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大学院

教育コース

保育コース
児童教育学科

総務課（総務、企画・法人化準備、連携担当）

学務課（教務、入試、学生担当）

キャリアデザインセンター

教育研究交流センター

教育支援センター

心とからだのサポートセンター

　本学は､2010年3月にアラスカ大学フェアバンクス校との交流協定を締結しました。アラスカ大学フェアバ

ンクス校（University of Alaska， Fairbanks）は、1917年に設立された「アラスカ農鉱業専門学校（The 

Alaska Agricultural College and School of Mines）」を前身とした、アラスカで最も古い州立大学であるアラス

カ大学のメインキャンパスです。本学の短期海外研修である「環境開発実習」の実習先になっており、毎年7

月には、本学の学生が、アラスカの自然や歴史、文化等について学ぶために同キャンパスを訪問して交流を

深めています。

パリ・エスト・クレテイユ大学（2014年3月20日 協定締結）

ハワイ大学 マウイ校（2017年3月6日 協定締結）

アラスカ大学 フェアバンクス校（2010年3月3日 協定締結）

南京曉荘学院幼児師範学院（2018年5月18日 協定締結）

　本学は、2014年3月にフランスのパリ・エスト・クレテイユ大学（UPEC；旧パリ第12大学）との交流協定を締

結しました。同年、本学教育学部学生5人がUPECを訪問し大学授業（英語、コミュニケーション実践、ダンス

等）参加や現地の保育学校・小学校見学などの研修を行いました。2015年には、UPEC教育科学部学生5人

が本学での研修を行い、授業参加（フランス語、英語、運動・身体表現活動等）の他、福山の保育所・小学校

見学や学外実践、広島への学生ツアーに取り組みました。日仏の教育現場にふれる実践的な研修は、両大学

の学生たちにとって教職への意欲を高める刺激となっており、今後も相互の研修や学生交流が計画されて

います。

　本学は、2017年3月にアメリカ合衆国のハワイ大学マウイ校との交流協定を締結しました。今後、語学研修などを含む海外短期研修を希望する学生

の受入れ先の拡大が期待されます。

南京曉荘学院幼児師範学院（2018年5月18日 協定締結）

　本学教育学部は、2018年5月に中国の南京曉荘学院幼児師範学院との交流協定を締結しました。今後、世界的視野で就学前保育から教育を考える

体験的学習の貴重な機会となり、教員養成および保育・教育研究の進展に大きく貢献することが期待されます。
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教育史特論　　教育方法特論　　幼児教育学特論　　発達心理学特論　　生理心理学特論　　　

教育心理学特論　障害原理特論　　児童福祉特論　　社会科教育・総合学習特論　など（全２９科目）

発達心理学　　教育心理学　　家族の歴史　　家族臨床　　地域福祉論　　子ども家庭支援論　　

障害者の福祉と教育　　インクルージョンの歴史　　特別の支援を要する子どもの理解

人間と教育　　発達と教育　　福祉と教育　　文化と教育

［キャリアデザイン（２科目）］　［体育・健康（５科目）］　［入門ゼミ（２科目）］

［英語（１ １科目）］　［中国語・フランス語・ポルトガル語（１ １科目）］　［コンピュータ・スキル（４科目）］

［人間と文化（７科目）］　［社会と経済（１０科目）］　［人間と自然（8科目）］　［環境と生活（９科目）］

教育内容　　教職論　　教育原理　　教育史　　

教育制度論　　教育社会学　　教育課程論　　

教科指導法　　道徳教育論　　特別活動論　　

教育相談　　子どもと法律　　など（全３９科目）

子ども家庭福祉　　保育原理　　子どもの保健　　

子どもの食と栄養　　保育内容　　表現活動　　

保育者論　　乳幼児心理学　　保育臨床相談　　

保育教材研究　　食育研究　　など（全４６科目）

特別支援教育総論　　知的障害者の心理・生理・病理　　肢体不自由者の心理　　病弱者の心理　　

障害者発達診断法　　知的障害者指導論　　知的障害者教育課程論　　など（全１５科目）

２０１９年度入学生カリキュラム

カリキュラムは一部変更する場合もあります



　本学は「実地体験活動」で定期的に小学校へ出向き、先生方の仕事を補助させ

ていただいたり、子どもと関わることのできる仕組みがあります。そのため、実習で

は子どもたちの実態を知った上で授業研究ができ、落ち着いて授業を行うことが

できました。現場の先生と子どもたちと長期的に継続して関わる機会が多く持てる

ことが教育コースの特徴だと思います。実地体験活動と教育実習を通して、子ども

たち一人ひとりとの関わりを大切にし、信頼関係を築くことが大切であることを強

く実感しました。この経験で得た学びと明確になった課題をもとに、自らのめざす

教師像に向けてより学びを深めていきたいと思います。

岡本 朋子
児童教育学科　
教育コース
２０１６年入学
岡山県立倉敷南
高等学校出身

実習日誌
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　元々は「子どもが好きだから」という理由で入った保育コースでしたが、保育所、
幼稚園、施設という３か所の実習の中で、一人ひとり違う子どもの姿や、障がいの
ある方の姿を見て、子どもだけでなく「人」について考え、様々な選択肢をもつ機会
になりました。また、実習のなかで感じた疑問を持ちながら授業を受けることで、
興味のあることを学ぶ楽しさを感じています。この大学は少人数で学べるので、た
くさんの人と関わりながら関心のあることを学べる魅力的な大学だと思います。

河合 風香
児童教育学科　
保育コース
２０１６年入学
鳥取県立米子西
高等学校出身

実習日誌



　　家庭で育つことのできない子どものために、国が整えた保護・養育・支援体

制が社会的養護です。社会的養護で保護される子どもは約4万5,000人、30

年前と変わりません。少子化を考えると、保護される率が上がったことが分かり

ます。要因には児童虐待の問題があります。問題を生んだ背景を学ぶとともに、

心にダメージを負った子どもへの保育の在り方を科学します。

■社会的養護Ⅰ

　　心理学の実証的アプローチの基本を学びます。受講生は自ら実験者および

被験者となって実習を行い、目的、手続き、資料の収集と分析、結果の整理か

ら構成される心理学研究の基本的な流れを体得すると同時に、それらを文章

化してレポートにまとめます。レポート作成については、データ分析と添削の指導

を受けて、執筆要領について理解を深めます。

■心理学実験演習

　　学習指導要領に定められた小学校社会科の目標や学習内容に沿ってグル

ープで模擬授業を行います。教育実習で必要となる実践的な知識や授業の技

術を体験的に身につけます。個々に学習指導案を作成した上で検討を行い、

グループでどのような授業を実施するか検討したり、授業後に改善点を話し合

ったりする中で、小学校教師として必要な協働性も養います。

■社会科指導法

　　小学校教師に必要な教育方法に関する基本概念を形成し、学習を支援す

るためのコミュニケーションのあり方、子どもたちの関係づくりのための方法、授

業を分析し、実践していくための方法について学習します。

　　たとえば、子どもの学びを支援するために、授業におけるコミュニケーションを

どのように組織すべきか検討する、といった授業を行っています。

■教育方法論A (小 )
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2018年度卒業研究テーマの例

●児童の教師に対する信頼感の研究ー教師タイプに着目してー

●幼児期の子育て・家庭教育に対する保護者意識の変遷

●５歳児の対人葛藤場面における保育者の介入行動

教育・保育系

●透明性の錯覚の発達差の検討

●色彩の認知に伴う心拍変動に連想が与える影響

●日常生活の出来事が自尊感情の変動に及ぼす影響

心理系

●加減算の学習につまずきがある児童の数量概念の習得過程

  ー学習障害児を対象とした事例研究ー

●成人を迎えた障害者の家族に関する研究

  ーケアの移行に向けてー

●切れ目のない妊娠・出産・子育て支援の在り方について

  ー子育て世代包括支援センターが機能するためにー

障害・福祉系

●小学校高学年を対象とした統計教育に関する教材開発

   ー適切なグラフの選択に焦点を当ててー

●胎児期の音楽聴取の様相

  ー出生後の生理的データを基にー

●学校図書館の現状と今後の在り方

内容系

　　乳児期（３歳未満）の発達について学び、生活と遊びについて理解します。指

導計画を書くことによって、乳児理解や乳児保育実践のあり方について理解を

深めます。また、手作りおもちゃを作成することで、乳児の興味関心のある環境

を構成することを具体的に学びます。さらに、保育を省察・評価することによっ

て、保育を構築することの重要性を理解します。

■乳児保育Ⅱ

　　運動・身体表現活動Ⅰ（基礎）に続き、身体感覚の向上をめざした総合的

な保育活動を学習します。遊びを発展させ子どもたちと直接触れ合う学外実

践の準備・運営や相互評価等を通じて、豊かな自己表現と仲間と遊ぶ力を育

む保育の構想力を養います。交流協定校（パリ・エスト・クレテイユ大学）の教

員志望学生も来学し、表現の重要性をともに学びました。

■運動・身体表現活動Ⅱ （応用）

　　受講者が、特別支援教育の対象となる子どもたちに対する教育的支援およ

び指導について、他者との相互作用の観点から理解を深めることをねらいとしま

す。たとえば、「他者の仲立ちによる学び」について、具体的な授業場面について

理解を深めるべく、特別支援学校のある授業場面(DVD)を見ながら、課題を立

て、２、３人のグループに分かれて取り組むなどの授業を行っています。

■特別支援教育特論
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教育には限界がない。

中国の考え方から飛び

出して、もっと広い世界

に挑戦してみよう。

　 教育は生活のどこにでも存在しています。子どもの行動の繊細さ、思考

の瞬間すべては教育と言えると思います。私は教師になりたいという目標

をずっと持っていました。そのため、教育を学ぶために、福山市立大学を選

びました。しかし、入学から１年経って「教師になりたい」と簡単に言えないと

思うようになりました。なぜなら、知識・技能を磨いていくうちに、「責任」とい

う言葉の重さを改めて認識したからです。外国人が日本で教師になれるか

どうか、本学での学習を通して自分なりの答えを探してみたいと思います。

張 雅婷 
児童教育学科　教育コース
2018年入学
中華人民共和国遼寧省大連市出身

豊かな経験とともに、

子どもたちの

記憶に残る

保育者をめざして

　子どもたちの記憶にいつまでも残る先生。今の私がめざす、保育者の

姿です。本学の保育コースは、1年生から学外実践や表現アクティビティ

など、自分の力を付ける機会が多くあり、仲間たちとともに限りなく成長

することができます。また教育学部には、教育コースもあり、子どもの発

達を保育の面からだけでなく、小学校教育の面からも学ぶことができま

す。たくさんの経験を積み、子どもたちにとってより良い保育者になれる

よう、これからも仲間たちと共に学びを深めていきます。

守分 美優
児童教育学科　保育コース
2018年入学
岡山県立倉敷南高等学校出身

子どもの人格形成に

関わる職業。

仲間とともに

夢を叶えたい。

チャンスは自分で掴む

もの。

できることは無限大！

　 「子どもと共に成長し、学び続ける」これが私の考える教師像です。それに少

しでも近づけるように日々学びを深めています。本学では2年次から実地体験

活動があり、現場の雰囲気を早くから知ることができるだけでなく、少人数授業

なので先生や学生と密に関わり学ぶことができます。子どものころは漠然と教師

になりたいと思っていましたが、本学で学びを深めていくにつれてその目標がは

っきりと明確なものになりました。私もまだまだ学んでいる最中です。経験と反省

を繰り返して、将来現場で通用する教師になれるよう、成長していきたいです。

石塚 昂大
児童教育学科　教育コース
2017年入学
愛媛県立新居浜西高等学校出身

　 元々私は保育士になりたいと思い、本学に来ました。しかし、この大学で学んで

いるうちに、子どもに関わる仕事は保育士だけではないということに気づき、チャ

ンスがあればどんなことにも挑戦しようと考えるようになりました。実際に、障が

いを持った子どもたちの療育施設に行ったり、海外（カンボジア）での支援やボラ

ンティアをしたりしています。たとえ国を超えても、障がいを持っていても、それは

子どもたち一人ひとりの個性だと考えるようになりました。今しかない時間をど

のように過ごすかは自分次第です。有意義な時間を本学で送りませんか？

山本 汐織
児童教育学科　保育コース
2017年入学
香川県立丸亀城西高等学校出身

小規模ならではの

つながりがある。

そのつながりが

武器になる。

　　本学には学部や学年を超えた学生同士の活発な交流があります。ま

た先生方とも距離が近く、様々な相談ができます。

　これらのつながりは、多くの学びや成長に結びついていると感じていま

す。他者の意見や考えに触れることで、これまでの自分を振り返り、自

己が変容し、それが学びとなっています。この学びが、いかに貴重で重要

かを痛感する毎日です。どこまでも自分と向き合ってくれる人と顔を合

わせ、妥協せずに議論し物事を見つめる時間がこの大学にはあります。

山田 大貴
児童教育学科　教育コース
2016年入学
大阪府立花園高等学校出身

子どもたちに

“自分らしさ”

