
※ 2024年4月開設予定

❷「法・政・ビジネス」を学びたい!!
　 〈社会科学系統A〉

系　統

❶「文化・語学・人間」を学びたい!!

（注）系統（①〜⑫）・学科関係（1 〜 75）の分類は、学校基本調査報告書をもとに編集部の見解でまとめたものです。

1 日本文学　2 外国文学　3 語学・言語学　4 史学・地理学・文化財学
5 哲学・宗教学・美学　　 6 心理学・行動科学
7 人間科学　8 文化学・教養学　9 コミュニケーション学・図書館学・他

10 法学　　11 政治学　12 経済学　13 商学・会計学
14 経営学　15 経営情報学　　　　  16 観光学・他

17 社会学・マスコミ学　18 社会福祉学　19 情報学・メディア学
20 政策学　　　　　　　21 環境学・危機管理学・キャリア学・他

22 国際関係学
23 国際文化学

24 数学・情報科学　25 物理学　26 化学　27 生物学・生命科学　
28 地学・地球科学　29 環境科学・総合理学・総合科学

44 農学・園芸学　45 農芸化学・食品化学　46 農業工学・環境学・造園学
47 農業経済学　　48 森林科学　　　　　　49 獣医学・動物看護学
50 畜産学　　　　51 水産学　　　　　　　52 総合農学・他

53 医学　　54 歯学　　　　55 薬学（６年制課程／４年制課程）
56 看護学　57 臨床検査学　58 診療放射線学
59 リハビリテーション学　　60 歯科衛生学（口腔保健）・歯科技工学
61 東洋医学・臨床工学・医療栄養学・医療経営学

62 家政学・生活科学　63 食物学・栄養学　64 被服学・ファッション学
65 住居学　　　　　　66 児童（こども）学・生活デザイン・他

67 教育学
68 教員養成（保育学含む）

69 美術　70 デザイン・工芸　71 音楽　72 映像・メディアアート
73 芸術学・芸術文化学・演劇学・他

74 体育学・スポーツ科学・スポーツビジネス
75 健康科学

■学べる学問─１２系統・７５学科
学べる学問（学科関係）

❸「現代社会」を学びたい!!
　 〈社会科学系統B〉

❹「国際」を学びたい!!
　 〈国際関係学系統〉

❺「サイエンス（理学）」を学びたい!!
　 〈理学系統〉

❼「食料・バイオ（農学）」を学びたい!!
　 〈農学系統〉

❽「生命・医療」を学びたい!!
　 〈保健・医療系統〉

❾「生活」を学びたい!!
　 〈生活科学系統〉

❿「教育」を学びたい!!
　 〈教育系統〉

⓫「芸術」を学びたい!!
　 〈芸術系統〉

⓬「スポーツ・健康」を学びたい!!
　 〈体育・健康科学系統〉

30 機械工学・ロボティクス 31 電気・電子・通信工学 32 情報工学・情報科学
33 土木・建築・環境工学 34 応用物理学 35 応用化学・物質工学
36 生物（生命）工学 37 エネルギー工学・資源工学
38 材料工学 39 船舶・海洋・航海工学
40 航空・宇宙工学 41 経営・管理工学
42 画像・光工学／医用・福祉工学　43 システム工学・デザイン工学・他

❻「ハイテク（工学）」を学びたい!!
　 〈工学系統〉

『学部･学科』から
 志望校をさがす

国 …国立／ 公 …公立／なし…私立

学びたい分野

興味ある学問

就きたい職業



【大学】

言語文化学科　法文学部　国島根大学

人文学科　文学部　国岡山大学

国際共創学科　総合科学部　国広島大学

人文学科　文学部　国広島大学

人文学科　人文学部　国山口大学

人文社会学科　法文学部　国愛媛大学

国際関係学科　国際関係学部　公島根県立大学

地域創生学科　地域創生学部　公県立広島大学

ソーシャルシステムデザイン学科　ソーシャルシステムデザイン学部　公叡啓大学

外国学科　外国語学部　吉備国際大学

実践英語学科　人文科学部　就実大学

英語英文学科　文学部　ノートルダム清心女子大学

日本語日本文学科　文学部　ノートルダム清心女子大学

国際文化学科（仮称）※　国際文化学部（仮称）※　ノートルダム清心女子大学

言語文化学科　現代文化学部　比治山大学

英語英文学科　人文学部　広島修道大学

国際英語学科　人文学部　広島女学院大学

グローバルコミュニケーション学科　人間科学部　広島文教大学

英語英米文学科　文学部　安田女子大学

人文学科　文学部　梅光学院大学

英語英米文化学科　文学部　徳島文理大学

英語英米文学科　人文学部　松山大学

【大学】

社会文化学科　法文学部　国島根大学

人文学科　文学部　国岡山大学

人文学科　文学部　国広島大学

人文学科　人文学部　国山口大学

人文社会学科　法文学部　国愛媛大学

人文社会科学科　人文社会科学部　国高知大学

総合歴史学科　人文科学部　就実大学

現代社会学科　文学部　ノートルダム清心女子大学

文化財学科　文学部　徳島文理大学

人文学科　文学部　四国学院大学

【大学】

言語文化学科　法文学部　国島根大学

【大学】

人文学科　文学部　国岡山大学

人文学科　文学部　国広島大学

人文学科　人文学部　国山口大学

人文社会科学科　人文社会科学部　国高知大学

日本文学科　芸術文化学部　公尾道市立大学

表現文化学科　人文科学部　就実大学

日本語日本文学科　文学部　ノートルダム清心女子大学

言語文化学科　現代文化学部　比治山大学

日本文化学科　人文学部　広島女学院大学

日本文学科　文学部　安田女子大学

書道学科　文学部　安田女子大学

日本文学科　文学部　四国大学

書道文化学科　文学部　四国大学

日本文学科　文学部　徳島文理大学

【大学】

人文学科　文学部　国岡山大学

人文学科　文学部　国広島大学

人文学科　人文学部　国山口大学

人文社会科学科　人文社会科学部　国高知大学

実践英語学科　人文科学部　就実大学

英語英文学科　文学部　ノートルダム清心女子大学

英語英文学科　人文学部　広島修道大学

国際英語学科　人文学部　広島女学院大学

英語英米文学科　文学部　安田女子大学

英語英米文化学科　文学部　徳島文理大学

英語英米文学科　人文学部　松山大学

日本文学
世界との比較文学の視野も
身につける

1

外国文学

文学・語学・文化学が3本柱
2

哲学・宗教学・美学

認識論や倫理学などが現代で再評価
5

史学・地理学・文化財学
最新の分析科学・
デジタル技術も学ぶ

4

語学・言語学
ほぼ全世界の主要言語と
地域研究を網羅

3
❶「文化・語学・人間」
　 を学びたい !!

人類の歴史のうえで、言語の獲
得と発達が果たした役割は絶大
である。この系統には、文化・文
明遺産や人間の内面世界を探
究する独自の役割がある。現代
では人間科学、文化学、コミュニ
ケーション学など学際色の濃い
分野も設けられ、層の厚い学問
体系を形成している。

