
通
教
育
科
目
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人類の生存基盤である「農」や「食」、それらを支える
生命科学と環境科学を探究し、地域と世界に貢献する。
生物資源科学部では、豊かな自然に囲まれた環境の中で、地域を学びのフィールドとして、

「農」「食」、「生命」および「環境」にかかわる地域課題や諸問題の解決に取り組むことができます。

人々の生存にかかわる分野の専門知識・技術を学び、豊かで持続可能な社会の創出に貢献できる人材を育成します。

「人々の生存」にかかわる分野の専門知識、技術を用いて社会の課題を解決できる
能力を修得し、地域の活性化や良好な生存環境の保全、持続可能な社会の発展など
に役立つ科学を探究できる2つのコースを用意しています。

▶学びのキーワード
農業、農業生産開発、食品、食品分析開発、
農食マネジメント、食の6次産業化

▶学びのキーワード
生命科学、バイオテクロジー、生命現象の解明、
アグリバイオ、生殖科学

▶学びのキーワード
環境科学、環境技術、化学物質論、生態学、環境保全、
環境分析、環境材料、再生可能エネルギー

人々が将来にわたり安定した生活を維持す
るために不可欠な「農」「食」の分野におい
て、6次産業化や農商工連携による地域活
性化の方法、実践的な技術や知識と経営の
専門知識を修得します。

ライフサイエンスやバイオテクノロジーに
関する専門知識を修得します。

持続可能な社会の発展と良好な生存環境の
保全に関する専門知識・技術を修得します。

生命科学コース 環境科学コース

地域資源開発学科 生命環境学科

詳細は
コチラ生物資源科学部 地域資源開発学科

生命環境学科 



　取得可能な資格・免許

　カリキュラム
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担当教員／甲村浩之教授ほか
配当年次／1年次

地域資源開発学科 フィールド科学実習Ⅰ

学内の農場、食品加工場、人工光植物工場など
の施設を活用し、作物栽培、スマート農業、環境
課題にかかわる技術を修得。中山間地の農林
業・畜産関係施設に出向き、実態の把握と地域
活性化、６次産業化についても研修を行います。

担当教員／環境科学コース教員
配当年次／1年次

生命環境学科 化学実験

基本的な定性・定量分析などを行いながら、実験
に必要な安全知識、廃棄物の取り扱い、実験結
果の記録とレポートの書き方、そしてpHメーター、
電子天秤、試薬およびガラス器具の取り扱いな
ど、専門実験に必須の技術、知識を修得します。

クローズアップ授業

取得資格

取得を目指す資格

■地域資源開発学科：高等学校教諭一種免許状（農業）、食品衛生管理者任用資格、食品衛生監視員任用資格、食の6次産業化プロデューサー（レベル1・2）
■生命環境学科：中学校教諭一種免許状（理科）、高等学校教諭一種免許状（理科）、食品衛生管理者任用資格、食品衛生監視員任用資格

■生命環境学科生命科学コース：バイオ技術者認定試験（中級・上級）
■生命環境学科環境科学コース：バイオ技術者認定試験（中級・上級）、eco検定、環境測定分析士、公害防止管理者、環境計量士