を育んでもらえるような

保育者をめざして

 　”自分らしさ”とはどのように獲得され、発達しているのでしょうか。それ

には環境が大きく関係していると考えます。特に幼少期の環境はその後

の人生の大きな基盤になるものだと思います。保育職は、そのような時期

にある子どもの環境の一部であり、やりとりを通して自分もまた発達する

という人間特有の職業だと感じます。この大学は、自身が望めば先生や学

生とのやり取りが広くできる大学です。それもまた、自分らしさが発達する

素晴らしい環境であると思います。

坂本 彩香
児童教育学科　保育コース
2016年入学
広島県立庄原格致高等学校出身
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都市の歴史　　都市基盤施設論　　都市計画論　　都市生活学　　   ミクロ経済学　   経営学総論　　マクロ経済学　　

　公共政策論　　地域経済論　　     都市社会学　　多文化共生論　　国際関係論　　

都市経営入門 　　都市デザイン入門　　社会学入門　　経済学入門　　地球環境入門　　都市経営ゼミ　　GIS演習Ⅰ

［キャリアデザイン（２科目）］　［体育・健康（５科目）］　［入門ゼミ（２科目）］

［英語（１ １科目）］　［中国語・フランス語・ポルトガル語（１ １科目）］　［コンピュータ・スキル（４科目）］

［人間と文化（７科目）］　［社会と経済（１０科目）］　［人間と自然（8科目）］　［環境と生活（９科目）］

海
外
語
学
研
修　

企
業
・
行
政
実
習　

都
市
社
会
実
践
演
習　
　

ま
ち
づ
く
り
計
画
実
践
演
習　

産
業
創
生
実
践
演
習　

環
境
開
発
実
習

土地利用計画

都市水環境システム

建築計画

建築都市計画法規

住宅政策論

環境人間工学

アーバンデザイン演習

まちづくり計画特講

行政学

金融システム論

マーケティング論 

経営分析

福祉開発論

環境経営学

経済思想史

経営戦略論

市民自治論 都市情報論　　

環境地理学　　

異文化コミュニケーション論　　

地域文化史 地域産業史　　

国際協力論 国際開発論　　

国際援助政策 英米社会論　　

アラスカ社会論 韓国・北朝鮮社会論

中国社会文化論 イスラーム社会論

ラテンアメリカ社会論

都市社会の心理　

都市交通政策

建築の歴史

都市景観論

生活環境論

生活空間学

GIS演習Ⅱ

地域と都市の防災

地方財政論

経営管理論

起業論

生活構造論

異文化経営論

地域産業論

食料・農業経済論

２０１９年度入学生カリキュラム

カリキュラムは一部変更する場合もあります



篠塚 麻貴
都市経営学科
２０１６年入学
佐賀県立致遠館
高等学校出身

　私が環境開発実習に参加したのは、海外に行き、誰もしていない経験をしたいという強い

思いからでした。アラスカの自然についてアラスカ大学の教授から学び、実際に見て触れて、

とても貴重な経験をすることができました。デナリ国立公園で絶景と様々な動物に遭遇でき

たこと、永久凍土トンネルの見学やラフティングなどの活動が強く記憶に残っています。実習

に行くにあたって英語が最も不安でしたが、英語の授業で楽しく学ぶことができ、実際に街に

出て英語でコミュニケーションするワークなどもあったので、苦手意識は薄れていきました。

たった２週間でしたが、過ごすうちに自然と英語力が上がっているのが分かり、とても嬉しか

ったことを覚えています。アラスカを知り尽くし、堪能できる機会は本学にしかないと思います。

実習日誌
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二宮 佳苗 
都市経営学科
２０１７年入学
愛媛県立大洲
高等学校出身

　この大学には人生設計を支援する授業が２つあり、「キャリアデザイン」、「企業行

政実習」をセットで受けることで、直接学んだことを活かすことができます。例えば、

キャリアデザインの授業内容から、４つの質問を自分で設定し、それを元に社員さん

の本音を引き出したり、人事の方の意見をお聞きすることができたりして、就活への

一歩をスムーズに踏み出せたと感じています。また、この実習ではインターンを実施

されていない企業に長期で学びに行くこともできます。２年生から受講が可能なの

で、周りよりも一歩早く就活を進めることもできます。私は実習先である広島化成さ

んとの出会いにより、特に会社はチーム体制で動き働いていること、海外などの様々

な経験を積んでおいた方がいいことを学びました。

実習日誌



　　経済学からみた政府の行動、金融市場の働きなど、公共政策を経済学の側

面より俯瞰し、都市・地域と公共政策のかかわりについて学びます。また、都市・

地域の中で展開されている現代の公共政策の実態を学ぶなかで、公共政策の

資源調達方法や費用負担のあり方、政策実現の主体や基準について考え、公

共政策の基本構成について理解を深めていきます。

■公共政策論

　　この演習では身近な特定のテーマを設定して、グループでフィールドワーク

等を実施することで都市計画的思考の実際を学びます。演習に当たっては学

生自らが演習の目標を設定し、演習計画を立てます。結果をグループごとにま

とめ、プレゼンテーションとディスカッションを行って、多様なまちづくりの解の存

在を理解します。

■まちづくり計画特講・まちづくり計画実践演習

　　都市空間を構成する建築相互の関係、広場空間がもつ意味性、人の動線

や景観などを様々な視点で観察、分析し、自ら問題を抽出しそれらの解答をデ

ザインする能力を養います。住宅、美術館、コミュニティ施設などの個々の建築

の機能を把握した上で、それらの複合施設や複数の建築を一つの区域内に関

連性をもたせて機能的に配置する設計を行います。

■アーバンデザイン演習

　　起業を行うには、多くの分野にまたがる幅広い知識を身につけることが必要

です。講義では、経済活動と起業との関係、起業家の資質、事業機会の評価、

ビジネスモデル、資金調達、成長戦略といった内容について具体的な事例を取

り上げながら、実務的な知識、ノウハウも取り入れて「起業活動」に関する包括

的な知識を身につけていきます。

■起業論
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■G I S演習

 　日本国内の自然環境の特性を、地理学的な視点から整理して学習します。

日本列島の成り立ちと地震・火山活動のしくみ、活断層・火山がつくる地形につ

いてや、気候変動によって生じた地形や植生の変化を学びます。また、瀬戸内

海沿岸地域の自然が地質や気候変動、人間活動の影響を受けて成立してい

ることなども学びます。

■環境地理学

　　21世紀型の新たな「持続可能な開発」（sustainable development)とは、ど

のようなものとしてあるべきかについて、身近な地域社会の問題を題材に実践

的に調査して学びます。人口減少社会において課題をとらえ、その上であるべ

き地域のあり方をどのようにすすめるかという21世紀的な本テーマについて、学

生自らの目（調査）で実際に捉えます。

■都市社会実践演習

2018年度卒業研究テーマの例

福山内港における汚濁と水質改善の変遷に関する研究

人口減少社会においてコンビニエンスストアが担える役割について

水道事業における官民連携の果たす役割について

ー備後圏６市２町を事例にー

避難生活におけるプライベート空間の確保と静音環境の保持について

日本の倉庫、工場におけるコンバージョン建築のデザイン手法

立体緑化都市ー地方都市市街地における生産的緑地の可能性についてー

二上りおどりから見る、現代の伝統芸能の在り方についての調査

ー旭丘学区自治会連合会を例にー

日本で働く外国人労働者の現状

日常的な移動手段が高齢者の日常生活活動能力に及ぼす効果

観光農園の類型別に見た地域経済との関わりに関する研究

中山間地域の限界集落における持続可能なまちづくり

ー広島県庄原市をフィールドとしてー

地方自治体が行う食品安全についてのリスクコミュニケーションに関す

る研究

日本のODAの未来の可能性

フリードリヒ・フォン・ハイエクの自由主義思想と理想的福祉国家像

日本型ニュータウンに関する研究ーハワードの意志を継ぐ都市像とはー

　　GISは、位置情報をもつデータを、作成、管理、加工、分析、可視化するため

の情報技術です。演習では、人口、土地利用など様々なデータを使い、地域や

地区といった様々な空間レベルで、データを可視化する技術を身につけます。

更に、地方都市が抱える問題（中心市街地衰退、中山間地域の過疎化、公共

交通の衰退など）を取り上げ、GISを活用してその実態を把握するとともに、問

題解決のための思考を養います。
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　　都市経営学部と聞いてどのようなことができるのか想像しづらいと思

います。実際に私たちは工学、経済学、社会学などの多様な視点から「ま

ちづくり」について考えていきます。このように複数の視点から幅広い学

びができることによって、社会に出た時にも大切になる多角的に考える

力を大学生活で身につけることができます。また、地域密着型の大学で

あるからこそできる経験や学びがたくさんあります。様々な地域の行事

に関わりながら、自分自身の成長を実感できる学部で、一緒に学びまし

ょう！

江頭 華乃
都市経営学科
2018年入学
広島県立福山誠之館高等学校出身

　　この学部は、都市社会の問題を最初の2年間で「計画・デザイン」「経

済・経営」「共生・開発」の3つの領域から幅広く学び、3年目でより興味

がある領域を専門的に学ぶことができます。そのため、様々な領域を学

ぶことで将来の可能性を広げることができます。

　　また、都市社会について考える際、福山市はもちろん、様々な都市の

良さを学べます。私は講義の中で福山市と自身の出身地の魅力を知る

ことができました。みなさんも、都市経営学部の学びから将来と向き合

い街の魅力を発見してみてください。

加藤 聖奈
都市経営学科　
2016年入学
愛知県立西春高等学校出身

　　この学部は「計画・デザイン」「経済・経営」「共生・開発」の３つの広い

領域を学び、そこから自分が学びたい学問について、しっかりと理解を深

められる学部です。自分はもともと「計画・デザイン」に興味があり、この

大学に入学しましたが、最初に他の２つの分野もしっかり学ぶことで、い

ろんな考えや夢を持った友人にも出会え、とても刺激的な大学生活を

送れています。将来どんな仕事に就こうかと悩んでいる方や、まだ大学

で学びたいことが絞り切れてない方も、きっと学びながら自身がしたいこ

とが見えてくるはずです。

村上 周作
都市経営学科
2017年入学
広島県立福山明王台高等学校出身

　　私は優柔不断な性格で、経済や経営についても学びたいし、何かを

作ったりデザインすることもしてみたいと思っていました。そんな中、見つ

けたのがこの大学でした。経済・経営と共生・開発、計画・デザインの３

領域を学べるということで、私にぴったりだと思いました。自分の興味あ

る分野に重点を置きながら他の分野も学ぶことができる、この学びの幅

広さにとても満足しています。幅広く学ぶからこそ、自分のしたいことや

りたいことが見えてきます。自分の可能性を広げられるのはこの学部の

魅力だと思います。

平林 純里
都市経営学科　
2017年入学
岐阜県立加茂高等学校出身

　　高校生のころ、周りが将来の夢をはっきり決めて進路を選ぶ中で、漠

然としかやりたいことが見つからない自分が嫌でした。この学部を選ん

だのは、ひとつの視点や分野にとらわれず様々な事が学べると思った

からです。実際、講義や友人との会話の中で、自分の知らない世界や考

えが、大きく広がるのを感じています。これと決めた夢がないことは弱さ

ではありません。この大学は、それを様々なことに興味を持って取り組む

チャンスに変えてくれます。そしてその経験の中で、自分が本当に好き

な事を見つけられる場所だと思います。

八重尾 里奈 
都市経営学科
2016年入学
愛知県立御津高等学校出身

学びから、自分の将来の

可能性を見つけられる。

街の魅力に気づくことが

できる。

　

自分が学びたいこと

だけでなく、幅広い

考え方を得ることが

できる大学。

決め切らなくてもいい。

学びながら見つける、

自分の可能性。

　

目標や夢が漠然として

いることは弱さではない。

それを見つけられるのが

この大学だと思う。

　

　　私はこの大学で、都市をマクロな視点とミクロな視点で捉えることを

学び、新たな観点から都市を見ることができるようになりました。また英

語や中国語なども楽しく学んでいます。その上この大学は４学期制で、無

理なく学問を修めていけるのも良い所だと思います。頭を休めたい時や

空き時間には図書館で映画を見るのもおすすめです。尊敬できる友達

もいて、笑いの絶えない日々を過ごしています。本学に来て本当に良かっ

たと心から思います。

高平 一世
都市経営学科
2018年入学
岡山県立倉敷南高等学校出身

まちと関わりながら

自分自身が大きく成長

できる。

都市経営学部の醍醐味。

　