●人文科学系統



人文学科　文学部　国岡山大学

人文学科　文学部　国広島大学

人文学科　人文学部　国山口大学

人文社会学科　法文学部　国愛媛大学

人文社会科学科　人文社会科学部　国高知大学

人文学科　文学部　四国学院大学

【大学】

人間科学科　人間科学部　国島根大学

人文学科　文学部　国岡山大学

総合科学科　総合科学部　国広島大学

臨床心理学科　医学部　国香川大学

人文社会学科　法文学部　国愛媛大学

人文社会科学科　人文社会科学部　国高知大学

臨床心理学科　医療福祉学部　川崎医療福祉大学

人間科学科※　人間科学部（仮称）※　吉備国際大学

ビジネス心理学科　総合人間学部　山陽学園大学

教育心理学科　教育学部　就実大学

児童学科　人間生活学部　ノートルダム清心女子大学

社会臨床心理学科　現代文化学部　比治山大学

心理学科　健康科学部　広島国際大学

心理学科　健康科学部　広島修道大学

心理学科　人間科学部　広島文教大学

心理学科　人間文化学部　福山大学

現代心理学科　心理学部　安田女子大学

ビジネス心理学科　心理学部　安田女子大学

心理学科　心理学部　宇部フロンティア大学

心理臨床・子ども学科　人間科学部　東亜大学

人間生活科学科　生活科学部　四国大学

心理学科　人間生活学部　徳島文理大学

社会福祉学科　社会福祉学部　四国学院大学

人間社会学科　人間健康福祉学部　聖カタリナ大学

総合心理学科　総合心理学部　人間環境大学

総合犯罪心理学科（仮称）※　総合心理学部　人間環境大学

【大学】

人間科学科　人間科学部　国島根大学

人文社会学科　法文学部　国愛媛大学

【大学】

地域学科　地域学部　国鳥取大学

社会文化学科　法文学部　国島根大学

言語文化学科　法文学部　国島根大学

人文学科　文学部　国岡山大学

総合科学科　総合科学部　国広島大学

人文学科　人文学部　国山口大学

社会総合科学科　総合科学部　国徳島大学

人文社会学科　法文学部　国愛媛大学

人文社会科学科　人文社会科学部　国高知大学

地域文化学科　人間文化学部　公島根県立大学

ソーシャルシステムデザイン学科　ソーシャルシステムデザイン学部　公叡啓大学

文化創造学科　国際文化学部　公山口県立大学

文化学科　文化学部　公高知県立大学

表現文化学科　人文科学部　就実大学

国際教養学科　国際教養学部　中国学園大学

言語文化学科　現代文化学部　比治山大学

日本文化学科　人文学部　広島女学院大学

人間文化学科　人間文化学部　福山大学

人文学科　文学部　梅光学院大学

【短大】

文化情報学科　　公島根県立大学短期大学部

【大学】

地域学科　地域学部　国鳥取大学

総合科学科　総合科学部　国広島大学

国際文化学科　国際文化学部　公山口県立大学

言語文化学科　総合人間学部　山陽学園大学

言語文化学科　現代文化学部　比治山大学

人文学科　文学部　梅光学院大学

国際文化学科　文学部　四国大学

人間社会学科　人間健康福祉学部　聖カタリナ大学

【短大】

国際文化交流学科　　鳥取短期大学

言語コミュニケーション学科　　徳島文理大学短期大学部

『
学
部
・
学
科
』
か
ら
志
望
校
を
さ
が
す

心理学・行動科学

臨床心理士養成の大学院と連結
6

人間科学

心理学・教育学・社会学が3本柱
7

文化学・教養学
現代の人文科学で注目される
新しい学問領域

8

コミュニケーション学・図書館学・他
国際タイプの
コミュニケーション学科も増加

9



【大学】

法経学科　法文学部　国島根大学

法学科　法学部　国岡山大学

法学科　法学部　国広島大学

法学科　法学部　国香川大学

人文社会学科　法文学部　国愛媛大学

法学科　法学部　岡山商科大学

法律学科　法学部　広島修道大学

法学科　法学部　松山大学

【大学】

国際政治学科　国際コミュニティ学部　広島修道大学

法学科　法学部　松山大学

【大学】

法経学科　法文学部　国島根大学

経済学科　経済学部　国岡山大学

経済学科　経済学部　国広島大学

経済学科　経済学部　国山口大学

経済学科　経済学部　国香川大学

産業マネジメント学科　社会共創学部　国愛媛大学

経済情報学科　経済情報学部　公尾道市立大学

経済学科　経済学部　公下関市立大学

国際商学科　経済学部　公下関市立大学

公共マネジメント学科　経済学部　公下関市立大学

経済経営学科（仮称）※　経済経営学部（仮称）※　公周南公立大学

経済・マネジメント学群　　公高知工科大学

経済学科　経済学部　岡山商科大学

現代経営学科　経済経営学部　環太平洋大学

経済学科　経済学部　広島経済大学

経済情報学科　経済科学部　広島修道大学

現代経済学科　経済科学部　広島修道大学

経済学科　経済学部　福山大学

国際経済学科　経済学部　福山大学

税務会計学科　経済学部　福山大学

経済学科　経済学部　松山大学

【大学】

経済学科　経済学部　国岡山大学

経営学科　経済学部　国山口大学

経済学科　経済学部　国香川大学

国際商学科　経済学部　公下関市立大学

経済学科　経済学部　岡山商科大学

経営学科　経営学部　岡山商科大学

商学科　経営学部　岡山商科大学

商学科　商学部　広島修道大学

経営学科　商学部　広島修道大学

税務会計学科　経済学部　福山大学

現代ビジネス学科　現代ビジネス学部　安田女子大学

【短大】

人間生活学科　　山陽女子短期大学

ビジネス・コミュニケーション科　　四国大学短期大学部

商科　　徳島文理大学短期大学部

秘書科　　高松短期大学

商科第２部　　松山短期大学

現代ビジネス学科　　松山東雲短期大学

❷「法・政・ビジネス」
　 を学びたい !!

現実的な人間社会の法・政治・
経済のシステムをどう方向づ
け、よりよい社会を築くか、それ
が社会科学の原点でもある。
企業・産業の流通・経営・管理・
戦略を学ぶ学問領域もそろっ
ており、いずれも実証的・科学
的に現実の課題を研究する。

