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広島国際大学後援会 会報 Vol.13 August.2008保護者と大学を繋ぐ

環、結合させる人（物）、
つなぎ、きずな、連結

　会員の皆様には、日頃より後援会活動にご理解ご協力をいた

だき誠にありがとうございます。 

　6月21日の総会におきまして、2008年度後援会長という

大役を務めさせていただくこととなりました。何分にも不慣れ

ではございますが、歴代会長の後を引き継ぎ、精一杯努めさせ

ていただきますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

　さて、1998年に創立された広島国際大学も早いもので10

周年を迎え、6学部14学科、大学院3研究科、約5,000名が

学ぶ県下でも有数の総合大学になりました。私達保護者にとり

ましても子どもたちの母校のめざましい発展は大変心強く、嬉

しい限りです。 

　当後援会におきましても、2003年11月に～目をはなすな

手をはなせ～というスローガンを掲げ、大学と家庭の連絡を密

にして、子どもたちが限られた時間の中で、知識や技能だけで

なく、豊かな人間力、社会力を身につけることができるよう、

協力･援助していくことを目的に発足し、活動して参りました。 

　今年も秋には教育懇談会の実施を10会場（東広島、呉、福岡、

山口、岡山、熊本、大阪、広島（国際教育センター）、愛媛、香

川）で計画しております。ご子女の大学での様子や成績、将来

の進路等、先生や関係職員の方々に直接ご相談できる有意義な

機会です。お一人でも多くの保護者の方にご参加いただき、日

頃疑問に思われていることや心配事など、どんな些細なことで

もご相談していただければ幸いです。 

　もとより、微力ではございますが、皆様からいろいろとご意

見やご助言をいただきながら、新役員一同一丸となり任務を果

たして参りたいと思います。どうぞお力を貸していただきます

よう、ご協力をよろしくお願いいたします。 

　終わりになりましたが、皆様方のご健勝とご多幸を心よりお

祈り申し上げます。 

～目をはなすな 
           手をはなせ～ 
～目をはなすな 
           手をはなせ～ スローガン 

◆建学の精神 
世のため、人のため、地域のために 

  理論に裏付けられた実践的技術をもち、現場で活躍できる専門職業人の育成  を行いたい。 

時代と地域が求める真のフィールド･スペシャリストを育成する使命と情熱。 

◆教育の理念 
本学における教育は、豊かな人間性と命の尊厳を基本とする。この理念に基づき、新しい時代が求める専門的な知識と 

技術の習得を進めるとともに、健康、医療、福祉、そして生活の分野において必要とされる環境、工学、情報の各領域 

で活躍しうる職業人を養成する。もって、地域社会と国際社会に貢献し、人類への奉仕に寄与する。 

「 」 

広島国際大学後援会 

会長　田中　祥恵 
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学校法人常翔学園

理事長

坂口　正雄

保護者の皆様におかれましては、平素より本学園の運営に深いご理解とご支援を賜り、厚くお礼申し上げま

す。広島国際大学後援会は2003年に設立され、早や6年目を迎えました。この間、ご家庭と大学の橋渡し役

を担っていただくとともに、学生の課外活動や就職活動などに対しても多大なご協力を賜り心から感謝いたし

ております。

1998年に2学部5学科で開設した本学は、現在では6学部14学科、大学院3研究科を擁し、約5,000名の

学生が学ぶ中四国地方の私立大学では最大級の規模に発展を遂げました。本年5月には創立10周年記念式典を

挙行し、次の時代に向けて新たな一歩を踏み出したところであります。また、本学を設置する学園は昨年11

月、在阪の啓光学園中学校･高等学校と一体運営を行う協定を結び、さらに本年4月には法人名を「学校法人常

翔学園」に改めるなど、大きく動き出しております。「常に成長！前進！広がる常翔教育！」をスローガンに、

2022年の学園創立100周年に向け、今まさに学園をあげて様々な取り組みを行っているところであります。

学園の経営理念で「学生･生徒」「保護者」「卒業生」「教職員」を一つの「家族」（絆）と定め、経営を行って

おります。学生の成長にはこれら四者の相互理解と協力が不可欠であり、いずれか一者でも欠けると理想とす

る結果にはつながらないと考えています。最近、多くのご家庭では核家族化、夫婦共働き、少子化が進み、お

子様とふれあう機会が少なくなってきている傾向があると聞きおよびます。学園は、大切なご子息、ご子女を

お預かりしている以上、その責任を重く受け止め全力をあげて成長を支えて参ることはもちろんですが、同時

にご家庭におかれましてもお子様とふれあう機会をできるだけ多くとっていただき、お子様の成長をともに支

えていただきたいと強くお願い申し上げる次第であります。最後になりましたが、今後とも学園の運営により

一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げますとともに、貴会のご隆盛と皆様の益々のご健勝、ご

活躍をお祈りいたします。

◆ 保護者の皆様へ

本年4月に、上里前学長のあとを受け継ぎ、本学学長を拝命いたしました。前学長同様、よろしくお願い申し

上げる次第です。

さて本学は、1998年の創立以来、10年が経過し、本年（2008年）5月26日には、創立10周年記念式典を

挙行したところであります。300名を越える方々がご列席くださり、盛大に取り行われましたことを、まずはご

報告申し上げます。後援会からも田中会長、小倉前会長をはじめ多数の役員の皆様がご臨席くださいました。厚

く御礼申し上げます。

本学は、このように、わずか10年の歴史しか持たない若い大学なのでありますが、今や約5,000名の学生を

抱える、中四国地域有数の大きな大学へと発展いたしております。これもひとえに後援会並びに学園の絶大なる

ご支援を背景に、学生、保護者、卒業生、教職員の皆さんが一丸となって努力してきた、いわゆる、学園でいう

ところの“四位一体の経営理念”の成果の賜物であると思います。

本年4月からは11年目に入り、また新たな10年をめざしての節目に立ったわけでありますが、教職員には、

「持続性ある発展」、「中四国地域における私大ナンバー1」「地域が必要とする大学」の三つをめざすべきスローガ

ンとして挙げ、次なる発展に向けて努力･協力していただくことにいたしました。また、学生諸君には、入学式

でも申し上げたことなのですが、これからの時代の把え方として、日本も「集団体制の時代」から次第に「個の時

代」、「パーソナルな社会」に向けて変遷しつつあることを在学中に正確に認識して、「自らに磨きをかける」こ

とを目標とするよう強く求めてもおります。

このように、個人の能力･個人の資質･個人の責任を自覚させることを基本とする教育のためにも、本学が従来

からめざしてきた、極めて豊かな教育環境のもとに、できるだけ少人数で個別に手の届く、きめ細い教育システム

が、益々、威力を発揮するのではないかと期待しています。とにかく、これからの10年を見据えた時、以前にも増

して先き行き不透明な時代であることは確実であり、その中を継続的に本学を発展させてゆくためには並大抵の

努力ではすまないことも十分認識いたしております。後援会の皆様には、本学をより良くご理解くださり、従前

にも増して強力なご支援をいただき、私共に勇気を与えてくださることをお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただ

きます。

◆ 新たな10年を目指して

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

広島国際大学

学長

森永　規彦
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広島国際大学後援会にようこそ

2008年度広島国際大学後援会定期総会を6月21日に東広島キャンパス232教室（2号

館3階）において、会員80組108名の出席を得て開催しました。

本総会は、小倉一悦会長の開会挨拶、森永規彦学長からの来賓挨拶の後、議長に正化俊

行氏が選出され議事に入りました。議事では、広島国際大学後援会会則等の改正、2007

年度事業報告及び決算、2008年度役員等選任、2008年度事業計画（案）及び予算（案）

について審議が行われ、上程議案はすべて原案の通り承認されました。

その後、同室で行われた就職講演会では、後藤寛キャリアセン

ター長が『世のため、人のため、地域のため、－専門職業人とし

て心豊かに働く－』と題し、専門職業人としての心得及び就職の

現況、子どもとのふれあい方などについてご講演いただきました。

教職員との親睦を深めることを目的とした懇親会では、会員の

方々は、食事をしながら各学科教員及び担当事務職員と懇談され、

学科の教育方針及び普段の心配ごとなどを直接伺うことができ、大

変有意義な会となりました。

広島国際大学後援会
･後援会事務局

教育懇談会開催

【会場】
東広島キャンパス、呉キャンパス、広島キャンパス、
山口、福岡、香川、岡山、熊本、愛媛、大阪

学生の課外活動への
援助

後援会活動の早わかり

後援会総会の報告

定期総会開催
●予算決算審議●事業計画審議●役員の選任

学生行事への援助
大学行事への援助

国家資格等取得への
援助
学生の就職について
の協力援助

教育上必要な施設･設
備に関する協力援助

教育上必要な家庭と
の連絡

国際交流事業への
支援

2008年度広島国際大学後援会総会開催 ～新会長に田中祥恵氏を選出～

※詳細は、4ページの事業計画をご覧ください。

学園教育振興会援助金
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2008年度広島国際大学後援会事業計画