手にしたのは

「知識」と「友」という

財産。ここに来て

本当に良かった。





名前

◆主な担当授業

①研究テーマ　②研究内容の紹介　③受験生へのメッセージ

専門分野

教育心理学

◆教育制度論

◆特別活動論

◆教育心理学

◆幼児の理解と発達相談

教育制度  

①教育政策の形成過程分析　

②現在も続いている、「教育改革」のさまざまな政策が具体

化していった過程を、歴史的な手法で分析しています。

③子どもや仲間とさまざまな活動で関わり、いっぱい対話し

て本を読み、自分の思い込みを疑い、じっくり考える。こん

な、熱さだけではなく冷静さも経験していける、知的によ

くばりな大学にしたいと思っています。

小野 方資
①学習・対人交渉場面の自己主張方略や感情制御

②学びには様々な形態があります。近年は、遊び場面や協

同問題解決場面における学びを引出す仕組みについて

考えています。

③子どもの資質や能力を高めるにはどうしたらいいのでしょ

う？子ども自身が「わかった」「もっと知りたい」と感じるよ

うな教育について一緒に考えましょう。

倉盛 美穂子

◆音楽科指導法　　

◆音楽教育特論

音楽教育

①音楽科における教師の価値観について

②音楽指導の内容に深く影響している教師の価値観の形

成と変容の様相に着目するとともに、音楽科教育の内容

と在り方を問う研究を行っています。

③演奏技術の有無にかかわらず、誰でも「音楽する」ことが

できます。音楽を楽しんだり、より深くかかわったりするた

めに、学校教育や幼児教育において音楽をいかに扱うべ

きかを一緒に考えましょう。

古山 典子 ◆家族とジェンダー 

◆家庭科指導法

家庭科教育  

①家族生活教育/母親・父親への育児支援　

②家事、子育て、自尊感情、アサーション、ジェンダーなど家

族の学びを、小学校の授業や講座で行い効果等などを

研究。

③21世紀は人権と環境の世紀といわれています。家族や

地域を大切にしながら、地球規模で考究するのに、自然

に恵まれた中核都市・福山はとても良い学習環境です。

福山ならではの味も家庭科の実習でご紹介します！

正保 正惠

障害児臨床学

◆知的障害者指導論 

◆障害者発達診断法

障害児心理学  

①心理学的観点からの障害児の学びの支援　

②知的障害や発達障害のある人の学びを支援する方法お

よびその一環としてのアセスメント方法の検討　

③「特別支援教育」の「特別」ってどういうこと？「特別なんだ

けど特別ではない」そんなふうに私は思っています。皆さ

んも実際障がいのあるお子さんにしばらくかかわってみる

ときっとそのように思うことでしょう。

今中 博章
◆言語・コミュニケーション

　　障害指導論 

◆発達障害評価・支援法特論

①言語障害および高次脳機能障害の評価と指導法　

②言語発達障害や失語症、認知・学習障害の方を対象に

認知神経心理学的手法を用いて、評価と指導法の開発

を行っています。 

③人が言葉を介して通じ合えることの不思議さ、奥深さに

興味を持って研究しています。皆さんも学問との出会い、

学友との出会いから何か打ち込めるものをこの大学で探

してみませんか。

伊澤 幸洋

◆図画工作科指導法
◆絵画造形表現特論

美術教育

①美術教育における絵画および造形表現と美術文化 

②（1）現代の絵画造形に関する作品研究と作品制作。（2）

表現と鑑賞の中で、子どもの主体的な活動へと繋ぐ教

材の展開方法。（3）地域の美術文化を再認識し、美術教

育との連携の可能性を探ること。

③子どもたちに造形の楽しさを伝えるには？ まずは自らが

手を動かしながら描く・作る・感じること。そこからしっかり

と考えてみましょう。

渋谷 清

◆運動・身体表現活動Ⅰ・Ⅱ

◆保育内容（表現A）

◆フランス語Ⅰ～Ⅲ

表現教育

①フランスの保育学校研究、保幼小接続研究

②子どもの主体的体験活動と表現を重視したフランスの

保育学校実践と、育ちと学びの連続性の観点から保幼

小接続について研究しています。

③人間は表現する力を持って生まれてきます。あなた自身

が持つ素敵な表現力と子どもの表現が輝く瞬間を感じ

取る力を磨き、その発達過程を理解するためにともに学

んでいきましょう。

大庭 三枝

◆算数科指導法 

◆数学教育学特論

算数教育

①数学の認知過程に基づく算数科の教育課程

②子どもの認知を明らかにすることは、指導計画・指導方

法の方向を明確にする。その認知の研究を基にした教育

課程の研究を行っている。

③「１＋１は何で２になるの？」子ども達のつぶやきは、素朴な

時があります。ですが、子ども達なりに、論理的に考えて

います。それを受け止められる教員を目指していきましょ

う。

太田 直樹

◆青年心理学
◆キャリアデザインA
◆生徒指導論

青年心理学  

①青年期におけるアイデンティティ/キャリア発達　

②青年期における移行の心理より、学生の自分から社会

人の自分への発達や、「おとなとは」について研究してい

ます。 

③青年期は人生の中でさまざまな問題を抱えるとともに、

社会環境と大いに関わる時期です。自分たちの経験を大

事にしながら、その経験を客観的にとらえることが大切に

なります。一緒に学び考えていきましょう。

髙澤 健司 ◆子ども家庭福祉 

◆障害者の福祉と教育

障害児教育福祉学

①障害児の生涯発達支援/社会的養護の内容　

②発達障害児や被虐待児を含む発達に困難をかかえた子

どもの生涯にわたる支援のあり方や支援システムに関す

る研究。 　

③保育者や教員は、発達に特別な困難をかかえた子ども

の理解なしには、成り立たなくなっています。子どもに対

する広い視野と強い熱意をもって保育・教育したいと考

えている人にぜひ入学してもらいたいと期待しています。

髙橋 実

◆保育原理

◆保育者論

幼児教育学

①保育における子ども理解、保育実践と省察

②保育者・教師の専門性の一つである子ども理解につい

て、メンタルモデルの概念を導入し、その可視化に取り組

んでいます。

③同じものを見ても人はそれぞれ違う感じ方、解釈をしま

す。子どもを捉える自分の視点を客観的に捉え、多様な

子どもの見方を一緒に学びながら身に付けていきましょ

う。

上山 瑠津子

小児医学  

①発達支援関連研究・小児科領域疾患の疫学研究

②教育学に関連する現代社会をとりまく子どもの心身の問

題や発達障害、小児科領域の種々の疾患などの研究を

検討しています。

③教育学を志している若い人達の夢の実現の一助になれ

ればと考えています。研究を通して、子どもたちの未来が

より豊かなものになるように、この大学で一緒に学んでみ

ませんか。

西山 逸子 

教育学部長

◆保育内容総論A　

◆保育実践理論研究特論　

保育学

①アタッチメントの形成と保育

②日本の伝統的子育てに焦点を当て親子関係や保育者と

の関わりによる、よりよいアタッチメントの形成と信頼関

係の基礎について研究する。

③子どもは、私たちにとって未来そのものです。子どもの育

とうとする力を信じ、寄り添いながら、子どもの成長に関

われることは、保育者として大いなる喜びであります。

小林 小夜子

◆子どもの保健 
◆病弱者の生理・病理
◆肢体不自由者の生理・病理



◆地域福祉論　

◆子ども家庭支援論　

教
員
紹
介

◆保育内容（言葉）
◆国語教育学特論A

国語教育・保育内容（言葉）

①「子どもの論理」に関わる教育研究

②保育・教育現場で、子どもが表出する言動および行動の背景

にある、子どもそれぞれが内在させている「子どもの論理」に

関わる、保育・教育実践に注目した研究をおこなっています。

③子どもの笑顔のために、何が必要なのか、何をなすべきか、何

ができるのか…一緒に学び、考えていきましょう。そして、自分

なりの問いや思い、考えを見つけて、新たなステップへと進み、

楽しく研究をしましょう。

春木 憂

社会福祉学

野口 啓示

◆教育学　

◆道徳教育論

教育方法学

①身体の教育思想史（ドイツ教育思想・日本の古典的文化論）

②人間をめぐる不思議の思想や歴史を扱っています。大学で

の修学と人生の経験を合わせて、身体の教育思想を歴史的

な観点から、読み解いています。

③身体というのはよくわかったはずの自分の体ですが、でもそ

こにはいろんな不思議が詰め込まれ、広がっています。誰もが

知っていることではなく、自分がわからない、誰に聞いても答

えの出ないことを扱うのが大学での学びと思ってください。

弘田 陽介

◆発達心理学 

◆発達心理学特論

国語教育

①感情を表現した比喩の理解の発達　

②比喩の理解には比喩で表現される対象についての知識

が反映されます。感情を表現した比喩の理解に注目し、

感情に関わる知識の発達を研究しています。

③心理学に関係する現象は私たちの身のまわりにあふれて

います。なぜそのようなことが起こるのかという素朴な疑

問からでいいので、心理学の世界に関心を持ってもらえ

ると嬉しいです。

松尾 浩一郎

◆乳幼児心理学 

◆保育内容（人間関係）

理科教育  

①幼児期の描画における表象理解の研究　

②幼児期の描画を産出物や発話などから検討すること

で、子ども自身が自分の絵をどのように理解している

か、どのような表現を使用するかを研究しています。

③講義やゼミを通して自分なりの「問い」を持つことは難しく

もとても楽しいものです。私はこれまで、子どもの楽しさ、

不思議さから問いを立てて研究をしてきました。みなさん

と共に面白い研究ができることを楽しみにしています。

山田 真世

◆初等国語

◆国語科指導法

臨床心理学

①「話すこと・聞くこと」の教育研究　

②「こんな授業をしたい！」と願う教師の思いの背後にある経

験的・学問的な知に注目した、授業づくりのための研

究です。 

③目の前の子どもたちを見つめ、「こうなってほしい！」と願う

ことから授業づくりは始まります。子どもが教えてほしい

ことと、教師が教えるべきこととを少しでも近づけるため

に、一緒に学んでいきましょう。