●社会科学系統 A

法学
法科大学院が
法曹養成の中心機関へ

10

政治学
現代政治学では
コンピュータを駆使

11

経済学

経済活動のグローバル化にも対応
12

商学・会計学
商ビジネスの実践力豊かな人材を
育成

13



【大学】

経済学科　経済学部　国岡山大学

経営学科　経済学部　国山口大学

経済学科　経済学部　国香川大学

産業マネジメント学科　社会共創学部　国愛媛大学

人文社会科学科　人文社会科学部　国高知大学

経営学科　経営学部　公公立鳥取環境大学

地域創生学科　地域創生学部　公県立広島大学

経済情報学科　経済情報学部　公尾道市立大学

都市経営学科　都市経営学部　公福山市立大学

経済経営学科（仮称）※　経済経営学部（仮称）※　公周南公立大学

経済・マネジメント学群　　公高知工科大学

経営学科　経営学部　岡山商科大学

経営学科　経営学部　岡山理科大学

現代経営学科　経済経営学部　環太平洋大学

経営社会学科　社会科学部　吉備国際大学

経営学科　経営学部　就実大学

経営学科　経営学部　広島経済大学

スポーツ経営学科　経営学部　広島経済大学

経営学科　商学部　広島修道大学

経営学科　経営学部　福山平成大学

現代社会学科　現代社会学部　至誠館大学

経営学科　経営学部　高松大学

経営学科　経営学部　松山大学

【大学】

地域政策学科　地域政策学部　公島根県立大学

地域創生学科　地域創生学部　公県立広島大学

経済情報学科　経済情報学部　公尾道市立大学

経営学科　経営学部　岡山商科大学

ビジネス情報学科　メディアビジネス学部　広島経済大学

メディアビジネス学科　メディアビジネス学部　広島経済大学

経営情報学科　経営情報学部　四国大学

経営学科　経営学部　高松大学

経営学科　経営学部　松山大学

【短大】

生活学科　情報・経営専攻　鳥取短期大学

経営情報科　　香川短期大学

【大学】

観光政策学科　経済学部　国山口大学

経済学科　経済学部　国香川大学

地域資源マネジメント学科　社会共創学部　国愛媛大学

商学科　経営学部　岡山商科大学

国際教養学科　国際教養学部　中国学園大学

マスコミュニケーション学科　現代文化学部　比治山大学

商学科　商学部　広島修道大学

国際観光ビジネス学科　現代ビジネス学部　安田女子大学

国際交流学科　人間科学部　東亜大学

カルチュラル・マネジメント学科　社会学部　四国学院大学

【短大】

言語コミュニケーション学科　　徳島文理大学短期大学部

ライフデザイン学科　　今治明徳短期大学

『
学
部
・
学
科
』
か
ら
志
望
校
を
さ
が
す

経営学
“マネジメント”、“起業”などの
名称が増加

14

経営情報学
経営情報の管理・戦略の
専門人材を育成

15

観光学・他
観光立国構想と連動する
注目の学問領域

16



社会福祉学科　社会福祉学部　公高知県立大学

医療福祉学科　医療福祉学部　川崎医療福祉大学

人間生活学科　人間生活学部　ノートルダム清心女子大学

社会福祉学科　生活科学部　美作大学

社会学科※　健康科学部　広島国際大学

スポーツ健康福祉学科　人間健康学部　広島文化学園大学

人間福祉学科　人間科学部　広島文教大学

福祉学科　福祉健康学部　福山平成大学

現代社会学科　現代社会学部　至誠館大学

人間福祉学科　保健福祉学部　徳島文理大学

社会福祉学科　社会福祉学部　四国学院大学

社会福祉学科　人間健康福祉学部　聖カタリナ大学

心理子ども学科　人文科学部　松山東雲女子大学

【短大】

医療介護福祉科　　川崎医療短期大学

総合生活学科　　中国短期大学

人間健康科　介護福祉専攻　四国大学短期大学部

ライフデザイン学科　　今治明徳短期大学

【大学】

情報科学科（仮称）※　情報科学部（仮称）※　公周南公立大学

情報理工学科　情報理工学部　岡山理科大学

情報デザイン学科（仮称）※  情報デザイン学部（仮称）※  ノートルダム清心女子大学

マスコミュニケーション学科　現代文化学部　比治山大学

ビジネス情報学科　メディアビジネス学部　広島経済大学

メディアビジネス学科　メディアビジネス学部　広島経済大学

情報コミュニケーション学科　情報学部　広島工業大学

経済情報学科　経済科学部　広島修道大学

メディア・映像学科　人間文化学部　福山大学

メディア情報学科　経営情報学部　四国大学

メディアデザイン学科　人間生活学部　徳島文理大学

カルチュラル・マネジメント学科　社会学部　四国学院大学

【短大】

生活実践科学科　　就実短期大学

情報ビジネス学科　　中国短期大学

【大学】

地域学科　地域学部　国鳥取大学

社会総合科学科　総合科学部　国徳島大学

人文社会学科　法文学部　国愛媛大学

産業イノベーション学科　社会共創学部　国愛媛大学

地域資源マネジメント学科　社会共創学部　国愛媛大学

【大学】

社会文化学科　法文学部　国島根大学

人文学科　文学部　国岡山大学

人文学科　人文学部　国山口大学

国際総合科学科　国際総合科学部　国山口大学

社会総合科学科　総合科学部　国徳島大学

地域資源マネジメント学科　社会共創学部　国愛媛大学

地域協働学科　地域協働学部　国高知大学

ソーシャルシステムデザイン学科　ソーシャルシステムデザイン学部　公叡啓大学

データ＆イノベーション学群　　公高知工科大学

経営社会学科　社会科学部　吉備国際大学

現代社会学科　文学部　ノートルダム清心女子大学

マスコミュニケーション学科　現代文化学部　比治山大学

社会学科※　健康科学部　広島国際大学

人間関係学科　人文学部　広島修道大学

メディア・映像学科　人間文化学部　福山大学

カルチュラル・マネジメント学科　社会学部　四国学院大学

人間社会学科　人間健康福祉学部　聖カタリナ大学

社会学科　人文学部　松山大学

【大学】

人間科学科　人間科学部　国島根大学

現代福祉学科　保健福祉学部　公岡山県立大学

地域福祉学科　健康科学部　公新見公立大学

保健福祉学科　保健福祉学部　公県立広島大学

社会福祉学科　社会福祉学部　公山口県立大学

福祉学科※　人間健康科学部※　公周南公立大学

情報学・メディア学

人間の側から情報化社会を再構築
19

政策学

公共政策の中核となる人材を育成
20

社会学・マスコミ学

実際の社会調査実習を重視
17

社会福祉学

現代社会の多様な福祉ニーズに対応
18

❸「現代社会」
　 を学びたい !!

現代社会には、少子高齢化、
高度情報化、地球温暖化な
ど、複雑な要因が絡む課題が
山積している。社会学、社会
福祉学をはじめ、新しい体系
である情報学、メディア学、政
策学、環境学などが、総合的
で学際的な視点から現代社会
の課題に取り組んでいる。

●社会科学系統 B



地域協働学科　地域協働学部　国高知大学

経営学科　経営学部　公公立鳥取環境大学

地域政策学科　地域政策学部　公島根県立大学

ソーシャルシステムデザイン学科　ソーシャルシステムデザイン学部　公叡啓大学

公共マネジメント学科　経済学部　公下関市立大学

地域マネジメント学科　地域マネジメント学部　山陽学園大学

国際文化学科（仮称）※  国際文化学部（仮称）※  ノートルダム清心女子大学

地域行政学科　国際コミュニティ学部　広島修道大学

公共経営学科　現代ビジネス学部　安田女子大学

総合政策学科　総合政策学部　徳島文理大学

【大学】

生命環境農学科　農学部　国鳥取大学

総合科学科　総合科学部　国広島大学

社会総合科学科　総合科学部　国徳島大学

創造工学科　創造工学部　国香川大学

環境デザイン学科　社会共創学部　国愛媛大学

地域協働学科　地域協働学部　国高知大学

環境学科　環境学部　公公立鳥取環境大学

地域政策学科　地域政策学部　公島根県立大学

都市経営学科　都市経営学部　公福山市立大学

地域行政学科　国際コミュニティ学部　広島修道大学

人間環境学科　人間環境学部　広島修道大学

【大学】

国際共創学科　総合科学部　国広島大学

国際総合科学科　国際総合科学部　国山口大学

社会総合科学科　総合科学部　国徳島大学

人文社会科学科　人文社会科学部　国高知大学

国際関係学科　国際関係学部　公島根県立大学

ソーシャルシステムデザイン学科　ソーシャルシステムデザイン学部　公叡啓大学

国際学科　国際学部　公広島市立大学

外国学科　外国語学部　吉備国際大学

経営学科　経営学部　就実大学

国際政治学科　国際コミュニティ学部　広島修道大学

グローバルコミュニケーション学科　人間科学部　広島文教大学

国際観光ビジネス学科　現代ビジネス学部　安田女子大学

【大学】

地域学科　地域学部　国鳥取大学

総合科学科　総合科学部　国広島大学

国際共創学科　総合科学部　国広島大学

国際関係学科　国際関係学部　公島根県立大学

地域創生学科　地域創生学部　公県立広島大学

国際学科　国際学部　公広島市立大学

国際文化学科　国際文化学部　公山口県立大学

言語文化学科　総合人間学部　山陽学園大学

国際文化学科（仮称）※  国際文化学部（仮称）※  ノートルダム清心女子大学

国際英語学科　人文学部　広島女学院大学

国際交流学科　人間科学部　東亜大学

国際文化学科　文学部　四国大学

カルチュラル・マネジメント学科　社会学部　四国学院大学

【短大】

国際文化交流学科　　鳥取短期大学

『
学
部
・
学
科
』
か
ら
志
望
校
を
さ
が
す

環境学・危機管理学・キャリア学・他

新しい学問領域を切り拓く学科群
21

国際文化学

比較文化の視点から総合的に研究
23

国際関係学

世界の共生をめざす重要な学問領域
22

❹「国際」
　 を学びたい !!

