
就職先

ニチイ学館
就職先

広島医療生活協同組合
共立どんぐり保育園

就職先

認定こども園
つばめ

学芸学部

子ども学科

取得できる免許・資格
●小学校教諭一種免許状
●幼稚園教諭一種免許状
●保育士資格
●特別支援学校教諭一種免許状　
　（知的障害・肢体不自由・病弱）

◎幼児体育指導者（2級）
◎レクリエーションインストラクター
◎ピアノグレード
◎リトミック指導資格　など

目標とする資格・検定

広く深い教養を備えた人材を育成

地域社会に貢献できる人材、
「信頼される」教育者・保育者を育成します。

大学院

教育学研究科
博士前期課程/博士後期課程

実践を理論的に研究し、高度かつ専門的な「教育力」を有する人材を育成

子ども学科では、教育学、心理学、小児科学（健康・障害科学）、子ども・子育て

支援の力を身に付けます。音楽学科では音楽を奏でる喜びと演奏技術、人間

理解力や地域音楽文化への理解などを学びます。4年間の演習授業や豊富な

ボランティア活動を通して、自主性・実践力・一般教養を養うことで、教員か

ら一般企業まで幅広い就職先への人材を育成します。

子どもたちの健やかな成長を支え、教育・保育の現場で求められる多様なニーズに

対応できるよう、「教育学」「心理学」「小児科学」を学びの柱として、地域社会に貢献

できる人材、「信頼される」教育者・保育者を育成します。

子ども学に関する高度かつ専門的な知識や技術を有する小学校教諭、幼稚園教諭、保育士の養成をめざしています。具
体的には、教職に対する使命感、責任感、教育的愛情に裏付けられた専門職としての高度な知識・技能の習得や、職場や
地域社会の多様な組織などと連携・協働できる総合的な人間力を備え、社会的な要請に応えうる人材を育成することを
目的としています。

音楽学科

取得できる免許・資格
●高等学校教諭一種免許状（音楽）
●中学校教諭一種免許状（音楽）
●音楽療法士1種
●カワイピアノ演奏グレード6級（学内認定）
●カワイピアノ指導グレード6級（学内認定）
●社会福祉主事任用資格

◎指導・演奏グレード
◎リトミック指導資格　など

目標とする資格・検定

音と音、人と人をつなぎ、広い教養を身に付けた、
地域の音楽文化の担い手を育成します。
定期演奏会やコンサートなどを通じて専門知識、演奏技能とともに豊かな人間性を

身に付けていきます。日々の練習に励み、自らを向上させていく継続力で強い精神

力を育み、音楽活動を通じて社会に貢献できる人材を育成します。

取得できる免許・資格

●中学校教諭二種免許状

　（家庭）

●フードコーディネーター

 　3級資格

◎ファッション販売能力検定
◎ブライダルコーディネート技能検定
◎食生活アドバイザー検定
◎医療事務メディカルクラーク（医科）
◎サービス接遇技能検定
◎AFT色彩検定
◎秘書技能検定
◎データベース技能検定　など

