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アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針） 

経営学研究科では、公的機関や民間企業に勤務する社会人だけでなく、学部新卒者や留学生も含め

て、専門分野を一切問わず、様々なバックグラウンドを有する人々を幅広く受け入れます。求めてい

る具体的な学生像は次のとおりです。  

1．様々な組織が直面する経営上の課題について、高い関心と旺盛な研究意欲を持つ人。 

2．職業上の経験に根ざした強い問題意識を持ち、高度の専門的知識、実践能力、問題解決能力を

習得する意欲のある人。 

3．修士課程の講義の受講や修士論文作成に必要な、一般常識や日本語の文章作成力を有する人。 

 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成方針） 

経営学研究科は、あらゆる組織が直面する「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」の経営資源についてのマ

ネジメント上の課題を研究領域としています。そして、そこでは、研究者の理論的知見と職業人の持

つ現実とが交錯します。さらに、学部から直接進学した学生や留学生による、新鮮かつグローバルな

視点により、世代や国を超えた議論が期待できます。 

経営学研究科では、これらの結果から得られた知識が、修了生によって現場に還元されることを意

識して教育に取り組み、以下の方針で教育課程を編成しています。  

1．経営学研究科で提供される授業科目は、「組織・経営」「会計」「経営情報」の 3 分野から成りま

す。 

2．指導教員の助言のもとで、自らの研究テーマに合致した科目を選択して履修することができま

す。 

3．研究指導では、主指導１名、副指導２名の教員による共同指導体制の下で、修士論文の作成に

向けて指導を実施します。 

 

ディプロマ・ポリシー（学位授与方針） 

経営学研究科では、修士の学位授与の方針として、修士課程修了までに学生が身につけるべき知識

と能力を以下のとおり定めています。  

1．経営学分野の専門知識を有する専門職業人として活躍するために必要な能力を有する者。 

2．経営学分野の専門知識を活かし、幅広い視点から地域社会の課題を把握・分析し、方向性を提

示できる能力を有する者。 

3．経営学分野において、自立した研究者を目指して博士後期課程に進学できる能力を有する者。 



1．募集人員 

Ａ日程：4 名  Ｂ日程：1 名 

 

2．出願資格 

（１）大学の卒業者または令和 5 年３月大学卒業の見込みの者。 
（２）独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者。 
（３）外国において学校教育における１６年の課程を修了した者。 
（４）文部科学大臣の指定により大学卒業と同等以上の学力があると認められる者。 
（５）大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における１５年の課程を修了し、本学大

学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者。 
（６）その他本学大学院において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。 

 

3．出願書類 

（１）出願書類 
①願書・・・・・本学の所定様式による。 
②受験票・・・・・本学の所定様式による。 

（２）研究計画書 
研究計画書の提出については、以下の項目について具体的に記載してください。 

  ①志望理由（本専攻を志望するに至った動機など） 
  ②研究方法と実施計画（研究テーマ、研究内容、研究手法、予想される結果、研究実施計画な

ど） 
  ③修了後の実践（本専攻で解決された問題を社会で実践する方法や修了後の進路・キャリアな

ど） 
用紙は、A4 判縦長で日本語（横書き）で記載するものとします。ただし、引用文献や固有

名詞について、原書の記載又は原語の使用を認めます。枚数は、40 字×30 行で 4 枚以内と
します。 
なお、本文とは別に表紙を付け、氏名及びテーマを記載してください。 

（３）職歴および業績書（社会人で入学を志望する者のみ） 
本学所定のもの。 

   注）社会人とは、学校教育法第６７条第１項の「大学院の入学資格」を得てから２年以上経過した者とする。 
（４）卒業又は卒業見込証明書 

出身(在学)の大学において作成し、厳封したもの。ただし、「出願資格(２)」に該当する出願者
については、窓口で出願手続をする場合に限り、卒業が証明できるもの（卒業証書等）の原本
を持参し出願することができる。 

（５）成績証明書（単位修得証明書） 
出身(在学)の大学において作成し、厳封したもの。ただし、「出願資格(２)」に該当する出願者
については、窓口で出願手続をする場合に限り、成績が証明できるもの（成績証明書等）の原
本を持参し出願することができる。 

