
◆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。
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資格・能力取得奨励金制度

　ご入学おめでと
きな夢や希望を抱
の門をくぐられた
お祝いを申し上げ
　本学は1998
周年を迎えた新
学の設置母体で
年に始まる歴史を
「世のため、人の
『理論に裏付けら
もち、現場で活躍
の育成』を行いた
しています。
　本学園は４月
大学を「学校法人
2022年に向けた
事業の一環です。
翔啓光学園」と連
と常翔啓光学園の
６校を擁していま
　本学園では学生、保護者、卒業生、教職員の四者を「家族」ととらえ
た「四位一体」の経営理念を掲げています。従って、広島国際大学に
入学した皆さんは「常翔学園グループ」の家族の一員となられたわ
けです。
　今後、授業や課外活動などでさまざまな経験を重ねていくことで
しょう。一つひとつの出会いを大切にし、友人や先生方との「家族」
の絆を深めてください。
　これから充実した学生生活を過ごし、大いに健闘されることを
祈っています。

任をもって皆さんを無事に育て上げ、社会に送り出せるだけの工夫
と努力をしています。皆さんも大学を信頼し、一旦、過去は捨て、白
紙の状態とし、自らの人生これからだという気持ちで、自らの学生生
活プラン、人生プランを立ててみてください。プランを立てるとい
うことは楽しいことでもあります。きっと、過去にとらわれない、将
来に向けての明るく、発展的なプランが、各人各様、でき上ることで
しょう。そしてあとになって、もったいない学生生活とならないよ
うに自覚をもって活動してくれることを期待しています。

常翔学園グループの
一員になられた皆さんへ

自らの人生これからだ
という気概を持とう

学校法人常翔学園

理事長  坂 口 正 雄
広島国際大学

学  長　森 永 規 彦

◆対象試験・奨励金額
〈奨励金：30万円〉 国家公務員Ⅰ種試験、弁理士、司法試験、公認会計

士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、電
気主任技術者第１種　（司法試験のみ卒業後も
可。弁理士については大阪工業大学では別の制
度を適用）

〈奨励金：15万円〉 社会保険労務士、行政書士、マンション管理士、プ
ロジェクトマネージャー、TOEIC：750点以上
取得、実用英語技能検定：準１級以上、中国語検
定：準１級以上、スペイン語技能検定：３級以上

〈奨励金：10万円〉 中小企業診断士、日商簿記検定１級、上級システ
ムアドミニストレータ、テクニカルエンジニア試
験、技術士第一次試験、電気主任技術者第２種

〈奨励金：５万円〉 通関士、ソフトウェア開発技術者、環境計量士、電
気主任技術者第３種、電気通信主任技術者、核燃
料取扱主任者、公務員試験（国家公務員Ⅰ種、警察
官・消防官を除く）

〈奨励金：３万円〉 税理士（１科目毎に３万円／全５科目）、基本情報
技術者、宅地建物取引主任者、CAD利用技術者
１級、ファイナンシャル・プランニング技能検定
２級以上、公害防止管理者、初級システムアドミ
ニストレータ、総合旅行業務取扱管理者、日商簿
記検定２級、公務員試験（警察官・消防官）

学園では、次のいずれかの試験に在学中に合格（また
は能力を取得［TOEICのみ］）した場合、奨励金を支給
する制度を2008年４月から導入します。これはみ
なさんのスキルアップ・キャリアアップをサポートす

ることを目的とするものです。内容に関してのご質問・
ご相談等がありましたら、キャリアセンターへ問い合
わせてください。

◆申請方法
指定の試験に合格（または能力を取得）した学生は、合格を
証明する書類（合格通知等）の写しを添えて、キャリアセン
ターへ「資格・能力取得奨励金申請書」を提出してください。

◆注意事項
１．本学に在籍中に合格（取得）することが条件です。（司法試

験を除く）

２．一つの試験の合格（取得）に対して、奨励金は在籍中に
１回限りの支給とします。

３．英語能力の試験（TOEIC・英検）については、どちらか一
方のみの支給とします。

４．公務員試験については、受験資格が大卒以上のものに限
ります。また、複数の公務員試験に合格した場合は、上位
の奨励金のみの支給とします。

５．対象とする試験
ならびに奨励
金額は、年度に
より変更する
ことがありま
す。
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Leaders camping

