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【JR利用の場合】
JR可部線「安芸長束」駅下車、約800m
【バス利用（広島交通）の場合】
「広島文化学園」行き
または「広島文化学園・祗園が丘」行きで「広
島文化学園」バス停下車

■学芸学部　
◎子ども学科　◎音楽学科
■短期大学　
◎コミュニティ生活学科　
◎食物栄養学科　   ◎保育学科
■大学院　教育学研究科
　（博士前期課程/博士後期課程）

広島 長束キャンパス 呉 阿賀キャンパス

■人間健康学部
◎スポーツ健康福祉学科
■大学院　人間健康学研究科
　（修士課程）

広島 坂キャンパス 呉 郷原キャンパス

JR呉線
至呉 至広島
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広島翔洋高校

坂北IC パルティ・フジ坂

TEL（0823）74-6000
〒737-0004　
広島県呉市阿賀南2-10-3

TEL（082）239-5171
〒731-0136　
広島県広島市安佐南区長束西3-5-1

TEL（082）884-1001
〒731-4312　
広島県安芸郡坂町平成ヶ浜3-3-20 

【JR利用の場合】
JR呉線「安芸阿賀」駅下車、約700m

【JR利用の場合】
JR呉線「坂」駅下車、坂駅北口より約400ｍ

TEL（0823）70-3300
〒737-0182　
広島県呉市郷原学びの丘1-1-1

【JR呉線→バス利用の場合】
JR呉線「新広」駅下車、広電バスまたは
中国JRバス「広市民センター」から約20分、
「広島文化学園大学」バス停下車
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■人間健康学部
◎スポーツ健康福祉学科
■大学院　人間健康学研究科
　（修士課程）