森 美智代 ◆教育相談

◆臨床心理学特論

幼児心理学

①アタッチメントとパーソナリティ形成

②親子関係をはじめとする重要な他者との心の「絆」が、世

界の「捉え方」にどのような影響を与えているのかを探っ

ています。

③我々は「心」の働きによって行動を起こします。それでは、

「心」とは一体何でしょうか。複雑でとらえどころのない

「心の世界」を一緒に探ってみませんか。

山口 正寛

◆社会科指導法

◆総合的な学習の時間の

　　指導法　

社会科教育  

①国際教育に関する実践的・実証的研究

②国際教育に関する興味・関心、学習動機、授業改善、カリ

キュラム分析等を中心に研究をしています。

③教育の現場では、グローバルな視点を持って実践できる

教師が必要とされています。大学で活きた学問を学び、

より広い視野で考えることができるように一緒に学んで

いきましょう。

林原 慎

◆心理学 

◆生理心理学特論

生理心理学

①睡眠覚醒リズムの生理心理学的研究

②人の生体リズムと入眠状態の生理心理学的特徴の解明

及び、自閉スペクトラム症児者の生活リズムや調整機能

に関する研究を行っています。

③学びは生活を豊かにしてくれます。心理学や科学につい

ての学びが実りある未来への糧となるよう、沢山の情報

を採り入れながら、皆さんと向き合う時間を楽しみに待っ

ています。

平野 晋吾

教育哲学・教育史  

◆教職論　

◆教育課程論A（小） 

◆教育方法論A（小）

発達心理学  

①授業構成に関わった教師の実践的知識の探究

②教師が経験の中で形成する実践的知識について、実践

の履歴の理解を目指した個人誌的方法に基づきつつ事

例研究を行っています。 

③教育・保育に関わる専門職には、知的能動性が求められ

ます。自ら問いを立て、リサーチし答えを見つけていくとい

う構えです。こうした知的能動性を、大学で皆さんが身に

つけていくことを願っています。

藤原 顕

◆教育原理

◆家族の歴史　 

◆教育史特論

教育史

①近現代日本の産育と教育の歴史

②近現代の日本において、子どもを産み育てる営みにどの

ような変化が生じ、それをめぐる施策と運動がどのように

構築・実践されてきたのかというテーマについて、実証研

究を行っています。 

③大学での学びには、「正解」はありません。さまざまな人と

の出会い、学問との出会いから、あなたの学生生活を創

造してください。

吉長 真子

2019年4月現在

◆入門中国語Ⅰ・Ⅱ

◆言語表現活動　 

◆保育国際比較特論

①多文化環境における幼児の言語発達と教育方法

②幼児教育・保育の日中比較/多文化教育・保育、母語保

持・バイリンガル教育/外国語教授法・カリキュラム論

③20世紀末からの経済のグローバル化が、世界に「多文化

共生社会」への大きな変動期をもたらしました。新しい時

代に求められる教育・保育を担う専門家を目指して、叡

智の翼を身につけ、大空を羽ばたきましょう！

劉 郷英

比較教育

①児童虐待を受けた児童およびその家族への支援

②社会的養護のフィールドで、児童虐待への支援の在り方

を研究してきました。地域支援、そして親子の分離保護

が必要な場合のケアの在り方を科学します。

③私たちの暮らす社会がこれからも持続するには、子ども

を産み育てるということをしていかなければなりません。

現代は安心して産み育てられる社会になっているのでし

ょうか。いっしょに考えていきましょう。

特別支援教育学

吉井 涼 ◆特別支援教育総論 

◆インクルージョンの歴史

①日本と外国の障害児教育史、インクルーシブ教育

②主に日本とアメリカを対象に、障害のある子どもたち

がどのように教育・生活していたのかを歴史的に研究

しています。 

③大学では疑問に思ったことを深く考える時間があります。

一緒に考えましょう。

山中 真悟 山西 正記 ◆初等体育 

◆体育科指導法

①リズミカルな周期運動にみる個人間協応ダイナミクス　

②クルト・マイネルは「リズムは伝染する」と提唱する。この

提唱に工学的な手法で接近するべく、個人間で共有さ

れる運動構造の伝播機序を検証している。

③できなかった運動ができるよういなったとき、子どもの

「まなざし」は力強く輝きます。できるだけ多くの「できた」

が生まれる体育授業の展開法を一緒に考えてみましょ

う。

体育教育  

◆理科指導法 

◆初等理科

①理科授業のデザインや教材開発　

②理科の概念形成や資質・能力の育成など、目的に応じた

教材や学習指導法を開発するとともに、その効果を検証

する。

③理科の学習は楽しいだけでなく、自ら考え生きる力を育

むものである。理科教育の基礎理論を学ぶとともに、実

践を通して授業づくりを学んでいって欲しい。



◆土地利用計画

◆生活環境論

◆GIS演習Ⅰ・Ⅱ

①持続可能な土地利用政策と交通政策に関する研究　

②皆が生活しやすい都市にするためには、限られた土地

（空間）をどのように利用し、どのような交通サービスを提

供していけばよいかを研究しています。

③我国の都市は、人口減少、少子高齢化、財政制約、地球

環境問題などの問題に対応しつつ、持続可能な都市経

営への転換が迫られています。そのために必要な土地利

用や交通の政策を一緒に考えましょう。

大門 創

名前

◆主な担当授業

①研究テーマ　②研究内容の紹介　③受験生へのメッセージ

専門分野

◆国際協力論

◆国際援助政策

◆国際関係史

国際協力論

①教育分野における国際開発・協力　

②ミャンマー、ベトナムの高等教育改革・開発：人の国際・

国内移動（留学生、高度人材、技能実習生、地域おこし

協力隊など）

③現在世界では地域紛争やテロが各地で増加しており、混

沌した様相を見せてきています。従来の発想では解決で

きない問題ばかりですが、将来を担う皆さん、一緒に考え

て行きましょう！

上別府 隆男

◆都市計画論

◆住宅政策論

◆建築都市計画法規

①都市および地域計画/都市計画制度/建築法制史 

②都市計画コンサルタント実務経験に基づき、各都市のま

ちづくりの改善およびまちづくりの制度のあり方を研究し

ています。 

③諸君はどんな都市に暮らしたいですか。そのイメージを実

現するのが都市計画です。実社会と向き合い、課題解決

と夢を形にする提案力を学びます。その成果は、どんな

職業、どんな場面でも活かせます。

岡辺 重雄

都市政策論

◆公共政策論

◆地方財政論

◆ミクロ経済学

①持続可能な都市発展の総合政策

②持続可能な都市のための公共政策、社会的金融とコミュ

ニティ開発、地域経済の内発的発展の条件と過程などに

取り組んでいます。

③21世紀の都市は、住み心地のよい回復力のある地域を

住民の主体によって造りだしていく新しい挑戦の過程に

あります。その都市政策を切り開いていくパイオニアにな

りましょう。

金 淳植

◆都市景観論
◆生活空間学

都市景観学

①良好な都市景観形成手法　

②何をどのように制御すれば「美しい」景観をつくることが

できるのか。特に色彩をテーマに取り上げて研究していま

す。

③デザインとはさまざまな条件をすべて満たす解決策を考

え出す行為です。そのためには理系、文系、芸術系という

これまでの枠を超えた広く深い知識と技術が必要です。

21世紀にはデザインの力が必要とされています。

近藤 桂司 ◆環境地理学 
◆自然誌実習

自然地理学  

①高山・極地の地形と永久凍土/ジオツーリズム

②山岳地や極地に行って観測を行い、地形や永久凍土の

なりたちや、その影響を受ける植物の分布を調べてい

ます。 

③大学で学ぶ対象は、教室を飛び出した野外にもたくさん

あります。自分の足で歩き、自然を観察することから始ま

るフィールドワークの醍醐味を一緒に楽しみましょう！

澤田 結基

◆マーケティング論　
◆経営戦略論 

マーケティング論

①商業施設、交通結節点のビジネスシステム研究　

②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

について研究しています。

③地域に賑わいをもたらす「商業」（器）と「交通」（管）。どの

ように組合わせたら、地域を活性化することができるの

か？本学で知恵を持寄り、ビジネスモデルを思考してみま

せんか？

池澤 威郎

都市計画学

◆起業論
◆会計学概論

起業論  

①ベンチャー企業を支援する金融に関する研究

②ベンチャー企業が簇業するエコシステム形成に必要な金

融システムとは何か、現在はクラウドファンディングの実

態を追いかけています。

③ベンチャーなんて自分とは関係ないと思う皆さん、自分が

起業をしなくても社会人になるとこれら企業と接触する

機会は多々あります。ベンチャー企業とは何か、一緒に勉

強しましょう。

玉井 由樹

◆社会思想史
◆科学史・科学哲学

経済思想史

①19－20世紀転換期の社会・経済思想史と科学史

②19世紀中葉から20世紀前半の社会・経済思想史と科学

史(物理学や生物学)との関係、現代の経済・環境思想に

ついて研究しています。

③「自由な思考・学問の場」として大学を存分に活用し、既

存の価値判断にとらわれないクリティカルな「知」と「想像

力」を鍛えられることを期待しています。

桑田 学

英語教育   

◆英語コミュニケーションA   ◆上級英語 Ⅰ・Ⅱ

①Communicative Teaching Resource Design and 

Development  

②Imaginative approaches to communicative language teaching - 

from practice to  production.

③Come and develop your practical English skills in these 

supportive and dynamic interactive language courses.　I 

look forward  to  seeing  you  in  class!

