
＊経営学部 経営学科 
（1）下記の２方式の１つを選択してエントリーシートを提出してください。 

①オープンキャンパス参加型 

エントリーシート提出期限：2019 年 8 月 1 日（木）～8 月 16 日（金） 

第１回体験入学会（７月 21 日開催）に参加した者（この時、必ずオープンキャンパス参加型でエントリーする意思表

示をしてください。）のみが、第Ⅰ期オープンキャンパス参加型ＡＯ入試にエントリーできます。 

エントリー後、第２回体験入学会（８月 17 日開催）に参加し、その後面談を行います。 

また、後日７月 21 日（日）・8 月 17 日（土）両日の体験入学に関する課題の提出があります。 

最終面接者は体験入学会参加時に課せられる課題、国語に関するテストと面談の結果を総合的に評価して決定します。 

②自己推薦型 

第Ⅰ期～第Ⅲ期のＡＯ入試の全てにエントリーできます。 

・事前面談は２回行います。 

・事前面談では、面談の他、長文音読や小論文、国語に関するテストを課しますので、筆記用具を持参してください。 

・最終面接者は、エントリーシート・第１回・第２回事前面談の結果などを総合的に評価して決定します。 

※自己推薦型であっても、オープンキャンパスに参加することが望ましい。 

＊福祉健康学部 福祉学科 
（１）２回の事前面接を実施します。 

（２）１回目の事前面接：国語能力に関する試験を実施します。筆記用具を持参してください。試験後に個別面接を行います。

（３）２回目の事前面接：福祉や介護に関する小論文を書いていただきます。具体的なテーマは、当日お知らせします。筆記

用具を持参してください。試験後に個別面接を行います。面接では、福祉学科のアドミッションポリシーについても質

問します。 

＊福祉健康学部 こども学科 
（１）保育士・幼稚園教諭・小学校教諭を目指そうとする意欲や目的意識があることを求めます。 

（２）エントリーシート提出後、2 回の事前面談を行います。面談日時は学科で指定します。 

（３）事前面談では、保育・教育に関連する課題を課します。 

（４）事前面談時に記述課題を課しますので、筆記用具を持参してください。 

＊福祉健康学部 健康スポーツ科学科
（１）下記の３方式の１つを選択しエントリーシートを提出してください。 

①オープンキャンパス参加型（第１回・第２回どちらかの体験入学会参加がエントリー条件となります。）

●エントリーシート提出後、体験入学会に参加してください。なお、提出期限は下記のとおりです。 

第１回体験入学会参加希望者 エントリー提出期限：2019 年７月８日（月）～７月 2１日（日） 

第２回体験入学会参加希望者 エントリー提出期限：2019 年８月１日（木）～８月 1７日（土） 

※体験入学会当日にエントリーシートを提出する者は、必ず受付で提出してください。 

なお、この方式は〈第Ⅰ期ＡＯ入試〉エントリー希望者のみ選択できます。 

体験入学会に参加し「①体験入学会参加」、別日に指定した事前面談日に「②小論文 ＋ 面談」を行います。 

筆記用具を持参してください。また、体操服、室内シューズを使用する場合がありますので持参してください。 

②種目指定型（対象クラブのうち、入学後に入部を希望するクラブの公開練習参加がエントリー条件となります。） 

●エントリーシート提出後、希望するクラブの公開練習に参加してください。 

（公開練習日はクラブごとに指定されます。練習できる服装を持参してください。）

対象クラブは〈サッカー、男子バレーボール、陸上競技、軟式野球〉です。 

なお、その他のクラブを希望する場合は、事前にご相談ください。 

指定された事前面談日に「公開練習参加 ＋ 小論文 ＋ 面談」を行います。 

当日は筆記用具を持参してください。 

③自己推薦型 

●指定された事前面談日に「小論文 ＋ 基礎的な実技テスト ＋ 面談」を行います。当日は筆記用具のほか、 

体操服、室内シューズを持参してください。 

ＡＯ入試についての問い合わせ先 
（エントリーシートの請求） 

〒７２０－０００１ 広島県福山市御幸町上岩成正戸１１７－１ 

       福 山 平 成 大 学  入 試 室 

TEL（084）9725001 

http://www.heisei-u.ac.jp 



  
 