2008年度広島国際大学後援会予算

差 異科 目 摘 要前年度予算額予算申請額

１．学園教育振興会援助
２．寄付金、その他
３．貸付金回収
４．受取利息
５．前年度繰越金

合 計

40,000,000
0

480,000
0

26,840,436
67,320,436

35,000,000
0

480,000
0

25,970,597
61,450,597

5,000,000
0
0
0

869,839
5,869,839

（単位：円）

4,000,000
13,000,000

100,000
400,000
100,000
200,000
1,200,000

600,000
2,000,000
1,500,000
4,700,000
2,500,000
2,200,000
300,000
3,000,000
300,000
300,000
1,400,000

１．広報費
２．父母･教職員懇談会費

３．教育懇談会費

４．慶弔費

５．教育活動援助費

６．課外活動援助費

７．就職関係

８．特別設備費
９．人件費

10．会議費

11．事務費
12．海外交流費
13．予備費
14．次年度繰越金

合 計

3,500,000
1,000,000

17,000,000

800,000

10,000,000

8,000,000

2,000,000

4,000,000

0

2,500,000

2,500,000
2,000,000
14,020,436

0
67,320,436

4,000,000
1,000,000

17,000,000

1,000,000

10,000,000

5,000,000

2,000,000

2,000,000

500,000

2,800,000

2,500,000
4,000,000
9,650,597

0
61,450,597

▲ 500,000
0

0

▲ 200,000

0

3,000,000

0

2,000,000

▲ 500,000

▲ 300,000

0
▲ 2,000,000
4,369,839

0
5,869,839

会報発行印刷・送料（年3回）

イ広島会場（東広島･呉･広島キャンパス）
ロ地方会場（７会場）
（案内状･資料作成･通信･懇談会費含む）
イ結婚（@10,000×10件）
ロ香典（@20,000×20件）
ハ見舞金「災害　病気　障害」（@20,000×5件）
ニ餞別（@10,000×20件）
イ謝恩会援助
（@100,000×12学科）
ロ国試対策補助授業援助
ハセミナー開催等援助
ニ卒業記念品
ホその他
イ大学祭援助
ロ課外活動団体備品購入
ハ課外活動交流会（学生）
ニその他
イ教員による各種資格講座講師料
ロ参考図書、ビデオ購入援助
ハその他
イ学舎整備　ロ造園管理　ハその他

イ総会　ロ三役会　ハ常任委員会　ニ委員会　
ホ研修会　ヘ学園主催会議　トその他
イ事務用品等 ロ退任役員への記念品他 ハ封筒等
海外研修等貸付金10人分
広島国際大学10周年記念事業　等

差 異科 目 摘 要前年度予算額予算申請額

（単位：円）

海外研修等貸付金返済分（@40,000×12ヶ月）

収
入
の
部

支
出
の
部

事　業 内　容 時　期 

1.学生課外活動への援助 

2.学生行事への援助 

3.大学行事への援助 

4.国家資格等取得への援助 
5.学生の就職についての協力援助 
6.教育上必要な施設･設備に関する援助 

7.教育上必要な家庭との連絡 

8.国際交流事業への支援 

9.その他目的達成のための必要な事業 

･各課外活動団体の備品購入に対する援助  ･各課外活動団体の連盟費に対する援助 
･各課外活動団体の会場使用料等に対する援助 

･大学祭実施に対する援助 

･入学宣誓式および学位記授与式の照明、音響等設置費用 
･学位記授与式後の謝恩会等への援助  ･オープンキャンパス等実施への援助 

･国家試験、資格試験に対する援助 

･学舎整備に対する援助  ･造園管理に対する援助  ･学生用具貸出物品の購入 

･教育懇談会の開催（東広島、呉、福岡、山口、岡山、熊本、大阪、広島、愛媛、香川） 
･後援会会報の発行、送付  ･大学と家庭の連携強化にかかる事業への援助 

･海外研修（実習）等参加費の一部貸与 

･就職に関する情報誌の発送  ･参考図書、ビデオ購入援助 

･定期総会の開催（予算･決算、事業計画、役員等の選出等） 
･慶弔細則による見舞金等の支給 

随時 

10、11月 

4、3月 
3月      6、7、8、9月 

随時 

随時 

随時 

10、11、12月 
7、12、3月    随時 

随時 

随時 
6月 

広島国際大学後援会にようこそ



Hiroshima International University Communication

5

2008年度広島国際大学後援会役員等一覧

August 2008 Vol.13



6
August 2008 Vol.13

2003年11月２日制定　2008年６月21日改正

第１条（名称）

本会は、広島国際大学後援会と称し事務所を広島国際大学に置く。

第２条（目的）

本会は、大学の教育方針に則り大学と家庭との連絡連携を密にし、教育の目

的達成に協力･援助するとともに、併せて学園の発展向上に寄与することを目

的とする。

第３条（構成）

本会は、広島国際大学在学生の父母または保証人を会員とし、これをもって

組織する。

第４条（事業）

本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

１　学生の課外活動への援助

２　学生行事（大学祭等）への援助

３　大学行事（学位記授与式）への援助

４　国家資格等取得への援助

５　志願者確保への支援

６　学生の就職についての協力援助

７　教育上必要な施設･設備に関する援助

８　教育上必要な家庭との連絡

イ　教育懇談会の開催

ロ　会報の発行･送付

９　育英に関する事業

10 会員相互の親睦のための必要な活動

11 国際交流事業

12 その他目的達成のための必要な事業

第５条（役員）

本会には、次の役員を置く。

イ　会　 長　　１名

ロ　副 会長　　３名

ハ　常任委員　　若干名

ニ　委　　員　　若干名

ホ　監　　事　　２名

第６条（顧問）

本会に顧問若干名を置くことができる。

第７条（役員の選任）

役員は、会員が広域にわたるためその選考を大学に一任し、会長がこれを選

任･指名ならびに委嘱する。

イ　会長、委員および監事は、会員の中から選任する。

ロ　副会長および常任委員は委員の中から会長が指名する。

ハ　顧問は、常任委員の推薦により会長がこれを委嘱する。

第８条（役員および顧問の任務）

イ　会長は、この会を代表し会務を統理する。

ロ　副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。

ハ　常任委員は、業務を分担し会務を処理する。

ニ　委員は、会務を審議する。

ホ　監事は、本会の会務ならびに会計を監査し必要に応じ会議に出席し意見を

述べることができる。

ヘ　顧問は、必要に応じ会議に出席し会長の諮問に応じる。

第９条（役員および顧問の任期）

役員および顧問の任期は、１年とする。ただし、重任を妨げない。

第10条（機関）

１　本会には、次の機関を置く。

イ　総会　

ロ　常任委員会　

ハ　委員会

２　総会

（１）総会は、毎年度始めに会長が招集する。

（２）総会は、次のことを審議する。

イ　会則に関すること

ロ　予算･決算に関すること

ハ　会長･常任委員･委員および監事の選任に関すること

ニ　その他本会の目的に必要かつ重要な事項に関すること

３　常任委員会

イ　常任委員会は、会長･副会長および常任委員で構成し、会長が招

集する。

ロ　常任委員会は、執行機関で本会の重要案件を審議し、事業を企

画する。

ハ　常任委員会は、必要に応じ会長が招集する。

４　委員会

イ　委員会は、会員が広域にわたるため、総会を招集することが困

難な場合これに代えることができる。

ロ　委員会は、会長･副会長･常任委員および委員で構成し、必要に

応じ会長が招集する。

ハ　委員会は、総会に付議する事項を審議する。

５　委員会および常任委員会は、構成員の過半数の出席がなければ議事を開き

決議することはできない。ただし、やむを得ない理由で会議に出席できな

い者は、所定の委任状によって出席し、議決に参加する権限を議長に委任

することができる。

６　会議の議決は、出席者の過半数の同意によるものとし、可否同数のとき

は議長がこれを決する。

第11条（会計）

本会の経費は、学園教育振興会の援助金･寄付金その他の収入をもって充当す

る。

第12条（会計年度）

本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。

第13条（幹事）

本会の事務を処理するため、幹事長および幹事を委嘱する。

第14条（改正）

本会則は、総会の決議により改正することができる。

付則

１　この会則の施行に伴う細則、その他の規定は委員会において定める。

２　本会則は、2003年11月２日から施行する。

３　この改正会則は、2008年４月１日から施行する。

広島国際大学後援会にようこそ

広島国際大学会則（2008年度総会にて改正）
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１. 役員定数
会則第５条に定める役員は60名以内とし、会長、副会長、常任委員は委員定数
の中から選出する。