※経過選択入学の場合、2年の後期から生命科学、環境科学いずれかのコース所属となります。

1年次 2年次 3年次 4年次

地
域
資
源
開
発
学
科

学部共通科目

全学共通教育科目（大学基礎セミナー、ひろしま理解、地域教養ゼミナールなど）

●生物学Ⅰ・Ⅱ
●化学Ⅰ・Ⅱ
●基礎分析化学 など

学科専門基礎科目
●基礎物理学
●化学実験
●生物学実験
●フィールド科学
●フィールド科学実習１
●国際異文化農業体験研修 など

食品分析開発系

農業生産開発系
専門基礎知識 学科専門基幹科目

●基礎園芸学
●資源植物学 など

●基礎食品学
●食品分析学Ⅰ など

農食マネジメント系

フィールド科学実習Ⅱ

卒業論文
地域課題解決研究
（3～4年次の2年間）

●農業経営学Ⅰ
●地域商品開発論 など

●農業環境制御学
●総合防除管理学
●次世代農業学
●資源科学実験 など

●食品化学
●機能性食品工学
●食品リサイクル学
●食品科学実験 など

●国際食料生産論
●6次産業政策法律論
●農業経営戦略論
●地域ブランド実習 など

生
命
環
境
学
科

生
命
科
学
コ
ー
ス

経
過
選
択

環
境
科
学
コ
ー
ス

学部共通科目

全学共通教育科目（大学基礎セミナー、ひろしま理解、地域教養ゼミナールなど）

●生物学Ⅰ・Ⅱ
●化学Ⅰ・Ⅱ
●遺伝学 など

学科共通科目
●生物学演習
●化学演習
●生命環境統計学
●遺伝子工学 など

地域課題解決入門
●生命環境科学基礎セミナー
●生命科学セミナー
●環境科学セミナー
●フィールド科学 など

生命環境科学

生命科学
専門科目（導入） 専門科目（展開・深化）

●免疫学
●分子進化発生学 など

●分子生物学
●生命環境リスク学 など

環境科学

環境生物化学

生命機能科学

環境システム科学

卒業論文
地域課題解決研究
（3～4年次の2年間）

●環境社会科学
●環境衛生学 など

●発生・生殖科学
●生体分子構造学 など

●生物資源有機化学
●環境保全生物学 など

●水循環管理学
●大気環境科学 など

山崎製パン、やまみ、池田糖化工業、かどや製油、サタケ、再春館製薬所、セブンイレブン・
ジャパン、ヤンマーアグリジャパン、ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本、アサヒ
ホールディングス、シミックヘルスケア・インスティテュート、医療法人絹谷産婦人科、庄
原農業協同組合、ＷＤＢエウレカ社、リクルート、広島市（園芸）、広島県（中学校教員）

主な就職先
2021年3月卒業生

就職率

100%

県内就職率

27.2%
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保健福祉学部 保健福祉学科 詳細は
コチラ

高度な専門性と他者との協働力を兼ね備えた、
これからの保健医療福祉人材へ
保健福祉学科の5コース（看護学、理学療法学、作業療法学、コミュニケーション障害学、人間福祉学）では、看護師、保健師、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、精神保健福祉士の職種について、それぞれの専門的な内容を学ぶとともに、これからの保健医療福

祉人材に必要な、多職種連携に関する知識・姿勢や、地域包括ケアシステム※を発展させるための実践力を身に付けます。

※高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、
　地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進することが求められています。 