（６）健康診断書 
本学所定のもので医師が診断し作成証明したもの。ただし、本学在学者については、福山平成
大学健康診断書をもって代えることができ、令和 4 年４月以降に受診したものであること。 

（７）検定料・・・・・３０，０００円 
入学検定料は、本学所定の振込依頼書で銀行振込とし、振込取組済証明書（大学提出用）を手
続関係書類とともに必ず提出すること。 
なお、既納の検定料は理由の如何にかかわらず返還しない。 

（８）出願書類提出先（簡易書留） 
〒720-0001 広島県福山市御幸町上岩成正戸１１７－１ 

福山平成大学 大学院入学者選抜係（庶務課） 
TEL：084-972-5001 FAX：084-972-7771 

 

4．入学者選抜日程・手続期間 

出願期間 試験日 合格発表日 入学手続完了日 

Ａ日程 
令和 4 年９月 16 日（金） 

～9 月 30（金） 
10 月 7 日(金) 10 月 19 日(水) 10 月 28 日(金) 

Ｂ日程 
令和 5 年１月５日（木） 

   ～１月 19 日（木） 
２月 6 日(月) ２月 16 日(木) ２月 24 日(金) 



※１ 出願書類は出願期間締切日に必着です。 

出願書類を持参する場合は《月～金 9:00～16:00》です。 

※2 上記の合格発表日に、合格者には合格通知書および入学手続書類を送付いたします。また、

結果に関して電話でのお問い合わせは一切応じません。 

※3 合格者は、上記の入学手続完了日まで所定の納入金の納入等、手続を完了してください。所

定の期日までに入学手続をされない場合は、入学を許可いたしませんのでご注意ください。 

※4 入学者選抜会場は、「福山平成大学」で実施いたします。 

 

5．選考方法 

【入学者選抜Ａ日程・Ｂ日程】 
１．筆記試験 

専 門 科 目（ ９：３０～１１：００） 
経営学、会計学、情報処理論、統計学から 1 科目選択 

外国語科目（１１：１５～１２：１５） 
英語（辞書持込可、電子辞書は不可） 
※社会人で入学を志願する者の筆記試験は事前相談のうえ決定する。 

２．面接試験 
口述試験（１２：２０～） 

３．書類審査 
研究計画書 

以上を総合的に判定します。 

 

6．受験に関する注意事項 

（１）試験当日に「受験票」を忘失した者は、直ちに入試事務室に再発行を願い出ること。 
（２）試験当日は午前９時までに、２号館１F 事務局前で受付すること。 
（３）試験開始時刻後の入場は原則として認めない。 
（４）試験当日は、鉛筆および黒または青のペン（またはボールペン）を必ず持参すること。 
（５）諸納入金の納入は所定の期日を厳守すること。一度受理した出願書類、および諸納付金

は理由の如何を問わず返却しない。ただし、諸納入金の納入後に入学を辞退する場合は、
令和 5 年３月２7 日（月）までに申し出た場合に限り、入学金を除いた額（授業料・学
友会費・後援会費）を返還する。 

 

7．諸納入金 

【令和 4 年度実績】           （単位：円） 

 入学時 後期 

入学金 ２００，０００ ― 

授業料 ３２０，０００ ３２０，０００ 

小計 ５２０，０００ ３２０，０００ 

学友会費 ５，０００ ― 

後援会費 １０，０００ ― 

小計 １５，０００ ― 

合計 ５３５，０００ ３２０，０００ 

※本学学部生から進学する場合は、入学金は不要です。 

 
8．障害のある受験生への支援について 

   障害のある学生の受験及び入学後に必要となる支援については、相談窓口「学務部学生課」に

お問い合わせください。 

   学務部学生課 TEL：084-972-5001（内線 2113・2116） 

 

※個人情報の取り扱いについて 

    本学では、出願時に収集した個人情報（住所・氏名・生年月日等）を、入学者選抜実施、合

格発表、入学手続およびこれに付随する業務のためにのみ利用します。その際、当該個人情報

の漏洩・流出・不正利用がないよう、必要かつ適切な管理を行います。 
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アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針） 