目標とする資格・検定

短期大学
感性の豊かな高い表現力を
持つ人材を育成

3学科で構成されている短期大学では、専門分野での高い就職率を誇ってい

ます。ファッション、フードを柱としたコミュニティ生活学科では、アパレル

メーカーやブライダル業界などに就職。食物栄養学科、保育学科では栄養士、

保育士などの専門資格を活かした就職を実現しています。

コミュニティ生活学科

ファッション・フード・ブライダルの
専門力を備え、人と関わる
コミュニケーション力豊かな
人材を育成します。

衣・食・住・人間関係など、生活に関する基本的な項目を中

心に、ファッションとフードを柱としてブライダルやビ

ジネスの領域まで幅広く学びます。専門科目だけでなく、

各種検定への挑戦など、仕事に直結するスキルの習得・向

上にも積極的に取り組んでいます。

HBGでの学びについて

栗栖 佑汰さん
学芸学部
子ども学科
2022年3月卒業

就職先

在学中は、教員免許取得に向けて頑張っ

ていました。現在の職業は、教育には関係

のない自動車部品や工具の専門商社で

す。初めは、教員の道を進んでいました

が、教育実習での経験や就職活動などで

自分の考えが変わりました。素敵な先生

方と出会い、自分に矢印を向ける事がで

きた大学生活が、社会人になった現在も

役に立っています。大学生と社会人では

一味違いますが、これからも大学生活で

学んだ事を忘れずに頑張っていきたいと

思います。

取得できる免許・資格

●栄養士免許

●栄養教諭二種免許状

◎医薬品登録販売者
◎フードスペシャリスト資格
◎管理栄養士国家試験
　受験資格
　※3年の実務経験が必要となります

目標とする資格・検定

食物栄養学科

「食と健康」に関する
知識と技術を身に付け
幅広く活躍できる
栄養士を育成します。

厚生労働省の栄養士養成施設認定校です。実習・実験を

重視したカリキュラムで、「調理現場に強い栄養士」を

育成します。2年間の学びを通して、病院や福祉施設、食

品関連企業などで幅広く活躍できる力を養っていま

す。

取得できる免許・資格

●幼稚園教諭二種免許状

●保育士資格

●社会福祉主事任用資格

◎幼児体育指導者（2級）
◎赤十字幼児安全法支援員
◎レクリエーション
     インストラクター
◎ピアノグレード
◎リトミック指導資格
◎文書デザイン検定　など

目標とする資格・検定

保育学科

丁寧な指導と充実した実習で
実践力を強化し、
2つの国家資格を持つ
保育者を育成します。
2年間で幼稚園教諭、保育士の2つの国家資格を持ち、実

践力と熱意を備えた保育のスペシャリストを養成しま

す。体験型実習を多用し、音楽・図画工作・体育の指導力

を磨くとともに、コミュニケーション力も養っていま

す。

5 6
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ヤマト自動車株式会社
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大学では、自分と向き合う事を学び、
自己実現に向けて
現在も頑張っています。

HBGでの学びについて

HBGでの学びについて

梅林 均さん
学芸学部
音楽学科
2019年3月卒業

就職先

音楽学科で学んで特に良かったなと思う

のは、コミュニケーションスキルです。仲

間と1つの楽曲に向き合い、試行錯誤しな

がら演奏会に向かっていく過程は、内容

は違えど目標達成に向けてお客様と向き

合い、チームで取り組んで行く過程と通

ずるものがあり、大学での学びを活かせ

ているなと感じます。就職1年目の冬頃か

らコロナ禍に入り依然として不安定な社

会情勢ではありますが、大学で培ったス

キルを存分に活かして自分らしく邁進し

ていきます。

ダンロップタイヤ中国
株式会社

学生時代に培った
コミュニケーションの大切さが
今につながります。

授業では色々な専門分野を幅広く取り扱って

おり、私は2年間でさまざまな資格を取得する

ことを目標に挑戦してきました。その中で医療

事務の資格を取得し、現在この資格を活かして

医療事務の仕事をしています。覚えることがた

くさんあり大変ではありますが、患者様のお役

に立てるよう、また、社会に貢献できるように

これからも頑張っていきたいです。

広田 理己さん
コミュニティ生活学科
2022年3月卒業

2年間で幅広い学びと多くの資格を
取得することができました。

HBGでの学びについて

週に一度は調理実習があるので、調理技術と専門

知識を増やすことができました。設備が整ってお

り、少人数制なので先生や友人たちとの関わりが

深く、協力する楽しさを学びました。このことが

食育活動、園行事などにも活かされています。ア

レルギーや偏食対応など責任の重い仕事もあり

ますが、「美味しかった」という子どもたちの笑顔

のために、これからも頑張りたいです。

西原 紗奈さん
食物栄養学科 
2021年3月卒業

HBGでの学びについて

私はピアノを弾くことや人前に立つことが苦手

でしたが、先生方や同じ夢を持つ友達に支えら

れて夢を叶えることが出来ました。「分からない

ことをそのままにしない」ということは学生生

活の時から大事にしており、社会人になった今

も大切なことだと感じています。これからも、子

ども達と一緒に成長をしながら、様々な引き出

しを持てる保育士を目指していきたいです。

早瀬 千晴さん
保育学科 
2016年3月卒業

「美味しい」の笑顔のために
これからも頑張っていきたいです。

子供と一緒に成長しながら、もっと自分の
多様な引き出しを増やしていきたいです。
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