Leaders camping

　クラブの幹部学生を対象として、リーダーとし
ての資質向上、また各クラブ間の交流を目的とし
たリーダーズキャンプが２月18～19日、１泊２
日の日程で広島県江田島市の国立江田島青少年交
流の家において開催しました。
　体育会・文化会、合わせて約140人が参加。本
学コミュニケーション学科准教授の久次弘子先
生が「よりよいコミュニケーションのために」と
題して講演、円滑なクラブ運営に必要なコミュニ
ケーションの技法などを学びました。また、参加
者たちが、自分達のクラブ紹介の他に、オリエン
テーリングや野外でバーベキューを楽しみながら
他クラブとの交流を深めました。
　今回のキャンプから学んだことを今後のクラブ
運営に活かし、各クラブが活性化することを願っ
ています。

開催!!リー
ダー
ズ

キャンプ
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Start
Dash
Start

20088

４月 14日（月）・15日（火）
【東広島キャンパス】18:30 ～   場所：講堂
【呉 キ ャ ン パ ス】18:20 ～   場所：メディアホール（1号館 7階）

Star
D hD h
S aS a
D hD hDashDashDashDashDashDashDashDashDashDash

に入ろうか迷っている学生必見 !
スタートダッシュ2008
を開催 !!

を知ることのできるイベント、「スタートダッtt
08」を開催します。

hh
イベントは、クラブに所属する学生がクラブ活

hh
力や具体的な活動内容について様々なパフォー

hhを加えながら分かりやすく説明します。hhブに入ろうか迷っているなら、新入生、在学生hhぜひ足を運んでみてください！！大学生活を有hh楽しいものにする第一歩としましょう！！hh
2002000882200200 Club

イベント開催日時
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毎年恒例となっている交歓レクリエーション大会開催

の準備を、体育会・文化会本部および大学祭実行委員会

が中心となって進めています。この大会は、学科や学年、

学生や教職員の枠を越えて交流を図ること、ひとつの「目

標」に向かって何かに取り組むことの大切さ知ってもら

うことを目的として実施しており、毎年盛大に盛り上が

っています。大会は、東広島・呉の両キャンパスで開催

されますので、学生、教職員問わず積極的に参加し、さ

わやかな汗を流してみてはいかがでしょうか？学生生活

を充実させ、交友を広げる場として活用してください。

開催日時や種目については、決定しだい掲示・ＣＡＮ

Ｄｉメール等でお知らせします。
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こんにちは !!　私達は、ヒューマンハーモニック
ス部（アカペラサークル）に所属し、仲間と共

に大学祭や学外イベントなどでライブ活動を行ってい
ます。また、他の大学とも交流する機会があり、ライ
ブをするたびに達成感や信頼関係が築け、みんなで歌
うことがとても楽しいです。
　学生の本分と言えばもちろん学業です。しかし、大
学生活にはそれ以外にもいっぱい楽しいことがあ学生活にはそれ以外にもい ぱい楽しいことがありがありり

ます。なかでもクラブ・サークル活動には、教科書で
は学べない自分を成長させるたくさんのチャンスがつ
まっています。コミュニケーション能力の向上、特に
学科を超えた友達を作りやすいです。また、サークル
の先輩からは、いろいろな多くの情報を得ることがで
きたり、困ったときに相談できとても頼れる存在です。
自分の興味のあるサークルを見つけ、大切な仲間を
貴重な思い出を作ってみてはどうですか？貴重な思い出を作 てみてはどうですか？作り、貴重な作り 貴

《左から》

医療福祉学科３年　新家
医療福祉学科３年　医療福祉学科３年 坂屋　坂屋
医療経営学科４年　金子　

弓道部は、40人近い部員がいます。普段は男女一緒、東広島キャ
ンパス、呉キャンパスも合同で活動しているのでありえない出

会いもあります。先輩・後輩、性別、初心者・経験者など関係なく
教えあいながら、共に成長していける部活です。また、武道と言うと
固いイメージがあります。試合前になると確かに一人ひとりが刺激を
与え、緊張感を高めあいながら練習をしているのでピリピリしていた与
、武道独特の固いイメージそのものの環境になるかもしれませんが、り、武
中でも誰もが馴染めるような雰囲気作りをいつも心がけているのその中
の課外活動団体とあまり変わらないと思います。大学の試合でで、他の
一般の試合での入賞や、国体強化選手などに選ばれるほどのの入賞、
主 今年 年 代持ち主もいます。今年は、昨年の10月に中国地区代表に決まっ実力の持