■看護学部　
◎看護学科
■大学院 　     看護学研究科
　（博士前期課程/博士後期課程）　

広島文化学園大学大学院
●看護学研究科  
●教育学研究科  
●人間健康学研究科

広島文化学園短期大学
●コミュニティ生活学科　
●食物栄養学科　
●保育学科

広島文化学園大学
[看護学部]  ●看護学科
[学芸学部]  ●子ども学科　●音楽学科
[人間健康学部]  ●スポーツ健康福祉学科

広市民センター
バス停
広市民センター
バス停



広島文化学園大学
広島文化学園短期大学

学長　坂越 正樹

日頃から本学学生の採用につきまして、格別の配慮を賜り厚くお礼申し上げます。

本学は、建学の精神「究理実践（理論と実践の往還教育）」に基づき、学生の主体的な学びを推進し、しっかりと「育てる」教育を展開して、一人ひとりの夢

や希望を実現することを教育方針としています。

もう一つの教育方針として、在学中に三つの力を身に付けることを求めています。第１に「人間力」、深い教養を持つ人間の形成です。第２に「専門力」、専

門的知識・技術や問題解決能力の育成です。第３に「キャリア形成力」、実社会に貢献できる実務的な資格・技術の習得と将来にわたって自らのキャリア

を形成していく力です。変革の激しい社会を乗り切る力量として、これら三つの力を身に付けることができるよう教育課程を編成し、学生の成長を確認

できる「学修履歴証明書」を発行しています。

現代はAIやSociety5.0の語に代表される超高度技術情報化社会ですが、そこでも周りの人と協力して課題に取り組む力、困難な状況に向き合った時の耐

性等、いわゆる人間力が求められることに変わりありません。本学はこれからも、社会の皆様のご期待にお応えすべく医療・教育・文化・健康・福祉等の広

い分野で人を支え、人と人のつながりを担うことのできる対人援助の専門的職業人の育成を行ってまいります。

今後とも何とぞご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

学長 挨拶

次世代の社会に役立つ人材を育成

3つのチカラを磨いていきます。

「なりたい自分」を「確かな未来」に変えるために、

『人間力』『専門力』『キャリア形成力』の3つのチカラを培おうと

夢に真摯に向き合う学生たち。

広島市・呉市・安芸郡坂町に

4つのキャンパスを持つ広島文化学園には、

そんな学生たちが多く学んでいます。

次世代の社会が求める、3つのチカラを身に付けた人材

それが、本学園がめざす人材像です。

キャリア支援のスタッフが、
社会に貢献できる人材を育成！

各学部、短大それぞれの特徴を活かしながら、1年次の早期

から大学生として必要な仕事観とスキルを磨くよう指導して

います。各セミナーにおいてはキャリア支援のスタッフと連携を

図り、学生の将来を見据えた資格取得の支援や就活支援を、個別

および集団で行い、「人間力」「専門力」「キャリア形成力」すなわち

「就業力」をはぐくむ体制をとっています。これにより本学は、

常に時代に応える人材、

地域に有用な人材を輩

出しています。

学部・学科の特性を重視した
きめ細かなサポート体制

教員とキャリア支援のスタッフが連携し、各学部・各学科

の特性を重視しながら、学生と企業との出会いの場を提供し

ます。就職情報、企業情報、求人情報等のタイムリーな提供はも

ちろんのこと、学生の皆さんの生活・学習のあらゆる面にわた

り、能力や個性を最大限に発揮できるよう適切なアドバイスを

行っています。

対人援助の
専門職の育成

学生一人ひとりが対人援助力を身に付け、

地域社会に貢献できる人材に

なることができるよう

教育研究を推進しています。

「人間力」を身に付けるための取り組み

●対話の精神・嚶鳴(おうめい)教育
●Self-Study（自己点検・評価）
●地域への貢献

～人生を心豊かに
　生きるチカラ～

人 力間 専 力門
形 力成

「専門力」を身に付けるための取り組み

●理論と実践のリンク 
●即戦力を育てるカリキュラム 
●一貫した少人数教育

～プロとして
　問題解決に導くチカラ～

「キャリア形成力」を身に付けるための取り組み

●様々な資格取得支援 
●将来設計をサポートするキャリア支援体制 
●地域との連携による就職体制

～望む未来に近づくチカラ～
「人間力」とは、心の豊かさや正直さをベースに、

円滑な集団行動ができる

社会性を持ち合わせた力です。

そのための基本となる、

人との上手なコミュニケーション力を

身に付けています。　

「専門力」とは、問題を解決する力と考えています。 

対象をしっかり観察し、

知識を駆使して考えられるよう、

 一人ひとりが様々な学びを経て、

実践する力を養っています。

「キャリア形成力」とは、社会の変化に対応し、 

社会に貢献できる力と考えています。 

様々な資格を取得し、社会の即戦力となる

技術と知識を身に付けています。

キャリア



スポーツ健康福祉学科
取得できる免許・資格
●中学校教諭一種免許状（保健体育）

●高等学校教諭一種免許状（保健体育）

●日本スポーツ協会公認スポーツ指導者（共通科目免除）

●初級障がい者スポーツ指導員

●社会福祉主事任用資格

●児童指導員任用資格

◎社会福祉士国家試験受験資格

◎精神保健福祉士国家試験受験資格

◎介護福祉士国家試験受験資格（実務経験＋実務者研修※）

　※広島福祉専門学校通信課程を併修

◎健康運動指導士受験資格

◎健康運動実践指導者受験資格

◎JATI認定トレーニング指導者（JATI－ATI）受験資格

目標とする資格・検定

スポーツ健康と健康福祉、2つの領域をカバーしながら
専門的に学び実践力を身に付けます。
健康を柱にスポーツと福祉を総合的に学修。アダプテッド・スポーツの知識や
技術も身に付けた中学校・高等学校教諭（保健体育）や、社会福祉士・精神保健
福祉士を育成します。学生は必修科目としての4つのキャリアディベロップメ
ント（教職・健康・福祉・ビジネス）を選んで学んでいます。

看護学部

看護学科

取得できる免許・資格
●看護師国家試験受験資格

◎保健師国家試験受験資格
◎高等学校教諭一種免許状（看護）
◎養護教諭一種免許状
◎養護教諭二種免許状※
◎第一種衛生管理者※　など
※保健師資格取得後申請により

　取得可能（科目単位要件あり）

目標とする資格・検定

看護実践を通し
社会に貢献できる人材を育成

心と知識、技術を身に付けた
看護のエキスパートを育てます。

★保健師国家試験受験資格コース

★養護教諭一種免許状取得コース

★高等学校教諭一種免許状（看護）取得コース

★認知症看護強化コース

★救急看護強化コース

★精神保健看護強化コース

看護学科では、4年間の実践重視の教育が特徴です。1年次は看護学専門領域

の理論や看護関連科目を学び、2年次は看護専門領域についての学びと学内

実習により、看護技術の基礎を実践的に学び、病院での基礎実習に繋げてい

きます。3年次後期から4年次前期の臨地実習で、医療現場から指導を受け患

者さまに適切なケアを提供します。

スポーツ健康福祉学科では「スポーツ健康コース」と「健康福祉コース」の２

つの領域において実践的な教育を行い、専門性を高め、人々の「心とからだの

健康を支えるスペシャリスト」を育てます。様々な資格・免許の取得に挑戦さ

せ、卒業後は、教育現場、医療機関、福祉施設、フィットネスクラブ等で活躍す

る人材を育成します。

看護学科では、理論とともに実践を重視しています。その原点とな
るのが「看護実践」という考え方です。患者様の回復を支援するため
に、看護師としてどれだけのことができるのか。そこには優しさと
使命、そして科学的な根拠が求められます。様々なことが起こる医
療現場で、一人ひとりの患者様のことを考えて実践力を発揮できる
看護師を育成します。

