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５ アドミッション・ポリシー(求める学生像)  

本学は，基本理念や教育の特色を踏まえ，次のような学生を求めています。 

学学士士課課程程全全体体ののアアドドミミッッシショョンン・・ポポリリシシーー  

県立広島大学は，次に掲げる「知識・技能」，「思考力・判断力・表現力」，「主体性・協働性」を持ち，地域社会の発展

に貢献したいと願う人を求めています。入学者選抜にあたっては，学力検査，小論文，面接等により，多面的に資質や意欲を

評価し，決定します。 

知識・技能  高等学校等での学びを通じた基礎学力を身に付けている。 

思考力・判断力・表現力 
 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。 

主体性・協働性 
 自らの能力の向上を目指し，主体的に学ぶことができる。 

 多様な他者を理解しようと努め，協力して物事を前進させることができる。 

各各学学部部・・学学科科等等ののアアドドミミッッシショョンン・・ポポリリシシーー  

地域創生学部 

地域創生学科 

【知識・技能】 

◆高等学校で学ぶ基礎的知識を身につけ，地域の文化，産業，健康について学ぶうえで必要な基礎学力・理解力を持つ人 

【思考力・判断力・表現力】 

◆様々な社会事象を複眼的に捉え，それに対する自らの意見や主張を論理的に，かつ熱意をもって説明できる人 

【主体性・協働性】 

◆自らが働き，暮らし，活動する身近な地域の問題，あるいは日本や世界の各地で起きている出来事に対する

関心を持ち，文化，産業，健康の分野から，地域社会の持続的な発展に貢献したいという意欲を持つ人 

◆高い倫理観と豊かな人間性を持ち，他者の理解に努め，また他者と協働して活動を遂行することができるコ

ミュニケーション能力を持つ人 

 
地域文化 

コ ー ス 

【知識・技能】 

◆他国や日本の文化及びコミュニケーションに強い関心を持ち，それらについての基礎的な知識・技能を身に

つけている人 

◆自らが働き，暮らし，活動する身近な地域の問題，あるいは日本や世界の各地で起きている出来事に対する

関心を持ち，それらについての基礎的な知識・技能を身につけている人 

【思考力・判断力・表現力】 

◆基礎的な学力を身につけた上で，自らが働き，暮らし，活動する身近な地域の問題，あるいは日本や世界の

各地の文化や社会・経済的事象を複数の視点から相対的に捉えようとする思考への意志を持ち，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・協働性】 

◆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 

 
地域産業 

コ ー ス 

【知識・技能】 

◆高等学校で英語，国語，地理歴史·公民，数学，理科に関して十分な基礎学力を持つ人 

【思考力・判断力・表現力】 

◆経営・会計ファイナンスの専門知識を身につけて，それを活かした社会・地域への貢献や活動などに関心のある人 

◆経営・会計ファイナンスの専門知識を身につけて，それを活かした職業に就きたいと思っている人 

◆情報システム，情報ネットワーク，情報セキュリティなどの理解に意欲や関心を持っている人 

◆応用情報学の専門知識とスキルを身につけ，それを活かして社会・地域へ貢献したい，または関連職業に就きたい人 

◆基本情報技術者などの資格を取得し，企業や社会で活躍したいと考えている人 

【主体性・協働性】 

◆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 

◆企業や組織のしくみや活動を理解することに意欲や関心を持つ人 

◆コンピュータの仕組み，情報ネットワーク，情報セキュリティなどの理解や，データの分析・処理などに

よる新たな価値の創出に意欲や関心を持つ人 

 
健康科学 

コ ー ス 

【知識・技能】 

◆高等学校で学ぶ国語，地理歴史・公民，数学，理科，外国語の基礎学力を持つ人 

【思考力・判断力・表現力】  

◆論理的に思考し，様々な観点から多面的に考察し，自分の考えをまとめることができる人  

◆健康科学に関する自分の考えを，日本語でわかりやすく表現することができる人  

【主体性・協働性】  

◆「生体（人体の仕組み）」「食品・栄養」及び「運動」と健康とのかかわりに興味を持ち，健康の維持・増

進について主体的に地域社会に貢献する意欲がある人  

◆健康の維持・増進並びに疾病予防に関する課題に対して，他者と協働して解決する意欲がある人 
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(各学部・学科等のアドミッション・ポリシーの続き)   