▶学びのキーワード
看護師、保健師、養護教諭一種免許状、
全人的ケア、チーム医療、地域包括ケア

豊かな人間性形成と看護学を追究する教育
を基に、自律して活躍できる看護師・保健
師・養護教諭を育てます。　

看護学コース

▶学びのキーワード
理学療法士、リハビリテーション、基本的動作、
物理療法、生活支援、チーム医療、地域包括ケア

理学療法の高度な専門知識と技術を学び、科
学的根拠と熱意で対象者の社会復帰に貢献
できる理学療法士を育てます。

理学療法学コース

▶学びのキーワード
作業療法士、リハビリテーション、作業科学、
日常生活技能、チーム医療、地域包括ケア

人の作業を科学的にとらえる目を養い、その
人らしい豊かな生活を支援することができる
作業療法士を育てます。

作業療法学コース

▶学びのキーワード
言語聴覚士、リハビリテーション、コミュニケーション障害、
嚥下障害、チーム医療、地域包括ケア

コミュニケーション障害とその関連領域について深く
理解し、熱意を持って対象者を支援する言語聴覚士
を育てます。

コミュニケーション障害学コース

▶学びのキーワード
社会福祉士、精神保健福祉士、ソーシャルワーク、
チーム医療、地域包括ケア

人々の暮らしと社会環境を守り自己実現を支援でき
る、ソーシャルワーク実践者としての社会福祉士・精
神保健福祉士を育てます。 

人間福祉学コース

保健福祉学科



　取得可能な資格・免許

　カリキュラム
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広島県、広島市、福山市、県立広島病院、JA広島総合病院、広島赤十字・原爆病院、
広島大学病院、独立行政法人 労働者健康安全機構 中国労災病院、
独立行政法人 国立病院機構 中国四国グループ、
地方独立行政法人 広島市立病院機構、西広島リハビリテーション病院、
公立学校共済組合 中国中央病院、社会福祉法人 尾道さつき会

主な就職先

クローズアップ授業

就職率

2021年3月卒業生 100%

県内就職率

50.9%

〈※1.卒業要件　※2.選択制：選抜試験による人数制限あり　※3.任意選択〉

受験資格

取得資格 ■看護学コース：養護教諭一種免許状（※3）

■看護学コース：看護師国家試験受験資格（※1）、保健師国家試験受験資格（※2）
■理学療法学コース：理学療法士国家試験受験資格（※1）
■作業療法学コース：作業療法士国家試験受験資格（※1）
■コミュニケーション障害学コース：言語聴覚士国家試験受験資格（※1）
■人間福祉学コース：社会福祉士国家試験受験資格（※1）、精神保健福祉士国家試験受験資格（※3）

看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・社会福祉士など、保健福祉専門職としての専門性を身に付け、保
健・医療・福祉分野が融合した多職種の協働性や地域包括ケアシステムのあり方を学びます。
他コースの学生と共に学ぶことで、初年次から他職種を目指す学生とのコミュニケーションを図ります。

保健福祉学部
学びの特徴

臨床実習

専門領域特有の科目（コース別）

地域包括ケアシステムを発展させる科目

リーダーシップと協働
チーム医療福祉演習

全学共通教育科目
地域課題・キャリア・ダイバーシティ

専門領域を理解するための
基礎となる科目（学科共通）

精神医学、小児科学、神経内科学など

全学共通教育科目
大学基礎セミナー・ICTリテラシー・外国語

地域包括ケアシステム論

チーム医療福祉論
保健福祉概論

人間と社会生活の理解に
関する科目（学科共通）

専門領域特有の科目（コース別）※
　解剖学概論、生理学概論、病理学など

　看護学概論、理学療法学概論、作業療法学概論、
　コミュニケーション障害学概論、社会福祉の原理と政策

4年次

3年次

2年次

1年次

※コース選択枠で入学した学生は、1年次前期にすべてのコースの概論科目を履修します。

■基礎を学ぶ座学

■学内での演習

■学外での実習

担当教員／5コースの教員が共同で担当
配当年次／4年次

チーム医療福祉演習

3年次までに学んだ経験を生かしながらコース横
断的に編成するチームにより事例を多面的に討
論します。専門職の役割を考えるとともに、どう
連携してチーム医療を支えるべきかなど保健医
療のあり方を学びます。

担当教員／5コースの教員が共同で担当
配当年次／1年次

保健福祉概論

保健医療福祉の歴史から各専門職が誕生した経
緯と歴史、学問体系、役割、機能について資格を持
つ教員の講義により基本的知識を学びます。疾病・
障害予防、リハビリテーション、福祉について、どの
専門職がどうかかわるか事例を通して学びます。
※2021年度はオンライン（リアルタイム）で開講しています。



学びの魅力

地域貢献と研究

文部科学省の助成事業への採択
県立広島大学は、地域に貢献する「知」の創造・蓄積・活用を目的として、地域に根ざした高度な研究の実践に取り組んでいます。その研究力の
高さを表すのが、大学の研究力指標の一つとされる文部科学省の「科学研究費助成事業」の採択件数です。2020年度は105件となり、中四国・
九州・沖縄の公立大学の中では14年連続トップの座に位置しています。文系・理系を問わず活発な研究活動を3キャンパスで展開しています。