大学院

看護学研究科
博士前期課程/博士後期課程

医療現場で求められる高度な看護専門職者を育成
看護の知識・技術を基盤に学識を深めた看護専門職者として、博士前期課程では認定看護管理者課程、専門看護師（CNS）教
育課程（クリティカルケア看護専攻と高齢者看護専攻）、養護教諭専修免許教育課程を配し、高度先端医療、保健、教育を担
うリーダーとして医療機関や学校教育等の分野をさらに充実させるためのレベルの高い人材の育成に努めています。ま
た、博士後期課程においては、自立した研究者や国際的知見を持ち看護学発展に寄与できる人材の育成を目指しています。

【2022年3月卒業生の進路状況】

将来の夢をかなえる
6つのコース制  により、
深い専門性を身に付けます。
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呉　阿賀キャンパス

大学院

人間健康学研究科
修士課程

人間の健康をスポーツ・教育・福祉の分野から総合的に考える高度な専門職業人を育成
本研究科は、学際性・総合性に秀でた知的な技法の伝達と、人間の健康に対する深い洞察力の涵養に努めます。高度な専
門知識に基づいた指導力を有するスポーツ指導者、課題探求型の学びを展開できる高度な教育力を有する教員、健康及
び地域生活を支える実践力を有する専門的人材の育成に努めています。

【2022年3月卒業生の進路状況】

人間健康学部 広島　坂キャンパス

地域における教育・スポーツ福祉の現場で
活躍できる人材を育成

HBGでの学びについて

就職先

両備グループ
株式会社中国バス

クラブ活動を通じて協力すること
の大切さを実感しました。

山岡 幸成さん
人間健康学部　
スポーツ健康福祉学科
2022年3月卒業

就職先

大学では、現場の方々の具体的な話を聞いた

り、「子供の自殺」について研究し、多くの学び

がありました。また、自分とは違う価値観や考

え方、ものの見え方などを知ることができま

した。現在、精神保健福祉士として働いていま

す。日々患者さんから、さまざまな相談があり

ますが、その思いを傾聴し支援していくこと

の大変さと大切さを実感しています。消化し

きれない思い、将来の希望など、患者さん一人

一人の気持ちに寄り添い、納得していただけ

る支援ができるよう、これからも日々勉強し、

成長していきたいと思っています。

医療法人緑風会
ほうゆう病院

福祉の専門職として患者さんに
寄り添いながら支援しています。

久保 朱里さん
人間健康学部　
スポーツ健康福祉学科
2022年3月卒業

HBGでの学びについて

就職先

私は患者様やご家族に寄り添った看護を

提供できるような看護師を目指して日々

勤務しています。大学では、授業や実習な

どでグループワークを行う場面が多くあ

りました。実際に、現場では看護師間はも

ちろん、医師や薬剤師など多職種とカン

ファレンスを行う場面が多くあります。

学生時代に培った「グループワーク力」で

多職種とも関わりながら色々な意見を取

り入れ、患者様やご家族に寄り添った看

護を提供することができていると実感し

ています。

国家公務員共済組合連合会
吉島病院

グループワーク力を大切にして
寄り添った看護を提供します。

柏田 奈美さん
看護学部　
看護学科
2019年３月卒業

就職先

大学ではさまざまな講義や演習、実習が

あり、幅広い知識や考え方を身に付ける

ことができました。また、地域交流やグ

ループワークが多く、いろいろな意見が

ある中、違う視点から見ることを意識す

ることで、新しい考え方を学ぶことがで

きました。今後も大学での経験を活かし

ながら、看護師や他の職種の方、患者様な

ど色々な人の意見を聞きながら幅広い視

点や可能性を考えて行動できる看護師を

目指していきたいです。

国家公務員共済組合連合会
呉共済病院

幅広い視野を持ち、行動に移せる
よう努力していきたいです。

佐々木 光司さん
看護学部　
看護学科
2018年３月卒業

大学では４年間、バスケットボール部とし

て、日々クラブ活動に励みながら、真剣に物

事に取り組む事や、他の人と協力することの

大切さを学びました。また、大学の授業では、

子どもから高齢者までみんなが一緒にス

ポーツを楽しむ「アダプテッド・スポーツ」に

ついて学び、本学が掲げている対人援助につ

いて深く考えるようになりました。現在はバ

スの運転手として人を運ぶ仕事をしており

ますが、多くの方と接する機会があり、大学

での学びが活かされています。
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12.4％
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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。
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広島　長束キャンパス 広島　長束キャンパス

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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