近年、健康とスポーツに求められる価値は多様化の一途をたどり、身体活動を媒介するところでは

共通するものの、その運動実践に対する意味や価値創出の背景には閉塞感が蔓延しています。このよ

うな時代にこそ、新しい発想や着眼点から、独創的な試みや挑戦をしようとする人材が求められてい

ます。そこで、スポーツ健康科学研究科では、下記のような明確な目標をもった人材を求めます。  

1．健康とスポーツ、そして教育分野で活躍する具体的な将来ビジョンを有している人。 

2．仮説–検証プロセスに基づき、健康・スポーツ文化活動を科学的に分析したいと希望する人。 

3．これまでにない新しい価値の創造や可能性に挑戦したいという意志を有している人。 

 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成方針） 

スポーツ健康科学研究科では、健康とスポーツ分野に関する過去と現在の学問的系譜を理解し、次

世代に向けての可能性を示唆できる高度専門職業人の育成を目的に、次の方針を示し、教育課程を編

成します。 

1．健康とスポーツに関する広範で多様な知識を背景に、応用的・発展的な思考の獲得を目指しま

す。 

2．各講義や演習を通じて、既習知識の活用能力、批判的・論理的思考能力、課題探求・課題解決

能力、表現・コミュニケーション能力を備えた健康・スポーツの指導的な人材を育成します。 

3．少人数教育による双方向授業や実験・調査・事例研究などを組み入れ、実践的で柔軟な授業を

実施します。 

 

ディプロマ・ポリシー（学位授与方針） 

スポーツ健康科学研究科では、習得した知識やスキルに固執・安堵することなく、常に時代の流れ

の先にある文脈を読み解き、さらには新奇な知識を積極的に吸収し、発信できる人材が必要です。よ

って本研究科の修了者には、下記のような能力の定着を求めています。 

1．健康・スポーツ分野の発展に寄与するような高度な専門知識について、自ら学び続ける態度を

修得している。 

2．問題解決・課題解決に向けて、自らが自律的に、協働的に取り組むことができる能力を修得し

ている。 

3．得た成果を発信・説得する過程を通じて、より新しい価値の創出に貢献する能力を修得してい

る。 



1．募集人員 

Ａ日程：4 名  Ｂ日程：1 名 
 

2．出願資格 

（１）大学の卒業者または令和 5 年３月大学卒業の見込みの者。 

（２）独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者。 

（３）外国において学校教育における１６年の課程を修了した者。 

（４）文部科学大臣の指定により大学卒業と同等以上の学力があると認められる者。 

（５）大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における１５年の課程を修了し、本学大

学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者。 

（６）その他本学大学院において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。 
 

3．出願書類 

（１）出願書類 

①願 書・・・・・本学の所定様式による。 

②受 験 票・・・・・本学の所定様式による。 

（２）研究計画書 

入学後、受講しようとする領域に関する自己の研究計画を所定の用紙に１，２００字程度でま

とめたもの。 

（３）職歴および業績書（社会人で入学を志望する者のみ） 

   本学所定のもの。 
   注）社会人とは、学校教育法第６７条第１項の「大学院の入学資格」を得てから２年以上経過した者とする。 

（４）卒業又は卒業見込証明書 

出身(在学)の大学において作成し、厳封したもの。 

（５）成績証明書（単位修得証明書） 

出身(在学)の大学において作成し、厳封したもの。 

（６）健康診断書 

本学所定のもので医師が診断し作成証明したもの。ただし、本学在学者については、福山平成

大学健康診断書をもってかえることができ、令和 4 年４月以降に受診したものであること。 

（７）検定料・・・・・３０，０００円 

入学検定料は、本学所定の振込依頼書で銀行振込とし、振込取組済証明書（大学提出用）を手

続関係書類とともに必ず提出すること。 

なお、既納の検定料は理由の如何にかかわらず返還しない。 

（８）出願書類提出先（簡易書留） 

〒720-0001 広島県福山市御幸町上岩成正戸１１７－１ 

福山平成大学  大学院入学者選抜係（庶務課） 

TEL：084-972-5001 FAX：084-972-7771 
 

4．入学者選抜日程・手続期間 

出願期間 試験日 合格発表日 入学手続完了日 

Ａ日程 
令和 4 年９月 16 日（金） 

～9 月 30 日（金） 
１０月 7 日(金) １0 月 19 日(水) １0 月 2８日(金) 