試合も控えています。現在はそれに向けて日々努力しています。た選抜試

医療福祉学科３３年医療福
楠　瀬　　希さん

CLUB

東広島

キャン
パス

体育
会

島東広島キャンパス
キャンパ文化会化会

66



スリリングでエキサイティングなボクシング
ですが、ルールが厳しく安全面もきっちり

としているので、安心してください。また、絶対た、絶対
に試合に出るわけではありませんし、大、大学から始
める学生の方が多くいます。女性の性の方も安心です
よ。ボクシングをやると日頃のスのストレスも発散で
き、清々しい気持ちで心を落ち落ち着かせることがで
きます。明るく、楽しく音楽す く く 楽を聴きながら練習を聴
しています！強くなりたいい人・体を絞りたい人・
興味がある人、緊張せずににどんどん来てください
ね！！

《左から》
機械ロボティクス学科２年　炭本　光晴さん
機械ロボティクス学科２年　阿波　義朗さん

私たちのサークルでは、普段の茶室での練習の他に学
外でのお茶会に参加しています。お茶会を通して地

域の方や留学生の方、他大学の方と交流し親睦を深め、な
おかつ普段の練習の成果を発揮するとても良い機会となっ
ています また 家元が広島にあるのでお茶会に参加するています。また、家元が広島にあるのでお茶会に参加する
機会も多いです。お茶会の他にも、和菓子を作っている会機会も多いです。お茶会の他にも、和菓子を作っている会
社に訪問して実際に和菓子を作ったりと、とても活動的な

サークルです。普段できないことにもチャレンジできるの
で、とても良い経験になっています。サークルのメンバー
は、 学科も学年も異なるのでサークルでしかできない交流
もすることができ、とてもわきあいあいとしています。指
導してくださる先生や先輩方が 丁寧に指導してくださる導してくださる先生や先輩方が、丁寧に指導してくださる
ので初めての方でも大丈夫です。とても楽しいサ クルなので初めての方でも大丈夫です。とても楽しいサークルな
ので一度来てみてください。

《左から》
看護学科３年　池田　眞由美さん
看護学科２年　谷口　由香さん
看護学科２年　長光　美奈さん
看護学科２年　原　　朋香さん

に入ろう!

呉キャンパス
キャン体体体育会
体育会

呉呉
キャン

パスパス

文化
会
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学長

森永　規彦

副学長　　　　　　
学生支援センター長
総合教育研究機構長
秋山　實利

副学長　　　　　　
呉学生支援センター長
研究開発推進機構長
大場　新太郎

看護学研究科長
看護学部長　　
七田　惠子

総合人間科学研究科長
保健医療学部長　　
高橋　浩二郎

社会環境科学研究科長
工学部長　　　　　
小谷　教彦

看護学専攻長
看護学科長
山崎　登志子

医療工学専攻長
臨床工学科長
南山　求

医療福祉学専攻長
医療福祉学科長　
加賀谷　有行

医療経営学専攻長
医療経営学科長
佐能　孝

臨床心理学専攻長
臨床心理学科長
森本　修充

コミュニケーション学専攻長
コミュニケーション学科長　
高倉　章男

感性デザイン学専攻長
感性デザイン学科長　
井上　勝雄

実践臨床心理学専攻長
心理臨床センター長　
海塚　敏郎

建築・環境学専攻長
建築学科長　　　　
藤谷　義信

情報通信学専攻長
情報通信学科長
阿部　正英

医療福祉学部長

岡崎　仁史

心理科学部長

伊藤　英夫

薬学部長

冨士　薫

看護学部長補佐

小笠原　知枝

診療放射線学科長

堀口　隆良

理学療法学科長

河村　光俊

住環境デザイン学科長

石津　嘉昭

機械ロボティクス学科長

川上　用一

薬学科長

吉原　新一

入試センター長

宮脇　美智男

学長室長

北谷　剛教

図書館長

白髪　昌世

キャリアセンター長

後藤　寛

国際交流センター長

塚本　豊久

情報センター長

寺重　隆視

保健室長　　
学生相談室長
呉学生相談室長
中島　正光

リメディアル学習支援室長

中村　朋子

呉リメディアル学習支援室長

広松　猛

教職教室主任

内田　信正

国際交流センター主任

小牟田　康彦

2008年度役職教員等紹介
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臨床工学科　教授

速水　啓介

臨床工学科　特任教授

吉田　哲也

理学療法学科　教授

三森　康世

理学療法学科　准教授

加藤　茂幸

理学療法学科　任期付助教

坂　ゆかり

コミュニケーション学科
特任教授　　　　　　

山本　雅

薬学科　講師

佐々木　順一

新任教員紹介 く
れ
キ ャンパ ス
施設情 報呉

学生談話室に
電子ピアノが来ました！

呉キャンパス学生談話室（４号館１階）へ電子ピア
ノを設置しました。コンサートやその練習に使用する
予定ですが、日頃は自由に活用できます。ピアノの奏
でる音楽で、談話室の雰囲気がより楽しくなることを
願っています。