第一次世界大戦の惨状を体
験したヨーロッパ、そこから世
界平和の土台を構築しようと
する国際関係学という学問が
生まれ、今日では異文化間の
交流を担う人材育成も広く行
われている。今や、人類にとっ
てグローバルな連携・共生が
欠かせない時代である。

●国際関係学系統 



【大学】

物質化学科　総合理工学部　国島根大学

化学科　理学部　国岡山大学

化学科　理学部　国広島大学

化学科　理学部　国山口大学

理学科　理学部　国愛媛大学

化学生命理工学科　理工学部　国高知大学

理工学群　　公高知工科大学

化学科　理学部　岡山理科大学

【大学】

生命科学科　医学部　国鳥取大学

生命科学科　生物資源科学部　国島根大学

生物学科　理学部　国岡山大学

生物科学科　理学部　国広島大学

生物学科　理学部　国山口大学

生物資源産業学科　生物資源産業学部　国徳島大学

理学科　理学部　国愛媛大学

生命機能学科　農学部　国愛媛大学

生物科学科　理工学部　国高知大学

化学生命理工学科　理工学部　国高知大学

生命環境学科　生物資源科学部　公県立広島大学

理工学群　　公高知工科大学

動物学科　理学部　岡山理科大学

生物科学科　生命科学部　岡山理科大学

生物地球学科　生物地球学部　岡山理科大学

生命科学科　生命科学部　倉敷芸術科学大学

化学生命工学科　工学部　近畿大学

食品生命科学科　生命学部　広島工業大学

生物工学科　生命工学部　福山大学

海洋生物科学科　生命工学部　福山大学

ナノ物質工学科　理工学部　徳島文理大学

【大学】

数理科学科　総合理工学部　国島根大学

数学科　理学部　国岡山大学

工学科　情報・電気・数理データサイエンス系　工学部　国岡山大学

数学科　理学部　国広島大学

数理科学科　理学部　国山口大学

物理・情報科学科　理学部　国山口大学

理工学科　理工学部　国徳島大学

理学科　理学部　国愛媛大学

数学物理学科　理工学部　国高知大学

情報科学科　理工学部　国高知大学

数理情報科学科　工学部　公山陽小野田市立山口東京理科大学

データサイエンス学科（仮称）※  データサイエンス学部（仮称）※  公下関市立大学

応用数学科　理学部　岡山理科大学

基礎理学科　理学部　岡山理科大学

情報理工学科　情報理工学部　岡山理科大学

経営学科　経営学部　岡山理科大学

【大学】

物理工学科　総合理工学部　国島根大学

物理学科　理学部　国岡山大学

物理学科　理学部　国広島大学

物理・情報科学科　理学部　国山口大学

理学科　理学部　国愛媛大学

数学物理学科　理工学部　国高知大学

理工学群　　公高知工科大学

物理学科　理学部　岡山理科大学

化学

理論学習と技術修得が両輪
26

生物学・生命科学

生命科学の探究は多様な学部で展開
27

数学・情報科学
数理科学理論は
多くの学問・産業で応用

24

物理学

科学技術を支える基盤理論を構築
25

❺「サイエンス（理学）」
　 を学びたい !!

現代の科学技術の驚異的進
歩は、“自然科学の王”と呼
ばれる理学系の学問が、厳密
な実験と論証によって築いた
基礎理論によって支えられて
いる。地道で粘り強い勉学と
探求心が要求されるだけに、
いわゆる学究肌の人に向い
ている学問分野といえる。

●理学系統 



【大学】

機械物理系学科　工学部　国鳥取大学

機械・電気電子工学科　総合理工学部　国島根大学

工学科　機械システム系　工学部　国岡山大学

第一類（機械・輸送・材料・エネルギー系）　工学部　国広島大学

機械工学科　工学部　国山口大学

理工学科　理工学部　国徳島大学

創造工学科　創造工学部　国香川大学

工学科　工学部　国愛媛大学

機械工学科　工学部　公山陽小野田市立山口東京理科大学

システム工学群　　公高知工科大学

機械システム工学科　工学部　岡山理科大学

情報理工学科　情報理工学部　岡山理科大学

機械工学科　工学部　近畿大学

ロボティクス学科　工学部　近畿大学

機械システム工学科　工学部　広島工業大学

知能機械工学科　工学部　広島工業大学

機械システム工学科　工学部　福山大学

機械創造工学科　理工学部　徳島文理大学

【短大】

自動車工業学科　　徳島工業短期大学

【大学】

電気情報系学科　工学部　国鳥取大学

機械・電気電子工学科　総合理工学部　国島根大学

工学科　情報・電気・数理データサイエンス系　工学部　国岡山大学

第二類（電気電子・システム情報系）　工学部　国広島大学

【大学】

地球科学科　総合理工学部　国島根大学

地球科学科　理学部　国岡山大学

地球惑星システム学科　理学部　国広島大学

地球圏システム科学科　理学部　国山口大学

理工学科　理工学部　国徳島大学

理学科　理学部　国愛媛大学

地球環境防災学科　理工学部　国高知大学

生物地球学科　生物地球学部　岡山理科大学

地球環境学科　環境学部　広島工業大学

【大学】

物質化学科　総合理工学部　国島根大学

地球科学科　総合理工学部　国島根大学

環境共生科学科　生物資源科学部　国島根大学

工学科　情報・電気・数理データサイエンス系　工学部　国岡山大学

工学科　化学・生命系　工学部　国岡山大学

工学科　環境・社会基盤系　工学部　国岡山大学

総合科学科　総合科学部　国広島大学

情報科学科　情報科学部　国広島大学

地球圏システム科学科　理学部　国山口大学

地球環境防災学科　理工学部　国高知大学

環境学科　環境学部　公公立鳥取環境大学

生命環境学科　生物資源科学部　公県立広島大学

基礎理学科　理学部　岡山理科大学

生物科学科　生命科学部　岡山理科大学

地球環境学科　環境学部　広島工業大学

『
学
部
・
学
科
』
か
ら
志
望
校
を
さ
が
す

地学・地球科学

地球に関する総合科学
28

機械工学・ロボティクス

実験・実習や設計・製図が必修
30

電気・電子・通信工学
基礎科目は共通、
高学年次で専攻を選択

31

❻「ハイテク（工学）」
　 を学びたい !!

現代の工学技術のハイテク化
は、驚異的なスピードで進化し
ている。人間の日常生活はむろ
ん、バイオ工学から宇宙工学ま
で、人類の未来さえ左右するほ
どのパワーを秘めている学問分
野である。多くの専門科目が実
験・実習や設計・製図を伴い、
豊かな想像力の育成をめざす。