研究を推進し、研究成果を地域へ還元することで地域貢献を強化するため、本学では地域基盤研究センターを設置しています。同研究センター
内では「宮島学センター」および「5つのプロジェクト研究センター」が、地域における研究シーズなどの技術移転や、地域貢献の強化につながる
研究活動を行っています。

地域基盤研究センター

全学共通教育

大学で学ぶ基礎・基盤を確かなものにし、幅広い教養を身に付ける「全学共通教育科目」は、次の7つの科目群で構成され、すべての学部
で学ぶことができます。

◆宮島学センター ◆5つのプロジェクト研究センター

宮島学センターは、世界遺産宮島の学術研究（宮島学）、学生教育、地域連携
を一体のものとして推進し、宮島の歴史的・文化的価値を高めるとともに、地
域社会の活性化にも貢献することを目指します。

県立広島大学プロジェクト研究センターは、社会を取り巻く環境の変化に適応
した新しい特色ある優れた研究を、研究者の責任で学内に組織した研究体制
で行い、それらの研究成果を地域に還元することを目的として設置しました。
現在、5つのプロジェクト研究センターを立ち上げ、それぞれに複数の本学専任
教員が参加し、外部資金などを活用しながら共同研究活動などを行っていま
す。各プロジェクト研究センターの活動報告、成果の広報や、産学交流会、公
開講座・セミナー、産学連携公開講座も開催しています。

レモン健康科学プロジェクト研究センター

高度人工知能プロジェクト研究センター

資源循環プロジェクト研究センター

HBMS地域医療経営プロジェクト研究センター

防災社会システム・デザインプロジェクト研究センター

学びスキル・
リテラシー
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地域の課題に気付き、解決に向けて
理論的、創造的に粘り強く思考し、行
動を起こす力を身に付けます。

地域の抱える諸問題を多面的にとら
えて自らの考えを組み立て、相手に的
確に伝える力を身に付けます。

広い知識・技能を応用して地域課題
と向き合い、創造性豊かな学びを実
践する力を身に付けます。

最新の学問的成果に基づいた知識を
学ぶ方法と、その知識を役立てる方法
を身に付けます。

大学で幅広く学ぶ上で必要とされる
基礎的な知識・技能を身に付けます。

多様な人々を深く理解、尊重し、たとえ言
語や文化などが異なっていても、対話を重
ねながら理念を共有し、共に豊かな地域
の創生に貢献する力を身に付けます。

生涯を通じて学び続け、自律して学修
する意欲を持ち、実践する力を身に付
けます。

学際知 論理思考表現 地域課題

キャリア開発 ダイバーシティ 入門演習



国際交流協定締結校は15か国・地域38大学

交換留学
交換留学は本学の授業料のみで、交
換留学先の大学の正規課程が受講
可能となります。
交換留学先の大学で正規生と一緒
に勉強することで交流を深めて国際
的な視野を広げましょう。

※2021年4月現在

アクティブ・ラーニング

「行動型学修」「参加型学修」と呼ぶアクティブ・ラーニングの手法を積極的に導入し、生涯学び続ける自律的な学修者（アクティブ・ラーナー）と
して地域創生に貢献できる「課題探究型地域創生人材」を育成しています。文部科学省「大学教育再生加速プログラム」（テーマⅠ：アクティブ・
ラーニング、2014～2020）に選定された取り組みは、事後評価で最高ランクの「S評価」を得ました。

国際交流

県立広島大学では、長期留学や短期海外研修などさまざまな学習プログラムを提供しています。国際的な視野を持って活躍できる人材の育成を図
るとともに、海外の学生と、お互いの違いを認め合い、理解を深めながら学ぶことのできる環境づくりに積極的に取り組んでいます。