原則として薬学部以外
［（１学科１名×４学年）×13学科=52名］
薬学部
［（各学年１名×６学年）=６名］

２. 常任委員
会則第５条ハ号に定める常任委員は、24名以内とし、役員の中から選出する。

原則として
［１学部４名×６学部=24名］

３. 第13条の幹事長および幹事は、大学職員に委嘱することとし、次のとおりとする。
イ　幹事長　　大学学長室長（事務総括責任者）
ロ　幹　事　　大学学長室庶務課役職者若干名

４. 事務の分掌については、次のとおりとする。
（１）総務関係

イ　総会、役員会など会議の招集に関すること
ロ　会報の編集発行に関すること
ハ　会員と学校の連絡に関すること
ニ　その他後援会運営の庶務に関すること

（２）会計関係
イ　会費の収納および管理･保管に関すること
ロ　寄付金の取扱いに関すること
ハ　会計諸帳簿の記帳および伝票類の整理に関すること
ニ　予算の編成および決算の確定に関すること
ホ　そのほか後援会の会計に関する一切のこと
また、事務処理のため、後援会事務局に職員を配置する。

付則
１　この細則は、2003年11月２日から施行する。
２　この改正細則は、2008年４月１日から施行する。

第１条（目的）
本細則は、広島国際大学在学生の父母または保証人（以下「会員」という）、
在学生ならびに教職員（専任･特任･嘱託等）に慶弔を行うことを目的とする。

第２条（種別、対象、金額等）
１　慶弔
イ　教職員の結婚　　10,000円

２　弔事
会員および在学生ならびに教職員の死亡の場合は、次により弔慰金およ　
び供花等をおくる。
イ　弔慰金　　　　　20,000円
ロ　供花等　　　　　１対（時価）

３　見舞金
イ　災害見舞金　　　50,000円以内
会員および在学生ならびに教職員の居住または家財が水害、地震、
火災その他非常災害を受けた時

ロ　病気見舞金　　　10,000円
在学生ならびに教職員が１ヶ月以上の入院をした場合

ハ　障害見舞金　　　20,000円
在学生が正課、課外活動、インターンシップならびにボランティア
活動中に事故に遭遇し、２週間以上入院した場合

４　餞別
イ　教職員の退職の場合　　　10,000円
ただし、本学に２年以上勤務した場合

第３条（適用時期）
前条の適用は、当該年度内に届出があった場合とする。
ただし、会長、幹事長の承認により、当該年度以前の慶弔金も支給すること
ができる。

第４条（金額の増額）
第２条に定める金額を増額する場合、あるいは特に事情がある場合は、会長、
幹事長が臨機の処置をとることができる。

第５条（事務取扱）
慶弔に関する事務は、学長室庶務課で行う。

付則
１. この細則は。2004年４月１日から施行する。
２. この改正細則は、2008年４月１日から施行する。

第１条（趣旨）
この細則は、広島国際大学（以下「広国大」という）が実施する国際交流事
業の支援として、海外研修等に参加する学生に対して、希望する者に参加にか
かる費用の一部を貸付けるため必要な事項を定める。

第２条（貸付けの対象者）
１. 貸付けの対象者は、広国大に在籍する学生とする。
２. 前項に定めるもののほか、貸付資金の状況等を勘案し、会長が特に認め

た場合は広国大大学院に在籍する学生に貸付けることができる。

第３条（貸付金額）
１. 貸付金額は、１口50,000円で４口以内とする。
２. 前項の規定にかかわらず、貸付資金の都合により貸付を一部停止するこ

とがある。

第４条（貸付期間）
貸付期間は、第10条に定める場合を除き、原則として貸付けの属する翌年度の
２月末日までとする。

第５条（借用手続）
１. 貸付金の借用を希望する者は、「海外研修費借用願書」に必要書類を添え
て学長室庶務課（呉キャンパスにあっては呉学生支援センター学務課）を　
経て会長に願い出なければならない。

２. 必要書類は別に定める。

第６条（連帯保証人）
１. 貸付金の借用に際しては、連帯保証人を設けなければならない。
２. 連帯保証人は、父母もしくは成年の兄姉とする。
３. 連帯保証人は、必ず保証人本人が署名捺印しなければならない。

第７条（貸付金の交付）
１. 貸付けが認められた者（以下「借用書」という）については、通貨をもっ
て支給する。

２. 借用書は、貸付金受領（以下受領した貸付金を「借用金」という）
後、直ちに研修費用を定める方法により納入しなければならない。

第８条（利息）
貸付金は、無利息とする。

第９条（返済方法）
返済方法は、一括返済または10回までの分割返済とする。
なお、特別な事情のある者については、別に定める方法により取扱うものとす
る。

第10条（身分喪失による完済）
借用者が卒業、退学、除籍等により広国大の学生の身分を失う場合は、その身
分喪失前までにすでに受けた借用金を完済しなければならない。

第11条（事務取扱）
貸付金に関する事務は、学長室庶務課で行う。

付則
１　この細則は、2004年４月１日から施行する。
２　この改正細則は、2008年４月１日から施行する。

2003年11月２日制定　2008年６月21日改正

広島国際大学後援会役員等選考細則

2003年11月２日制定　2008年６月21日改正

広島国際大学後援会慶弔細則

2003年11月２日制定　2008年６月21日改正

広島国際大学後援会国際交流貸付制度細則
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2008年度教育懇談会にご参加ください！

会  場 日  時 場  所 対象学部 

東広島 
キャンパス 

呉 
キャンパス 

福岡会場 

山口会場 

岡山会場 

熊本会場 

大阪会場 

広島会場 

愛媛会場 

香川会場 

広
島
会
場 

2008年10月25日（土） 
10：00～16：00 
※大学祭の開催日 

2008年11月1日（土） 
10：00～16：00 
※大学祭の開催日 

2008年11月15日（土） 
10：00～15：00

2008年11月16日（日） 
10：00～15：00

2008年11月22日（土） 
10：00～15：00

2008年11月23日（日･祝日） 
10：00～15：00

2008年11月24日（月･振休） 
10：00～15：00

2008年11月30日（日） 
10：00～16：00

2008年12月6日（土） 
10：00～15：00

2008年12月7日（日） 
10：00～15：00

広島国際大学  東広島キャンパス 
（東広島市黒瀬学園台555-36） 

三井アーバンホテル福岡 
※JR博多駅から徒歩7分 

山口グランドホテル 
※JR新山口駅から徒歩1分 
（地下道あり） 

ホテルグランヴィア岡山 
※JR岡山駅構内直通 

三井ガーデンホテル熊本 
※JR熊本駅から車で5分 

ホテルグランヴィア大阪 
※JR大阪駅構内直通 

ホテルサンルート松山 
※JR松山駅から徒歩3分 

高松東急イン 
※JR高松駅から徒歩7分 

保健医療学部 
医療福祉学部 
心理科学部 
 人間環境学部） 

工学部 
 社会環境科学部） 
看護学部 
薬学部 

全学部 

全学部 

全学部 

全学部 

全学部 

全学部 

全学部 

全学部 

教育懇談会日程 

※  東広島キャンパスおよび呉キャンパス会場は、大学祭の開催日に合わせて開催。 

広島国際大学  呉キャンパス 
  呉市広古新開5-1-1） （ 

広島国際大学  広島キャンパス 
  国際教育センター） 
  広島市中区幟町1-5） 

 

