所在地

地域の強い要望により､ 福山市を
中心とする公私協力のもとに地域の
教育・文化の向上､ 地場産業の活性
化等地域振興のため､ 学校法人福山
大学は平成の時代にふさわしい経営
学をベースとした新構想の大学とし
て平成６年４月に福山平成大学を開
学しました｡ また､ 平成12年４月に
大学院経営学研究科を開設､ 平成16
年４月に福祉健康学部を開設､ 平成
19年４月に看護学部を開設しました｡
さらに平成21年４月には大学院スポー
ツ健康科学研究科および看護学研究
科を開設し､ 平成23年４月には助産
学専攻科も開設しました｡

福山平成大学は､ 時代の変化に対
応できる知識と技術に裏付けられた
｢総合的な問題解決能力｣ を身につ
け､ 幅広い視野の下で自分の責任で
考え､ 選択し行動できる人､ 即ちこ
れからの社会で活躍できる人材を育
成します｡ また､ この目標の実現に
向けて､ 次のような人の入学を期待
します｡
●自ら学び､ 自ら考え未来を切り
拓く意欲がある人
●自己実現に向かって目的意識を
持って､ 継続し努力ができる人
●実社会で即戦力となることを目
標にして､ 積極的に取り組みがで
きる人

学長・工学博士

坪井

始

本学は､ 教養豊か
な実務的人間の育成
を目指しています｡
そのため､ 各学科とも資格の取得を
重視し､ さらに高度の専門職を目指
す人には､ 大学院への道も開かれて
います｡ 就職に関しては､ 入学当初
から徹底したサポート体制を整えて

広島県福山市御幸町上岩成正戸117 1 (〒720 0001)
電 話：084 (972) 5001 (代表)
ＦＡＸ：084 (972) 7771

おり､ 平成29年３月卒業生の就職内
定率は99.6％を達成しました｡ また､
課外活動も奨励しており､ 体育系サー
クルの中には毎年､ 中国・四国地区
の大学の代表として全国大会への出
場権を得るサークルもあります｡

●経営学科
本学科は､ 経営・会計・マーケティ
ング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
戦力となる人材を育成しています｡
カリキュラムは､ 目的意識を持って
専門知識をより深く学べるようになっ
ています｡ さらにグローバル人材育
成にも力を入れています｡ また､
チャレンジゼミ という意欲のあ
る学生をさらに伸ばす特別演習を用
意しており､ そこでは大学院進学や
日商簿記検定､ 情報処理技術者試験
等の資格取得を目標にして､ 着実に
成果を上げています｡

●福祉学科
本学科では､ すべての人々が安心
して暮らせるよう福祉のこころと実
践力を備えた福祉の専門職を養成し
ます｡ ｢社会福祉コース｣ では､ 障
がい者施設や社会福祉協議会等で働
く社会福祉士､ 精神科病院等で働く
精神保健福祉士､ また障害児施設等
で働く保育士の養成を行います｡
｢介護福祉コース｣ では､ 老人福祉
施設等で働く介護福祉士の養成を主
に行います｡ 両コースでは､ 初任者
研修､ 福祉用具相談員及び医療事務
等､ 一般企業においても社会的貢献
のできる人材を育成します｡
●こども学科
本学科では､ 乳児から児童・生徒
まで一貫して支援・教育を行える人
材を養成します｡ ４年間の実習教育
およびピアノ教育と､ 保育・教育技
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能の向上や子どもの心に寄り添う人
間性に重点をおき､ 加えて多様化す
る教育ニーズを先読みする保育・教
育の専門家の育成に努めています｡
所定の単位を修得することによって､
卒業時に保育士 (国家資格)､ 幼稚
園教諭一種免許､ 小学校教諭一種免
許を取得することができます｡
●健康スポーツ科学科
本学科は､ 身体活動を通して健康
やスポーツを体系的に深く理解する
ことを目的としています｡ 身体運動
を中心とした ｢健康｣ ｢スポーツ｣
｢教育｣ の３つをキーワードにし､
健康増進・スポーツ振興を推進して
いく専門指導者の育成､ 中・高校教
諭一種免許 (保健体育)､ 養護教諭
一種免許の取得､ さらには健康運動
実践指導者を始めスポーツプログラ
マー､ トレーナー等の各種資格取得
を目標に､ 実践的なカリキュラムを
用意しています｡ スポーツ科学・医
学・心理学等の科学的分野に裏打ち
された実践的科目も置き､ スポーツ
実技・演習・野外実習等を数多く取
り入れています｡

●看護学科
21世紀の看護専門職は､ 人の命の
安全や人の心のやすらぎに関与する
職業を担い､ 健康増進と疾病予防対
策､ 子育て支援など看護の専門性を
さらに向上させて､ 命と生活を支援
するためのライフサポーターとして
の役割が強く求められています｡ 本
学科は､ 生命の尊重を基本理念とし､
豊かな人間性と倫理観に裏付けされ
た感性を持ち､ 保健および医療に関
する専門知識と技術を習得し､ 国民
の健康増進および社会福祉に貢献す
ることができる人材を育成します｡
さらに将来､ 看護実践に関わる指導
者､ 教育者､ 研究者を育成します｡