行動型学修（教室外）
地域へ出かけるフィールドワーク
や、他キャンパスで学ぶ学生との
交流を通じて、新たな発見をし、
課題解決を模索します。

参加型学修（教室内）
グループでのディスカッションや
プレゼンテーションを通じて、多
様な考え方を共有し、協働しなが
ら学びを深めます。

オースティン・ピー州立大学（アメリカ）

カナダ
ランガラ大学

アメリカ
オースティン・ピー州立大学
ハワイ大学マノア校
ハワイ大学ヒロ校
ヒューストン大学ビクトリア校

アルスター大学（イギリス）

中国
四川大学
四川農業大学
上海対外経貿大学
西安交通大学
成都大学
西南交通大学
大連民族大学
長安大学

バングラデシュ
ジェッソール科学技術大学
ラージショーヒ大学

タイ
アジア工科大学
カセサート大学
キングモンクット工科大学トンブリ校
コンケン大学
ブラパー大学

マレーシア
マレーシアイスラム科学大学

フィンランド
東フィンランド大学

ドイツ
ノルトライン=ヴェストファーレン州カトリック校

ポーランド
シリージア工科大学

イギリス
アルスター大学
シェフィールド大学
ミドルセックス大学 韓国

ソウル市立大学校

台湾
世新大学
馬偕醫学院

ベトナム
ノンラム大学

インドネシア
アンダラス大学
インドネシア教育大学
州立イスラム大学マラン校
ジュンブル大学
ボゴール農科大学
ムハマディア大学ジュンブル校

オーストラリア
キャンベラ大学
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在学生の声

2021年度新入生の都道府県別出身地
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〈2021年度入学者数〉

地域創生学部

生物資源科学部

保健福祉学部

合計

214

140

196

550

宮城
1

山形
1

鳥取
7

島根
12

岡山
17

広島
332

山口
15

福岡
5

佐賀
3

長崎
8

宮崎
1

熊本
3

大分
4

鹿児島
4

沖縄
4

北海道
2

茨城
2

栃木
1

埼玉
1

新潟
1
石川
1
福井
2

長野
2

岐阜
6

静岡
11

愛知
9

三重
7

滋賀
1

京都
5

大阪
7

兵庫
26

奈良
1

和歌山
4

環境科学科を卒業後、大学院へ進み、現在は太陽電池の研究を行っていま
す。ぜひ大きな夢と希望を持って大学進学を目指してください。大学には、素
晴らしい先生方の指導を受けられる最高の学修環境が整っています。
定期テストや研究、卒業論文で多忙な毎日ですが、共に学ぶ友人と励まし合
い課題を乗り越え、みんなで成長していることも実感できます。環境科学
は、人類が生きていく上で切っても切り離せない分野です。今後ますます深
刻化する環境課題に挑戦し続けたいと思います。

最高の学びの場で、

環境科学を探究。

高みを目指し大学院へ。

専門的な学びを。

体験で得る学びを。

地域の発展となる学びを。

清水 大雅さん

地域活性化に興味を持ち、まちづくりに関する研究に励んでいます。「けんひ
ろ」は、学外に出て、地域に暮らす人 と々かかわりながら、調査や研究ができ
る大学です。広島の良さや特産品の魅力を県内外へPRする「ザ・広島ブラン
ド」応援メンバーの一期生としても活動しました。
そこで身に付いたコミュニケーション能力は、人と接する機会が多い地域研
究で大いに役立っています。大学での貴重な経験を活かし、将来はコンサル
ティングの仕事に就いて，地域に貢献できる仕事をしたいです。

高校2年生で難聴を経験したことをきっかけに言語聴覚士を知りました。 
「けんひろ」は国公立大学で唯一、言語聴覚士養成課程がある大学です。 
日々の学修では専門的な知識や技能の習得だけでなく、患者さんの気持ち
を理解し、支援するために必要なコミュニケーション能力を養えます。 
より実践的な環境で学べることも「けんひろ」の魅力のひとつです。 
これからも患者さんに寄り添える言語聴覚士を目指し、将来医療従事者の
一員として活躍するという自覚を持って学んでいきます。