キャンパスギャラリー 33オープン
昨年11月、呉キャンパス３号館３階にギャラリー「キャンパスギャラリー
３３」がオープンしました。初回は「和深祭展」、12月は「学外研修展」、
１月は「ＡＤＦＩＮＹ展」を開催し、多くの観覧者がありました。「ひとり
ひとりの青春にスポットを」の合言葉のもと、作品を通じてお互いに励まし
あえる、交流の場を目指しています。ぜひ足をお運びください。

呉キャンパスで
無線ＬＡＮ供用開始

呉キャンパスの学生食堂、学生談話室、図書館前ロビー
の３箇所で無線ＬＡＮの供用を開始しました。リメ
ディアル学習支援室（3号館 3階）でパソコンの設定
をすれば、上記の場所でインターネットを利用するこ
とができます。無線ＬＡＮの設置により、みなさんの
学習環境が飛躍的に向上しました。

【右】 ギャラリーの噂を
聞いて駆けつけ
てきた学生

K U R E  C A M P U S  T O P I C S

※2008年3月31日確定分



NOITAMROFNI大国広

　２月29日（金）に開催された平成20年春季火災予
防運動に薬学部薬学科１年西岡　美幸さんが呉市東消
防署の一日消防署長として任命されました。当日、呉
市東消防署にて尾濱署長から委嘱状を交付され、消防
訓練場所である阿賀プラザへ移動。一般市民、阿賀中
央幼稚園、阿賀保育園の子供たち等、約200名が見守
る中、消防訓練が始まり、西岡さんも訓練の一部始終を
真剣な眼差しで確認していました。最後に、一日消防
署長から「皆様の真剣かつ迅速な行動に大変感動しま
した。普段からの訓練の積み重ねが結果につながって
いると思い、学生である私にとっても、訓練と同様に勉
強も積み重ねることが大切であることを再確認させて
いただきました。」と講評を行い、阿賀プラザ付近で防
火パンフレットの配布、店内の防火査察後、本訓練を終
了しました。

呉キャンパス呉キャンパス『金曜ゆめ倶楽部』『金曜ゆめ倶楽部』
  2008年度もやります！2008年度もやります！
「何か楽しいことを
したいね」を合言葉に
結成された学生・教職
員により『金曜ゆめ倶
楽部』。毎週金曜日に
いろいろな楽しいイベ
ントを開催していま
す。
2006年６月の「ワールドカップ　日本対オースト
ラリア戦」を大型スクリーンで観戦したのを皮切りに、
TVゲーム大会、ヨガ教室、フラダンス教室、呉軽音楽
部や呉吹奏楽部によるコンサート、本場の料理人が
作ったブラジル料理などを振舞ったX'masパー
ティーなどを開催し、多くの参加がありました。
2008年度もより一層皆さんに楽しんでいただけ
るよう、様々な企画を検討していますのでご期待くだ
さい！

『会社説明会　  広国大』開催
　広国大生を積極的に採用したい企業の採用担当者様
をお招きし、２月５日（火）呉キャンパスで、２月７日
（木）・２月８日（金）東広島キャンパスで会社説明会
を実施しました。
　当日は、両キャンパス合わせ幅広い業種から68社
の参加があり、事業内容や採用情報などの詳細な説明
が行われました。
　企業への就職を希望する医療福祉・人間環境・社会
環境科学部の学生が３日間で延べ375名参加し、各企
業ブースを訪問し、説明を熱心に伺うと同時に疑問点
などを積極的に質問し、就職活動に弾みをつけること
ができました。

発達障害学生支援講演会開催
２月22日（金）東広島キャンパス121教室におい
て「発達障害学生支援に向けて」と題して、岐阜県立関
特別支援学校の教員で、ご自身も発達障害者であるこ
とを公表されている神山忠氏を講師に迎え、発達障害
について分かりやすく講演していただきました。教職
員約120名が講演を聞き、大変感
銘を受ける内容で、発達障害に
対する知識を得ることが出来
る有意義な講演会となりま
した。