●工学系統 

環境科学・総合理学・総合科学

文理総合型の学部・学科も開設
29



【短大】

情報メディア学科　　山口短期大学

【大学】

社会システム土木系学科　工学部　国鳥取大学

建築デザイン学科　総合理工学部　国島根大学

環境共生科学科　生物資源科学部　国島根大学

工学科　環境・社会基盤系　工学部　国岡山大学

第四類（建築・環境系）　工学部　国広島大学

社会建設工学科　工学部　国山口大学

循環環境工学科　工学部　国山口大学

理工学科　理工学部　国徳島大学

創造工学科　創造工学部　国香川大学

建築学科　デザイン学部　公岡山県立大学

都市経営学科　都市経営学部　公福山市立大学

システム工学群　　公高知工科大学

建築学科　工学部　岡山理科大学

建築学科　工学部　近畿大学

環境土木工学科　工学部　広島工業大学

建築工学科　工学部　広島工業大学

建築デザイン学科　環境学部　広島工業大学

生活デザイン学科　人間生活学部　広島女学院大学

建築学科　工学部　福山大学

生活デザイン学科　家政学部　安田女子大学

アート・デザイン学科　芸術学部　東亜大学

建築デザイン学科　人間生活学部　徳島文理大学

【短大】

生活学科　住居・デザイン専攻　鳥取短期大学

【大学】

機械物理系学科　工学部　国鳥取大学

物理工学科　総合理工学部　国島根大学

物理学科　理学部　岡山理科大学

電気電子工学科　工学部　国山口大学

理工学科　理工学部　国徳島大学

創造工学科　創造工学部　国香川大学

工学科　工学部　国愛媛大学

情報通信工学科　情報工学部　公岡山県立大学

電気工学科　工学部　公山陽小野田市立山口東京理科大学

システム工学群　　公高知工科大学

情報学群　　公高知工科大学

電気電子システム学科　工学部　岡山理科大学

電子情報工学科　工学部　近畿大学

電子情報工学科　工学部　広島工業大学

電気システム工学科　工学部　広島工業大学

スマートシステム学科　工学部　福山大学

電子情報工学科　理工学部　徳島文理大学

【大学】

電気情報系学科　工学部　国鳥取大学

知能情報デザイン学科　総合理工学部　国島根大学

材料エネルギー学科　材料エネルギー学部　国島根大学

工学科　情報・電気・数理データサイエンス系　工学部　国岡山大学

第二類（電気電子・システム情報系）　工学部　国広島大学

情報科学科　情報科学部　国広島大学

知能情報工学科　工学部　国山口大学

理工学科　理工学部　国徳島大学

創造工学科　創造工学部　国香川大学

工学科　工学部　国愛媛大学

情報通信工学科　情報工学部　公岡山県立大学

情報システム工学科　情報工学部　公岡山県立大学

人間情報工学科　情報工学部　公岡山県立大学

情報工学科　情報科学部　公広島市立大学

知能工学科　情報科学部　公広島市立大学

数理情報科学科　工学部　公山陽小野田市立山口東京理科大学

データサイエンス学科（仮称）※  データサイエンス学部（仮称）※  公下関市立大学

情報科学科（仮称）※　情報科学部（仮称）※　公周南公立大学

情報学群　　公高知工科大学

データ＆イノベーション学群（仮称）※　　公高知工科大学

情報工学科　工学部　岡山理科大学

情報理工学科　情報理工学部　岡山理科大学

情報デザイン学科（仮称）※  情報デザイン学部（仮称）※  ノートルダム清心女子大学

電子情報工学科　工学部　近畿大学

情報学科　工学部　近畿大学

電子情報工学科　工学部　広島工業大学

情報工学科　情報学部　広島工業大学

情報コミュニケーション学科　情報学部　広島工業大学

情報工学科　工学部　福山大学

心理子ども学科　人文科学部　松山東雲女子大学

応用物理学

注目されるナノテクノロジー
34

情報工学・情報科学

コンピュータは先端総合工学
32

土木・建築・環境工学
3分野とも設計製図が重要な
基幹科目

33



【大学】

化学バイオ系学科　工学部　国鳥取大学

物質化学科　総合理工学部　国島根大学

工学科　化学・生命系　工学部　国岡山大学

第三類（応用化学・生物工学・化学工学系）　工学部　国広島大学

応用化学科　工学部　国山口大学

理工学科　理工学部　国徳島大学

工学科　工学部　国愛媛大学

応用化学科　工学部　公山陽小野田市立山口東京理科大学

理工学群　　公高知工科大学

応用化学科　工学部　岡山理科大学

生命科学科　生命科学部　倉敷芸術科学大学

化学生命工学科　工学部　近畿大学

ナノ物質工学科　理工学部　徳島文理大学

【大学】

化学バイオ系学科　工学部　国鳥取大学

工学科　化学・生命系　工学部　国岡山大学

第三類（応用化学・生物工学・化学工学系）　工学部　国広島大学

生物資源産業学科　生物資源産業学部　国徳島大学

工学科　工学部　国愛媛大学

化学生命理工学科　理工学部　国高知大学

理工学群　　公高知工科大学

生命科学科　生命科学部　岡山理科大学

化学生命工学科　工学部　近畿大学

生物工学科　生命工学部　福山大学

【大学】

物理工学科　総合理工学部　国島根大学

材料エネルギー学科　材料エネルギー学部　国島根大学

第一類（機械・輸送・材料・エネルギー系）　工学部　国広島大学

システム工学群　　公高知工科大学

機械工学科　工学部　近畿大学

電気システム工学科　工学部　広島工業大学

【大学】

化学バイオ系学科　工学部　国鳥取大学

物理工学科　総合理工学部　国島根大学

材料エネルギー学科　材料エネルギー学部　国島根大学

工学科　機械システム系　工学部　国岡山大学

第一類（機械・輸送・材料・エネルギー系）　工学部　国広島大学

社会建設工学科　工学部　国山口大学

創造工学科　創造工学部　国香川大学

工学科　工学部　国愛媛大学

機械システム工学科　工学部　広島工業大学

※該当校なし（中国・四国地区）

【大学】

機械物理系学科　工学部　国鳥取大学

工学科　機械システム系　工学部　国岡山大学

機械工学科　工学部　国山口大学

システム工学群　　公高知工科大学

機械システム工学科　工学部　岡山理科大学

【大学】

社会システム土木系学科　工学部　国鳥取大学

【大学】

機械物理系学科　工学部　国鳥取大学

化学バイオ系学科　工学部　国鳥取大学

『
学
部
・
学
科
』
か
ら
志
望
校
を
さ
が
す

応用化学・物質工学

新素材開発や環境問題にも対応
35

生物（生命）工学

研究の中心は遺伝子工学と細胞工学
36

船舶・海洋・航海工学
船舶工学の専門学科・コースは
少数

39

エネルギー工学・資源工学
新しいエネルギー源や
地下資源を開発

37

材料工学

最先端の素材を続々と開発
38

航空・宇宙工学

現代・未来の工学を最高度に集約
40

経営・管理工学

工業生産を取り巻く諸問題を研究
41

画像・光工学／医用・福祉工学

医療・福祉に対応する工学も活発化
42



【大学】

生命環境農学科　農学部　国鳥取大学

農林生産学科　生物資源科学部　国島根大学

総合農業科学科　農学部　国岡山大学

生物機能科学科　農学部　国山口大学

応用生物科学科　農学部　国香川大学

食料生産学科　農学部　国愛媛大学

農林資源科学科　農林海洋科学部　国高知大学

地域創生農学科　農学部　吉備国際大学

【大学】

生命環境農学科　農学部　国鳥取大学

生命科学科　生物資源科学部　国島根大学

総合農業科学科　農学部　国岡山大学

生物生産学科　生物生産学部　国広島大学

生物機能科学科　農学部　国山口大学

生物資源産業学科　生物資源産業学部　国徳島大学

応用生物科学科　農学部　国香川大学

食料生産学科　農学部　国愛媛大学

生命機能学科　農学部　国愛媛大学

農林資源科学科　農林海洋科学部　国高知大学

地域資源開発学科　生物資源科学部　公県立広島大学

応用化学科　工学部　岡山理科大学

生物科学科　生命科学部　岡山理科大学

海洋水産生物学科　農学部　吉備国際大学

化学生命工学科　工学部　近畿大学

食品生命科学科　生命学部　広島工業大学

生物工学科　生命工学部　福山大学

理工学科　理工学部　国徳島大学

医用情報科学科　情報科学部　公広島市立大学

生物科学科　生命科学部　岡山理科大学

生体医工学科　生命学部　広島工業大学

【大学】

社会システム土木系学科　工学部　国鳥取大学

工学科　環境・社会基盤系　工学部　国岡山大学

第一類（機械・輸送・材料・エネルギー系）　工学部　国広島大学

感性デザイン工学科　工学部　国山口大学

理工学科　理工学部　国徳島大学

創造工学科　創造工学部　国香川大学

工学科　工学部　国愛媛大学

人間情報工学科　情報工学部　公岡山県立大学

工芸工業デザイン学科　デザイン学部　公岡山県立大学

システム工学科　情報科学部　公広島市立大学

建築学科　工学部　岡山理科大学

情報理工学科　情報理工学部　岡山理科大学

ロボティクス学科　工学部　近畿大学

情報学科　工学部　近畿大学

建築学科　工学部　近畿大学

電気システム工学科　工学部　広島工業大学

機械システム工学科　工学部　広島工業大学

建築デザイン学科　環境学部　広島工業大学

農学・園芸学
栽培から品種改良まで
新しい手法で研究

44

農芸化学・食品化学

バイオ技術開発の中核学科の1つ
45

❼「食料・バイオ（農学）」
　 を学びたい !!

