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福山市立大学大学院教育学研究科進学

河合 風香さん

備後デニムツアー代表

内田 貴和子さん

岡山イノベーションコンテスト

でビジネスプランが大賞受賞

瀬田 浩大さん

放課後チャレンジ教室を運営する

教育サークルのリーダー

長谷部 浩子さん

福山市立大学生活躍レポート

人と人をつなぐ

コーディネート力を

発揮

ゼミで培った

企画・構想力が

大賞受賞に！

サークルでの

学びが教師の資質

を高める

心理ゼミでの

学びを土台に研究の

深化に挑戦

総合問題の出題概要

高等学校で習得した基礎学力を前

提に，現代社会の課題についての資

料（日本語及び英語で書かれた文章，

図表等）の読解にかかわる設問を通

じて，理解力，思考力，表現力を総

合的に評価します。 

２ 学校推薦型選抜での配点等

基礎学力検査（50 点）と調査書・推薦書（50 点）の結果（合計 100 点） 

を総合して合否の判定を行います。

■「環境」を基盤として，「計画・デザイン」（工学系），「経済・経営」（経

済学系），「共生・開発」（社会学系）の分野から「まちづくり」を探究し

ていく新しい学問分野 

■福山市全域をキャンパスとし，学外調査やフィールドワークを含む演習，

実習形態の授業を多彩に開講，ＧＩＳ演習や中国語は全員履修。 

■企業や自治体，ＮＰＯ各種団体等の幅広い就職先があり，「計画・デザイ

ン」領域では二級建築士等の受験資格取得可能（2018 年度卒業生は 19 人

が取得），その就職先は住宅メーカー，設計事務所等に広がっている。

教育学部の学びの特徴

■乳幼児期から児童期にわたる高度な専門的知識（教育・保育系，心理系，

障害・福祉系，内容系の４つの視点で）を扱う学び 

■４年間の少人数ゼミでは調査，分析，議論を通じて問題解決力を育成 

■大学近隣の公立小学校や公立保育所，幼稚園等が実習・体験場所 

■実習や実地体験活動での相談事は大学の特任教員のもとで解決 

■教育・保育現場への採用状況（2018 年度卒業生） 

 ◇教育コース･･小学校・特別支援学校 正規採用 30 人（採用率 76.9％）   

◇保育コース･･保育所・幼稚園就職 36 人（公立機関の採用率 80％）

2021 年度（令和 3 年度）入試の概要

都市社会の心理，都市社会実践演習

人が有する認知機能や社会性などの

基礎研究，超高齢社会における地域

社会のあり方等の応用研究 

都市の現実的な課題を 

追究する多様な学び 

マーケティング論，経営戦略論

小売・不動産間，交通結節点施設間

の比較分析を通じ，市場対応，地域

活性化に繋がるビジネスモデルとは

何かについて研究 

すべての学生に目を配り声掛けする教員と教育実習や実地体験活動

をサポートする教育支援センター特任教員が連携して学生を支援！ 

ＧＩＳ

（地理情報システム）演習を

２年次全員履修

演習では人口，土地利用など様々

なデータを使い，コンピュータの地

図上にデータを可視化し情報の関係

性や傾向を導き出す技術を身につけ

る。図は学生が「地域公共交通の在り

方」の提案を GIS を駆使して表現し

たもの。 

実地体験活動で生じた

課題は，体験カルテを

もとに教員と相談し自

力解決を図る

一般選抜における調査書の
評価基準

●教育学部

高等学校等での学習態度等を読み

取り，評価します。 

●都市経営学部

高等学校等での学習態度や主体的

に関わってきた諸活動での実績を読

み取り，評価します。 

都市経営学部の学びの特徴

１ 入学定員

建築計画，アーバンデザイン演習

快適で美しい空間の構成原理につい

て研究，インスタレーションや空き

家利活用などで再現 

３ 一般入試での配点等

TOPICS

前期⽇程 後期⽇程
100 70 20 10
50 35 10 5
50 35 10 5
150 105 30 15 若⼲名 若⼲名都市経営学部

教育コース
保育コース

教育学部

⼊学定員
⼀般選抜

若⼲名 若⼲名

学部・コース
学校推薦型

選抜
社会⼈選抜

私費外国⼈
留学⽣選抜