Ｂ日程 
令和 5 年１月５日（木） 

   ～１月１９日（木） 
２月 6 日(月) ２月１6 日(木) ２月２4 日(金) 

※１ 出願書類は出願期間締切日に必着です。 

出願書類を持参する場合は《月～金 9:00～16:00》です。 

※2 上記の合格発表日に、合格者には合格通知書および入学手続書類を送付いたします。また、

結果に関して電話でのお問い合わせは一切応じません。 

※3 合格者は、上記の入学手続完了日まで所定の納入金の納入等、手続を完了してください。所

定の期日までに入学手続をされない場合は、入学を許可いたしませんのでご注意ください。 

※4 入学者選抜会場は、「福山平成大学」で実施いたします。 



5．選考方法 

【入学者選抜Ａ日程・Ｂ日程】 

１．筆記試験 

専門科目（ ９：３０～１１：００） 

運動、健康、スポーツに関する領域から２科目選択 

外国語科目（１１：１５～１２：１５） 

英語（辞書持込可、電子辞書は不可） 

※社会人で入学を志願する者は、筆記試験の外国語科目は実施しない。 

２．面接試験 

口述試験（１２：２０～） 

３．書類審査 

研究計画書 

以上を総合的に判定します。 

 

6．受験に関する注意事項 

（１）試験当日に「受験票」を忘失した者は、直ちに入試事務室に再発行を願い出ること。 

（２）試験当日は午前９時までに、２号館１F 事務局前で受付すること。 

（３）試験開始時刻後の入場は原則として認めない。 

（４）試験当日は、鉛筆および黒または青のペン（またはボールペン）を必ず持参すること。 

（５）諸納入金の納入は所定の期日を厳守すること。一度受理した出願書類、および諸納付金

は理由の如何を問わず返却しない。ただし、諸納入金の納入後に入学を辞退する場合は、

令和 5 年３月２7 日（月）までに申し出た場合に限り、入学金を除いた額（授業料・学

友会費・後援会費）を返還する。 

 

7．諸納入金 

【令和 4 年度実績】           （単位：円） 

 入学時 後期 

入学金 ２００，０００ ― 

授業料 ３５０，０００ ３５０，０００ 

小計 ５５０，０００ ３５０，０００ 

学友会費 ５，０００ ― 

後援会費 １０，０００ ― 

小計 １５，０００ ― 

合計 ５６５，０００ ３５０，０００ 

※本学学部生から進学する場合は、入学金は不要です。 

 

8．障害のある受験生への支援について 

   障害のある学生の受験及び入学後に必要となる支援については、相談窓口「学務部学生課」に

お問い合わせください。 

   学務部学生課 TEL：084-972-5001（内線 2113・2116） 

 

※個人情報の取り扱いについて 
    本学では、出願時に収集した個人情報（住所・氏名・生年月日等）を、入学者選抜実施、合

格発表、入学手続およびこれに付随する業務のためにのみ利用します。その際、当該個人情報

の漏洩・流出・不正利用がないよう、必要かつ適切な管理を行います。 
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アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針） 