（ 
（ 

時  刻 次  第 

後援会会長挨拶（もしくは副会長） 

学長挨拶（もしくは副学長、学部長） 

学生生活等について（35分）　学生支援センター 

休憩（10分） 

就職に関する講演会（50分）　キャリアセンター 

昼食会（立食形式） 

個別面談　学科別、各部署別（教務･学生･就職･入試担当） 

終了　※ 地方会場については、15：00終了 

10：00～ 

10：10～ 

10：20～ 

12：00～ 

13：00～ 

16：00

次第（全会場共通） 

9：30～ 受付 

昨年度に引き続き、学内外10会場で教育懇談会を開催いたします。毎年ご参加いただいている会員の皆様、まだ参加経験のない会員の皆様も、

ぜひとも教育懇談会にご参加くださいますよう、心よりお待ちいたしております。

教育懇談会ってなに？
大学側の全面協力を得て、保護者と大学とのコミュニケーションを図ることを目的とした後援会最大のイベントです！

学生生活や就職に関する講演会やご子女の学業や学生生活について、担当教職員（各学科教員･教務･学生･就職･入試）の方に個別に相談できる

窓口を設けています。お時間の都合で講演会、個別面談のみの出席も可能です。また、東広島キャンパス、呉キャンパス会場では、大学祭も同時

開催しており、活気溢れるキャンパス内を見学することもできます。

開催の案内状をご送付

〔8月上旬、後援会より〕

前期成績表をご家庭へ

ご送付

〔９月下旬、教務課より〕

「教育懇談会出欠票」

を投函

〔10月上旬締切〕

所属学科教員と学生で

個人面談を実施

〔各開催日の１週間前

頃まで〕

当日、会場の受付まで

直接お越しください。

担当の教員が学生との

面談結果や成績表をご

用意してお待ちしてい

ます。

●参加までの流れ

※面談時間は、1組あたり20分を予定しております。
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2007年度の教育懇談会において、保護者の方からのご意見･ご要望のうち、特に多くの方からいただきました3項目についての回答をご紹介します。

学修関係について
学期ごとに学業成績通知書を保護者へ送ってほしい。〔1年生保護者の方　他〕

前後期の学業成績通知書は、それぞれ9月末、3月末に保証人様宛に郵送させていただいております。前期分の学業成績通知書が届いていない場合

は、教務課までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

（本誌13ページ「学業成績通知書の発送時期について」に詳しい情報を掲載しています）

資格取得･就職関係について
国家試験対策を早くから実施してほしい。意識を高めるためによろしくお願いします。〔看護学科2年生保護者の方　他〕

看護学科では、国家試験に対する自覚を高めるために、新学期（4月）には各学年ガイダンスにおいて国家試験対策を重視したオリエンテーションを行って

おります。通常の講義や演習においても、国家試験に対応した教育を行っています。また、学習が不足している学生には担当教員が個別指導を行うなど1

年次からフォローアップ体制を整えております。低学年から1つ1つの単位を修得し、日々の予習復習による学習内容の理解や、知識の積み重ねを行うこと

が国家試験への対策となります。保護者の皆様も引き続きご協力、ご支援をお願いいたします。

※診療放射線学科、臨床工学科、理学療法学科、医療福祉学科、薬学科においても、国家試験に向けて意識を高める取り組みを行っています。

校内環境について
医療職をめざすものとして校内禁煙になっていないので、びっくりしました。今はどこの病院も禁煙ですが…。指導もないようです。〔1年生保護者の方　他〕

本学は1999年4月から館内全面禁煙となっており、館外での喫煙につきましても指定場所以外での喫煙は認めておりません。また、2005年度からは、

年に2回（5月と11月）の禁煙推進･マナー向上キャンペーン月間を設け、学生への啓蒙活動等を行っています。具体的には、学生･教職員で構成したパト

ロールユニットによる校内の巡回や禁煙にまつわるポスター･川柳等の募集･表彰等を行っています。加えて、基礎ゼミナール（1年次）では禁煙に関する

講演を行っています。その他、禁煙啓発ポスターやＰＲ掲示を作成し、学内（エレベーター内等）に掲出したり、大学広報誌での呼びかけ等を行っていま

す。そして、喫煙マナーの悪い学生にはしかるべき指導･対応（反省文を提出させる等）を行っています。しかしながら、残念なことに指定場所以外での喫

煙をしている学生が散見され、マナー指導に苦慮してるのが現状です。心理科学部や工学部などには医療職をめざさない学科もあり、禁煙に向けての意識

が希薄な学生も存在しています。敷地内全面禁煙につきましては、健康面や受動喫煙防止の観点からも検討させていただき、禁煙推進･マナー向上にかかる

活動に工夫を凝らしながら継続していく所存です。

（本誌11ページ『「禁煙推進･マナー向上キャンペーン」開催』『「マナー･モラルセミナー」開催』に関連情報を掲載しています）

厚生労働省と文部科学省によりますと今春卒業した大学生の就職率は96.9％と4年連続で

上昇したことが明らかになりました。厚生労働省は「少子化で労働力不足が懸念される中、

企業の採用意欲が高い状態が続いている」と見ています。また、文部科学省学生支援課は

「景気回復と団塊世代の大量退職で、企業の雇用拡大が続いているのでは」と、この高い数

値の原因を説明しました。このような追い風の状況もあり、本学の2007年度の就職･進学決

定状況は、全学で99％と昨年に引き続き良好な結果を残すことができました。また、これに

合わせて求人受領件数も前年度比11％増加しました。薬剤師国家試験合格率全国第一位となり俄然注目を浴びた薬学部第一期生の就職･進学決定状

況も100％と、個々の専門を生かした領域に進むことができました。

さて、今年度の就職状況ですが、米国のサブプライムローン問題に端を発し、原油の高騰など国際経済は決して予断を許さない状況となっていま

す。このような経済の不透明感が増す中、全国的には製造業を中心に採用の抑制姿勢が感じられるようになっています。

このような状況下、本学では薬学部の学生の就職活動に牽引され他学部でも大手製薬メーカーに内定者が続出するなど、人

間環境学部及び社会環境科学部では既に過半数の学生が内定を得ています。今後、医療･福祉関係志望の学生の活動が本格化し

て参ります。景気の不透明感とは裏腹に医療･福祉関係は昨年度をより一層上回る求人を予想しており、例年以上に好調に推移

すると見込んでいます。

一方、既に一般企業への就職をめざす3年次生の学内での「就職ガイダンス」が行われ就職支援サイトへのプレエントリー

も始まりました。夏期休暇期間中はじっくりと自己分析を行い、企業研究など卒業後の進路についてじっくり考えてみてはい

かがでしょうか？各企業のインターンシップに参加し、職場体験なさるのも良いでしょう。キャリアセンターでは、夏期期間

中でも相談に応じることができるよう窓口を開けて皆さんのお越しをお待ちしております。

2007年度教育懇談会でのご意見･ご要望に対する回答
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教務課　TEL：0823-70-4510

末田 紀雄

キャリアセンター
事務室長
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4月6日、入学宣誓式終了後に新入生
を対象に、「生活安全」と「交通安全」
についての特別講演会を開催しました。
この講演は、東広島警察署生活安全課
の佐藤百實課長、交通安全課の藤本克裕
係長に、大学生活を送る上での注意点や
交通事故がおこりやすい事例、命の大切
さについてお話いただきました。学生一
人ひとりが意識を高め、安全な学生生活
が送れるよう、今後も取り組みを行って
いきたいと思っております。

「こころとからだの
健康教室」開催

保健室･学生相談室･学生課の共催で、
一人暮らしの1年生を対象に健康教室を開
催しました。健康チェック（血圧･血管年
齢･体脂肪率･基礎代謝･アルコール耐性検
査）と、こころの健康チェック（お手軽
心理テスト･快眠･ストレス耐性度）を通
して現在の健康状態を把握しました。ま
た、手軽で栄養バランスの良い料理の実
習を行いました。秋には第4回を計画して
います。

入学宣誓式 生活安全･交通安全に
ついての講演会を開催

今春、新たに9名の外国人留学生を迎え、

本学の留学生は全員で15名となりまし

た！

新たな生活に希望を抱き、その半面慣れ

ない環境での生活に不安を抱えて入学して

きた新入生。彼らを歓迎するとともに、そ

の不安を少しでも取り除くためにまずは留

学生の先輩、教職員との『外国人留学生交

流会』を4月25日に開催しました。引き

続き、6月22日には日本人学生を交えて

『外国人留学生歓迎会』を開催しました。

『外国人留学生交流会』は黒瀬町の「華

庄」で開催し、留学生15名と教職員8名

が参加し、初顔合わせとなりました。留学

生たちは初め、少し緊張していましたが食

事が始まると和気藹藹と会話も弾み、中国

語、韓国語が飛び交っていました。自己紹

介後はさらに盛り上がり、みんな席を立っ

て話に夢中になっていました。

『外国人留学生歓迎会』は留学生13名、

日本人学生ボランティア17名、教職員6

名で岡山県倉敷市鷲羽地区に学園大型バス

を利用し、行ってきました。バスの中では

留学生と日本人学生がペアで隣に座り、日

本語でコミュニケーションを取りながら頻

繁に「中国語･韓国語では何て言うの？」

という会話が聞こえてきました。目的地の

鷲羽地区では、鷲羽ハイランドホテルで海

の幸を堪能し満腹になった後、鷲羽山ハイ

ランドパークに移動し、絶叫アトラクショ

ンやゲーム、ブラジルのサンバを満喫しま

した。時間の経過とともに学生たちは交流

を深め、今回のイベントを通じて外国人留

学生･日本人学生の友情が深まることを期

待します。

創立10周年記念式典を挙行

創立10周年及び2008年4月1日から
の新学園（常翔学園）の名称披露並びに
今後の10年をめざす門出を祝うことを目
的に2008年5月26日リーガロイヤル広
島【広島市中区】において、広島国際大
学創立10周年記念式典が盛大に挙行され
ました。
当日は、学内外から326名の出席者を
招き、第１部の記念講演では、松浪健四
郎文部科学副大臣が「食文化について」
をテーマと題して、第2部の記念式典では、
森永規彦学長が式辞を述べられた後、松
浪氏、石田恒夫日本私立大学協会副会長
（広島経済大学理事長）から祝辞をいただ
きました。その後、藤田雄山広島県知事
の乾杯の発声後、歓談の時間が設けられ、
出席者は急成長を遂げた大学にまつわる
話や互いの近況などについて語り合いま
した。会の最後には、学校法人常翔学園
の松田良一常務理事が出席者に対し、謝
辞を述べられ、盛会のうちに閉幕しまし
た。

「外国人留学生交流会（4月）」
「歓迎会（6月）」開催!!