１．高等学校または中等教育学校を卒業した者及び 2020 年３月卒業見込みの者。 

２．通常の課程による１２年の学校教育を修了した者及び 2020 年３月卒業見込みの者。 

３．学校教育法施行規則第１５０条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者および 2020 年３月３１日まで

にこれに該当する見込みの者。（高等学校卒業程度認定試験合格者等） 
 

 
 

１．上に定めた「ＡＯ入試エントリー資格」に該当する者で、エントリーシート提出後、事前面談等により最終面接者として決定された者。 

２．福山平成大学経営学部及び福祉健康学部のいずれかの学科を専願として入学を希望する者。 

 

 

 第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 

エントリーシートの資料請求 随  時 随  時 随  時 

 
本学入試室に請求、またはホームページよりダウンロードできます。 

「Ａ４サイズ」で印刷してください。 

エントリーシートの提出 ※8/1（木）～9/2（月） 10/8（火）～11/11（月） 1/6（月）～2/8（土） 

 
必要事項を記入の上、本学入試室まで持参または郵送（特定記録：期限必着）してくださ

い。（※経営学科及び健康スポーツ科学科の希望者は、「学科別注意事項」を参照してくだ

さい。） 

事前面談 エントリー後～9/11（水） エントリー後～11/22（金） エントリー後～2/20（木） 

 面談回数、面談内容は学科によって違います。学科別注意事項を確認してください。 

面談結果の通知（出願書類送付） 9/13（金） 11/28（木） 2/25（火） 

 面談結果を通知します。最終面接者として決定された者に出願書類を送付します。 

出願書類の提出 9/21（土）～9/25（水） 12/2（月）～12/10（火） 3/2（月）～3/4（水） 

 
必要事項を記入の上、本学入試室まで持参または郵送（特定記録：期限必着）してくださ

い。 

試験日 9/28（土） 12/14（土） 3/6（金） 

 最終面接を行います。 

合格発表日 10/4（金） 12/19（木） 3/12（木） 

 合格者に「合格通知書」等を送付します。 

入学手続完了日 10/11（金） 12/27（金） 3/25（水） 

 期限までに手続きを完了してください。 

Ｑ１：ＡＯ入試ではどんな学生を求めていますか。 

 Ａ：①各学科（コース）の内容に強い関心をもち､入学後にはそれらに関する勉強をする意欲があり、実行力のある人。例えば、資格

取得、検定合格、海外留学経験、クラブ・生徒会・ボランティア活動などを積極的に行った人。 

   ②専門的な資格取得に意欲のある人。 

Ｑ２：ＡＯ入試にエントリーする方法を教えてください。 

 Ａ：本学所定のエントリーシートに必要事項を記入し、本学入試室まで持参または郵送（特定記録：期限必着）してください。 

   なお、エントリーシート提出時は出願ではありませんので検定料は不要です。エントリー後、事前面談等により最終面接者とし

て決定され、出願書類を提出する際には、検定料が必要となります。 

Ｑ３：事前面談はどのような内容ですか。 

 Ａ：提出されたエントリーシートをもとに、事前面談（原則として２回）を行います。希望する学科・コースの特色や内容など大学

のことを理解してもらうと同時に、志望の動機や入学後の抱負等について語ってもらうことを目的としています。 

   なお、事前面談では小論文を作成し発表する場合や、実技を課す場合など、学科によって違いますので、【学科別注意事項】を確

認のうえ、エントリーしてください。事前面談の結果、最終面接者として決定された者に出願書類を送付します。 

Ｑ４：他大学及び他学科との併願はできますか。 

 Ａ：福山平成大学を第一志望とする人のみ出願してください。また、本学の他学科との併願もできません。 
 

 

 

福山平成大学は、時代の変化に対応できる知識と技術に裏付けられた「総合的な問題解決能力」を身につけ、幅広い視野のもとで自分の責任で考え、

選択し行動できる人。即ち、これからの社会で活躍できる人材を育成します。本学ではこの目標の実現に向けて、次のような人の入学を期待します。 

１、自ら学び、自ら考え未来を切り拓く意欲がある人  

２、自己実現に向けた目的意識をもち、継続して努力ができる人  

３、実社会で即戦力となることを目標にして、積極的に取り組みができる人 

 