政清 莉穂さん

徳島
3

香川
19

愛媛
13

高知
2

■その他外国の学校等…7

患者さんに寄り添い、

生きる喜びを支える、

言語聴覚士を目指して。

地 域の仕組みづくりは

学外で研究して実践。

学ぶのは本物の地 域活性化。

生命環境学部 環境科学科
（2020年4月より生物資源科学部 生命環境学科）2021年3月卒業

保健福祉学部 コミュニケーション障害学科
（2021年4月より保健福祉学部 保健福祉学科 コミュニケーション障害学コース）

岡野 優衣さん
経営情報学部 経営学科
（2020年4月より地域創生学部 地域創生学科）



4年次3年次

キャリア支援

キャリアセンターの取り組み

学生支援型キャリア教育プログラム
「社会や企業で求められる能力」と「与えられた場所・仕事に適応し成長して
いく姿勢」を育むため、正課のキャリア教育と正課外のキャリア形成支援事
業で構成される「学生支援型キャリア教育プログラム」を導入しています。
【正課キャリア教育】は社会で必要となる能力について概説し、グローバル
商品企画をテーマとしたグループワークによる企画立案、インターンシップな
ども行います。【正課外キャリア形成支援プログラム】では、キャリア形成の
意識を醸成するための講演会や企業見学をはじめ、就職ガイダンス、キャリ
アアドバイザーによる相談、企業の方をお招きしての業界研究会、学内で実施
する企業と学生の合同就職懇談会などを実施しています。

私の夢はキャビンアテンダントになるこ
とでした。在学中、経営学はもちろん、
中国語の学修にも専念し、2019年度広
島観光親善大使としても活動しまし
た。しかし新型コロナウイルス禍で航空
業界の新規採用がストップ。つらい現
実の中、オンラインでの面接対策や必
要書類の迅速な郵送対応など、キャリ
アセンターの手厚い支援のおかげで、
前向きに就職活動を行えました。結
果、私が本気で頑張りたいと思えた会
社に内定。現在は社会人として、楽しく
積極的に仕事に取り組んでいます。

時代の変化に順応した柔軟な就職支援
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、今般オンラインを活用してＷeb面接、説明
会を行う採用企業も大幅に増えています。今後ますますＷeb媒体の利用が加速し
ていくことが予測される中で、本学ではＷeb面接への対策をはじめ、オンライン授
業などさまざまな分野に順応し、学生の就職活動を積極的に支援しています。
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人間文化学専攻、情報マネジメント専攻、生命システム科学専攻、および保健福祉学専攻の4つの専攻から構成さ
れています。社会や時代のニーズに柔軟に対応しつつ、中四国エリアの公立大学でもトップクラスの高度な研究力
（科研費採択ベース）を反映させた院生指導はもとより、院全体で行う手厚い学生支援体制により、専門的知識を
統合して思考する能力や応用実践能力を兼ね備えた「地域に根ざし、世界に通用する人材」の養成を目指します。

〈起業する〉〈イノベーションを起こす＞＜マネジメント力を高める〉〈事業を承継・発展する〉といったビジネス
パーソンのニーズに応えたマネジメント力の育成に加え、社会の大きな変化をとらえた先端的マネジメント力の
開発によって、日本の地域あるいは世界で求められる次世代型リーダーを育成、輩出することを目指します。

助産学専攻科では、妊娠や出産、育児支援、女性の健康支援などに幅広く対応できる専門知識と判断力・実
践力はもちろん、地域社会の母子保健の発展に貢献できる豊かな人間性を備えた助産師を育成します。