「スタートダッシュ2008」
課外活動新人部員勧誘
イベント開催！

5月27日東広島市役所において東広島
市と同市内にキャンパスを持つ4大学（広
島国際大、広島大、近畿大工学部、エリザベ
ト音楽大）が東広島市と4大学との連携に
関する基本的な事項を定めることにより、
幅広い分野において相互に交流と連携の
推進を図り、国際研究学術都市としてのま
ちづくりに寄与することを目的に連携協
定を締結しました。引き続き、東広島市民
文化センターにおいて開催された記念シ
ンポジウムでは、細野助博氏（中央大学総
合政策学部教授）から「産官学連携で地域
活性」と題して基調講演が行われ、その後、
協定を締結した5名（東広島市長、各大学
長）によるパネルディスカッションが行わ
れ、今後の推進事業について意見交換され
ました。
本学森永学長は「市としての国際発展は
大学にとっても最も活動しやすい基盤。
連携協定を機に活動を活性化させたい」
と誓いました。

東広島4大学連携協定集結
イベント開催

外国人留学生！活躍！！
東広島市で異文化交流

5月31日東広島市立黒瀬図書館が主
催するおはなしワールドが黒瀬文化セン
ターで行われました。このイベントは、
外国の絵本や遊びを通じて異文化を身近
に感じることを目的としており幼児･小
学生（低学年）約10名と保護者の参加が
ありました。
本学からは感性デザイン学科2年韓国
出身の黄英九（ファン ヨンク）さんとコ
ミュニケーション学科１年中国出身の周
芳芳（シュウ ホウホウ）さんが講師とし
て参加しました。最初にそれぞれの母国
語で「こんにちは」などの簡単な挨拶を
参加者全員で勉強した後、周芳芳さんが
「なんでも１番」という絵本を中国語で読
み聞かせると、子どもたちは絵本の絵を
見ながら物語に夢中になっていました。
また、黄英九さんは「しっぽとりゲーム」
という韓国の昔からの遊びを紹介し、参
加者全員でゲームを行いました。子ども
たちははしゃいで会場を走り回り、汗びっ
しょりになっていましたが笑い声があち
らこちらで飛び交い、とても楽しそうで
した。子どもたちはもちろんのこと保護
者も夢中になって歓喜に包まれた異文化
交流が繰り広げられました。

4月6日に東広島キャンパス講堂におい
て、入学宣誓式が行われ、1,153名が入
学しました。当日は多くの在学生が歓迎
し、クラブやサークルなどの勧誘もあり、
新入生は新しい生活への期待を隠せない
いきいきとした笑顔でいっぱいでした。
今後充実した学生生活を送ることがで
きるよう、ご家庭でも会話の時間をより
多く設けていただきますようお願いいた
します。

4月14日･15日の2日間で、東広島キャ
ンパスと呉キャンパスの両キャンパスに
て「スタートダッシュ2008」課外活動
新入部員勧誘イベントを開催しました。
このイベントは、体育会･文化会本部が
主催し、これから大学生活をスタートさ
せる新入生や心機一転新しいことにチャ
レンジしようと考えている在学生を対象
に、課外活動団体に所属する部員が課外
活動の内容や魅力について分かりやすく
説明し、誰でも気軽に入部できる場をつ
くろうという目的で企画されています。
開催当日は、クラブに興味を持つ大勢
の学生が参加し、出演する課外活動団体
の個性豊かなパフォーマンスや説明に聞
き入っている姿が見受けられました。東
広島キャンパスでは、イベント終了後ま
で「Ｄｒ.キャンパ」のテレビ撮影が行わ
れ、大いに盛り上がりました。また、参
加した学生から「気に入る団体がみつか
った」「やさしそうな先輩たちで安心した」
など喜びの声が聞かれました。

広島ホームテレビ「Ｄｒ.キャンパ」
http://www.home-tv.co.jp/cyanpa/hirokoku.html
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本学では、5月を「禁煙推進･マナー
向上強化月間」と定め、昨年度に引き続
き「禁煙推進･マナー向上キャンペーン」
を実施しました。
5月7日に呉キャンパス、8日に東広

島キャンパスでそれぞれセレモニーを開
催し、また、5月21日～30日には学
生･教職員が一致協力して、工夫を凝ら
した館内放送やキャンパス内の巡回等を
行い、禁煙推進･マナー向上の啓蒙活動
を展開しました。

「禁煙推進･マナー向上
キャンペーン」開催

6月24日･25日の2日間で、東広島市
消防局南分署の消防署員の方を講師とし
てお招きし、クラブに所属する学生を対
象に救命救急講習会を実施しました。
日頃から様々な活動を行っているクラ
ブにとって、いつ何時、緊急事態が発生
するか分かりません。いかなる状況でも
適切で迅速な処置を行えるようになるこ
とを目的として実施しました。
講習の内容は講義と実技が行われ、真
剣に受講している学生の姿が印象的でし
た。実技は実際の緊急の状態を想定し、
人体模型による人工呼吸や心臓マッサー
ジ、ＡＥＤの使用方法を学びました。
講習会を終えた学生からは、「大変勉強
になった」、「これからの課外活動を行う
上で役立てていきたい」という声が聞か
れました。

「フレッシュマンキャンプ」
開催

課外活動団体の新入部員（1年次生）
を対象に、課外活動を行う上での心構え
などについて学ぶとともに、参加者（課
外活動団体）間の親睦及び交流を目的と
したフレッシュマンキャンプを6月28
日･29日の1泊2日の日程で、広島県庄
原市にある研修施設「高原の家七塚」に
おいて開催しました。
主催団体である体育会･文化会本部の
趣向を凝らした催しや地元消防署の協力
のもと実施した救急救命講習会を通じ
て、これからの諸活動に役立つ知識と技
術を習得するとともに、自然溢れる環境
の中でバーベキューや竹細工･パンづく
り･自然観察などを楽しみ、他クラブと
の交流を深めることができました。
この2日間で参加者全員が少しでも成
長し、将来、クラブの担い手となってく
れることを期待しています。

「救命救急講習会」開催

昨今、マナー･モラルの低下が社会的
に問題となっております。本学では、禁
煙推進･マナー向上キャンペーンを5月
に行い、引き続き、挨拶･言葉づかいや
身だしなみ等大学生活を送る上で、最低
限のマナー･モラルについて学生に学ん
でいただくため、7月2日18：10から、
東広島キャンパス（232教室）におい
て、インターナショナルエアアカデミー
学院長 永江靜加氏を招聘し、マナー･モ
ラルセミナーを開催しました。言葉や身
だしなみの大切さや日常のモラルについ
て分かりやすく説明していただき、学生
にとって大変有意義なセミナーとなりま
した。

姫伝説をほうふつとさせるような竹灯篭があ
しらわれ、幻想的な雰囲気の中、学内外合わ
せて約50人がクラシックと映像のコラボを
堪能しました。
金曜ゆめ倶楽部主催によるこの「クラシッ