Stephen Hampshire

◆化学と環境 

◆都市水環境システム

環境工学

①水の最適な循環・処理システムに関する研究

②水を有効かつ効率的に利用するシステムづくり/汚れた

水を飲める水や再利用できる水にする処理技術に関す

る研究　

③21世紀は水の世紀と言われています。なぜでしょう。都

市の水システム、ビジネスなど、楽しく探求しましょう。水

をキーワードに社会に何ができるか一緒に考えてみませ

んか。

堤 行彦
都市経営学部長

地域経済学

◆地域経済論

◆社会調査法

①食料供給・消費の社会・経済的課題に関する課題

②「安全な食品を安定的に消費者に届ける」仕組みについ

ての研究をしています。農業、食品製造業、流通業、外食

産業、行政機関の機能と課題を探っています。

③「すべて学生には翼がある」この言葉を贈ります。大学は

皆さんがこれまでに培ってきた土壌の上に、知力の花を

咲かせる場所です。大学をフィールドとして、大いに飛ん

でください。

清原 昭子

地域づくり計画学

◆地域と都市の防災　

◆フィールド情報学

①土砂災害に関するハード対策、ソフト対策

②土砂災害の原因となる土石流の流下実態や災害後の復

興状況等に関する研究を行っています。

③近年は自然災害が多発していますが、気候変動により将

来はさらに災害リスクが上昇するといわれています。その

中で、防災・減災に向けて何をしたら良いのか一緒に考

えてみませんか。

加藤 誠章

都市防災

◆数理の世界
◆環境と物理 

◆情報演習Ⅰ・Ⅱ

物理学  

①カオス系の数値解析と人間情報に関する研究　

②自然や社会のさまざまな現象を数学・物理学･計算機シ

ミュレーションを用いて解析し可視化することにより、複

雑な現象に潜む法則性を解明しています。

③社会で生きるには、自主性、分析力、コミュニケーション

力が大切です。そのためには、科学的思考に基づき自然

や社会を理解し、国際感覚を身につけることが求められ

ます。一緒にこの大学で学んでいきましょう。

石尾 広武



◆都市交通政策

①人口減少・少子高齢社会の都市活動・人の行動

②人口減少・少子高齢社会における都市活動・人の行動

の特性や、それを支える都市基盤・交通のあり方に関す

る研究に取り組んでいます。

③将来の都市基盤や交通政策を考えるためには、まず、都

市活動や人の行動の特性を把握することから始めます。

従来の枠組みにとらわれない柔軟な発想で都市経営を

一緒に考えましょう。

渡邉 一成

地域史研究  

◆瀬戸内の歴史と文化

◆地域文化史
◆地域産業史

①鉄文化研究、歴史文化を活かした地域づくり

②前近代における鉄・鉄器生産について、主に考古学的な

調査・研究を通して、その実態解明に取り組んでいます。

③「歴史学」とは、単に過去を探求する学問ではありませ

ん。過去の情報から現代社会の生き方や、将来の進むべ

きヒントを私たちに教えてくれる学問なのです。一緒に

“温故知新”を楽しみましょう！

八幡 浩二

経営学  

◆経営管理論 
◆現代の経営

①企業倫理およびCSRの実践可能性に関する研究

②自律的な働き方やワークライフバランスを後押しできる

雇用システムのあり方、人的資源管理について研究して

います。

③大学ではこれまでに自分が知らなかった学問や知識の

世界、そして社会の動きに触れて「もっと知りたい！」と思

った時に学びと成長が始まります。たくさんの未知との出

会いを楽しんで下さい。

榁田 智子
◆地球の進化

◆地球環境入門

①断層破砕帯の地殻変動と地下水流動の解析

②地殻変動や地下水流動の観測値を用いて、地震や降水

が引き起こす断層破砕帯の力学的特性や透水性の経

年変化について調べています。

③地震などの自然災害や地球温暖化などの環境問題が

重大なテーマとなっています。地球環境について学びなが

ら、自分達の将来のあり方について考えてみましょう。

向井 厚志

教
員
紹
介

2019年4月現在

◆国際関係論

◆国際開発論

◆韓国・北朝鮮社会論
①東アジア国際関係論、韓国・北朝鮮地域研究　

②朝鮮半島を事例に歴史学と政治学の往還を志向する研

究に取り組んでいます。近年は、朝鮮半島の安全保障問

題についても研究しています。

③トランプ政権の始動、中国の海洋進出、北朝鮮の軍事挑

発、韓国内政の混乱等、日本を取り巻く国際環境は激変

しています。この激動の時代を読み解く術を一緒に学び

ませんか。

松浦 正伸
◆総合英語Ⅰ～Ⅳ

◆ビジネス英語Ⅰ～Ⅲ

◆英米社会論

英米文化論

①地域における多様な人々への支援の研究

②地域に暮らす多様な人々の高齢化とその支援、そして居

場所についての研究をしています。

③大学4年間は短いです。大学内の人たちだけでなく、多様

な地域の人たちに出会い、話をして、どんどん知識を吸収

してください。

牧田 幸文

◆都市社会学　

◆市民自治論

都市社会学  

①アメリカにおけるコミュニティプランニング/都市内分権の研究

②日米のコミュニティプランニング、サステナブル、市民直接

立法。実践で「住民の手による自治基本条例」を本邦初

監修・達成。

③ワシントン大学の連携教授としても、市民の考えを社会に

直接実現させる大切さを痛感しています（community 

planningなど）。それに基づいた、「暮らしやすい持続可能な

社会」をつくりあげてゆく研究と実践を一緒にしましょう！

前山 総一郎
◆健康・スポーツⅠ・ⅡA～ⅡC

◆健康科学
◆環境人間工学

スポーツ科学  

①運動および環境変化における生理的応答　

②暑いと汗をかきます。寒いと体は震えます。こうして体温

は維持されています。内外環境の変化や運動に対処す

る生体の機能を、実験や測定を通して考察します。 

③何をやるにも身体が資本です。様々な環境で生活するた

めには体力が必要です。体力科学に基づく理論と実践を

以って適切な健康づくりを考えてみましょう。

林 聡太郎

都市交通工学
◆社会学入門

◆多文化共生論
◆異文化コミュニケーション論

共生社会論

①相互行為の理論研究と共生の調査研究　

②日本社会における、多様な民族や文化の人びとが共

に生きるあり方を研究しています。またコミュニケーショ

ンの理論的な研究も行っています。

③本学部は、「学生自ら問いを探し、行動し、考え言葉にす

る力」を重視しています。講義やゼミを通じて、一緒にそ

れらをみがいていきましょう！

山口 健一

地球環境学

国際関係論

◆マクロ経済学
◆経済学入門

①持続可能な地域社会の構築を目指した産業連関分析

②持続可能な地域社会の構築が私の大きな研究課題で

す。主に産業連関分析の手法を用いて産業、消費生活、

環境対策などの地域経済分析を行います。

③大学では目先の利害にとらわれることなく自分を磨いて

ほしいと思います。どの大学を出たかではなく、大学で何

をしてきたのかが今後の長い人生を大きく左右するはず

です。

長谷川 良二

経済学  

◆地域産業論

◆産業創生実践演習

地域産業論

①地域産業の存立構造に関する研究

②地域産業の存立構造について、経済的な側面からだけ

でなく、そこで働く人々の社会的な関係等にも注目しな

がら研究を進めています。

③私たちの暮らしの中には、正解のない問いが沢山ありま

す。大学では、そうした問いに挑むことのできる「考える

力」を養ってもらいたいと思います。

塚本 僚平

◆都市社会のデータ解析※

◆統計の世界※

①都市気候分析/環境共生型の都市・地域づくり

②数値シミュレーションと実測調査を用いた都市気候の分

析や、自然環境資源を活用した都市・地域のあり方につ

いて研究しています。

③持続可能な未来の実現には、データを分析してその場所

の環境を知り、都市・地域づくりの中で活かすことが大事

です。環境と共生した都市社会のあり方を一緒に考えて

いきましょう。

横山 真

都市解析

◆都市社会の心理

◆都市社会実践演習

①認知科学、認知症フレンドリー社会

②人が有する認知機能や社会性などの基礎研究から、超

高齢化社会における地域社会のあり方という応用研究

まで、幅広く研究しています。

③大学ですごす４年間はそれ自体が特別な時間でもあり、

将来の生き方を形付ける原点にもなります。それぞれが

持つ好奇心や探究心を成長させ、色々なことに挑戦しま

しょう！

松田 幸久 

社会心理学

◆都市の歴史

◆都市生活学
◆建築の歴史

都市生活学

①地方都市市街地空間の形成・発展過程　

②地方都市の都心や郊外の形成・発展過程と現状の課題

について、歴史とまちづくりという観点に根ざし研究をす

すめます。 

③現代の経済・経営学や社会学を学ぶには数学が必要不

可欠です。都市工学の研究では国語や歴史・社会・文化

の教養が大いに役立ちます。どのコースを目指す場合で

も、文系・理系に偏らず学習を進めましょう。

西川 龍也
◆建築計画

◆アーバンデザイン演習
◆設計製図Ⅲ

建築計画

①建築や都市の空間構成の研究、建築設計

②快適で美しい空間の構成原理について研究し、インスタ

レーションや空き家利活用などの実践的なプロジェクトで

再現しています。

③木漏れ日や気持ち良い風などの空間の表情に気付き、

自分の好きな空間がどのように形成されているかについ

て、インテリアや建築、都市のデザインを通して一緒に考

えてみませんか。

根本 修平

※2020年4月以降担当予定





１2月

●オリエンテーション ●オリエンテーション ●オリエンテーション

●教員採用試験模擬試験

●公務員地方上級型模擬試験

●簿記２級・３級対策講座（全４７回）

●教員採用試験説明会（岡山県教委）［２年生］

●職務適性テスト［２年生］

●就職ガイダンス（業界・職種研究①）［２年生］

●就職ガイダンス（就職活動に向けて）

●教員採用試験説明会（岡山県教委）

●保育職模擬試験

●就職ガイダンス（業界・職種研究①）

●就活中間チェック講座

●教員採用試験模擬試験

●保育職模擬試験

●公務員市役所型模擬試験

●就職ガイダンス（ナビ活用インターンシップについて）［２年生］

●公務員対策講座（全４回）

●SPI　WEB体験

●就職ガイダンス（ナビ活用インターンシップについて）

●SPI3模擬試験

●公務員対策講座（全４回）

●就職ガイダンス（社会人基礎力）［２年生］

●新聞の読み方講座

●保護者説明会（全学年対象）

●新聞の読み方講座

●インターンシップ　　

●マナー講座

●就活リ・スタート講座

●就職ガイダンス

  （夏休みを利用した業界・企業研究、自己理解）

●SPI対策講座（２日間）

●キャリアセミナー（公務員編）福山市役所 ●業界研究セミナー（２０１8／３卒、内定先）

●民間企業内定者による体験報告会

●就活リ・スタート講座

●SPI　WEB体験［２年生］ ●就職ガイダンス（就活基本知識、ポータル活用、求職票）

●公務員共通模擬試験

●就職ガイダンス（面接対策講座）

●キャリアセミナー（保育士編）福山市役所

●教員採用試験対策説明会

●教員採用試験説明会（広島県教委）

●就職ガイダンス（業界・職種研究②）

●公務員試験合格者による体験報告会

●教員採用試験合格者による体験報告会

●教員採用試験説明会（広島県教委）

●教員採用試験模擬試験

●適職診断フォローアップ講座（自己PR編）

●就職ガイダンス（就活身だしなみ・女子学生就活メイク講座）

●就職ガイダンス（マナー講座）

●就職ガイダンス（春休みを利用した業界・企業、

   職種研究）［２年生］

●就職ガイダンス（サイト活用法）

●模擬集団討論（テーマ：業界別）＜２日間＞

●適職診断フォローアップ講座（志望動機編）

●学内合同企業セミナー

●教員採用自治体別模擬試験

●保育職模擬試験

進
路
・
就
職
・
資
格
取
得

●教員採用試験面接対策

4月

5月

6月

7月

8月

9月

１0月

１1月

１月

2月

3月

※2019年度計画（予定）



※率(％)は卒業者数に対する割合

※（　 ）カッコ内は進学者数

取得できる免許・資格

免許・資格の取得状況　

大学院への進学実績
（2018年度卒業生
              ／修了生）

教育学部

■児童教育学科 教育コース

都市経営学部

教育学部 都市経営学部

■都市経営学科

　都市経営学部都市経営学科では、所定

の専門教育科目と卒業要件単位に算入し

ない選択科目の履修によって、木造建築士

および二級建築士の国家試験受験資格が

得られます。

●木造建築士（国家試験受験資格）

●二級建築士（国家試験受験資格）
●保育士資格

●幼稚園教諭一種免許状

■児童教育学科 保育コース

■児童教育学科 教育コース ■児童教育学科 保育コース

教育学部・教育学研究科

■児童教育学専攻

◎広島大学大学院 教育学研究科(1)

都市経営学部・都市経営学研究科

■都市経営学科

◎福山市立大学大学院 都市経営学研究科(2) 

●小学校教諭一種免許状

●幼稚園教諭一種免許状

●特別支援学校教諭一種免許状

（知的障害者に関する教育の領域）

（肢体不自由者に関する教育の領域）

（病弱者に関する教育の領域）

●小学校：43名(86％)　　　

うち小学校+幼稚園：15名　

うち小学校+特別支援：17名

小学校・幼稚園・特別支援

教諭一種免許状（率）　

●保育士：47名(98％)　　　

うち保育士+幼稚園：47名

保育士資格・幼稚園教諭

一種免許状（率）　 ●木造建築士：19名

木造建築士受験資格取得者数

●二級建築士：19名

二級建築士受験資格取得者数

（2018年度卒業生）

　教育コースでは、所定の授業科目を履修

することによって、小学校教諭一種免許状

に加えて、幼稚園教諭一種免許状または

特別支援学校教諭一種免許状の取得が

可能となります。

　保育コースでは、所定の授業科目を履

修することによって、保育士資格に加え

て幼稚園教諭一種免許状の取得が可能

となります。
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就職実績

教育学部

都市経営学部

■

■

■
小学校：愛媛県教育委員会、大分県教育委員会、大阪市教育委員会、
岡山県教育委員会、岡山市教育委員会、香川県教育委員会、島根県
教育委員会、徳島県教育委員会、長崎県教育委員会、兵庫県教育委
員会、広島県教育委員会、広島市教育委員会

※2018年度卒業生実績（2019年5月1日現在）

電気・ガス・熱供給・
水道業0.7%

情報通信業3.6%

不動産業・物品賃貸業
5.1%

学術研究・専門・技術
サービス業2.9%

生活関連サービス業
2.2%

宿泊・飲食サービス業
1.5%

教育・学習支援業
1.5%

医療・福祉
1.5%

その他のサービス業3.0%

複合サービス事業
5.1%

関東2.1％

企業

児童・
障害者

幼稚園

保育所
70.8%

12.5%

4.2%

10.4％

福祉施設等

公務2.1％

九州･沖縄
　6.3%

四国

近畿

中部

3.1％

中国

（広島県以外） 

20.8％

広島県
40.6%

13.5％

21.2％

（広島県以外） 

中国

広島県

41.6%

中部5.8%

四国

17.5%

建設業：山陽建設、城口研究所、大和リース、東洋建設、西日本高速道路メンテナンス中国、ハートフルホーム福山　製造業（食糧品・飲料）：わらべ
や日洋ホールディングス（繊維工業）：アトム、加茂繊維（化学工業･石油）：エフピコ、興和、日本ケミカル機器（鉄鋼業） ：キャステム、キングパーツ、
深江特殊鋼（はん用・業務用機械器具）：石垣、北川鉄工所、THK 新潟、メニコン（デバイス）：ロームワコー（その他） ：小川長春館、平林金属　電気・
ガス・熱供給・水道業：福山ガス　情報通信業：アクトシステムズ、オービス、セリオ、ミウラ、両備システムズ　運輸業：伊勢湾海運、後藤回漕店、
サカイ引越センター、山九、四国旅客鉄道、センコー、全日検、大十、日本通運、福山通運　卸業・小売業（卸売業）：栄工社、ENEOS ウイング、サシヒロ、
三和メディカル、外林、ツチヨシ産業、ティーガイア、富永貿易、トモエシステム、中島商会、南国殖産、フェイス、宮地電機、リコージャパン、レンタル
のニッケン、四電ビジネス（小売業）：イズミ、岩田屋三越、エブリイ、おかやまコープ、佐々木輪店、そごう・西武、天満屋、ハローズ、福山日産自動車
　金融業・保険業（金融業）：阿波銀行、笠岡信用組合、山陰合同銀行、しまなみ信用金庫、西日本シティ銀行、東海労働金庫、百十四銀行、広島銀行、
広島信用金庫（保険業）：第一生命、大和証券、東京海上日動調査サービス、野村證券、明治安田生命　不動産業・物品賃貸業 ：穴吹興産、穴吹ハウジ
ングサービス、エイブル、中国 SC 開発、野村不動産パートナーズ、マリモ、メイクス　学術研究・専門・技術サービス業：アーキビルド、ファインド
スター、リスクモンスター、リンクアンドモチベーション　宿泊業･飲食サービス業：アパホテル、はなまる　生活関連サービス業：エムケイ、近畿
日本ツーリスト、ラウンドワン　教育･学習支援業：日本ファイナンシャルアカデミー、ロイヤルコーポレーション　医療・福祉：春海会、緑水会　
複合サービス事業：JA 尾道市、JA 倉敷かさや、JA 福山市、日本郵便　その他のサービス業：グロップ、浜田、フォーシーズ、マイナビ　公務（国家公
務）：国土交通省（地方公務）：出雲市役所、岡山県警察本部、岡山市役所、倉敷市消防局、高松市役所、広島県教育委員会、広島市役所、福山市役所、三
島市役所　その他：岡山県土地開発公社、日本年金機構

（順不同）

特別支援学校 

　　　　　10.4%

小学校
66.7%

企業
20.8％その他学校

　　　2.1％

特別支援学校：愛媛県教育委員会、岡山県教育委員会、広島県教育
委員会、山口県教育委員会

その他・企業など：青山商事、アクセ、伊予銀行、岡山大学、海外
子女教育振興財団（ハノイ日本人学校）、小西医療器、山陰合同銀
行、JA福山市、シンコー、大和リビング、デコ

■
幼稚園：のぞみ学園、和歌山市公立幼稚園

保育所：岡山市公立保育、尾道市公立保育、倉敷市公立保育、神戸市公
立保育、坂出市公立保育、さぬき市公立保育、鯖江市公立保育、下関市
公立保育、津市公立保育、鳥取市公立保育、新居浜市公立保育、半田市
公立保育、広島市公立保育、福岡市公立保育、福山市公立保育、松山市
公立保育、エクシオジャパン、おさなごの城会、恵由福祉会、山陽ヤク
ルト、千寿福祉会、筑風会、つばき、鉄道弘済会、松操保育園、法輪福
祉会
児童・障害者福祉施設：愛恵会、神戸少年の町、創樹会、広島県同胞
援護財団、三原のぞみの会、みねやま福祉会