食糧資源の確保は、人類の生
存に関わる国家の最重要課
題である。そのため、国立
大学を中心に食糧資源の開
発・育成・加工・管理・流通・
保護や、環境・施設などに至
るまで幅広い研究を行う学
問領域がそろっており、総
合科学としての色彩も強い。

●農学系統 

システム工学・デザイン工学・他
現代の科学技術で
最新のシステム工学

43



【大学】

生命環境農学科　農学部　国鳥取大学

農林生産学科　生物資源科学部　国島根大学

総合農業科学科　農学部　国岡山大学

生物生産学科　生物生産学部　国広島大学

応用生物科学科　農学部　国香川大学

生物環境学科　農学部　国愛媛大学

農林資源科学科　農林海洋科学部　国高知大学

海洋水産生物学科　農学部　吉備国際大学

【大学】

生命環境農学科　農学部　国鳥取大学

農林生産学科　生物資源科学部　国島根大学

食料生産学科　農学部　国愛媛大学

農林資源科学科　農林海洋科学部　国高知大学

地域資源開発学科　生物資源科学部　公県立広島大学

地域創成農学科　農学部　吉備国際大学

【大学】

生命環境農学科　農学部　国鳥取大学

農林生産学科　生物資源科学部　国島根大学

総合農業科学科　農学部　国岡山大学

生物環境学科　農学部　国愛媛大学

農林資源科学科　農林海洋科学部　国高知大学

【大学】

共同獣医学科　農学部　国鳥取大学

獣医学科　共同獣医学部　国山口大学

獣医学科　獣医学部　岡山理科大学

獣医保健看護学科　獣医学部　岡山理科大学

動物生命科学科　生命科学部　倉敷芸術科学大学

医療工学科　医療学部　東亜大学

【大学】

農林生産学科　生物資源科学部　国島根大学

総合農業科学科　農学部　国岡山大学

生物生産学科　生物生産学部　国広島大学

動物学科　理学部　岡山理科大学

動物生命科学科　生命科学部　倉敷芸術科学大学

【大学】

生物生産学科　生物生産学部　国広島大学

生物環境学科　農学部　国愛媛大学

海洋資源科学科　農林海洋科学部　国高知大学

応用化学科　工学部　岡山理科大学

海洋水産生物学科　農学部　吉備国際大学

海洋生物科学科　生命工学部　福山大学

【大学】

農林生産学科　生物資源科学部　国島根大学

総合農業科学科　農学部　国岡山大学

生物生産学科　生物生産学部　国広島大学

生物資源環境科学科　農学部　国山口大学

応用生物科学科　農学部　国香川大学

生命機能学科　農学部　国愛媛大学

海洋資源科学科　農林海洋科学部　国高知大学

地域創成農学科　農学部　吉備国際大学

海洋水産生物学科　農学部　吉備国際大学

『
学
部
・
学
科
』
か
ら
志
望
校
を
さ
が
す農業経済学

社会科学を基盤に農業支援を促進
47

森林科学
国際レベルでの
グローバルな研究も活発

48

獣医学・動物看護学

獣医学は6年制で獣医師を育成
49

農業工学・環境学・造園学
環境と生態系の保全・整備も
視野に入れる

46
畜産学
重要な動物性たんぱく源の確保を
担う

50

水産学
増養殖から水圏環境まで
広範囲に研究

51

総合農学・他

タテ割型から総合型の研究へ
52



【大学】

医学科　医学部　国鳥取大学

生命科学科　医学部　国鳥取大学

医学科　医学部　国島根大学

医学科　医学部　国岡山大学

医学科　医学部　国広島大学

医学科　医学部　国山口大学

医学科　医学部　国徳島大学

医学科　医学部　国香川大学

医学科　医学部　国愛媛大学

医学科　医学部　国高知大学

医学科　医学部　川崎医科大学

【大学】

歯学科　歯学部　国岡山大学

歯学科　歯学部　国広島大学

歯学科　歯学部　国徳島大学

【大学】

■6年制課程

薬学科　薬学部　国岡山大学

薬学科　薬学部　国広島大学

薬学科　薬学部　国徳島大学

薬学科　薬学部　公山陽小野田市立山口東京理科大学

薬学科　薬学部　就実大学

薬学科　薬学部　広島国際大学

薬学科　薬学部　福山大学

薬学科　薬学部　安田女子大学

薬学科　薬学部　徳島文理大学

薬学科　香川薬学部　徳島文理大学

医療薬学科　薬学部　松山大学

■4年制課程

創薬科学科　薬学部　国岡山大学

薬科学科　薬学部　国広島大学

【大学】

保健学科　医学部　国鳥取大学

看護学科　医学部　国島根大学

保健学科　医学部　国岡山大学

保健学科　医学部　国広島大学

保健学科　医学部　国山口大学

保健学科　医学部　国徳島大学

看護学科　医学部　国香川大学

看護学科　医学部　国愛媛大学

看護学科　医学部　国高知大学

看護学科　看護栄養学部　公島根県立大学

看護学科　保健福祉学部　公岡山県立大学

看護学科　健康科学部　公新見公立大学

保健福祉学科　保健福祉学部　公県立広島大学

看護学科　看護栄養学部　公山口県立大学

看護学科（仮称）※　人間健康科学部（仮称）※　公周南公立大学

看護学科　保健医療学部　公香川県立保健医療大学

看護学科　保健科学部　公愛媛県立医療技術大学

看護学科　看護学部　公高知県立大学

看護学科　看護学部　鳥取看護大学

保健看護学科　保健看護学部　川崎医療福祉大学

看護学科　保健医療福祉学部　吉備国際大学

看護学科　看護学部　山陽学園大学

看護学科　看護学部　日本赤十字広島看護大学

看護学科　看護学部　広島国際大学

医学
新コア・カリキュラムで
自学自習型へ
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歯学
卒業後は1年の卒後臨床研修が
義務化
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薬学（６年制課程／４年制課程）

薬剤師は6年制課程で養成
55

❽「生命・医療」
　 を学びたい !!

人間の生命と保健を守る学問
領域は、医科学の発達をはじ
め医療機器、材料の高度化、
チーム医療体制の強化などに
支えられている。生命に直結す
る分野だけに、医歯薬学系では