大学院
（総合学術研究科）

専門職大学院
（経営管理研究科：MBA）

助産学専攻科

逆境を乗り越えて、自分らしい道を歩む。
大学のサポートが支えに。 

小林 絵真さん
経営情報学部 経営学科
（2020年４月より地域創生学部
地域創生学科）2021年3月卒業

1年次から始まるキャリア教育で将来の自分を思い描く。

1・2年次

キャリア科目

オリエンテーション

就職ガイダンス

公務員・教員採用 ▶

ミニガイダンス・個別指導

模擬面接リクルートファッション
ビジネスマナー

筆記試験対策自己分析 企業・職種理解、
模擬適性試験

就活スケジュール
業界・企業研究

教員採用試験
対策講座（学内）

公務員
ガイダンス

OB・OG
内定者講話

公務員試験
対策講座（学内）

教員採用制度
説明会

教員採用試験
対策講座（学内）

企業と学生の
合同就職懇親会

●キャリアビジョン
　（デベロップメント）
●ライフデザイン
●インターンシップ
●リーダー論



授業料・奨学金

入学料・授業料

奨学金・授業料減免

※生物資源科学部（庄原キャンバス）については、施設費（年額：15,600 円）が別途必要です。
※生物資源科学部地域資源開発学科では、アジア地域で2 週間程度の海外農業研修を予定しており、別途参加費が必要になります（15万円程度）。

入学料

授業料

282,000円

通年535,800円（半期267,900円）

394,800円

県内 県外

入学料・
授業料

奨学金・
減免制度など

国の高等教育の修学支援制度
国の高等教育の修学支援制度により、日本学生支援機構（以下「JASSO」という）の給付奨学金と合わせて、授業料およ
び入学料の減免が受けられます。住民税非課税世帯、それに準ずる世帯で一定の家計基準と学力基準などの要件を満
たす日本人学部生が対象です。高校での予約採用、または大学入学後、年間２回（春季・秋季）の申し込み機会がありま
す。保護者などの学費出資者の方と相談の上、高校または大学を通じて申し込みしてください。審査の結果、採用となっ
た場合、支援が受けられます。

自宅通学者

自宅外通学者
第一種奨学金（無利子）

第二種奨学金（有利子）

入学時特別増額貸与奨学金（有利子）※条件・基準あり

区　分

20,000円、30,000円、45,000円から選択

20,000円、30,000円、40,000円、51,000円から選択

20,000円～120,000円のうち、10,000円単位で月額を選択

10万円、20万円、30万円、40万円、50万円から選択

貸与月額

貸与奨学金の種別および貸与月額

日本学生支援機構貸与型奨学金
JASSOの貸与型奨学金は、経済的理由で修学が困難な優れた学生に学資を貸与する制度で、これまで多くの先輩たちが利用してきました。奨学
金は、学生が自立して学ぶことを支援するために学生本人に貸与されます。奨学生が返還するお金は、次の世代の奨学金として使われ、先輩から
後輩へとリレーされていくものです。このことを理解し、責任を持って有効かつ計画的に利用しましょう。

地方公共団体・公益財団法人などの奨学金制度
地方公共団体、公益財団法人などが奨学金を設けています。これらの団体から推薦依頼があったときは、その都度、掲示板にてお知らせ
します。

※「国の高等教育の修学支援新制度」とは異なる本学独自の制度です。

国の高等教育の修学支援制度の対象とならない留学生・大学院生・専攻科生、または不測の災害などのため授業料の納付が著しく困難
な学生で、一定の家計基準と学力基準などの要件を満たす方は、授業料の減免を認める場合があります。採用となった場合、授業料の半
額が減免されます。