その他・企業など：イーオン、ウイローズ、山九、福山ゴム、福山市
役所、ホーコス

関東

13.9%

近畿
7.3％

九州･沖縄2.2%

海外1.0％

12.5％

運輸業

卸業・
小売業
19.7%

金融業・
保険業
13.9%

公務
9.5%

建設業
6.6%

製造業
11.7%

10.2%

8.0％

その他1.5%



多くの出会いとサポートが

自身を成長させてくれる、

充実した大学生活でした。

　　私は、特別支援の知識も兼ね備えた小学校教諭をめざしていたので、両方

の免許を取得可能なこの大学を受験しました。この大学では、1年間を通して

小学校現場に入ることができる実地体験活動があります。この実地体験活動

と教育実習での日々が、私を大きく成長させてくれました。現場の先生方の熱

心な指導を感じ、指導の技術を学び、様々な魅力を持つ児童たちと関わるに

つれて、自分がこの教育現場が心から好きなのだと自信を持つことができまし

た。また大学では、専門的な知識を学びました。教員採用試験の際は、県外で

の受験にも関わらず、試験内容に合わせた対策を考え、最後まで支えてくださ

いました。自分の将来に向けて力強くサポートしてくれるこの大学で、みなさん

もぜひ将来の自分を見つけてください。

深見　日南子
教育学部　児童教育学科　教育コース
２０１９年卒業
大分県立別府鶴見丘高等学校出身

大分県小学校教諭

就職先

教育現場での経験、先輩教師、

子どもたちとの出会いがある、

充実した大学生活でした。

　　私は、小学校教諭になるという夢を叶えるために、福山市立大学を受験し

ました。この大学で4年間過ごす中で、様々な出会いがありました。その内の１

つが特別支援教育です。授業や実際に学校現場にボランティア体験に行く中

で、障害のある子どもの教育について学ぶ機会が多くあり、その分野に興味

を持ちました。特に実地体験活動や教育実習では、特別支援教育の重要性

や特別支援学校教諭の仕事のやりがいをとても感じました。そのような体験

の中で自分の夢は、特別支援学校教諭になることに変わりました。

　　本学は学校現場でボランティア体験をするサポートが充実しており、そのお

かげでさまざまな発見をすることができました。ぜひ皆さんも、この大学で充

実した時間を過ごしてください。

佐藤　聡太
教育学部　児童教育学科　教育コース
２０１９年卒業
福山市立福山高等学校出身

広島県特別支援学校教諭

就職先

子どもの育ちに丁寧に関わっていく

一人ひとりを大切にする

保育者をめざしたいです。

　　私は子どものことを勉強したいと思い、この大学に入学しました。実習中、

進路にも影響する出来事がありました。自由に絵を描くという時間に全然描

けない子がおり、先生は「『こうしたら怒られるかも』と考えてしまうから描けな

いんだ」と考えて、この子が自分に肯定的な感覚が抱けるよう働きかけていま

した。後日、この実習先の発表会を見に行くと、その子がみんなの前で元気に

踊っており、自分に自信をもって大勢の前に立っている成長した様子に感動

し、一人ひとりを大切にしていく保育の重要性を痛感しました。私は出身地の

沖縄で、小規模保育に従事します。一人ひとりと向き合うことを大切にした保

育をしていきたいと思います。
大城　鈴代
教育学部　児童教育学科　保育コース
２０１９年卒業
沖縄県立向陽高等学校出身

沖縄県私立保育所

就職先



多くの交流がある中で、行動を起こせば

やりたいことを実現できる大学です。

　　私は文系でしたが、建築の勉強をしたいと思っていました。そんな時に、文

系出身からでも建築を学ぶことができるこの大学に出会いました。この学部

は、さまざまなジャンルに興味がある人が集まっている所が魅力だと思いま

す。講義では学びたい分野と全く違う経済や環境ことも多く学びました。最初

は嫌でしたが、学びを進めるうちに、繋がらないと思っていたことが繋がり、物

事を大きく複眼的に見ることができるようになりました。また授業が少人数で

行われるため、先生との距離も近く多くのことを相談できる環境が整っている

と思います。本学では、やりたいと思ったことを行動に移せば実現できる大学

だと思います。皆さんがこの大学の後輩になってくれることを願っています。
木山　笑愛莉
都市経営学部　都市経営学科
２０１９年卒業
広島県立広島皆実高等学校出身

中国SC開発株式会社

就職先

杉原　理沙
都市経営学部　都市経営学科
２０１９年卒業
広島県立安芸府中高等学校出身

福山市役所

就職先

正直講義で学んだことは覚えていません。

そんな私がここを選んでよかったと思う

理由をお話します。

　　9割の大学生は4つの活動をしています。それは「勉強」、「サークル」、「恋

愛」、「アルバイト」です。しかし、福山市立大学ではそれに「まちづくり」が加わ

ります。本学では福山青年会議所の方と共に福山城を盛り上げたり、福山少

年自然の家では小学生とカレー作りをしたり、夏のバラ祭りや冬のルクシアタ

ーに参加し大学の外で学ぶ機会に溢れています。私は「まちづくり」を通して

関わる社会人の方、行政の方、学生、市民などの様々な立場、多様な役割の

方々と協働することで、自身の人生を賭けて成し遂げたいことが見つかりまし

た。しかし、入学しただけではこのような経験値は得られません。自ら大学とい

う枠組みから一歩外に出る勇気と行動力を持ち、かけがえのない大学生活を

楽しんでください。

自分がやりたいこと・学びたいことを

この大学で見つけることができました。

　　福山市で生まれ育った私は、高校３年間を広島市で過ごしました。３年間を

終え、「愛着のある福山市で働きたい」と考えていましたが、具体的な目標はあ

りませんでした。そんな私が福山市立大学への進学を選んだ理由は、様々な専

門分野を学ぶなかで、将来について考えていきたいと思ったからです。この大

学では、地域づくり・まちづくりについて、工学・経済学・社会学の３つの視点か

ら学ぶことができるので、多角的な視野を養うことができます。私は、この大学

での学びを経て、福山市と福山市民の方々を支え、皆さんに「住みたい街・住

み続けたい街」と思ってもらえる業務に取り組みたい、という目標を持つことが

できました。ぜひ皆さんも本学で充実した大学生活を送り、新しい自分を見つ

けてみてください。

出井　元貴
都市経営学部　都市経営学科
２０１９年卒業
岡山県立岡山城東高等学校出身

株式会社ファインドスター

就職先

進
路
・
就
職
・
資
格
取
得



大容量対応の調理器具を完備し、教育学部の実習

科目や実技科目で使用します。

❻家庭科調理室
木のぬくもりが感じられる子ども用テーブル

やイスのほか、ベビーベッドや子ども用トイレ、
流し台、洗濯機などを備えています。

❼乳幼児演習室兼子育て支援室

低価格で栄養バランスの考えられた学食メニューが提供される大学生協食堂。中庭や隣接する福

山みなと公園を臨みながら、ランチを楽しむことのできる開放的な空間です。無線LANにも対応して
います。食堂の隣には売店が併設されており、書籍や文房具などを取り揃えています。

キャンパスの中央にある、ローズガーデンを備えた広場です。

学園祭などのイベントにも対応できる屋外ステージが設置さ
れています。

❷中庭

バスケットコート２面分のアリーナは、さまざまな運動や

競技に対応できます。各種運動設備、測定機器などを
備えた実技演習室やトレーニング室が隣接しています。

❺アリーナ・トレーニング室

学内最大の講義室。２００インチの大型スクリーンやAV機器、後方座席用の液晶モニターなどを完備。

大規模な講義に使用します。３１８名収容。

❶大学生協食堂・売店

❸大講義室

教壇が見やすいよう、座席をスロープ状に配置。スクリ

ーンやAV機器、液晶モニターなども導入されており、
視聴覚教材を使った講義も可能です。全４室整備。

❹中講義室



キ
ャ
ン
パ
ス
マ
ッ
プ

豊富な教養書や専門図書、視聴覚資料などが揃い、ブラウジングスペースのほか、PCコーナー、AVコーナー、グループ学習室などを完備。

窓際の閲覧席からは、福山港内港が一望できます。一般開放されています（18歳以上）。

12図書館

ステージにはグランドピアノが設置されているほか、シ

ンセサイザーや琴、アコーディオン、木琴、鉄琴、ギター
などの各種楽器も豊富に揃っています。

❾音楽室

主室は８畳。切炉や水屋を備えた本格的な和室で、茶

道や華道、囲碁、将棋などの課外活動に利用できま
す。

10和室

A～Cの計３室あり、情報処理系の授業で使用します。

空き時間には学生に開放されており、インターネットを
利用した調べものや学習等に自由に使うことができま

す。ほかにCAD教室１室も整備。

11情報処理演習室

教育学部の音楽実技を伴う科目で使用するほか、空

き時間には学生が自由に利用できます。防音完備で、
少人数での楽器の練習にも最適です（計４室、ほかに

ピアノ練習室４室）。

❽器楽練習室

プリンタやPC用電源、無線 LANスポットなどを備えており、手持ちのパソコンを利用

した学習に最適です。授業の空き時間等に自由に利用することができます。計４室。

13自習室



入学式
新入生在学生オリエンテーション
新入生・在学生健康診断
第1学期 授業開始

4月

第1学期 授業終了
第2学期 授業開始

6月

第2学期 授業終了
夏季休業期間
夏季集中授業
企業・行政実習
幼稚園教育実習ⅡA

8月

公開講座（以下毎月開催）
5月

TOEIC IP試験
幼稚園教育実習Ⅰ
保育実習Ⅰ（保育所）・保育実習Ⅱ
環境開発実習
オープンキャンパス
 

7月

第3学期 授業開始

9月

港輝祭（大学祭）
推薦入試

11月

冬季休業期間
1月

特別支援学校教育実習
小学校教育実習
幼稚園教育実習ⅡB
保育実習Ⅰ（施設）・保育実習Ⅲ

10月

第3学期 授業終了
第4学期 授業開始12月

一般入試前期日程
私費外国人留学生選抜
社会人入試
春季集中授業
一般入試後期日程
学位記授与式

3月

大学入試センター試験
TOEIC IP試験
第4学期 授業終了2月

第
１
学
期

第
２
学
期

第
３
学
期

第
４
学
期

夏
季
休
業

春
季
休
業

入学式

オープンキャンパス

港輝祭（大学祭）

学位記授与式



●WYサークル（総合運動） ●弓道　　　　　　　 ●バレーボール ●バスケットボール
●卓球 ●剣道   ●ソフトテニス ●バドミントン
●フットサル ●硬式テニス  ●キャンプ  
●陸上競技部　 ●軟式野球  ●水泳    
　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　など19団体

●茶道 ●軽音楽　　　　　　　 ●芸術  ●ボランティア
●ダンス ●演劇   ●教育支援  ●放送
●FCU48 ●野菜栽培  ●写真  ●室内オーケストラ
●吹奏楽　 ●コーラス  ●国際協力  ●広報誌制作
　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　など20団体