「モデル・コア・カリキュラム」
が導入され、教育のあり方は
格段に厳しいものがある。

●保健・医療系統 

看護学
看護師・保健師・助産師の
受験資格が取得できる

56



看護学科　健康科学部　広島都市学園大学

看護学科　看護学部　広島文化学園大学

看護学科　看護学部　福山平成大学

看護学科　看護学部　安田女子大学

看護学科　看護学部　宇部フロンティア大学

看護学科　看護学部　四国大学

看護学科　保健福祉学部　徳島文理大学

看護学科　人間健康福祉学部　聖カタリナ大学

看護学科　松山看護学部　人間環境大学

【短大】

看護学科　　川崎医療短期大学

看護学科　　高知学園短期大学

【大学】

保健学科　医学部　国鳥取大学

保健学科　医学部　国岡山大学

保健学科　医学部　国山口大学

保健学科　医学部　国徳島大学

臨床検査学科　保健医療学部　公香川県立保健医療大学

臨床検査学科　保健科学部　公愛媛県立医療技術大学

臨床生命科学科　理学部　岡山理科大学

臨床検査学科　医療技術学部　川崎医療福祉大学

生命医科学科　生命科学部　倉敷芸術科学大学

医療技術学科　保健医療学部　広島国際大学

臨床検査学科　健康科学部　高知学園大学

【短大】

臨床検査学科　　山陽女子短期大学

【大学】

保健学科　医学部　国岡山大学

保健学科　医学部　国徳島大学

診療放射線技術学科　医療技術学部　川崎医療福祉大学

診療放射線学科　保健医療学部　広島国際大学

診療放射線学科　保健福祉学部　徳島文理大学

【大学】

保健学科　医学部　国広島大学

保健福祉学科　保健福祉学部　公県立広島大学

理学療法学科　健康科学部　岡山医療専門職大学

作業療法学科　健康科学部　岡山医療専門職大学

理学療法学科　リハビリテーション学部　川崎医療福祉大学

作業療法学科　リハビリテーション学部　川崎医療福祉大学

言語聴覚療法学科　リハビリテーション学部　川崎医療福祉大学

視能療法学科　リハビリテーション学部　川崎医療福祉大学

人間科学科（仮称）※　人間科学部（仮称）※　吉備国際大学

リハビリテーション学科　総合リハビリテーション学部　広島国際大学

リハビリテーション学科　健康科学部　広島都市学園大学

理学療法学科　保健福祉学部　徳島文理大学

リハビリテーション学科　リハビリテーション学部　高知リハビリテーション専門職大学

リハビリテーション学科※　健康科学部※　高知健康科学大学（仮称）※

【大学】

口腔健康科学科　歯学部　国広島大学

口腔保健学科　歯学部　国徳島大学

口腔保健学科　保健福祉学部　徳島文理大学

【短大】

歯科衛生学科　　高知学園短期大学

【大学】

医科栄養学科　医学部　国徳島大学

栄養学科　保健福祉学部　公岡山県立大学

保健福祉学科　保健福祉学部　公県立広島大学

医用情報科学科　情報科学部　公広島市立大学

生命医療工学科　工学部　岡山理科大学

臨床栄養学科　医療技術学部　川崎医療福祉大学

臨床工学科　医療技術学部　川崎医療福祉大学

医療福祉経営学科　医療福祉マネジメント学部　川崎医療福祉大学

医療秘書学科　医療福祉マネジメント学部　川崎医療福祉大学

医療情報学科　医療福祉マネジメント学部　川崎医療福祉大学

生命科学科　生命科学部　倉敷芸術科学大学

健康科学科　生命科学部　倉敷芸術科学大学

生体医工学科　生命学部　広島工業大学

『
学
部
・
学
科
』
か
ら
志
望
校
を
さ
が
す

リハビリテーション学

理学・作業療法の2分野が中心
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歯科衛生学（口腔保健）・
歯科技工学

大学でも口腔保健教育がスタート
60

診療放射線学

理工学の素養が不可欠な学問領域
58

臨床検査学
主要な検査4部門に対応した
専門科目群

57

東洋医学・臨床工学・
医療栄養学・医療経営学

医療スタッフ養成の多様化が進む
61



【大学】

現代食文化学科　食文化学部　くらしき作陽大学

人間生活学科　人間生活学部　ノートルダム清心女子大学

生活デザイン学科　人間生活学部　広島女学院大学

生活デザイン学科　家政学部　安田女子大学

人間生活科学科　生活科学部　四国大学

人間生活学科　人間生活学部　徳島文理大学

【短大】

生活実践科学科　　就実短期大学

総合生活学科　　中国短期大学

総合生活デザイン学科　　比治山大学短期大学部

コミュニティ生活学科　　広島文化学園短期大学

生活科学科　生活科学専攻　徳島文理大学短期大学部

【大学】

健康栄養学科　看護栄養学部　公島根県立大学

栄養学科　看護栄養学部　公山口県立大学

健康栄養学科　健康栄養学部　公高知県立大学

医療技術学科　保健医療学部　広島国際大学

医療栄養学科　健康科学部　広島国際大学

医療経営学科　健康科学部　広島国際大学

救急救命学科　保健医療学部　広島国際大学

スポーツ健康学科　人間科学部　東亜大学

医療工学科　医療学部　東亜大学

健康栄養学科　医療学部　東亜大学

トータルビューティ学科　芸術学部　東亜大学

臨床工学科　保健福祉学部　徳島文理大学

家政学・生活科学

人間の生活全般を総合的に研究
62

❾「生活」
　 を学びたい !!

今やこの系統は、人間生活
を総合的に“科学”する学問
へと大きく脱皮した。人文・
社会科学から自然科学まで、
多くの学問領域が関わって
いる。近年は環境、情報、文
化、福祉など、新しい視点か
ら人間生活を捉え直そうとす
る動向が目立っている。

●生活科学系統 

食物学・栄養学

栄養士・管理栄養士を育成
63



食物栄養学科　人間生活学部　岡山学院大学

栄養学科　食文化学部　くらしき作陽大学

現代食文化学科　食文化学部　くらしき作陽大学

人間栄養学科　現代生活学部　中国学園大学

食品栄養学科　人間生活学部　ノートルダム清心女子大学

食物学科　生活科学部　美作大学

管理栄養学科　健康栄養学部　比治山大学

健康栄養学科　健康科学部　広島修道大学

管理栄養学科　人間生活学部　広島女学院大学

人間栄養学科　人間科学部　広島文教大学

生命栄養科学科　生命工学部　福山大学

管理栄養学科　家政学部　安田女子大学

健康栄養学科　生活科学部　四国大学

食物栄養学科　人間生活学部　徳島文理大学

管理栄養学科　健康科学部　高知学園大学

【短大】

生活学科　食物栄養専攻　鳥取短期大学

健康栄養学科　　山陽学園短期大学

栄養学科　　美作大学短期大学部

食物栄養学科　　山陽女子短期大学

食物栄養学科　　広島文化学園短期大学

食物栄養学科　　宇部フロンティア大学短期大学部

栄養健康学科　　下関短期大学

人間健康科　食物栄養専攻　四国大学短期大学部

生活科学科　食物専攻　徳島文理大学短期大学部

生活科学科　生活科学専攻　徳島文理大学短期大学部

生活文化学科　食物栄養専攻　香川短期大学

ライフデザイン学科　　今治明徳短期大学

食物栄養学科　　松山東雲短期大学

【大学】

生活デザイン学科　人間生活学部　広島女学院大学

生活デザイン学科　家政学部　安田女子大学

【短大】

服飾美術学科　　公倉敷市立短期大学

総合生活デザイン学科　　比治山大学短期大学部

コミュニティ生活学科　　広島文化学園短期大学

生活科学科　生活科学専攻　徳島文理大学短期大学部

【大学】

生活デザイン学科　人間生活学部　広島女学院大学

生活デザイン学科　家政学部　安田女子大学

建築デザイン学科　人間生活学部　徳島文理大学

【短大】

総合生活デザイン学科　　比治山大学短期大学部

【大学】

子ども学科　子ども学部　中国学園大学

児童学科　生活科学部　美作大学

生活デザイン学科　人間生活学部　広島女学院大学

児童教育学科　教育学部　安田女子大学

生活デザイン学科　家政学部　安田女子大学

造形デザイン学科　家政学部　安田女子大学

児童学科　生活科学部　四国大学

児童学科　人間生活学部　徳島文理大学

心理子ども学科　人文科学部　松山東雲女子大学

『
学
部
・
学
科
』
か
ら
志
望
校
を
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が
す

被服学・ファッション学

新素材開発から消費まで広く研究
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児童の健全な人間形成を図る
66