健康科学 

コ ー ス 

【求める学生像】 

◆理科学実験が好きで探究心旺盛な人 

◆「生体（人体の仕組み）」と健康とのかかわりに興味を持っている人 

◆「食品・栄養」と健康とのかかわりに興味を持っている人 

◆「運動」と健康とのかかわりに興味を持っている人 

◆「健康」に関する専門性を身につけ，地域社会や地域の人々と協働したいと考えている人 

◆管理栄養士などの健康の維持・増進と疾病予防にかかわる仕事に強い熱意を持っている人 

◆栄養教諭などの児童・生徒への食育にかかわる仕事に強い熱意を持っている人 

生物資源科学部 

農・食・生命・環境のいずれかの分野に強い関心を持ち，生物生産技術の開発による安定した食料生産，食

の機能性・安全性の評価や生命機能の解明・生物資源の開発を通じた健康の維持・促進，良好な生存環境の

創出，地球環境の保全や修復などの領域において，課題解決に必要な実践的・先端的知識と技術を身に付

け，将来，新しい社会的，文化的，産業的な価値を生み出し，持続可能な社会の構築に貢献できる「課題探

究型地域創生人材」として活躍したいという熱意と行動力を持った人を求める。 

 
地域資源 

開発学科 

「農」や「食」の分野において，専門的かつ実践的な知識・技術と科学的根拠に基づく情報発信力・実践力・

マネジメント力を有し，地域の課題解決に貢献できる技術者及び実践的研究者として活躍したいと考えている

人，他者と協働しながら主体的に活動し，課題解決策を発信していく熱意と行動力を持った人を求める。 

 

◆未来につながる持続的農業システムや食品加工に強い関心を持ち，専門的知識・技術を用いて産業の創設

や６次産業化により地域の発展に貢献する意欲がある人 

◆里山の利活用や保全に関わる分野で活躍したいと考えている人 

◆伝統的知識と科学的知識の双方を吸収・融合させ，地域に還元することで地域の課題解決に貢献する技術

者・実践的研究者を目指す人 

◆実験や実践的なフィールド研究によって自ら課題を解決し，新しい発見を目指す知的探究が好きな人 

◆農業への ICT や AI，ロボット技術の活用や農業，食品に関わる経営マネジメントに興味があり，探究する

意欲がある人 

◆「農」・「食」の分野における専門家を目指し，大学院に進学してより深い知識や高い技術を身に付け，グ

ローバルに活躍したい人 

◆柔軟な思考と実践力を身に付け，地域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 

 
生命環境 

学  科 

ライフサイエンスやバイオテクノロジー，持続可能な社会の構築，良好な生存環境の創出など「人々の生

存」に関わる分野において，生命科学と環境科学に関する専門知識，新たな概念や技術を探究して活用する

とともに，他者と協働しながら主体的に活動し，課題解決策を発信していく熱意と行動力を持った人を求める。 

 

◆ライフサイエンスやバイオテクノロジー,持続可能な社会の構築，良好な生存環境の創出など「人々の生

存」に関わる分野に広い興味を持ち，自ら学ぶ意思と積極性を有している人 

◆生命科学と環境科学に関する新しい知識や技術を積極的に吸収し，科学技術の発展を通じて社会に貢献したい人 

◆将来，医薬品・化粧品・食品，アグリバイオ，生殖科学, 循環型材料・技術の開発，環境の分析や評価，

環境修復や良好な環境の創出に関わる仕事に就きたいと考えている人 

◆生命環境分野における専門家を目指し，大学院に進学してより深い知識や高い技術を身に付け，グローバ

ルに活躍したい人 

◆教員や公務員として専門知識や技術を活かした人材育成や地域貢献を目指す人 

◆実験や調査などを通じた研究によって自ら問題を解決し，新しい発見を目指す知的探究が好きな人 

◆柔軟な思考と実践力，科学を学ぶ者としての倫理観を身に付け，国際社会や地域が抱える多様な問題に対

し果敢に立ち向かい解決しようとする人 

  

生命 

科学 

コース 

◆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と先端技術を活用した「生命機能の解明」や「生

物資源の開発」に興味をもち，自ら学ぶ意思と積極性を有している人 

◆生命科学に関する新しい知識や技術を積極的に吸収し，科学技術の発展を通じて社会に貢献したい人 

◆将来，医薬品・化粧品・食品，アグリバイオ，生殖科学など人々の生存や繁栄に関わる分野で活躍したい

と考えている人 

◆生命科学分野における専門家を目指し，大学院に進学してより深い知識や高い技術を身に付け，グローバ

ルに活躍したい人 

  

環境 

科学 

コース 

◆持続可能な社会の構築や環境負荷の低減，生存環境の保全・修復に対して広く興味をもち，その実現に貢献

するため，自ら学ぶ意思と積極性を有している人 

◆環境科学に関する新しい知識や技術を積極的に吸収し，科学技術の発展を通じて社会に貢献したい人 

◆将来，循環型材料・技術の開発や環境分析や評価，環境修復や良好な環境の創出に関わる仕事に就きたい

と考えている人 
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◆伝統的知識と科学的知識の双方を吸収・融合させ，地域に還元することで地域の課題解決に貢献する技術