体育会系

キ
ャ
ン
パ
ス
カ
レ
ン
ダ
ー
／
ク
ラ
ブ・サ
ー
ク
ル

文化系

コーラス ダンス

バレーボール 軟式野球



１６２２年に福山藩主である水野勝成が

築いた城。天守閣の内部は博物館と
なっています。

福山城1

3

4

5

6

福山

鞆の浦の絶景を望む客殿で、
朝鮮通信使などを迎えました。

対潮楼

７３０年、大伴旅人が鞆の浦に寄ったときに詠んだ歌の碑。
万葉秀歌のひとつといわれます。

むろの木歌碑

沼隈半島の南東端にあり、日本で最初に国立公園に指定された
景勝地。沼名前神社に、秀吉ゆかりの能舞台が残っています。

鞆の浦

3

5

4

備後一宮吉備津神社は、８０６年に岡山の備中吉備津神社より勧

請されたと伝えられており、一宮（いっきゅう）さんと人々に親しま

れています。

吉備津神社



エ
リ
ア
ガ
イ
ド

福山駅
福山市役所

水辺公園

福山みなと公園

ばら公園

緑町公園

中央公園

福山城公園

福山市立大学

備後本庄駅
ふくやま文学館
ふくやま美術館

広島県立歴史博物館
福山城博物館
福山城

1

1

2

2

2

4

5

10

6

福山城

安藤広重の浮世絵や志賀直哉の「暗夜行路」などにも紹

介されている観音堂。約1000年前に創建されたと伝えら

れています。

阿伏兎観音（あぶとかんのん）

阿伏兎観音

内海フィッシャリーナ

対潮楼

むろの木歌碑

鞆の浦

3

「ぎんぎんぎらぎら夕日が沈む～」でおなじみの童謡「夕

日」の作者が葛原しげる。福山市出身の詩人・童謡作詞

家です。

葛原しげる童謡歌碑９

葛原しげる童謡歌碑

９

7

8

8

10 11

「ばらのまち福山」を象徴する公園。

約２８０種、５,５００株のばらが植えられ

ています。

ばら公園

ばら公園

「生への慈しみを学ぶ、多自然型リフレッシュ空間」が動物園

のコンセプト。ボルネオゾウはここでしか見られません。

福山市立動物園

11

福山市立動物園

京都で朱子学を学んだ儒学者・菅茶山が、郷里に帰って
開いた塾。頼山陽が塾頭を務めていたこともあります。

7 廉塾（菅茶山旧宅）

廉塾

中川美術館

福山市松永
はきもの資料館

福山城公園とリンクする都市型・公園型美術館。ふくやま
文学館、福山市人権平和資料館も同公園内にあります。

8 ふくやま美術館

ふくやま美術館

吉備津神社

福山東IC

福山駅

福山西IC



出身地域別割合

在学生情報　学費　奨学金

［在学生情報］  （2019年5月1日時点）

【青森県】弘前南　【岩手県】盛岡第三　【山形県】米沢興譲館　【福島県】会津 【茨城県】緑岡　【富山県】砺波　【福井県】羽水、若狭、敦
賀、美方、武生東　【山梨県】日本航空　【長野県】長野吉田 【岐阜県】加茂、岐山、吉城、恵那、大垣南、長良、美濃加茂、鶯谷　【静岡県】沼
津西、静岡市立、島田、藤枝東、浜松湖南、浜松市立、浜松南、浜名　【愛知県】旭野、横須賀、御津、光ケ丘女子、小牧南、新川、西春、西尾
東、日進西、豊橋南、豊田、北、名古屋西、名古屋南　【三重県】宇治山田、桑名、津西、津東　【滋賀県】虎姫、膳所、東大津、八日市、彦根東
　【京都府】宮津、京都橘、嵯峨野、鳥羽　【大阪府】花園、近畿大学附属、桜塚、四天王寺、泉陽、大阪信愛学院、鳳、明星、夕陽丘、初芝富田
林　【兵庫県】伊丹（県立）、香住、三田学園、山崎、小野、須磨東、西脇、赤穂、川西北陵、川西緑台、相生、滝川第二、柏原、姫路、姫路飾西、
姫路東、姫路南、舞子、兵庫県立大学附属、宝塚西、夢野台、龍野　【奈良県】高田、天理、奈良大学附属　【和歌山県】海南、近畿大学附属
和歌山、耐久、智辯学園和歌山、日高　【鳥取県】倉吉東、鳥取西、鳥取東、八頭、米子西、米子東、鳥取西　【島根県】安来、隠岐、隠岐島前、
益田、横田、江津、三刀屋、出雲、松江東、松江南、松江北、大社、大田、大東、浜田、平田　【岡山県】井原、岡山一宮、岡山城東、岡山操山、岡
山大安寺、岡山朝日、岡山南、岡山芳泉、岡山理科大学附属、岡山龍谷、笠岡、関西、玉島（県立）、玉野、玉野光南、金光学園、就実、勝山、瀬
戸、西大寺、倉敷、倉敷古城池、倉敷青陵、倉敷天城、倉敷南、倉敷鷲羽、総社、総社南、津山、津山東、明誠学院、矢掛、岡山　【広島県】ノー
トルダム清心、安芸南、安芸府中、安古市、安田女子、盈進、英数学館、賀茂、海田、祇園北、吉田、近畿大学附属広島（東広島校）、近畿大学
附属広島（福山校）、銀河学院、戸手、五日市、呉、呉宮原、呉三津田、広、広島、広島なぎさ、広島井口、広島皆実、広島観音、広島県瀬戸内、
広島工業大学、広島国際学院、広島国泰寺、広島修道大学附属鈴峯女子、広島城北、広島新庄、広島大学附属、広陵、高陽、三原、三次、舟
入、庄原格致、沼田、神辺旭、世羅、千代田、大門、廿日市、如水館、比治山女子、尾道、尾道東、尾道北、美鈴が丘、府中、福山、福山葦陽、福
山暁の星女子、福山誠之館、福山明王台、油木、広島大学附属福山　【山口県】下関西、下関南、下松、華陵、岩国、慶進、光、山口、山口中
央、新南陽、大津緑洋、徳山、萩、防府　【徳島県】阿波、城ノ内、城東、城北、池田、徳島市立、徳島北、富岡東、脇町　【香川県】観音寺第一、
丸亀、丸亀城西、香川中央、高松桜井、高松商業、高松西、高松第一、高松東、高松北、坂出、三木、小豆島、大手前丸亀　【愛媛県】愛媛大学
附属、伊予、宇和島東、今治東、今治北、済美、三崎、三島、小松、松山西、松山中央、松山東、松山南、松山北、新居浜西、新田、西条、川之江、
大洲、東温、八幡浜　【高知県】安芸、高知学芸、高知丸の内、高知西、高知追手前、土佐女子　【福岡県】京都、小倉西、門司学園　【佐賀
県】三養基、致遠館　【長崎県】壱岐、佐世保北、大村、長崎北、長崎北陽台　【熊本県】宇土、玉名、熊本北、済々黌、人吉、大津　【大分県】
臼杵、大分舞鶴、大分雄城台、竹田、中津南、別府鶴見丘　【宮崎県】延岡、宮崎第一、都城泉ケ丘　【鹿児島県】加治木、鹿屋、鹿児島玉龍、
鹿児島中央、鹿児島南、川内、武岡台　【沖縄県】那覇国際

出身校

都道府県別出身者数　

471
広島

6
長崎

206
岡山

5
京都

61
愛媛

4
三重

55
香川

3
奈良

43
島根

3
福岡

41
兵庫

3
宮崎

25
徳島

2
東京

24
山口

2
佐賀

16
愛知

1
青森

14
鳥取

1
岩手

12
静岡

1
山形

12
大阪

1
福島

11
鹿児島

1
茨城

10
岐阜

1
富山

8
高知

7
福井

7
和歌山

7
熊本

総計1079人
6
滋賀

7
大分

1
長野

1
沖縄

中部 4.4%（47人）
九州・沖縄 3.7%（40人） 関東・東北・北海道 0.6%（7人）

近畿 7.4%（80人）

広島県
43.7%
（471人）

その他
中国
 26.5%
 （286人）

総計
100%
(1079人）

四国
13.7%
（148人）

（順不同）
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生活実態

本学では、日本学生支援機構奨学金を取り扱っています。その他、各地方公共団体（福山市奨学資金奨学生など）や各種法人などの奨学金貸付制度

が利用できる場合がありますので、大学窓口、各出身地の教育委員会などで確認してください。

［奨学金］

■授業料の減免および徴収猶予
１．学費負担者が生活保護法に規定する生活扶助を受けている場合

２．学費負担者の世帯全員の総所得金額等の合計額が一定の基準額以下の場合

３．学費負担者が災害等により著しい損害を受けた場合、又は疾病・倒産・失業その他急変的事情により収入が著しく減じた場合　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■報奨制度
●入学者選抜試験において、優秀な成績を修めた学生に対する制度(特待生制度）
　 2020年度入試では、特待生制度の一部変更が予定されています。変更後の特待生制度については、2019年9月下旬ごろに公表・配布する一般入試学生

募集要項でご確認ください。

●入学後の在学期間中において、一定の成績以上を修めた学生に対する制度（学生表彰制度）
     学業、学術、研究、スポーツ・課外活動、社会文化活動の各分野で、在学中において優秀な成績を修め、又は社会的に高い評価を受け、他の学生の模範とな

るような学生を対象として表彰する制度です。

※詳細についてはお問い合わせください。(福山市立大学事務局　TEL：084-999-1113）

市内以外の者 423,000円

年額 535,800円

市内の者 253,800円

［学費］

※福山市内の者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。

●入学の日の属する月の初日において引き続き１年以上福山市の区域内に住所を有する者

●入学の日の属する月の初日において配偶者又は１親等の親族が引き続き１年以上福山市の区域

内に住所を有する者

●市長がこれらに準ずると認める者

　市外の学生も多く、約６割の学生が大学
周辺で下宿やアパート暮らしをしており、大
学へは自転車や徒歩で通っています。
　なお、学生寮は現時点ではありませんが、
大学周辺には手頃な価格の民間のコーポ
やマンションなどが数多く立地しています。
　また、大学周辺の物件情報を紹介してい
ます。詳しくは、大学生協にお問い合わせく
ださい。

大学全体 学部別（教育学部）

男子
39.0%

女子
61.0%

男子
50.1%

女子
49.9%

下宿等
60％

実家
40％

男子
21.7%

女子
78.3%

学部別（都市経営学部）



■港町キャンパス■港町キャンパス

大型商業施設

内港

手城西

港町交番前港町

大山樋門

入船町2丁目

府中分かれ

松原町2丁目北

松原町3丁目

四ツ樋バス停

手城入口バス停

リーデン
ローズ入口
バス停

四ツ樋

松ヶ端

福山市立大学

ふくやま芸術文化ホール
（リーデンローズ）

2

内港

駐車場

正門

福山市立大学
バス停

中庭

駐輪場 駐車場

管理棟

研究棟

食堂（1F）・アリーナ（2F）

図
書
館

福山
みなと公園

キャンパス見取り図

福山駅

JR山陽
本線

福山城

中央公園
まなびの館ローズコム

緑町公園

広島県立
歴史博物館

ふくやま美術館

ふくやま書道美術館
(エフピコRiM）

福山市人権平和資料館 至神辺

至広島

至岡山

ふくやま文学館

福山市役所　　　　

福山東警察署　　　　

福山すこやかセンター
（こども発達支援センター）

福山記念病院

福山市保健センター

福山城博物館

ばら公園　　　　　

ふくやま芸術文化ホール
（リーデンローズ）

ローズアリーナ

大型商業施設

福山市立大学

2

313

駅
前
大
通
り

至岡

福山記念病院

　

ふくやま芸術文化ホールくやま芸術
ローズ）ロ（リーデンデンンロ

設大型商業施設設

福山市立大学

岡岡

N



ア
ク
セ
ス
ガ
イ
ド

◆中国バス
・福山駅前２番乗り場
   手城経由鋼管病院行き（約８分） 「福山市立大学」下車（徒歩０分）　または　 「手城入口」下車（徒歩２分）
・福山駅前２番乗り場
   手城経由四十分団地行き（旭ヶ丘団地行き）（約８分） 「手城入口」下車（徒歩２分）
・福山駅前９番乗り場
   新浜循環線（約９分） 「四ツ樋」下車（徒歩４分）

◆中心部循環線まわローズ
・福山駅北口乗り場
　　青ルート（約１４分）「リーデンローズ入口」下車（徒歩１０分）

■広島空港を利用する場合のアクセス
◆リムジンバス
・福山駅まで65分

JR福山駅

ふくやま芸術文化ホール
（リーデンローズ）

福山市役所

北本庄キャンパス

中央図書館

福山城

警察署

郵便局

交番

コンビニ

コンビニ

JR山陽本線・新幹線

病院（学校医勤務） 大型商業施設

【JR主要駅から福山駅、広島空港から福山駅までのアクセス】

【福山駅から大学までのアクセス（バス利用）】

ふくやま美術館
県立歴史博物館

福山市立大学事務局　〒721-0964  広島県福山市港町二丁目１９番１号
TEL ： 084-999-1112　FAX ： 084-928-1248　E-Mail ： info@fcu.ac.jp

■新幹線を利用する場合のアクセス

85分 61分

112分180分

210分

64分
22分 16分

博多鹿児島
中央 新下関 広島 福山 岡山 姫路 新大阪 名古屋 東京

37分



　共通教育科目は、教養科目、スキル科目、人間力科目の３つの科目区分で構成し、幅広い分野の知識や考え方を学ぶことを通して、教養を身に付け、
視野を広げるとともに、自立した社会人としてのコミュニケーション能力、国際化・情報化に対応した外国語能力やコンピュータ・スキル、大学生活や卒
業後のキャリア形成に向けて、主体性や協調性、社会性や適応力等を身につけることを目標としています。

［教育学部］

［共通教育］

　教育課程は、教育・保育の原理、歴史、制度等とともに、子どもの発達についての幅広い知識と素養を養う科目、教育内容・保育内容についての幅広
い知識や技能を修得し、教育・保育の内容や方法を自ら探求し工夫できる実践的指導力を養う科目、特別な支援を必要とする子どもの教育・保育に必
要な知識や素養を養うとともに、家庭・地域・学校・施設等が連携した教育・保育活動を担える資質・能力を養う科目等で構成されます。

　教育学部では、幅広い教養と豊かな人間性を備え、地域の未来を担う子

どもの乳児期から児童期までの発達・成長を総合的に捉え、一人ひとりの子

どもを尊重した指導・支援ができる実践的指導力を備えた教育者・保育者を

育成することを目標としています。このため教育学部では、次の方針のもと

に入学者を受け入れていく。

［教育学部］
　都市経営学部では、都市の計画・デザイン、都市の経済・経営、都市にお

ける共生・開発についての総合的な知識や素養を備え、幅広い視野と柔軟

な思考力、国際感覚や豊かなコミュニケーション能力を持って、持続可能な

社会の構築に向けた企業の活性化や地域社会の再生等の課題に創造的に

寄与できる人材を育成することを目的としています。このため都市経営学部

では、次の方針のもとに入学者を受け入れていく。

［都市経営学部］

●教育者や保育者をめざす強い意志と熱意を持ち、そのために必要な基礎的な
学力を備え、自らの人間性や力量を高めていく意欲のある人
●子どもたちの成長や発達に関わることに使命感を持ち、子どもたちの未来のた
めに働くことにやりがいや生きがいを感じることの出来る人
●子育てに関わる地域の多様な人々とのコミュニケーションを図り、地域の人々
と連携し協力しながら教育・保育現場の課題に熱意を持って取り組んでいくこ
との出来る人

［求める学生像］
●社会の変化や世界の動きに関心があり、地域社会の課題やあり方に幅広い関
心と興味を持って、専門的・実践的な力量を高めていく意欲のある人
●地域社会や人々の暮らしに関わることに使命感を持ち、地域社会の向上や活
性化のために働くことにやりがいや生きがいを感じることの出来る人
●地域づくりやまちづくりに関わる人々とのコミュニケーションを図り、地域の
人 と々連携しながら地域の課題に熱意をもって取り組んでいくことの出来る人

［求める学生像］

●入学者の選抜は、推薦入試、一般入試（前期日程）、一般入試（後期日程）、社会
人入試、私費外国人留学生選抜の５区分で実施する。
●推薦入試では、調査書による高等学校での学習状況や活動状況等の評価とと
もに、基礎学力検査による基礎的な学力の評価に重点をおいて入学者を選抜
する。
●一般入試（前期日程）では 大学入試センター試験による幅広い教科学力の評
価とともに、現代社会の課題を題材とする総合問題による理解力・思考力・表
現力等の評価に重点をおいて入学者を選抜する。
●一般入試（後期日程）では 大学入試センター試験による得意な教科の学力評
価とともに、現代社会の課題を題材とする総合問題による理解力・思考力・表
現力等の評価により一層重点をおいて入学者を選抜する。
●社会人入試では、小論文及び面接の結果に重点をおいて入学者を選抜する。
●私費外国人留学生選抜では、日本留学試験による学力の評価とともに，小論文
及び面接の結果に重点をおいて入学者を選抜する。