看護学研究科では、少子高齢社会における看護専門職としての社会的責任を果たすため、医療や療

養の場で必要とされる人々の QOL 向上を目指し、健康社会を支える高度な実践能力と倫理観を備え

た看護専門職を育成します。そのために、以下のような意欲と熱意を持った人を積極的に受け入れま

す。 

1．看護学および保健医療福祉領域における研究に意欲を持つ人。 

2．健康問題を幅広い視野で総合的に捉え、新しい分野の開拓や理論の創出に意欲を持つ人。 

3．看護管理・教育学領域および地域健康看護学領域の研究に自ら積極的に取り組み、社会に貢献

する意欲を持つ人。 

 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成方針） 

看護学研究科では、人間の尊厳とアドボカシー（advocacy）の志向に根ざし、看護活動の高度化・

多様化による看護の諸問題を考察できる研究的視点をもつ優れた人材を育成するために、以下を柱と

して教育課程を編成しています。 

1．看護管理・教育学領域：看護専門職として根拠に基づく看護実践を行い、継続した研究と生涯

教育を実践すると同時に、医療・教育現場でリーダーシップを発揮し、問題解決能力を有する

看護実践者・看護管理者・看護教育者を育成します。 

2．地域健康看護学領域：看護専門職として根拠に基づく地域の看護実践を行い、継続した研究と

生涯教育を実践すると同時に、生活を視野に入れた地域住民の心身の健康づくりに寄与できる

よう、地域健康看護学を身につけた看護実践者を育成します。 

 

ディプロマ・ポリシー（学位授与方針） 

看護学研究科では、修士課程修了までに学生が身につけるべき知識と能力を、修士（看護学）の学

位授与の方針として以下のとおり定めます。 

1．専門職として根拠に基づく看護実践を行い、継続した研究と生涯学習を実践すると同時に、医

療・教育現場でリーダーシップを発揮し、問題解決能力を有する。 

2．専門職として根拠に基づく看護実践を行い、継続した研究と生涯学習を実践すると同時に、生

活を視野に入れた地域住民の心身の健康づくりに寄与できる能力を有する。 



1．募集人員 

Ａ日程：4 名  Ｂ日程：1 名 

 

2．出願資格 

保健師、助産師又は看護師の資格を有（見込みを含む。）し、次の各号のいずれかに該当する者

とします。 

（１）大学の卒業者または令和 5 年３月大学卒業の見込みの者。 

（２）独立行政法人大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者。 

（３）外国において学校教育における１６年の課程を修了した者。 

（４）文部科学大臣の指定により大学卒業と同等以上の学力があると認められる者。 

（５）大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における１５年の課程を修了し、本学

大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者。 

（６）その他本学大学院において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。 

（注）上記出願資格の（５）及び（６）に該当する者は、次により出願前に資格審査を受けてく

ださい。 

  ①提出書類 

   出願資格審査申請書・・・・本学所定の様式により提出してください。 

   最終学校卒業証明書 

   最終学校成績証明書 

返信用封筒（定型長形３号の封筒に３７４円切手を貼付し、住所・氏名を記入したもの） 

 ②提出期間（必着） 

   【Ａ日程】令和 4 年  8 月 18 日（木）～令和 4 年 ９月 1 日（木） 

   【Ｂ日程】令和 4 年 12 月 7 日（水）～令和 4 年 12 月 16 日（金） 

③提出手続 

   封筒の表に「出願資格審査申請書在中」と朱書し、下記へ提出してください。 

    〒720-0001 広島県福山市御幸町上岩成正戸１１７－１ 

     福山平成大学  大学院入学者選抜係（庶務課） 

           TEL：０８４－９７２－５００１ 

  ④結果通知 

   結果は、本人に書面で通知します。 

【Ａ日程】令和 4 年 9 月 13 日（火） 【Ｂ日程】令和 4 年１２月 26 日（月）までに 

結果の通知が届かない場合は、上記③まで電話で照会してください。大学を卒業した者と同等

以上の学力があると認められた者は、次項の出願書類を所定の出願期間内に提出してください。 

 

3．出願書類 

（１）出願書類 

①願 書・・・・・本学の所定様式による。 

②受 験 票・・・・・本学の所定様式による。 

（２）研究計画書 

入学後、専攻しようとする分野に関する自己の研究計画を所定の用紙に１，２００字程度でま

とめたもの。 

（３）卒業又は卒業見込証明書 

出身(在学)の大学において作成し、厳封したもの。（出願資格審査に提出した場合は不要。） 

（４）成績証明書（単位修得証明書） 

出身(在学)の大学において作成し、厳封したもの。（出願資格審査に提出した場合は不要。） 

 



（５）調査書 

本学所定のもので、出身(在学)大学長または学部(科)長が作成し、厳封したもの。(社会人であ

る受験者は不要。ただし、「出願資格」で出願資格審査を受けた者は、出願資格審査結果通知

書の写しを提出。) 