区分 大学入学共通テスト（1次） 個別学力検査（2次）

教科等 5教科5又は6科目 総合問題

前期日程 配点 1050 450 20 1520

後期日程 配点 800 500 20 1320

計合点配書査調分区程日



福福山市立大学大学院教育学研究科進学

河合 風香さん

（教育学部４年） 

心理系ゼミに所属し，卒業後は本学 

大学院に進学予定の河合さん。アルバ 

イトで行っている子ども家庭センター 

での子どもとの関わりがきっかけで心 

理系のゼミを選択した。 

ゼミでは，論文の読み方や仮説の検証方 

法など研究を進めていくための基礎を丁寧 

に学ぶことができる。そして，心理系分野 

に属する教員がそれぞれ専門の立場で相談にのってくれるので，

思い切って研究ができるとのこと。 

河合さんは子どもの発達に関与する者のアタッチメント（愛着）

の影響について仮説を立てて卒業論文を書いた。研究テーマは「幼

児の泣きの映像が親子の分離場面へ

の評価に与える影響」。 

「支援者が子どもの見方を変えて

いくことが大切なのでは・・」と語る

彼女の夢は高い専門性を持つ支援者

になること。そのための研究がいよ

いよ大学院で本格化する。 

備後デニムツアー代表

内田 貴和子さん

（都市経営学部３年） 

「１ day BINGO Denim 

 Tour」は福山のデニムに関わる企業を 

１日かけて巡り，備後デニムについて探究していくツアー。

2019 年 10 月に福山市立大学生及び地元高校生が参加して実

施された。内田さんは大学の先輩や企業の人との出会いを通

して，備後デニムの奥深い世界を知りこのツアーを企画し

た。ツアーの最後にはワークショップを取り入れ，新たな価

値を創出する仕掛けも盛り込んでいた。 

現在彼女は，同じ志を持つ他の学 

生たちと一緒に，今回のツアーを 

グレードアップさせようと学生 

団体を立ち上げている。人と 

人をつなぐコーディネート力 

を生かした彼女の挑戦は，備 

後の未来をしっかり捉えて 

いる。 

岡山イノベーションコンテスト

でビジネスプランが大賞受賞

瀬田 浩大さん（都市経営学部３年） 

無人島に特化したマッチングポータルサイト 

（NP ｺﾈｸｼｮﾝ）を提案。 

小さい頃に無人島を舞台とした企画のテレビ 

番組をみたり，YouTube の無人島企画等から無

人島ビジネスに目をつけた。現状では無人島の

それぞれのホームページにアクセスしなければ

島を調べることはできず不便。そこで無人島を

利用したい人と提供したい人をつなげるポータ

ルサイトのサービスを企画。このサイトのサー

ビスを使えばキャンプ，グランピングなど利用

ニーズに応じた情報を得ることができる。また，

島のゴミ回収による利用割引を付けることで，ゴミ問題も併せて解決で

きるなど可能性は無限。瀬戸内の島に出向き，島の管理者等とヒザを突

き合わせて企画を練り上げてきた。このようなフィールドワークが実現

可能なプランにつながったとのこと。「ポータルサイトを完成させる段

階までは頑張ってみたい」と謙

虚に語る彼の表情には自信が溢

れていた。

放課後チャレンジ教室を運営する

教育サークルのリーダー

長谷部 浩子さん

（教育学部３年） 

学生の自主サークルである教育サークル 

「Stella」の学生たちは，地域の公民館で行わ 

れている放課後チャレンジ教室を運営し児童の学習支援を行って

いる。昨年度，この教室の責任者だったのが長谷部さん。指導力を

発揮する先輩の姿に惹かれてリーダーに立候補した。教室は毎週

水曜日の放課後１時間，児童への指導・支援が終わったあとには学

生たちだけで振り返りの会を１時間持っている。毎回子どものつ

まずきに出会いながら，教科指導の参考事例は着実に蓄積されて

いる。 

さらに，子ども同士のトラ 

ブルの解決や保護者の教育相 

談に一役買うことも・・。教 

室を運営しているという責任 

が，教育者としての使命感や 

対応力を育てているのは確か。 

そして，サークルの頼れる先輩 

たちが教員採用試験情報やその対応策を伝授。サークルの学生た

ちの縦横の繋がりの中で，教師としての資質・能力は日々磨かれて

いる。 