者・実践的研究者を目指す人 

◆実験や実践的なフィールド研究によって自ら課題を解決し，新しい発見を目指す知的探究が好きな人 

◆農業への ICT や AI，ロボット技術の活用や農業，食品に関わる経営マネジメントに興味があり，探究する

意欲がある人 

◆「農」・「食」の分野における専門家を目指し，大学院に進学してより深い知識や高い技術を身に付け，グ

ローバルに活躍したい人 

◆柔軟な思考と実践力を身に付け，地域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 

 
生命環境 

学  科 

ライフサイエンスやバイオテクノロジー，持続可能な社会の構築，良好な生存環境の創出など「人々の生

存」に関わる分野において，生命科学と環境科学に関する専門知識，新たな概念や技術を探究して活用する

とともに，他者と協働しながら主体的に活動し，課題解決策を発信していく熱意と行動力を持った人を求める。 

 

◆ライフサイエンスやバイオテクノロジー,持続可能な社会の構築，良好な生存環境の創出など「人々の生

存」に関わる分野に広い興味を持ち，自ら学ぶ意思と積極性を有している人 

◆生命科学と環境科学に関する新しい知識や技術を積極的に吸収し，科学技術の発展を通じて社会に貢献したい人 

◆将来，医薬品・化粧品・食品，アグリバイオ，生殖科学, 循環型材料・技術の開発，環境の分析や評価，

環境修復や良好な環境の創出に関わる仕事に就きたいと考えている人 

◆生命環境分野における専門家を目指し，大学院に進学してより深い知識や高い技術を身に付け，グローバ

ルに活躍したい人 

◆教員や公務員として専門知識や技術を活かした人材育成や地域貢献を目指す人 

◆実験や調査などを通じた研究によって自ら問題を解決し，新しい発見を目指す知的探究が好きな人 

◆柔軟な思考と実践力，科学を学ぶ者としての倫理観を身に付け，国際社会や地域が抱える多様な問題に対

し果敢に立ち向かい解決しようとする人 

  

生命 

科学 

コース 

◆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と先端技術を活用した「生命機能の解明」や「生

物資源の開発」に興味をもち，自ら学ぶ意思と積極性を有している人 

◆生命科学に関する新しい知識や技術を積極的に吸収し，科学技術の発展を通じて社会に貢献したい人 

◆将来，医薬品・化粧品・食品，アグリバイオ，生殖科学など人々の生存や繁栄に関わる分野で活躍したい

と考えている人 

◆生命科学分野における専門家を目指し，大学院に進学してより深い知識や高い技術を身に付け，グローバ

ルに活躍したい人 

  

環境 

科学 

コース 

◆持続可能な社会の構築や環境負荷の低減，生存環境の保全・修復に対して広く興味をもち，その実現に貢献

するため，自ら学ぶ意思と積極性を有している人 

◆環境科学に関する新しい知識や技術を積極的に吸収し，科学技術の発展を通じて社会に貢献したい人 

◆将来，循環型材料・技術の開発や環境分析や評価，環境修復や良好な環境の創出に関わる仕事に就きたい

と考えている人 

◆環境科学分野における専門家を目指し，大学院に進学してより深い知識や高い技術を身に付け，グローバ

ルに活躍したい人 
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(各学部・学科等のアドミッション・ポリシーの続き)  

保健福祉学部 

保健福祉学科 

地域が抱える保健・医療・福祉分野の諸問題に関心を持ち, 主体的にその解決のための行動を起こすことによっ
て持続可能な地域の発展に貢献できる「課題探究型地域創生人材」の育成を目標とし，高等学校で学ぶ基礎的
知識を身に付けた上で，入学後も生涯にわたり主体的に学び続ける意欲がある，次のような人材を求めます。 

◆保健・医療・福祉分野についての専門知識を習得するための基礎学力を有している人 
◆高い倫理観と豊かな人間性を有している人 
◆問題解決に向けて臨機応変に対応できる理解力や判断力を有している人 
◆科学的思考力や探究心を持ち，豊かな創造性を有している人 
◆自ら主体的に学ぼうとする学修意欲を有している人 
◆多様性を尊重する視野を持ち, 地域社会への貢献に関心を有している人 
◆円滑にチームワークを進めることができるコミュニケーション能力を身に付けている人 

 