  

＊経営学部 経営学科 
 

経営学科では、豊かな人間性にあふれ、考えの異なる人たちとも協調し

て、時代の要請する企業経営上の、あるいは地域が直面している課題の解

決に取り組み、地域の発展に貢献できるビジネスパーソンや産業人等の人

材を育成します。 

そのために、次のような意欲と熱意をもった人を積極的に受け入れます。 

1. 高等学校における学習内容を理解し、また、スポーツ・文化などの部活

動や生徒会活動、地域のボランティア、あるいは資格の取得などに主体

的、積極的に取り組み、大学入学後も目的を持って主体的に学生生活を

送ろうという意欲を持っている人 

2. 現代の企業の経営や地域の現状について関心があり、そういった問題を

より深く理解するために、自ら進んで勉強し、継続した努力のできる人 

3. 将来、ビジネスパーソンや産業人、あるいは地域で活躍しようとして、

経営関係分野の専門知識や技術の習得をめざしている人 

＊福祉健康学部 こども学科 
 

 こども学科では、保育士・幼稚園教諭・小学校教諭の養成を主な目的と

し、子どもを大切に育て、子どもの可能性を引き出し、子どもを取り巻く

社会状況の変化に対応することができる人材を育成します。 

そのために、次のような意欲と熱意をもった人を積極的に受け入れます。 

1. 保育者・教育者としての素養を身につけようとし、自ら知識を得ようと

する人 

2. 発達と学習を促進する支援と指導の力をつけようとする人  

3. より良い地域・社会の創出に取り組もうとする人 

＊福祉健康学部 福祉学科 
 

福祉学科では、「共感と共生」を基本にした福祉（ウェルビーイング）の

理念を柱に、共感の心・自立の支援・共生を可能にする福祉のプロフェッ

ショナルの養成をめざします。福祉施設の実習をとおして専門知識と実務

能力を備えた人材を育成します。 

そのために、次のような意欲と熱意をもった人を積極的に受け入れます。 

1. 社会福祉及び関連分野に関心をもち、将来それらの分野において活躍す

るために専門知識や技術を学ぶ意志をもつ人 

2. 自分と他者の関係を大切にし、コミュニケーション能力や倫理観を高め

るための自己学修に意欲のある人 

3. さまざまなボランティア活動や社会貢献活動に積極的・主体的に参加

し、実践能力を高めるための行動ができる人 

4. 人の幸せを進んで支援することに生き甲斐を感じることのできる人 

＊福祉健康学部 健康スポーツ科学科 
 

健康スポーツ科学科では、現代社会における健康意識の向上とスポーツ

実践の役割を認識し、身体活動を介した健康やスポーツを体系的に深く理

解することにより、調和のある人間形成を図ります。更に「健康」・「スポ

ーツ」・「教職」の３つを柱に、社会に貢献できる有能な職能人・教員・指導

者や研究者等の人材を育成します。 

そのために、次のような意欲と熱意をもった人を積極的に受け入れます。 

1. スポーツや健康科学に強い興味と関心を持ち、自ら学ぼうとする意欲が

旺盛な人 

2. 健康・スポーツ文化を発信するための能力や感性を身につけたいと考え

ている人 

3. 目的を段階的に捉え、成果に向けて努力・達成しようとする人 

  
 

ＡＯ入試は、志望する学科の教育内容を十分理解し、入学後さらに卒業後についての明確な目的意識と強い学修意欲をもっている人に学習の機会をあ

たえることを目的としています。したがって、面談・面接では次のようなことを確認します。 

（１）高校生活をどのように過ごしてきたか。また何を身につけてきたか。 

（２）本学へ入学後は何を学び、どのような学生生活を送ろうと考えているか。 

（３）将来への具体的な目的や目標は何か。 

この「ＡＯ入試」では、自己をアピールすることができ、福山平成大学で学びたいという熱意や意欲をもっている人の応募を期待するものです。 

 
  

 