◇見学会 (受付13:00〜) 13:20〜16:30
第１回
６月２４日(土)
第２回
９月 ２日(土)
第３回 １０月２１日(土)
・２２日(日)
第４回 平成３０年３月１７日(土)
□内

入

容

試

種

◇体験入学会 (受付 9:30〜) 9:50〜15:00
第１回 ７月２３日(日)
第２回 ８月１９日(土)

◇スポーツクラブ見学会(受付13:00〜)13:30〜15:00
第１回 ６月１０日(土)
第２回 ７月 １日(土)
●概況説明●入試説明●学部・学科説明●施設見学 など

別

ＡＯ入学試験(第Ⅰ期)
ＡＯ入学試験(第Ⅱ期)
ＡＯ入学試験(第Ⅲ期)

出

願

期

間

(エントリーシート提出期間)
８／１(火)〜９／１(金)
(エントリーシート提出期間)
10／10(火)〜11／13(月)
(エントリーシート提出期間)
１／５(金)〜２／10(土)

試

験

日

合格発表日

[必着]

９／30(土)

10／５(木)

[必着]

12／16(土)

12／21(木)

[必着]

３／９(金)

３／15(木)

推薦入学試験(Ａ日程)
(試験日自由選択制)

10／19(木)〜11／１(水)

[消印有効]

11／７(火)・11／８(水)

11／11(土)

推薦入学試験(Ｂ日程)

11／22(水)〜12／５(火)

[消印有効]

12／９(土)

12／13(水)
２／９(金)

前期入学試験(Ａ日程)
(試験日自由選択制)

１／５(金)〜１／25(木)

[消印有効]

１／31(水)
２／１(木)･２(金)･３(土)

前期入学試験(Ｂ日程)

２／５(月)〜２／16(金)

[消印有効]

２／21(水)

２／24(土)

後期入学試験

２／27(火)〜３／６(火)

[消印有効]

３／10(土)

３／14(水)

１／５(金)〜１／25(木)

[消印有効]

個別学力試験は課しません

２／９(金)

２／27(火)〜３／６(火)

[必着]

個別学力試験は課しません

３／14(水)

センター試験利用入学試験
(前期日程)
センター試験利用入学試験
(後期日程)

※試験日自由選択制とは､ 上記試験日の中から､ 試験日を志願者が自由に選択できる制度です｡
志願者は､ 同一学部・学科を複数回志願することや､ 異なる学科を１日ずつ志願することもできます｡

学

科

資
○日商簿記検定
○リテールマーケティング(販売士)検定
経 営 学 科
○基本情報技術者試験
○高等学校教諭一種免許状 (商業)
○社会福祉士 (国家試験受験資格)
○介護福祉士 (国家試験受験資格)
福 祉 学 科
○精神保健福祉士 (国家試験受験資格)
○高等学校教諭一種免許状 (福祉)
○保育士 (国家資格)
こども学科
○小学校教諭一種免許状
○健康運動実践指導者
○競技別指導員
○競技別コーチ
健康スポーツ科学科 ○体育施設管理士
○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)
○看護師 (国家試験受験資格)
看 護 学 科
○保健師 (国家試験受験資格：選抜)
○高等学校教諭一種免許状 (看護・保健)

格
取 得 対 策
○ＩＴパスポート試験
授業の中で資格試験の勉強が可
○診療報酬請求事務能力認定試験 能｡ 資格に直結した授業を多く
○経営学検定試験
用意｡
○社会福祉主事 (任用資格)
○児童指導員 (任用資格)

国家試験対策室を設け､ 対策講
座・模擬試験・グループ学習支
援などの丁寧な指導を行っている｡

○保育士 (国家資格)
○幼稚園教諭一種免許状
○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

所定開講科目を受講することに
より､ 受験資格が与えられ､ 在
学中に資格取得が可能｡

○養護教諭一種免許状
○中学校教諭一種免許状 (保健)
○養護教諭一種免許状
○養護教諭二種免許状

学生個々人の進路希望データに基づくきめ細やかな就職支援を､ 教職員が一丸となって徹底的にサポートしています｡
その結果､ 開学以来常に高い就職率を維持し､ 中四国地区でトップレベルにあります｡ 例年､ 地元 (福山市) はもと
より､ 中四国・関西・関東・九州方面の様々な業界へ多くの学生を輩出しており､ 本学卒業生へ寄せられる評価と期
待の声は益々高まっています｡ 平成28年度 就職内定率 99.6％ (平成29年３月卒業生)

大学ホームページ：http://www.heisei-u.ac.jp
E-mail：nyushi＠heisei-u.ac.jp
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