ク･コンサート･シリーズ」は昨年の10月か
ら始まり2回目を迎えますが、今回（5月23
日）から東広島キャンパスでも開催されまし
た。コンサート会場となった講堂ロビーは教
会のような響きをもち、黒瀬の自然を背景と
したすばらしいロケーションの中、暮れなず
むロビーに天下るかのように響き渡る音楽
を、東広島キャンパスの学生と教職員が満喫
しました（東広島キャンパスでは演奏のみ）。
曲目は「羽衣伝説」（藤井敬吾）、「子どもの情
景」（シューマン）、「夢」（ドビュッシー）他
（呉･東広島とも）。
なお、呉キャンパスでのコンサートの様子は
5月31日に広島ホームテレビ「Dr.キャンパ」
で放映され、ホームページからもご覧いただけ
ます。
その他、「金曜ゆめセミナー」と題してＮＨ
Ｋ広島放送局との共催で芸能界で活躍されて
いるルー大柴さんを招いての講演会を行うな
ど活発に活動しています。参加した学生から
は、「とても楽しかった」、「自らも企画してみ
たい」といった喜びの声が多く聞かれています。

広島ホームテレビ「Ｄｒ．キャンパ」
http://www.home-tv.co.jp/cyanpa/hirokoku.html

「マナー･モラルセミナー」
開催

外国人留学生！
森永学長と懇談会
［呉阪急ホテル］

「金曜ゆめ倶楽部」が
各種イベントを開催

7月5日呉阪急ホテルにおいて森永学
長と外国人留学生の懇談会が開催されま
した。学長方針である「外国人留学生の
受け入れ環境の充実に注力する。」「日本
人学生、外国人留学生の区別なく学生サ
ービスに徹する。」という学生支援の充実
を図る目的のもと、学長自ら開催のご提
案をしてくださりました。
懇談会を始める前に学長からご挨拶を
いただき、その後、懇談会がスタートし
ましたが留学生たちは学長との懇談とい
うこともありとても緊張していました。
留学生たちが自己紹介を行う中で学長は
顔と名前を一人ずつ確認しながら「本学
への要望があったら何でも言ってくださ
い。」「大学は楽しいですか？」などと質
問を投げかけ、笑顔でコミュニケーショ
ンを図られていました。そのおかげで留
学生たちの緊張は少しずつ和らぎ、「将来
はアナウンサーになりたいので広島国際
大学で頑張って勉強します！」と夢を語
ってくれた留学生もいました。
時間の経過と共に留学生たちからも笑
顔が増え、最後のデザートを食べ終わっ
た頃にはお腹も心も満たされ、留学生た
ちはとても喜んでいました。

「交歓レクリエーション
大会」開催

交歓レクリエーション大会は、誰にで
も気軽にできるスポーツを通して、学
年･学科を越えての交流を目的として毎
年行われている恒例行事です。
東広島キャンパスでは、ソフトバレー
ボールとソフトボールを、呉キャンパス
では、フットサルとソフトバレーボール
の種目を行いました。大会当日は、数多
くのチームが参加し、涙あり笑いありの
大熱戦が繰り広げられ、入学して間もな
い新入生や在学生がそれぞれの種目を通
じて交流を図るとともに、懸命に打ち込
む姿が見られました。

2006年度後期から「何か楽しいことを
したいね」を合言葉に、呉キャンパスで本格
的にスタートした「金曜ゆめ倶楽部」。今年
度から東広島キャンパスでも活動をスタート
させました。
ゲームや映画鑑賞、コンサートなどのイベ
ントを学生と教職員が協力して開催し、それ
を通じて同じ趣味の友達や学部･学科、年次
を越えていろいろな人と出会い、交友の輪を
広げる場として親しまれてきています。
今年度も、さまざまなイベントを開催して
いますが、呉キャンパスで5月16日、「神
話･子ども･夢」をテーマとしたコラボレーシ
ョン･コンサートが行われました。工学部の
3人の教員（甲田純生准教授＝ギター、園田
幸治准教授･越智徹助教＝ピアノ）が演奏、
呉写真部の学生が曲からインスパイアされた
映像をそれに合わせて上映。舞台にはかぐや
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オープンキャンパス開催 !

2008年度のオープンキャンパス開催のお知らせです。当日は大学･入試説明
会、個別相談、各学科模擬講義、施設見学、学生寮･学生研修棟のモデルルーム
見学ツアーなどを実施します。教員だけでなく、在学生とも話ができ、本学の学
部･学科を、より詳しく知っていただけるチャンスです。
ご家族やお知り合いに中･高校生がいらっしゃる方は、ぜひご案内いただきま
すよう、よろしくお願い致します。

当日はＪＲ広島駅などから無料送迎バスを運行します。詳しくは大学ホームページを
ご覧ください。また、遠方からオープンキャンパスにご参加の方は広島市内にあります
国際教育センターに無料で宿泊いただけます（要予約）。詳しくは入試センターまでお問
い合わせください。なお、定員になり次第締め切らせていただきます。
大学案内等資料や入学案内（願書）をご希望の方は、お気軽に入試センターまでご連
絡ください。無料で送付させていただきます。

図書館開館カレンダー

 月 火 水 木 金 土 日 

9 月 

月 火 水 木 金 土 日 

8 月 

9:00～20:00

9:00～20:009:00～20:009:00～20:00 10:00～17:0010:00～17:00

10:00～17:00 休  館 休  館 休  館 休  館 

休  館 休  館 

休  館 

休  館 

休  館 

10:00～17:0010:00～17:00

10:00～17:0010:00～17:0010:00～17:0010:00～17:0010:00～17:00

10:00～17:0010:00～17:00 休  館 

休  館 

オープン 
キャンパス 
（東広島） 

休  館 

10:00～17:00

休  館 10:00～17:0010:00～17:0010:00～17:0010:00～17:00

10:00～17:0010:00～17:00

東広島キャンパス 
10:00～17:00

10:00～17:00

9:00～20:009:00～20:00

9:00～20:009:00～20:009:00～20:009:00～20:009:00～20:00

9:00～20:009:00～20:009:00～20:009:00～20:009:00～20:00

9:00～20:00

休  館 

休  館 

休  館 

休  館 呉キャンパス 
10:00～20:00

オープン 
キャンパス 
（東広島） 

オープン 
キャンパス 
（呉） 

オープン 
キャンパス 
（呉） 

東広島キャンパス 
10:00～17:00
呉キャンパス 
10:00～20:00

東広島キャンパス 
10:00～17:00
呉キャンパス 
10:00～20:00

●図書館カレンダー
補講期間

8月1（金）～6日（水）開館時間 9：00～20：00
ただし東広島3号館は 開館時間10：00～17：00

オープンキャンパス開催日

呉　　8月23日（土） 開館時間9：00～16：00
東広島　8月24日（日） 開館時間9：00～16：00
東広島　9月14日（日） 開館時間9：00～16：00
呉　　9月15日（月） 開館時間9：00～16：00

夏休みの開館スケジュールは、以下の通りです。皆様、ぜひご来館ください。

東広島キャンパス
第 2 回　8月24日（日）
第 3 回　9月14日（日）
実施時間／11：00～15：00

呉キャンパス
第 2 回　8月23日（土）
第 3 回　9月15日（祝）
実施時間／11：00～15：00

お問い合わせ

入試センター 東広島キャンパス1号館2階 TEL：0120-55-1659

ゴーゴーヒロコク

飲酒運転での悲惨な交通事故や、急性アルコール中毒で死亡したりするなど全国で悲しい出来事が毎年発生しています。夏期休業期間中に
は、地元に帰る学生も多く、お酒を飲む機会も増えるかと思います。学生の皆さんには、今一度、飲酒の諸注意点について再認識していただ
くため、飲酒の強要や過度の飲酒、未成年の飲酒、飲酒運転（同乗者も含む）等は絶対にしないよう注意喚起を行っていきたいと考えており
ますので、合わせて保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

飲酒についての注意点

広島国際大学ホームページ
パソコン http://www.hirokoku-u.ac.jp
mobile http://551659.jp

オープンキャンパス日程
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学費納入について
2008年度学費納入期限（後期）･学費等振込依頼票
の送付について
2008年度後期の学費納入期限は10月6日（月）です。学費等振込
依頼票は、9月上旬に郵送します。9月下旬になっても届かない場合は、
会計課へご連絡ください。

減免について
学費支弁者の死亡、住居の罹災、家業の破産などによって経済的に

著しく困窮して学業継続が困難となった学生に対しては、願い出によ
りその理由の発生した直後の学費の半額を減免することがあります。
減免の願い出は学生課（東広島キャンパス）または学務課（呉キャ
ンパス）までご連絡ください。

現住所等変更手続、休学･退学･留学について
学費支弁者の氏名･住所等（表示変更･郵便番号含む）に変更があった

場合、また「休学」および「退学」をお考えの方は、速やかに教務課
（東広島キャンパス）または学務課（呉キャンパス）へ、また「留学」を
お考えの方は、国際交流センター（東広島キャンパス）または学務課
（呉キャンパス）へご連絡ください。
※「休学」および「退学」、「留学」をお考えの方は学費の納入前に必ず
ご相談ください。