学    部 学    科 入学定員 募 集 人 員 

経 営 学 部 経 営 学 科 50 名 

入学定員の１０％程度 
福 祉 健 康 学 部 

福祉学科 
社会福祉コース 40 名 

介護福祉コース 20 名 

こ ど も 学 科  50 名 

健康スポーツ科学科  100 名 
 



１．高等学校または中等教育学校を卒業した者及び 2020 年３月卒業見込みの者。 

２．通常の課程による１２年の学校教育を修了した者及び 2020 年３月卒業見込みの者。 

３．学校教育法施行規則第１５０条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者および 2020 年３月３１日まで

にこれに該当する見込みの者。（高等学校卒業程度認定試験合格者等） 

１．上に定めた「ＡＯ入試エントリー資格」に該当する者で、エントリーシート提出後、事前面談等により最終面接者として決定された者。 

２．福山平成大学経営学部及び福祉健康学部のいずれかの学科を専願として入学を希望する者。 

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 

エントリーシートの資料請求 随  時 随  時 随  時 

本学入試室に請求、またはホームページよりダウンロードできます。 

「Ａ４サイズ」で印刷してください。 

エントリーシートの提出 ※8/1（木）～9/2（月） 10/8（火）～11/11（月） 1/6（月）～2/8（土） 

必要事項を記入の上、本学入試室まで持参または郵送（特定記録：期限必着）してくださ

い。（※経営学科及び健康スポーツ科学科の希望者は、「学科別注意事項」を参照してくだ

さい。） 

事前面談 エントリー後～9/11（水） エントリー後～11/22（金） エントリー後～2/20（木）

面談回数、面談内容は学科によって違います。学科別注意事項を確認してください。 

面談結果の通知（出願書類送付） 9/13（金） 11/28（木） 2/25（火） 

面談結果を通知します。最終面接者として決定された者に出願書類を送付します。 

出願書類の提出 9/21（土）～9/25（水） 12/2（月）～12/10（火） 3/2（月）～3/4（水） 

必要事項を記入の上、本学入試室まで持参または郵送（特定記録：期限必着）してくださ

い。 

試験日 9/28（土） 12/14（土） 3/6（金） 

最終面接を行います。 

合格発表日 10/4（金） 12/19（木） 3/12（木） 

合格者に「合格通知書」等を送付します。 

入学手続完了日 10/11（金） 12/27（金） 3/25（水） 

期限までに手続きを完了してください。 

Ｑ１：ＡＯ入試ではどんな学生を求めていますか。 

Ａ：①各学科（コース）の内容に強い関心をもち､入学後にはそれらに関する勉強をする意欲があり、実行力のある人。例えば、資格

取得、検定合格、海外留学経験、クラブ・生徒会・ボランティア活動などを積極的に行った人。 

  ②専門的な資格取得に意欲のある人。

Ｑ２：ＡＯ入試にエントリーする方法を教えてください。 

Ａ：本学所定のエントリーシートに必要事項を記入し、本学入試室まで持参または郵送（特定記録：期限必着）してください。 

   なお、エントリーシート提出時は出願ではありませんので検定料は不要です。エントリー後、事前面談等により最終面接者とし

て決定され、出願書類を提出する際には、検定料が必要となります。 

Ｑ３：事前面談はどのような内容ですか。 

Ａ：提出されたエントリーシートをもとに、事前面談（原則として２回）を行います。希望する学科・コースの特色や内容など大学

のことを理解してもらうと同時に、志望の動機や入学後の抱負等について語ってもらうことを目的としています。 

   なお、事前面談では小論文を作成し発表する場合や、実技を課す場合など、学科によって違いますので、【学科別注意事項】を確

認のうえ、エントリーしてください。事前面談の結果、最終面接者として決定された者に出願書類を送付します。 

Ｑ４：他大学及び他学科との併願はできますか。 

Ａ：福山平成大学を第一志望とする人のみ出願してください。また、本学の他学科との併願もできません。 

福山平成大学は、時代の変化に対応できる知識と技術に裏付けられた「総合的な問題解決能力」を身につけ、幅広い視野のもとで自分の責任で考え、