看護学 

コース 

◆保健・医療・福祉分野に関わる専門的知識・技能の修得に必要な基礎学力を有している人 
◆人類愛と倫理観を備えた豊かな人間性を有している人 
◆問題解決に向けて臨機応変に対応できる理解力や判断力を有している人 
◆科学的思考力や探究心を持ち，創造的に考え行動することができる人 
◆生命への尊厳を持ち，医療や健康に対する高い関心を有している人 
◆主体的に学ぼうとする意欲を有している人 
◆多様な価値観を受け入れる柔軟性とチームで活動するための協働性を有している人 
◆生涯にわたって専門性を発揮しようとする意欲と行動力を有している人 
◆国際社会も含めた広い視野を持ち，地域社会に貢献する意欲を有している人 

理学療法学 

コース 

◆専門知識を習得するための基礎学力を有している人 
◆問題解決に向けて臨機応変に対応できる基礎学力・理解力を有している人 
◆高い倫理観・豊かな人間性・教養を持ち，自己表現することができる人 
◆科学的思考力や探究心を持ち，豊かな創造性を有している人 
◆論理的に思考し客観的に判断できる能力を有している人 
◆自ら主体的に学ぼうとする学修意欲を有している人 
◆多様な価値観を受け入れる柔軟性と協調性があり，チームで活動することができる人 
◆生涯にわたって専門性を発揮しようとする意欲と行動力を有している人 
◆国際社会も含めた広い視野を持ち，地域社会への貢献に関心を有している人 
◆円滑にチームワークを進めることができるコミュニケーション能力を身に付けている人 

 

 
作 業 療 法 学 

コース 

◆人の作業と健康の問題を理解し，問題解決に向けて臨機応変に対応できる基礎学力・理解力を有している人 
◆高い倫理観を持ち，多様な価値観を受け入れることができる柔軟性を有している人 
◆多面的に物事を捉え，自分の考えを的確に表現できる力を有している人 
◆作業療法に対する探究心を持ち，前向きに辛抱強く努力することができる力を有している人 
◆自ら主体的に学ぼうとする学修意欲を有し，生涯にわたって作業療法の専門性を発揮しようとする意欲と行動力を有している人 
◆多様性を尊重し，人の立場に立って物事を考えることができる想像力と共感性を有している人 
◆柔軟性と協調性を有し，チームで課題解決に向けて行動できるコミュニケーション力と実践力を有している人 

 
コミュニケーション 

障害学コース 

◆コミュニケーション障害学とその周辺分野について専門的に学ぶために必要な,未知なことの学修に必要な
基礎学力・理解力を有している人 
◆高い倫理観と豊かな人間性を有している人 
◆問題解決に向けて臨機応変に対応できる理解力や判断力を有している人 
◆科学的思考力や探究心を持ち，豊かな創造性を有している人 
◆コミュニケーション障害及び摂食嚥下機能とその障害について主体的に学ぼうとする強い意欲を有している人 
◆生涯にわたって専門性を発揮しようとする意欲と行動力を有している人 
◆多様な価値観を受け入れる柔軟性と協調性があり，チームで活動することができる人 
◆国際社会も含めた広い視野を持ち, 地域社会への貢献に関心を有している人 
◆自身とは異なる立場（年齢，地域性，文化的背景など）を持つ人々に係わった経験があり，他者の立場や意

見を尊重しながら，積極的・意欲的にコミュニケーションを取ることができる人 

 
人間福祉学 

コース 

◆人が社会生活を営む上で生じる様々な課題の解決に必要な専門知識や技術を習得するための基礎学力・理解
力を有している人 
◆高い倫理観と豊かな人間性を基盤とした，誠実さを有している人 
◆問題解決に向けて臨機応変に対応するための，多面的かつ論理的な理解力，判断力，表現力を有している人 
◆生活問題や社会問題への関心，科学的思考力や探求心を持ち，豊かな創造性を有している人 
◆自己形成に向けて，主体的に学び取り組もうとする学修意欲を有している人 
◆国際社会も含めた広い視野を持ち，地域社会への貢献に関心を有している人 
◆多様な価値観を受け入れる柔軟性と協調性があり，チームワークに必要なコミュニケーション能力を有している人 

 
コース 

選択制 

◆保健・医療・福祉分野についての専門知識を幅広く習得するための高い基礎学力を有している人 
◆保健・医療・福祉分野の様々な分野にわたって強い興味と関心を有している人 
◆高い倫理観と豊かな人間性を有している人 
◆問題解決に向けて臨機応変に対応できる理解力や判断力を有している人 
◆科学的思考力や探究心を持ち，豊かな創造性を有している人 
◆保健・医療・福祉の幅広い分野に触れて自らの視野を広げながら主体的に学ぼうとする高い学修意欲を有している人 
◆多様性を尊重する視野を持ち，地域社会への貢献に関心を有している人 
◆円滑にチームワークを進めることができるコミュニケーション能力を身に付けている人 