授業料減免
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数字で見るけんひろ

設置

1920年
学部生
授業満足度

2020年度国家試験合格率（合格人数）

サークル数

92.9%

97.3%
管理栄養士

87

就職率（人数）

100％（494人）
（2020年度就職率）

（2021年3月現在）（2020年度）

教員一人あたりの
学生数

10.0人
（2021年5月1日時点の学部生の人数を
教員の人数で除して算出）

（36人）

100%
理学療法士

（30人）

100%
精神保健福祉士

（17人）

100%
看護師

（55人）

96.9%
作業療法士

（31人）

100%
保健師

（20人）

88.0%
言語聴覚士

（22人）

※全国合格率64.2％

※全国合格率79.0%

※全国合格率71.4%

※全国合格率90.4%

※全国合格率81.3%

100%
助産師

（10人）
※全国合格率99.6%

※全国合格率94.3%

※全国合格率69.4%

75.0%
社会福祉士

※全国合格率29.3%

（30人）



アクセス アクセス アクセス

【バス】
「JR広島駅（南口）」→JR広島駅7番乗り場から
次のいずれかのバスに乗車（約20～25分）
●302号線（右回り）／「県立広島大学前」下車後すぐ
●312号線／「県立広島大学前」下車→徒歩3分
●342号線／「県病院前」下車→徒歩2分すぐ

【市内電車】
「JR広島駅（南口）」→「5号線（広島港行き）」に乗車（約20分）
→「県病院前」下車→徒歩7分

【自転車】
約20分

【市内電車】
「紙屋町西」または「紙屋町東」→「1号線（広島港行き）」
または「3号線（広島港行きまたは宇品二丁目行き）」に乗車
（約20分）→「県病院前」下車→徒歩7分

【バス】
「八丁堀」→「12号線」に乗車（約20分）→
「県立広島大学前（広島キャンパス）」下車→徒歩1分

JR広島駅から

バスセンター（紙屋町）から

八丁堀（ヤマダ電機前）から

【新幹線】
「JR広島駅」→山陽新幹線こだま号（約30分）→「JR三原駅」で下車
「JR岡山駅」→山陽新幹線こだま号（約45分）→「JR三原駅」で下車

【在来線】
山陽本線「JR三原駅」で下車  

広島I.C～本郷I.C
※本郷I.Cから約20分（広島市内から約1時間5分）
岡山I.C～福山西I.C
※福山西I.Cから約30分（岡山市内から約1時間30分）

JR

高速道路

〒734-8558 広島県広島市南区宇品東一丁目1番71号
TEL.082-251-5178㈹

〒727-0023 広島県庄原市七塚町5562番地
TEL.0824-74-1000㈹

〒723-0053 広島県三原市学園町1番1号
TEL.0848-60-1120㈹

広島I.C～三次東I.C … 81.5km（約1時間）
尾道I.C～三次東I.C … 70.6km（約1時間20分）
※三次東I.Cから約15分

「JR広島駅」→「芸備線（志和口・三次方面）」→
「JR備後庄原駅」で下車（約２時間）

高速道路

高速バス

JR
JR三原駅～三原キャンパス

JR三原駅南口バス5番乗り場から芸陽バス「頼兼線」に
乗車（約15分）、「県立広島大学」（終点）下車

JR備後庄原駅バス停～庄原キャンパス

JR備後庄原駅前「庄原駅バス停」２番乗り場から「県立大学
スクールバス」に乗車（約23分）、「県立大学バスロータリー」
（終点）下車

【お問い合わせ先】〒734-8558 広島県広島市南区宇品東一丁目1番71号　TEL.082-251-9727　ブランド企画推進課

https://www.pu-hiroshima.ac.jp/

twitter @puh_o� icial facebook 県立広島大学 YouTube 県立広島大学

庄原キャンパス 三原キャンパス広島キャンパス［大学本部］

「広島バスセンター」→「三次・庄原・東城方面行きバス」（約
1時間50分）→「庄原駅バス停」または「県立広島大学」で下車
※三次・庄原・東城方面行きについては広島バスセンターを6時
20分、8時45分発の便については県立広島大学庄原キャンパス
行きがあります（約2時間）。
（2021年4月現在）

LINE @pu-hiroshima_nyusi Instagram puhiroshima

公式ホームページは
コチラをチェック▶

WEB版大学案内は
コチラをチェック▶