選択し行動できる人。即ち、これからの社会で活躍できる人材を育成します。本学ではこの目標の実現に向けて、次のような人の入学を期待します。 

１、自ら学び、自ら考え未来を切り拓く意欲がある人 

２、自己実現に向けた目的意識をもち、継続して努力ができる人 

３、実社会で即戦力となることを目標にして、積極的に取り組みができる人 

＊経営学部 経営学科 

経営学科では、豊かな人間性にあふれ、考えの異なる人たちとも協調し

て、時代の要請する企業経営上の、あるいは地域が直面している課題の解

決に取り組み、地域の発展に貢献できるビジネスパーソンや産業人等の人

材を育成します。 

そのために、次のような意欲と熱意をもった人を積極的に受け入れます。 

1. 高等学校における学習内容を理解し、また、スポーツ・文化などの部活

動や生徒会活動、地域のボランティア、あるいは資格の取得などに主体

的、積極的に取り組み、大学入学後も目的を持って主体的に学生生活を

送ろうという意欲を持っている人 

2. 現代の企業の経営や地域の現状について関心があり、そういった問題を

より深く理解するために、自ら進んで勉強し、継続した努力のできる人 

3. 将来、ビジネスパーソンや産業人、あるいは地域で活躍しようとして、

経営関係分野の専門知識や技術の習得をめざしている人 

＊福祉健康学部 こども学科 

こども学科では、保育士・幼稚園教諭・小学校教諭の養成を主な目的と

し、子どもを大切に育て、子どもの可能性を引き出し、子どもを取り巻く

社会状況の変化に対応することができる人材を育成します。 

そのために、次のような意欲と熱意をもった人を積極的に受け入れます。 

1. 保育者・教育者としての素養を身につけようとし、自ら知識を得ようと

する人 

2. 発達と学習を促進する支援と指導の力をつけようとする人 

3. より良い地域・社会の創出に取り組もうとする人 

＊福祉健康学部 福祉学科 

福祉学科では、「共感と共生」を基本にした福祉（ウェルビーイング）の

理念を柱に、共感の心・自立の支援・共生を可能にする福祉のプロフェッ

ショナルの養成をめざします。福祉施設の実習をとおして専門知識と実務

能力を備えた人材を育成します。 

そのために、次のような意欲と熱意をもった人を積極的に受け入れます。 

1. 社会福祉及び関連分野に関心をもち、将来それらの分野において活躍す

るために専門知識や技術を学ぶ意志をもつ人 

2. 自分と他者の関係を大切にし、コミュニケーション能力や倫理観を高め

るための自己学修に意欲のある人 

3. さまざまなボランティア活動や社会貢献活動に積極的・主体的に参加

し、実践能力を高めるための行動ができる人 

4. 人の幸せを進んで支援することに生き甲斐を感じることのできる人 

＊福祉健康学部 健康スポーツ科学科 

健康スポーツ科学科では、現代社会における健康意識の向上とスポーツ

実践の役割を認識し、身体活動を介した健康やスポーツを体系的に深く理

解することにより、調和のある人間形成を図ります。更に「健康」・「スポ

ーツ」・「教職」の３つを柱に、社会に貢献できる有能な職能人・教員・指導

者や研究者等の人材を育成します。 

そのために、次のような意欲と熱意をもった人を積極的に受け入れます。 

1. スポーツや健康科学に強い興味と関心を持ち、自ら学ぼうとする意欲が

旺盛な人 

2. 健康・スポーツ文化を発信するための能力や感性を身につけたいと考え

ている人 

3. 目的を段階的に捉え、成果に向けて努力・達成しようとする人

ＡＯ入試は、志望する学科の教育内容を十分理解し、入学後さらに卒業後についての明確な目的意識と強い学修意欲をもっている人に学習の機会をあ

たえることを目的としています。したがって、面談・面接では次のようなことを確認します。 

（１）高校生活をどのように過ごしてきたか。また何を身につけてきたか。 

（２）本学へ入学後は何を学び、どのような学生生活を送ろうと考えているか。 

（３）将来への具体的な目的や目標は何か。 

この「ＡＯ入試」では、自己をアピールすることができ、福山平成大学で学びたいという熱意や意欲をもっている人の応募を期待するものです。 

学    部 学    科 入学定員 募 集 人 員 

経 営 学 部 経 営 学 科 50 名 

入学定員の１０％程度 
福 祉 健 康 学 部 

福祉学科 
社会福祉コース 40 名 

介護福祉コース 20 名 