［入学者選抜の基本方針］
●入学者の選抜は、推薦入試、一般入試（前期日程）、一般入試（後期日程）、社会
人入試、私費外国人留学生選抜の５区分で実施する。
●推薦入試では、調査書による高等学校での学習状況や活動状況等の評価とと
もに、基礎学力検査による基礎的な学力の評価に重点をおいて入学者を選抜
する。
●一般入試（前期日程）では 大学入試センター試験による幅広い教科学力の評
価とともに、現代社会の課題を題材とする総合問題による理解力・思考力・表
現力等の評価に重点をおいて入学者を選抜する。
●一般入試（後期日程）では 大学入試センター試験による得意な教科の学力評
価とともに、現代社会の課題を題材とする総合問題による理解力・思考力・表
現力等の評価により一層重点をおいて入学者を選抜する。
●社会人入試では、小論文及び面接の結果に重点をおいて入学者を選抜する。
●私費外国人留学生選抜では、日本留学試験による学力の評価とともに、小論文
及び面接の結果に重点をおいて入学者を選抜する。

［入学者選抜の基本方針］

●高等学校で履修する各教科について基礎的な学力を十分に身に付けているこ
と。
●現代社会の課題について幅広い関心を持ち、関連する一般的な知識や理解力
を身に付けていること。
●自らの向上をめざして主体的に学習や実践に取組む態度や姿勢を身に付けて
いること。

［入学者に期待する学力等］
●高等学校で履修する各教科について基礎的な学力を十分に身に付けているこ
と。
●現代社会の課題について幅広い関心を持ち、関連する一般的な知識や理解力
を身に付けていること。
●自らの向上をめざして主体的に学習や実践に取組む態度や姿勢を身に付けて
いること。

［入学者に期待する学力等］

入学者受入方針　教育課程編成・実施方針



●教職の意義、教育の原理・制度・歴史等への深い理解、今日の初等教育の課題についての幅広い理解、教員としての高い使命感や責任感
●児童の成長や発達についての学問的理解、発達段階に応じた適切な指導・助言を行える実践的力量
●教科内容についての幅広い深い理解、指導法についての専門的知識や技能、豊かな学力形成を担える高い授業実践力
●確かな子ども理解、豊かな対人関係能力、適切な生徒指導や学級経営が出来る指導力
●子どもの成長や発達を連続的に捉えていくために必要な乳幼児保育や幼児教育についての知識や素養
●一人ひとりの児童のニーズに応じた指導・支援に必要な特別支援教育についての知識や素養
●家庭や地域と連携して子育て環境に応じた指導・助言・支援が出来る知識や素養

［教育学部（児童教育学科・教育コースを卒業する者）］

●都市の計画やデザイン、インフラや施設、建物や生活環境等についての理解とともに、都市の整備やまちづくりの課題を考察し探究していくための企画力や実践力
●都市社会の経済や経営、行政や財政等についての理解とともに、持続可能な発展のための経営モデルや社会システムを考察し探究していくための構想力や実践力
●住民自治による都市社会のあり方を構想し、多文化共生のまちづくりとともに、歴史・文化・自然・景観等を活かした地域づくりを考察し探究していくための企画
力や実践力

●保育の本質や目的、歴史や制度等についての深い理解、今日の保育の課題についての幅広い理解、保育者としての高い使命感や責任感
●乳幼児の成長や発達についての深い理解、発育段階に応じた適切な保育活動を行える能力や技能
●保育５領域についての深い内容理解、保育方法についての高い専門的知識や技能
●子どもの成長や発達を連続的に捉えていくために必要な初等教育についての知識や素養
●障害児保育の視点に立った、一人ひとりの乳幼児のニーズに応じた助言・指導・支援に必要な知識や素養
●家庭や地域と連携して子育て環境に応じた助言・指導・支援が出来る知識や素養

［教育学部（児童教育学科・保育コースを卒業する者）］

［都市経営学部（都市経営学科を卒業する者）］

　専門教育科目は、学部基礎科目、基幹科目、展開科目、実習科目、専門演習、卒業研究の６つの科目区分で構成し、「環境」という課題を共通の基盤としつつ、
《空間としての都市》の視点から都市社会のあり方を探究する「計画・デザイン」領域（工学系）
《活動としての都市》の視点から都市社会のあり方を探究する「経済･経営」領域（経済学系）
《繋がりとしての都市》の視点から都市社会のあり方を探究する「共生・開発」領域（社会学系）の３領域で体系的に編成されています。

［都市経営学部］

A
P
・
C
P
・
D
P
／
入
試
情
報

学位授与方針　入試情報

［2020年度入学者選抜（一般・推薦・社会人入試・私費外国人留学生選抜）］

教育学部（児童教育学科）
　●教育コース［４５人］　

　●保育コース［４５人］　　

国語　　地理歴史・公民※１　　数学Ⅰ・数学A

理科※２　　英語（リスニング含む） 総合問題

前期

後期

都市経営学部（都市経営学科）
　●［１３５人］

　　

国語　　地理歴史・公民※１　　数学※3

理科※２　　英語（リスニング含む） 総合問題

前期

後期

一
般
入
試

教育学部（児童教育学科）
　●教育コース［５人］　　　●保育コース［５人］　　

課さない 基礎学力検査（筆記）

都市経営学部（都市経営学科）
　●［1５人］　

課さない 基礎学力検査（筆記）

推
薦
入
試

備考
※１ 地理歴史・公民は［世界史B］［日本史B］［地理B］［現代社会］［倫理］［政治・経済］［倫理、政治・経済］から１科目選択
※２ 理科は［物理基礎］［化学基礎］［生物基礎］［地学基礎］から２科目または［物理］［化学］［生物］［地学］から１科目選択
※３ 都市経営学部都市経営学科の数学は［数学Ⅰ・数学A］［数学Ⅱ・数学B］から１科目選択
※教育学部児童教育学科はコースごとに募集を行います。社会人入試および私費外国人留学生選抜の募集人員は、一般入試の募集人員の内数とします。

社会人入試　　　　　　　 課さない

私費外国人留学生選抜　 課さない 小論文、面接

●［若干名］

●［若干名］

小論文、面接

選抜区分［定員］ 大学入試センター試験利用教科 個別学力試験等



入試情報

［アドミッションポリシー（入学者の受入方針）］

　入学者の選抜は、各学部のアドミッションポリシーを踏まえ、実施します。

［入学者選抜の基本方針：両学部共通］

　入学者の選抜は、学校推薦型選抜（旧推薦入試）、一般選抜（旧一般入試）［前期日程］、一般選抜（旧一般入試）
［後期日程］、社会人入試、私費外国人留学生選抜の5区分で実施します。
　入試区分及び評価方法等については、次のとおりです。

【一般選抜（旧一般入試）】　　　　　　　 【学校推薦型選抜（旧推薦入試）】　　　　　　　

大学入学共通テスト（記述式問題を含む）を活用し、大学教育を受けるため
に必要な「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を的確に評価します。現代
社会の課題を題材とする『総合問題』（記述式問題を含む）を課し、「思考力・
判断力・表現力」等を評価します。また、調査書を用い「主体性を持って多様
な人々と協働して学ぶ態度」等を評価します。

『基礎学力検査』（記述式問題を含む）を課し、
大学教育を受けるために必要な「知識・技能」
「思考力・判断力・表現力」を評価します。ま
た、調査書等を用い「主体性を持って多様な
人々と協働して学ぶ態度」等を評価します。

　「学力の3要素」、「調査書」、及び「資格・検定試験」の取り扱いについては、次のとおりです。

【学力の３要素】　　　　　　　 【英語の外部資格・検定試験】　　　　　　　

高等学校等において培った
「学力の３要素」を適切に評価
します。

一般選抜において、独立行政法人大学入試センターの
「大学入試英語成績提供システム」に参加する資格・検
定試験（英語４技能「読む」「聞く」「話す」「書く」を評価）
を活用します。

高大接続の観点から調査書
を合格者の判定に活用しま
す。

【調査書】　　　　　　　

［入学者に期待する学力等：両学部共通］

●教育者や保育者をめざす強い意志と熱意を持ち、そのため
　に必要な基礎的な学力を備え、自らの人間性や力量を高め
　ていく意欲のある人
●子どもたちの成長や発達に関わることに使命感を持ち、子
どもたちの未来のために働くことにやりがいや生きがいを
感じることの出来る人
●子育てに関わる地域の多様な人々とのコミュニケーション
を図り、地域の人々と連携し協力しながら教育・保育現場の
課題に熱意を持って取り組んでいくことの出来る人

　　福山市立大学では、2021年度入試以降の大学入学者選抜において、志願者の「学力の３要素※」をより
多面的・総合的に評価するため、次のとおり『大学入学者選抜における基本方針』を策定しました。
　　なお、2021年度入試の詳細な入試区分や選抜方法等については、本学のＨＰ上に公表しています。

※「学力の３要素」とは、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」

■教育学部が求める学生像

●社会の変化や世界の動きに関心があり、地域社会の課題やあり方
に幅広い関心と興味を持って、専門的・実践的な力量を高めていく
意欲のある人
●地域社会や人々の暮らしに関わることに使命感を持ち、地域社会
の向上や活性化のために働くことにやりがいや生きがいを感じる
ことの出来る人
●地域づくりやまちづくりに関わる人々とのコミュニケーションを
図り、地域の人々と連携しながら地域の課題に熱意をもって取り
組んでいくことの出来る人

 ■都市経営学部が求める学生像

●高等学校等で履修する各教科について基礎的な学力を十分に身に付けていること。
●現代社会の課題について幅広い関心を持ち、関連する一般的な知識や理解力を身に付けていること。
●自らの向上をめざして主体的に学習や実践に取り組む態度や姿勢を身に付けていること。

2021年度入試以降の大学入学者選抜における基本方針について　

×



若干名

各選抜区分における募集人員

学部・学科等

教育学部

児童教育学科

教育コース

保育コース

都市経営学部

都市経営学科

入学

定員
一般

選抜

内　訳

前期 後期

私費外国人

留学生選抜

100

50

50

150

90

45

45

135

70

35

35

105

20

10

10

30

10

5

5

15

若干名

若干名 若干名

若干名 若干名合　　　　計 250 225 175 50 25

注）教育学部児童教育学科は、コースごとに募集を行います。
    社会人入試及び私費外国人留学生選抜の募集人員は、一般選抜の募集人員の内数とします。

https://telemail.jp/もしくは
自動音声応答電話050-8601-0101
（24時間受付）へアクセスし
ガイダンスに従ってご請求ください。

請求用QRコード

請求用QRコード

https://djc-mb.jp/fukuyama/に
アクセスしガイダンスに従って
ご請求ください。

　　本学のホームページから直接、　　                          または　　　　　　　　　　　　　　　による資料請求ができます。詳しくは本学ホームページの「パンフレッ

ト・資料請求一覧」をご覧ください。（https://www.fcu.ac.jp/r_docu/）

大学案内

入学者選抜要項

学生募集要項（一般入試） 

学生募集要項（一般入試） + 大学案内

学生募集要項（推薦・社会人・私費外国人留学生選抜）

資料名

学生募集要項（推薦・社会人・私費外国人留学生選抜）

+大学案内

資料請求について

  テレメール
資料請求番号

モバっちょ

〇

〇

〇

〇

〇

入学者選抜要項 ＋大学案内

－

－

※受付開始時期、送料等については、業者や請求方法により異なる場合がありますので、詳細は　

　　各ホームページをご覧ください。

　FAX・E-Mail等で、本学に直接資料請求することができます。送料・請求先・請求時の記載事項等詳細については、本学ホームページをご覧ください。

（https://www.fcu.ac.jp/r_docu/howto3.html）また、大学事務局の窓口で直接受け取ることも可能です。

１ 福山市立大学のホームページから請求

２ テレメールまたはモバっちょで請求

３ 福山市立大学へ直接請求

福山市立大学LINE公式アカウント

友だち登録は

  こちらから

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。

登録用QRコード

入
試
情
報

■入試に関するお問い合わせ

TEL： 084-999-1113（直通） 

FAX：084-928-1248  
E-Mail：nyushi@fcu.ac.jp

［入学定員及び募集人員］

福山市立大学入学試験実施本部
××

544540

583220

543880

543890

544530

546660

544520



沿革

2006年（平成18年） 4月 大学設置準備室設置

2008年（平成20年） 5月 大学設置準備委員会設置

2009年（平成21年） 9月 大学の名称が「福山市立大学」に決定

 11月 港町キャンパス建設工事着工

2010年（平成22年） 3月 アラスカ大学フェアバンクス校との交流協定を締結

2011年（平成23年） 3月 港町キャンパス竣工

 4月 福山市立大学開学　学部第１期生が入学

2012年（平成24年） 4月 前身の福山市立女子短期大学跡地に北本庄キャンパスを開設

2014年（平成26年） 3月 パリ・エスト・クレテイユ大学との交流協定を締結

2015年（平成27年） 3月 学部第１期生が卒業

 4月 大学院を設置　大学院修士課程第１期生が入学

2017年（平成29年） 3月 大学院修士課程第１期生が修了

  ハワイ大学マウイ校との交流協定を締結

2018年（平成30年） 3月 福山市立大学附属幼稚園閉園

 4月 福山市立大学附属こども園開園

 5月 南京曉荘学院幼児師範学院との交流協定を締結（教育学部）
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