大学院の改組および名称変更について

大学院組織（現行） 大学院組織（改組後） 
●総合人間科学研究科 ●医療･福祉科学研究科 

●心理科学研究科 

医療工学専攻 医療工学専攻　〈博士課程〉 

･放射線学分野 ･放射線学分野 

･臨床工学分野 ･臨床工学分野 

･理学療法学分野〈博士前期課程のみ〉 

医療福祉学専攻 医療福祉学専攻　〈修士課程〉 

医療経営学専攻 医療経営学専攻　〈修士課程〉 

臨床心理学専攻 臨床心理学専攻　〈博士後期課程〉 

実践臨床心理学専攻 実践臨床心理学専攻　〈専門職学位課程〉 

コミュニケーション学専攻 

感性デザイン学専攻 

コミュニケーション学専攻　〈修士課程〉 

感性デザイン学専攻　〈修士課程〉 

●社会環境科学研究科 ●工学研究科 

情報通信学専攻 情報通信学専攻　〈修士課程〉 

建築･環境学専攻 建築･環境学専攻　〈修士課程〉 

●看護科学研究科 ●看護科学研究科 

看護学専攻 看護学専攻　〈修士課程〉 

広島国際大学大学院総合人間科学研究科は、2009年4月に『医
療･福祉科学研究科』『心理科学研究科』に改組します。また、社会
環境科学研究科は『工学研究科』に名称変更します。

第１回「薬学生の集い」広島シンポジウム開催案内
過去にふれ、今集い、未来へーPeaceful Messageー

この夏8月19～21日に、「薬学生の集い」主催のシンポジウムが
広島で開催されます。「薬学生の集い」は日本唯一の、全国の薬学生
を中心とした団体です。全国14大学200名以上が加入しており、薬
学生の意識向上のための積極的な活動を行っています。我が広島国
際大学も‘couture’という団体で「薬学生の集い」に加盟しており、
今回のシンポジウムの主幹を務めます。
テーマは「平和」「放射線」「地域医療」。これらを柱に、放射線影
響研究所見学、被爆体験講話、がん治療における地域医療格差をテ
ーマにしたパネルディスカッションなどなど…広島の特色を生かし
たさまざまな企画を考えています。また、このシンポジウムには広
島県以外の薬学部の学生さんも参加します。3日間を通してさまざま
な地域の学生さんと交流を深められます。皆さんもこのシンポジウ
ムに参加してみませんか？薬学部生の方も、それ以外の方も大歓
迎！ご参加、お待ちしています。

広島シンポジウムホームページ　http://hiroshima.biroudo.jp

2008年度前期学業成績通知書については、9月29日（月）に保
証人様宛に発送させていただきます。お手元に届くまでに2～3日は
かかる見込です。1週間以上経過しても届かない場合は、教務課（東
広島キャンパス）、および学務課（呉キャンパス）までお問い合わせ
ください。

学業成績通知書の発送時期について

学生課　東広島キャンパス2号館2階　TEL：0823-70-4536 

学務課　呉キャンパス1号館1階　　　TEL：0823-73-8351

学費減免についてのお問い合わせ

学費等振込依頼票の送付についてのお問い合わせ

会計課　東広島キャンパス1号館7階　TEL：0823-70-4676

教務課　東広島キャンパス2号館2階　TEL：0823-70-4510

学務課　呉キャンパス1号館1階　　　TEL：0823-73-8351

現住所等変更手続、休学･退学についてのお問い合わせ

国際交流センター 東広島キャンパス3号館10階 TEL：0823-70-4543

学務課　 呉キャンパス1号館1階　　　 TEL：0823-73-8351

留学についてのお問い合わせ

教務課 東広島キャンパス2号館2階　 TEL  0823-70-4510

学業成績通知書の発送についてのお問い合わせ

学務課 呉キャンパス1号館1階　　 TEL 0823-73-8351
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今年度4月に学内で実施した定期健康診断の受診率をまとめましたのでお知らせします。全体では、96.1%となり、昨年度95.5%より受診
率が向上しました。（医療機関で受診した方は含まれていません）図1･図2に学部別･学年別の受診率をまとめました。学年では、どの学部も1
年次生は高いのですが、学年が上がるにつれ低下しています。しかし、昨年度に比べ、どの学部･学年も90%以上の受診率があり、健康に対
しての意識が高まっていると感じられます。大学生活をより健康に楽しく送るためには、病気や体の異常を早期に発見し、必要であれば治療
を受け、また、食事や運動、喫煙等の生活習慣を変えることが重要です。今年度も、検診結果で早期に治療が開始となった方がいます。自分
の健康は自分で守るという意識を高めましょう。
まだ、健康診断を受けてない方は、早急に医療機関で健康診断を受けるようにしてください。

学部別受診率 図1
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図2 学部別受診率 
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1年 全体 4年 3年 2年 

■  保健医療学部 

■  医療福祉学部 

■  心理科学部 

    （人間環境学部） 

■  工学部 
    （社会環境学部） 

■  看護学部 

■  薬学部 

■  全体 

看 
保 

医 
心 
工 
薬 

全 

定期健康診断の受診率について

保健室だより
HEALTH ROOM

2007年度咲楽塾は47講座を実施し、4,468名の方々の参加があり、盛況で終えることができました。2008年度も引き続き、各学科が特
色ある公開講座を開催いたしますので、ぜひご参加くださいますよう、心よりお待ちしております。

学部 開催日時 講演テーマ 講演者 参加対象者 参加 
定員数 連絡先 公開講座名 

第8回 
市民福祉公開講座 

臨床心理学科 
公開講座 

高校生 
建築セミナー 

8月29日（金） 
13:00～17:30

8月9日（土） 
14:00～16:00

8月23日（土） 
8月24日（日） 
※各13:00～16:00

開催場所 

広島国際会議場 

広島キャンパス 

呉キャンパス 

山口  昇 
（尾道市公立みつぎ総合病院 

　事業管理者） 

西村  太志（臨床心理学科  講師） 
古谷  嘉一郎（比治山大学） 
長沼  貴美（呉大学） 

相馬  敏彦（川口短期大学） 

建築学科学生 

地域リハビリテーションと 
包括支援サービス 

造ってみよう！ショップと商店街！ 

医療･福祉従事者、 
一般、大学生、高校生 

市民 
（特に育児中の保護者） 

保育士 
（育児行政関係者） 
心理学専攻の学生 
研究者など 

高校生 

100人 

150人 

15人 

インターネットの 
仕組みは？ 

 
ネットワーク 
技術講座初級 

8月23日（土） 
9月15日（月） 
※各13:00～16:00

呉キャンパス 

寺重  隆視（機械ロボティクス学科  教授） 
間島  利也（情報通信学科 講師） 
出木原  裕順（情報通信学科 講師） 
越智  徹（情報通信学科 助教）         
上月  具挙（機械ロボティクス学科  助教） 

ルーターの基本動作（中級） 
ルーティングの実践（上級） 一般 各8人 

料金 

     無料 
※要事前 
    申し込み 

     無料 
※予約必要 
     なし 

各3,000円 

無料 

医療福祉 
学部事務室 
電話番号 
0823-70-4611 
担当/高津 

心理科学部 
事務室 
電話番号 
0823-70-4851 
担当/山光 

工学部 
事務室 
電話番号 
0823-73-8830 
担当/ 

小田･橋本 

育児と地域社会と心理学 
－社会心理学の立場から考える子育て－ 

医療福祉 
学部 

心理 
科学部 

工学部 

公開講座「咲楽塾」前期開講

2008年度前期公開講座「咲楽塾」の実施について

学校法人常翔学園は4年後に創立90周年の節目を迎えるに当たり、記念事業を計画し、合わせて募金活動を法人･個人向けに広く実施されて
おります。2008年7月2日現在、広島国際大学後援会員151名の皆様から2,890,000円のご寄付をいただくことができました。心よりお礼
申し上げます。
今後においても、引き続き募金活動を実施されていますので、何卒ご協力を賜りますようお願いいたします。

学園創立90周年記念事業について

August 2008 Vol.13
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医療福祉学部　医療経営学科長