こ ど も 学 科  50 名 

健康スポーツ科学科 100 名 



＊経営学部 経営学科 
（1）下記の２方式の１つを選択してエントリーシートを提出してください。

①オープンキャンパス参加型

エントリーシート提出期限：2019 年 8 月 1 日（木）～8 月 16 日（金）

第１回体験入学会（７月 21 日開催）に参加した者（この時、必ずオープンキャンパス参加型でエントリーする意思表

示をしてください。）のみが、第Ⅰ期オープンキャンパス参加型ＡＯ入試にエントリーできます。

エントリー後、第２回体験入学会（８月 17 日開催）に参加し、その後面談を行います。

また、後日７月 21 日（日）・8 月 17 日（土）両日の体験入学に関する課題の提出があります。

最終面接者は体験入学会参加時に課せられる課題、国語に関するテストと面談の結果を総合的に評価して決定します。 

②自己推薦型

第Ⅰ期～第Ⅲ期のＡＯ入試の全てにエントリーできます。

・事前面談は２回行います。

・事前面談では、面談の他、長文音読や小論文、国語に関するテストを課しますので、筆記用具を持参してください。 

・最終面接者は、エントリーシート・第１回・第２回事前面談の結果などを総合的に評価して決定します。

※自己推薦型であっても、オープンキャンパスに参加することが望ましい。

＊福祉健康学部 福祉学科 
（１）２回の事前面接を実施します。

（２）１回目の事前面接：国語能力に関する試験を実施します。筆記用具を持参してください。試験後に個別面接を行います。 

（３）２回目の事前面接：福祉や介護に関する小論文を書いていただきます。具体的なテーマは、当日お知らせします。筆記

用具を持参してください。試験後に個別面接を行います。面接では、福祉学科のアドミッションポリシーについても質

問します。 

＊福祉健康学部 こども学科 
（１）保育士・幼稚園教諭・小学校教諭を目指そうとする意欲や目的意識があることを求めます。

（２）エントリーシート提出後、2 回の事前面談を行います。面談日時は学科で指定します。

（３）事前面談では、保育・教育に関連する課題を課します。

（４）事前面談時に記述課題を課しますので、筆記用具を持参してください。

＊福祉健康学部 健康スポーツ科学科
（１）下記の３方式の１つを選択しエントリーシートを提出してください。

①オープンキャンパス参加型（第１回・第２回どちらかの体験入学会参加がエントリー条件となります。）

●エントリーシート提出後、体験入学会に参加してください。なお、提出期限は下記のとおりです。

第１回体験入学会参加希望者 エントリー提出期限：2019 年７月８日（月）～７月 2１日（日）

第２回体験入学会参加希望者 エントリー提出期限：2019 年８月１日（木）～８月 1７日（土）

※体験入学会当日にエントリーシートを提出する者は、必ず受付で提出してください。

なお、この方式は〈第Ⅰ期ＡＯ入試〉エントリー希望者のみ選択できます。

体験入学会に参加し「①体験入学会参加」、別日に指定した事前面談日に「②小論文 ＋ 面談」を行います。

筆記用具を持参してください。また、体操服、室内シューズを使用する場合がありますので持参してください。

②種目指定型（対象クラブのうち、入学後に入部を希望するクラブの公開練習参加がエントリー条件となります。）

●エントリーシート提出後、希望するクラブの公開練習に参加してください。

（公開練習日はクラブごとに指定されます。練習できる服装を持参してください。）

対象クラブは〈サッカー、男子バレーボール、陸上競技、軟式野球〉です。 

なお、その他のクラブを希望する場合は、事前にご相談ください。 

指定された事前面談日に「公開練習参加 ＋ 小論文 ＋ 面談」を行います。 

当日は筆記用具を持参してください。 

③自己推薦型

●指定された事前面談日に「小論文 ＋ 基礎的な実技テスト ＋ 面談」を行います。当日は筆記用具のほか、

体操服、室内シューズを持参してください。

ＡＯ入試についての問い合わせ先 
（エントリーシートの請求）

〒７２０－０００１ 広島県福山市御幸町上岩成正戸１１７－１ 

       福 山 平 成 大 学  入 試 室

 TEL（084）9725001 

http://www.heisei-u.ac.jp 
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