児童（こども）学・生活デザイン・他

住居学

住生活のハード・ソフト両面を研究
65



子ども教育学科　子ども教育学部　くらしき作陽大学

初等教育学科　教育学部　就実大学

子ども学科　子ども学部　中国学園大学

児童学科　人間生活学部　ノートルダム清心女子大学

児童学科　生活科学部　美作大学

音楽文化学科　音楽学部　エリザベト音楽大学

子ども発達教育学科　現代文化学部　比治山大学

教育学科　人文学部　広島修道大学

児童教育学科　人間生活学部　広島女学院大学

子ども教育学科　子ども教育学部　広島都市学園大学

子ども学科　学芸学部　広島文化学園大学

教育学科　教育学部　広島文教大学

こども学科　福祉健康学部　福山平成大学

児童教育学科　教育学部　安田女子大学

現代社会学科　現代社会学部　至誠館大学

心理臨床・子ども学科　人間科学部　東亜大学

子ども未来学科　子ども学部　梅光学院大学

教育学科　教育学部　山口学芸大学

児童学科　生活科学部　四国大学

児童学科　人間生活学部　徳島文理大学

人文学科　文学部　四国学院大学

子ども発達学科　発達科学部　高松大学

心理子ども学科　人文科学部　松山東雲女子大学

【短大】

保育学科　　公島根県立大学短期大学部

保育学科　　公倉敷市立短期大学

幼児教育保育学科　　鳥取短期大学

保育・幼児教育学科　　大阪健康福祉短期大学

幼児教育学科　　岡山短期大学

音楽学科　幼児教育専攻　作陽短期大学

こども育成学科　　山陽学園短期大学

幼児教育学科　　就実短期大学

保育学科　　中国短期大学

幼児教育学科　　美作大学短期大学部

幼児教育科　　比治山大学短期大学部

保育学科　　広島文化学園短期大学

保育科　　安田女子短期大学

幼児教育科　　岩国短期大学

保育学科　　宇部フロンティア大学短期大学部

保育学科　　下関短期大学

児童教育学科　幼児教育学専攻　山口短期大学

児童教育学科　初等教育学専攻　山口短期大学

保育学科　　山口芸術短期大学

幼児教育保育科　　四国大学短期大学部

保育科　　徳島文理大学短期大学部

子ども学科 第Ⅰ部　　香川短期大学

子ども学科 第Ⅲ部【３年制】　　香川短期大学

保育学科　　高松短期大学

幼児教育学科　　今治明徳短期大学

保育学科　　聖カタリナ大学短期大学部

保育科　　松山東雲短期大学

幼児保育学科　　高知学園短期大学

【大学】

地域学科　地域学部　国鳥取大学

第五類（人間形成基礎系）　教育学部　国広島大学

【大学】

地域学科　地域学部　国鳥取大学

学校教育課程　教育学部　国島根大学

学校教育教員養成課程　教育学部　国岡山大学

養護教諭養成課程　教育学部　国岡山大学

第一類（学校教育系）　教育学部　国広島大学

第二類（科学文化教育系）　教育学部　国広島大学

第三類（言語文化教育系）　教育学部　国広島大学

第四類（生涯活動教育系）　教育学部　国広島大学

学校教育教員養成課程　教育学部　国山口大学

学校教育教員養成課程　学校教育学部　国鳴門教育大学

学校教育教員養成課程　教育学部　国香川大学

学校教育教員養成課程　教育学部　国愛媛大学

学校教育教員養成課程　教育学部　国高知大学

保育教育学科　人間文化学部　公島根県立大学

子ども学科　保健福祉学部　公岡山県立大学

健康保育学科　健康科学部　公新見公立大学

児童教育学科　教育学部　公福山市立大学

初等教育学科　教育学部　岡山理科大学

中等教育学科　教育学部　岡山理科大学

子ども医療福祉学科　医療福祉学部　川崎医療福祉大学

こども発達学科　次世代教育学部　環太平洋大学

教育経営学科　次世代教育学部　環太平洋大学

経営社会学科　社会科学部　吉備国際大学

❿「教育」
　 を学びたい !!

世界各国の教育は、それぞれ
の国情や伝統、価値観により
制度は異なるが、人間形成はも
ちろん、一国の文化形成や発
展にまで大きな影響を及ぼす。
そのため、教育行政を担う人材
育成や、幼稚園から高校までの
教員養成は、大学に課せられた
社会的使命となっている。

●教育系統 

教育学
人間の発達成長と
教育について深く研究する
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教員養成（保育学含む）
幼児から高校まで
段階別に教員を養成

68



【大学】

美術学科　芸術文化学部　公尾道市立大学

美術学科　芸術学部　公広島市立大学

芸術学科（仮称）※　芸術学部　倉敷芸術科学大学

【短大】

美術科　　比治山大学短期大学部

【大学】

ビジュアルデザイン学科　デザイン学部　公岡山県立大学

美術学科　芸術文化学部　公尾道市立大学

デザイン工芸学科　芸術学部　公広島市立大学

医療福祉デザイン学科　医療福祉マネジメント学部　川崎医療福祉大学

芸術学科（仮称）※　芸術学部　倉敷芸術科学大学

アート・デザイン学科　芸術学部　東亜大学

【短大】

服飾美術学科　　公倉敷市立短期大学

生活学科　住居・デザイン専攻　鳥取短期大学

美術科　　比治山大学短期大学部

芸術表現学科　　山口芸術短期大学

経営情報科　　香川短期大学

【大学】

音楽学科　音楽学部　くらしき作陽大学

音楽文化学科　音楽学部　エリザベト音楽大学

演奏学科　音楽学部　エリザベト音楽大学

音楽学科　学芸学部　広島文化学園大学

音楽学科　音楽学部　徳島文理大学

【短大】

音楽学科　音楽専攻　作陽短期大学

芸術表現学科　　山口芸術短期大学

音楽科　　四国大学短期大学部

音楽科　　徳島文理大学短期大学部

【大学】

デザイン工芸学科　芸術学部　公広島市立大学

芸術学科（仮称）※　芸術学部　倉敷芸術科学大学

アート・デザイン学科　芸術学部　東亜大学

【短大】

美術科　　比治山大学短期大学部

【大学】

人文学科　文学部　国岡山大学

日本文学科　芸術文化学部　公尾道市立大学

アニメーション文化学科　アニメーション文化学部　吉備国際大学

芸術学科（仮称）※　芸術学部　倉敷芸術科学大学

音楽文化学科　音楽学部　エリザベト音楽大学

書道学科　文学部　安田女子大学

造形デザイン学科　家政学部　安田女子大学

書道文化学科　文学部　四国大学

カルチュラル・マネジメント学科　社会学部　四国学院大学

美術

卒業制作へ向け実技力をみがく
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デザイン・工芸

デザインは多くの専門領域を含む
70

音楽
指導教授につく個人レッスンで
実技を錬磨

71
⓫「芸術」
　 を学びたい !!

絵画や音楽は、古代から人間
の祈りや願望、理想を表現す
る貴重な文明遺産であった。
今日の芸術分野は、デザイン
をはじめ、情報社会の先端を
担うメディアアートから芸術企
画・運営、音楽療法、映像、ア
ニメに至るまで多彩な拡大ぶ
りを見せている。

●芸術系統 

映像・メディアアート
高度情報・メディア社会の芸術を
開拓
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芸術学・芸術文化学・演劇学・他
マンガ・アニメなどを含む
多彩な学科群
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『
学
部
・
学
科
』
か
ら
志
望
校
を
さ
が
す



【大学】

総合科学科　総合科学部　国広島大学

スポーツ健康科学科（仮称）※　人間健康科学部（仮称）※　公周南公立大学

健康体育学科　医療技術学部　川崎医療福祉大学

競技スポーツ科学科　体育学部　環太平洋大学

体育学科　体育学部　環太平洋大学

スポーツ社会学科　社会科学部　吉備国際大学

健康科学科　生命科学部　倉敷芸術科学大学

スポーツ経営学科　経営学部　広島経済大学

健康スポーツ学科　健康スポーツ学部　広島国際大学

スポーツ健康福祉学科　人間健康学部　広島文化学園大学

経済学科　経済学部　福山大学

健康スポーツ科学科　福祉健康学部　福山平成大学

現代社会学科　現代社会学部　至誠館大学

スポーツ健康学科　人間科学部　東亜大学

カルチュラル・マネジメント学科　社会学部　四国学院大学

経営学科　経営学部　高松大学

健康スポーツ学科　人間健康福祉学部　聖カタリナ大学

【大学】

人間科学科　人間科学部　国島根大学

社会総合科学科　総合科学部　国徳島大学

地域創生学科　地域創生学部　公県立広島大学

スポーツ健康科学科（仮称）※　人間健康科学部（仮称）※　公周南公立大学

健康体育学科　医療技術学部　川崎医療福祉大学

健康科学科　体育学部　環太平洋大学

スポーツ社会学科　社会科学部　吉備国際大学

健康スポーツ学科　健康スポーツ学部　広島国際大学

スポーツ健康福祉学科　人間健康学部　広島文化学園大学

体育学・スポーツ科学・
スポーツビジネス

スポーツ文化・医科学・ビジネスなど
多様化
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健康科学

生活習慣病の予防・改善に重点を置く
75

⓬「スポーツ・健康」
　 を学びたい !!

学校教育における体育・健
康教育から、この系統の学
問は今や社会全体におけ
るスポーツ科学と健康科学
を探究する分野へと大きく
変化している。スポーツが
文化、ビジネス、医科学をカ
バーする領域にまで人間形
成の裾野が広がっている。

●体育・健康科学系統 