大学の学びが発展し，こんな学生の活躍が・・ 

福山市立大学生活躍レポート

人と人をつなぐ

コーディネート力を

発揮

ゼミで培った

企画・構想力が

大賞受賞に！

サークルでの

学びが教師の資質

を高める

心理ゼミでの

学びを土台に研究の

深化に挑戦

総合問題の出題概要

２ 学校推薦型選抜での配点等
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都市社会の心理，都市社会実践演習

マーケティング論，経営戦略論

ＧＩＳ

（地理情報システム）演習を

２年次全員履修

実地体験活動で生じた

課題は，体験カルテを

もとに教員と相談し自

力解決を図る

一般選抜における調査書の
評価基準

●教育学部

●都市経営学部
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建築計画，アーバンデザイン演習
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福福山市立大学事務局学務課

住所：広島県福山市港町二丁目 19番１号 

℡：084-999-1113 Fax：084-928-1248 

E-Mail: nyushi@fcu.ac.jp HP: http://www.fcu.ac.jp 

福山市立大学の入試情報やイベント 
のお知らせ，学生生活のひとコマ等 
をお伝えします。 

お問い合わせ・募集要項等の請求先

福山市立大学生（フクイチ生）の生活

住んでみるとよく分かる、 

福山の便利さと快適さ

① 出身地はどこ？ 
（2019 年 5 月現在）

1 位 広島県 471 人

2 位 岡山県 206 人

3 位 愛媛県 61 人

4 位 香川県 55 人

5 位 兵庫県 43 人

6 位 島根県 41 人

7 位 山口県 25 人

8 位 徳島県 24 人

9 位 愛知県 16 人

10 位 鳥取県 14 人

11 位 静岡県 12 人  etc

②フクイチ生の住まい 
/アパート等家賃 

住まいが ･･･ 実家以外の人 ５４％ 

実家の人   ４６％ 

そしてひとり暮らしの人の中で４２％が 

４万円未満の家賃です。 

大学生の住居費の全国平均が 52,560 円 

（大学生協の学生生活実態調査）であり 

全国と比べてもぜったい 安い！

③大学までの通学時間 

/大学周辺の施設 

通学は15 分以内が54.4％，

15 分以上 30 分以内が 11.1％であり，

下宿生の多くは大学の近くに住んで自

転車で通学しています。大学へは福山

駅からバスで 10 分以内，大型商業施設

や芸術文化ホールも隣接し，とにかく

学生には便利の良い立地です。 

④フクイチ生のアルバイト事情 

◆アルバイトしている人の割合

15%

28%

2%

1%

54%

していない

学期中（経常的）

学期中（臨時的）

長期休暇時のみ

長期休暇時，学期ともに

◆アルバイトの種別 

その他の中には，学童保育支援員など学びに関連した 

アルバイトもあります。 

◆アルバイトのお給料（月額） 

月５万円～７万円が 25％，月３万円～５万円が 24％ 

44

11

15

23

119

150

339

その他

家庭教師

作業関係

事務・特殊技能

塾・予備校講師

物販関係

飲食関係

②③④は福山市立大学生の実態調査（2018 年 8 月,65％の学部生が回答）から 

街に出て活動するフクイチ生，

地域に愛され，頼られる存在です！

学生たちの活動「サンタ大作戦」が 

福山駅前の商店街を盛り上げました。 

福山の街とフクイチ生をつなぐ 

学生のための 

フリーペーパー「フォークロア」。 

本学のサークルが制作し発行する 

季刊誌です。 

就職先が豊富、 

もちろん 

アルバイトも 

家賃・ 

物価が安い 

「のぞみ」の

日本各地への

アクセスがよい

停まる街、 気候が穏やか、 

自然が豊か 

5%

37%

39%

19%

家賃（月額）

３万円未満

４万円未満

５万円未満

５万円以上

友だち追加

友だち登録は
こちらから

登録用ＱＲコード