イン

本学学生が 一日消防署長に任命
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「アルハラ」はやめて！
　「アルハラ」とは「アルコールハラスメント」の略です。飲酒により人権侵害を受け苦痛に感じる人がいます。また、命を奪うこともあります。

こんなことは絶対やめて！アルハラの定義５項目

１ 飲酒の強要
上下関係・部の伝統・集団によるはやしたて・
罰ゲームなどといった形で心理的な圧力をか
け、飲まざるをえない状況に追い込むこと。

２ イッキ飲ませ
場を盛り上げるために、イッキ飲みや早飲み競
争などをさせること。「イッキ飲み」とは一息
で飲み干すこと、早飲みも「イッキ」と同じ。

３ 意図的な
酔いつぶし

酔いつぶすことを意図して、飲み会を行なうこ
とで、傷害行為にもあたる。ひどいケースでは
吐くための袋やバケツ、「つぶれ部屋」を用意
していることもある。

４ 飲めない人への
配慮を欠くこと

本人の体質や意向を無視して飲酒をすすめる、
宴会に酒類以外の飲み物を用意しない、飲めな
いことをからかったり侮辱する、など。

５ 酔ったうえでの
迷惑行為

酔ってからむこと、悪ふざけ、暴言・暴力、セク
ハラ、その他のひんしゅく行為。

楽しい酒宴にするために！参加者の「責任」４ヶ条！

責任その１

アルハラのない飲み会にする。つまり、酒にまつわ
るいやがらせ、人権侵害をなくす。特に主催者・幹
事は飲めない人のためにノンアルコール飲料を用
意すること。

責任その２
「吐く人の出ない飲み会」にする。
「吐かせればよい」という考え方は非常に危険であ
ると認識すること。

責任その３
酔いつぶれた人が出た場合は最後まで責任をもつ。
意識がない場合は救急医療につなげるなどの対処
をし、絶対に一人にしないこと。

責任その４
未成年者の飲酒は法律で禁じられている。
20歳未満は身体が未発達で飲酒による影響が特に
大きいため飲ませないこと。

イッキ飲み防止連絡協議会より

　セクシャルハラスメントって知ってますか？昨今セクシャルハラスメントが教育
現場において、問題になっています。相手を不快にさせる性的な言動等はセクシャ
ルハラスメントになります。セクシャルハラスメントに関するパンフレットを学生
課、学務課、保健室に置いています。ぜひ一読してみてください。また、本学にはセ
クシャルハラスメントに関する相談員がいますので、セクシャルハラスメントを受
けた場合は一人で悩まずに相談に来てください。

　新入生のみなさん、学生食堂は朝８：30～９：30の間で朝定食
（200円）を提供させていただいています。朝食をしっかり取って
健康な学生生活を過ごしてください。
　また、毎月19日は「食育の日」です。学生食堂では「食育の日」に
ちなんで、朝定食（200円）を半額の100円（限定50食）でご提供
させていただきます。学生のみなさんのご来店をお待ちしています
ので、是非お越しください。

昨年に引き続き、各地で「はしか（麻疹）」が流行しています。10代から20代の
人は、はしかの予防接種の接種率が低く、また感染の機会も少なかったため、はしか
にかかりやすくなっています。大人になってからのはしかは、症状が重く入院も必
要になることもあります。また幼少時に接種したワクチンは、免疫効果が薄れるこ
とがあります。
自分だけは大丈夫と思わずに予防接種を受けましょう！
健康な学生生活を送り、実習や講義等を休まないようにしましょう！

朝食をしっかり取りましょう！

はしか（麻疹）の予防接種をうけましょう!!

ストップ セクハラ

セクハラ防止
パンフレット
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学長室会計課（東広島キャンパス１号館７階）
☎（0823）70-4676【直通】

学長室呉庶務課（呉キャンパス６号館１階）
☎（0823）73-8987【直通】

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

広国大の魅力を受験生に伝えよう！
後輩にメッセージを送ろう！

呉ダンス部の部長を務めている谷本
さん。今は、4/24、4/25 に東広
島キャンパスダンス部と合同で開催
する新入生歓迎ダンスイベントに向
けて練習に励んでいるとのこと。新
入生は必見です。

谷
タニモト

本 果
カ ナ コ

菜子さん
薬学部薬学科４年生
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