詳細については，「県立広島大学の３つの方針（ポリシー）」（本学ホームページ）で確認してください。
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６ 一般選抜（前期日程・後期日程）                                          

学学部部・・学学科科・・ココーースス共共通通事事項項                                                            

(1) 出願資格 
次の各号のいずれかに該当し，かつ，令和５年度大学入学共通テストにおいて，志望する学部・学科・コースごとに 

本学が指定する教科・科目をすべて受験した者とします。 

出願にあたっては，令和５年度一般選抜（前期日程・後期日程）学生募集要項を必ず確認してください。 

ア 高等学校(中等教育学校を含む。以下同じ。)を卒業した者又は令和５年３月31日までにこれを卒業する見込みである者 

イ 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者又は令和５年３月 31 日までにこれを修了する見込みである者 

ウ 学校教育法施行規則第 150 条の規定(注)により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者又は

令和５年３月 31 日までにこれに該当する見込みである者 

(注) 学校教育法施行規則第 150 条第 7 号(大学による個別の入学資格審査)による出願を希望する者は，本学に入学資格認

定申請を行い，あらかじめ入学資格の認定を受ける必要がありますので，本部事務部教学課入試担当（082-251-9540）

まで連絡してください。 

(2) 募集方法 
本学は，各学部とも分離・分割方式により「前期日程」及び「後期日程」に分けて募集し，日程ごとに合格者を決定します。 

(3) 選抜方法 
入学者の選抜は，令和５年度大学入学共通テストの成績と個別学力検査等の結果を総合して行います。 

なお，一般選抜（前期日程・後期日程）においては，２段階選抜は実施しません。 

(4) 大学入学共通テストの利用教科・科目 
ア 各学部・学科等の「大学入学共通テスト試験の利用教科・科目及び個別学力検査等の教科・科目と配点」欄を参照して

ください。 

なお，本学は，大学入試センター試験並びに大学入学共通テストの成績の複数年度利用は行いません。 

イ 各教科・科目の取扱 

① 国語，地理歴史，公民，数学，理科，外国語（ドイツ語，フランス語，中国語，韓国語） 

英語以外の外国語を選択した場合は，筆記（200 点満点）の成績を，各学部・学科等で利用する配点に換算します。 

② 外国語（英語） 

 リーディング及びリスニングを，外国語（英語）を利用する学部・学科等の全受験者に，出願要件として課します。 

 英語の得点については，リーディング（100 点満点），リスニング（100 点満点）の合計点（200 点満点）を，下記の

表のとおり取り扱うこととし，各学部・学科等が定めている配点に換算します。 

 

募集区分 学部・学科等 リーディング リスニング 合計 

一般選抜（前期日程） 

地域創生学部 地域創生学科 

地域産業コース 

経営志向枠 80 点満点 20 点満点 100 点満点 

応用情報志向枠 160 点満点 40 点満点 200 点満点 

一般選抜（前期日程） 

地域創生学部 地域創生学科 健康科学コース 
160 点満点 40 点満点 200 点満点 

一般選抜（前期日程・後期日程） 

生物資源科学部 
160 点満点 40 点満点 200 点満点 

一般選抜（前期日程・後期日程） 

その他の区分，学部・学科等 
100 点満点 100 点満点 200 点満点 

＊ 重度難聴者等でリスニングを免除された場合は，リーディング（100 点満点）の得点を英語の得点とし， 

各学部・学科等が定めている配点に換算します。 

 

ウ 「数学」から１科目を選択する場合において，２科目を受験している場合は，各学部・学科等が指定した科目のうち，

最高得点の科目の得点を採用します。 

エ 「地理歴史」，「公民」から１科目を選択する場合において，２科目を受験している場合は，第１解答科目の得点を採用

します。 

オ 「理科」から１科目を選択する場合において，複数の科目を受験している場合は，次の得点を採用します。 

ただし，各学部・学科等により指定する科目が異なるので，詳細は各学部・学科等の記載を必ず確認してください。 

① 基礎を付した科目から２科目のみを受験している場合，その得点 

② 基礎を付していない科目から１科目のみを受験している場合，その得点 

③ 基礎を付した科目から２科目及び基礎を付していない科目から１科目を受験している場合，いずれか高い方の得点 

④ 基礎を付していない科目から２科目を受験している場合，第１解答科目の得点  

― 6 ―