（６）健康診断書 

本学所定のもので医師が診断し作成証明したもの。ただし、本学在学者については、福山平成

大学健康診断書をもってかえることができ、令和 4 年４月以降に受診したものであること。 

（７）検定料・・・・・３０，０００円 

入学検定料は、本学所定の振込依頼書で銀行振込とし、振込取組済証明書（大学提出用）を手

続関係書類とともに必ず提出すること。 

なお、既納の検定料は理由の如何にかかわらず返還しない。 

（８）出願書類提出先（簡易書留） 

〒720-0001 広島県福山市御幸町上岩成正戸１１７－１ 

福山平成大学 大学院入学者選抜係（庶務課） 

     TEL：084-972-5001 FAX：084-972-7771 

 

4．入学者選抜日程・手続期間 

出願期間 試験日 合格発表日 入学手続完了日 

Ａ日程 
令和 4 年９月 16 日（金） 

～9 月 30 日（金） 
10 月 7 日(金) 10 月 19 日(水) 10 月 28 日(金) 

Ｂ日程 
令和 5 年１月５日（木） 

   ～１月 19 日（木） 
２月 6 日(月) ２月 16 日(木) ２月 24 日(金) 

※1 出願書類は出願期間締切日に必着です。 

出願書類を持参する場合は《月～金 9:00～16:00》です。 

※2 上記の合格発表日に、合格者には合格通知書および入学手続書類を送付いたします。また、

結果に関して電話でのお問い合わせは一切応じません。 

※3 合格者は、上記の入学手続完了日まで所定の納入金の納入等、手続を完了してください。所

定の期日までに入学手続をされない場合は、入学を許可いたしませんのでご注意ください。 

※4 入学者選抜会場は、「福山平成大学」で実施いたします。 

 

5．試験内容 

【入学者選抜Ａ日程・Ｂ日程】 

１．筆記試験 

1）専門科目（９：３０～１１：００） 

看護管理・教育学領域および地域健康看護学領域のなかで受験生が専攻した 

領域からの出題 

2）外国語（１１：１０～１２：１０） 

英語（辞書持込可、電子辞書は不可） 

２．面接試験 

口述試験（１２：２０～） 

３．書類審査 

調査書および研究計画書 

以上を総合的に判定します。 

 

 

 



6．受験に関する注意事項 

（１）試験当日に「受験票」を忘失した者は、直ちに入試事務室に再発行を願い出ること。 

（２）試験当日は午前９時までに、２号館１F 事務局前に集合すること。 

（３）試験開始時刻後の入場は原則として認めない。 

（４）試験当日は、鉛筆および黒または青のペン（またはボールペン）を必ず持参すること。 

（５）諸納入金の納入は所定の期日を厳守すること。一度受理した出願書類、および諸納付金

は理由の如何を問わず返却しない。ただし、諸納入金の納入後に入学を辞退する場合は、

令和 5 年３月２7 日（月）までに申し出た場合に限り、入学金を除いた額（授業料・学

友会費・後援会費）を返還する。 

 

7．諸納入金 

【令和 4 年度実績】           （単位：円） 

 入学時 後期 

入学金 ２００，０００ ― 

授業料 ４５０，０００ ４５０，０００ 

小計 ６５０，０００ ４５０，０００ 

学友会費 ５，０００ ― 

後援会費 １０，０００ ― 

小計 １５，０００ ― 

合計 ６６５，０００ ４５０，０００ 

※本学学部生から進学する場合は、入学金は不要です。 

 

8．障害のある受験生への支援について 

   障害のある学生の受験及び入学後に必要となる支援については、相談窓口「学務部学生課」に

お問い合わせください。 

   学務部学生課 TEL：084-972-5001（内線 2113・2116） 

 

※個人情報の取り扱いについて 

    本学では、出願時に収集した個人情報（住所・氏名・生年月日等）を、入学者選抜実施、合

格発表、入学手続およびこれに付随する業務のためにのみ利用します。その際、当該個人情報

の漏洩・流出・不正利用がないよう、必要かつ適切な管理を行います。 
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