教授　佐能　孝

病院を受診、入院すると「診療録」（いわゆるカルテ）がつく

られ、症状、検査、検査結果、診断、処方等が記録されます。患

者さんの入院前の生活の状態、入院後の身体、心の状態、看護の

内容等、患者さんのすべてが記載されます。また、レントゲンフ

ィルム、胃カメラ等の写真、心電図の検査結果、さまざまな患者

さんの情報が、「紙」「フィルム」となり蓄積されます。患者さん

側から見ると、医師や看護師は、忙しく診療している姿が目に入

りますが、実はさまざまな書類の作成等の事務的な作業がかなり

多く、年々書類作りの時間が増えてきています。

診療録は一冊しかありませんので、ある医師が診療録を使用し

ている間は、他の医師も看護師も他の医療スタッフは記入も閲覧

することもできません。例えば、入院している患者さんが、必要

に応じて他の診療科を受診している間は、外来にカルテが出てお

り、病棟で必要があっても見ることができなくなってしまいます。

診療録は、法律的には最低5年間の保存が必要です。病院では

法律で定められた期間以上、かなり長期に保存しておくようにし

ていますが、近年、検査方法の種類が増加し、検査結果の用紙も

膨大な量になってきています。紙の診療録やレントゲンフィルム

は重く、保存しておくための特別な施設が必要になりますが、こ

の施設を確保することは大変難しい状況です。また、十分整理し

て保存しておかないと、必要な時に取り出すことができなくなり

ます。この診療録やレントゲンフィルムの整理も大変な作業です。

研究のためや学会の準備のために、多数の診療録を倉庫の中から

探し出して調査する場合には、とても時間が必要になることもあ

ります。

日本の医療保険制度では、診療内容を点数化し、保険の支払い

団体へ診療報酬請求を行いますが、この作業（いわゆる医療事務）

は複雑で、多数の医療事務員が関わる必要があります。病院の中

で使用される薬は数百種類、治療に使う材料は数千種類にもなり

把握は大変です。病院運営上の資料作成も、データの調査、集積

に膨大な時間が必要になります。

こういった環境の中で、医療費の削減の政策も取られており、

病院自体の経営改善が求められてきています。

この状態を解決する方法として、医療従事者の事務作業の時間

を少なくし、患者さんに関わる時間を増やす方法として、医療情

報（患者情報）を医療担当者間で共有し、効果的かつ効率的な医

療を行う診療支援の目的、病院事務業務の効率化の目的、医療情

報の長期の保存目的で、10年ほど前から電子カルテシステムが

構築されてきました。

電子カルテシステムは、企業や工場のコンピュータシステムと

異なり、扱うデータも文字情報、数値情報、画像情報等が複雑で

あり、医師、看護師等のそれぞれの分野の専門家が複雑に関わる

ため、複雑なコンピュータシステムとなります。単に、業務の効

率化ではなく、患者さんにより良い医療、安心安全な医療を提供

できるシステムである必要もあります。また、複雑なシステムで

あるがために、システム構築には年単位の長期構築期間が必要に

なることもあり、費用も莫大にかかり、病院側の負担は増加しま

す。

電子カルテシステムは、医療従事者、病院側にとって便利なシ

ステムであると同時に、患者さん側からも、診療の内容を確認で

きる（リアルタイムで確認できる）ため、透明性の高い医療を受

けることができるシステムです。短期間に構築でき、費用も安く、

病院負担も少なく、患者さんにも自分のデータを確認しながら、

納得して医療を受けていただける電子カルテシステムをつくるこ

とをテーマに研究しております。

よもやも 

病院総合医療情報システム
（電子カルテシステム）
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事務組織問い合わせ先一覧（2008年度）

kouenkai@ofc.hirokoku-u.ac.jp後援会･大学等へのご意見･ご質問は、右記メールアドレスまで

発行者／広島国際大学後援会
住所／〒739-2695 広島県東広島市黒瀬学園台555-36 TEL 0823-70-4503 FAX 0823-70-4513

ＬｉＮＫ 広島国際大学
後援会 会報

第13号　2008年8月9日

部  署 

部  署 

部  署 

お問い合わせ内容 
企画課  

庶務課  

会計課  

営繕課  

教務課  

学生課 

学長の諮問を受けた大学運営、各種申請に関すること　 

式典、施設の利用管理、施設見学、行事予定、学術交流、要覧、訃報、後援会教育懇談会 

学費 

施設の保全管理、施設の利用管理（学外利用者） 

授業計画、教育課程、学外実習、休講、補講、試験、履修ガイダンス、履修申請、成績管理、進級、卒業、 
転学部･転学科、学籍、証明書、科目等履修生、学生証、教室･共通ゼミの管理 

課外活動、集会、催し物、体育施設、部室、学生相談、事件、遺失物、賞罰、学生駐車場、学生便覧、 
学内新聞、大学祭、特別講演、奨学金、学生寮、宿所、アルバイト、貸付金、学費減免、健康管理、厚生補導、 
通学証明書、学割証、福利厚生、卒業アルバム、卒業記念植樹、謝恩会 

入試センター事務室 
 

キャリアセンター事務室 
 
図書館事務室  

情報センター  

学生募集、入学案内（募集要項、願書）、進学相談会、入学説明会、オープンキャンパス、出願受付、 
入学試験（選考）〔AO入試、推薦入学、一般入試、外国人留学生、帰国生徒、社会人、編入学、大学院〕、 
入学手続、転入学、再入学、研究生、研修生 

求人開拓、就職指導、就職ガイダンス、就職講演会、就職模擬テスト、就職ガイドブック、TOEIC学内試験、 
推薦書、求人関係書類、就職資料管理 

図書購入、図書受入、貸出返却、利用相談、学術情報の提供、利用案内、文献複写、図書目録、相互利用 

サーバ･ネットワーク管理、情報処理教育施設の管理 

保健医療学部事務室  学部長（研究科長）･学科長（専攻長）および教員への連絡 

医療福祉学部事務室   
 

学部長･学科長（専攻長）および教員への連絡 

心理科学部事務室    

国際交流センター  海外語学研修、留学生、国際交流 

保健室  健康相談、医療相談、健康診断、応急処置、防疫、保健衛生指導 

防災センター  深夜の連絡先、火災･盗難の予防、その対応処置、来訪者の対応等 

学長室 

学生支援 
センター 

東広島キャンパス　〒739-2695　広島県東広島市黒瀬学園台555-36

呉庶務課  施設の利用管理、施設見学、訃報、施設の安全管理 

学務課  

学長室 

呉学生支援 
センター 

授業計画、教育課程、学外実習、休講、補講、試験、履修ガイダンス、履修申請、成績管理、進級、卒業、転学部･転学科、 
学籍、証明書、科目等履修生、学生証、留学、海外研修、教室･共通ゼミの管理、課外活動、集会、催し物、体育施設、 
部室、学生相談、事件、事故、遺失物、賞罰、学生駐車場、学生便覧、学内新聞、大学祭、特別講演、留学生、奨学金、 
学生寮（学生研修棟）、宿所、アルバイト、貸付金、学費減免、健康管理、厚生補導、通学証明書、学割証、 
学生にかかる福利厚生、卒業アルバム、謝恩会 

求人開拓、就職指導、就職ガイダンス、就職講演会、就職模擬テスト、就職ガイドブック、TOEIC学内試験、 
推薦書、求人関係書類、就職資料管理 キャリアセンター事務室呉就職係 

  
図書館事務室呉分館  

情報センター  

図書購入、図書受入、貸出返却、利用相談、学術情報の提供、利用案内、文献複写、図書目録、相互利用 

サーバ･ネットワーク管理、情報処理教育施設の管理 

工学部事務室 

看護学部事務室  

学部長（研究科長）･学科長（専攻長）および教員への連絡 

学部長（研究科長）･学科長（専攻長）および教員への連絡 

薬学部事務室  

呉保健室  

呉防災センター  

学部長･学科長および教員への連絡 

健康相談、医療相談、健康診断、応急処置、防疫、保健衛生指導 

深夜の連絡先、火災･盗難の予防、その対応処置、来訪者の対応等 

 お問い合わせ内容 

心理臨床センター  心理相談 

エクステンションセンター   
 施設貸与 

お問い合わせ内容 

広島キャンパス（国際教育センター）　〒730-0016　広島県広島市中区幟町1-5

呉キャンパス　〒737-0112　広島県呉市広古新開5-1-1

0823-70-4922

0823-70-4503

0823-70-4676

0823-70-4923

0823-70-4510

0823-70-4536

0823-70-4500

0823-70-4534

0823-70-4504

0823-70-4505

0823-70-4541

0823-70-4611

0823-70-4851

0823-70-4543

0823-70-4506

0823-70-4520

0823-73-8987

0823-73-8351

 

0823-73-8534

0823-73-8329

0823-73-8327

0823-73-8830

0823-73-8901

0823-73-8980

0823-73-8319

0823-73-8339

 

082-511-2625

082-211-5101

電話番号 

電話番号 

電話番号 

実践臨床心理学専攻事務室 サテライトオフィスに関すること 082-222-6660

082-222-6667

求人受付、就職指導 

学部長･学科長（専攻長）および教員への連絡 


