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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。

広島国際大学は、時代の要請に基づき、深く専門の学術とその応用を教育研究し、深い教養と豊
かな人間性を備えた健全な有為の人材を育成し、もって国際社会の発展と学術・文化の向上に
貢献することを目的とする。

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。

◆建学の精神

◆本学の目的

◆教育の理念

常翔学園
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卒業生から大学へ卒業記念品を寄贈

　ご卒業おめでとう。心よりお祝い申し上げます。
　本学には、資格系の学部・学科が沢山あり、国家資格を取得する学生も大勢います。しかし、まずは本学の
学位の称号を得たということが、皆さん共通の、社会に対する一番大きな資格であることを理解して、社会に
おいて責任ある行動をとり、自らを律して、社会で活躍されることを期待しています。
　実社会、そこは言うまでもなく、毎日、熾烈な競争が行われている社会です。最近の特徴として、全世界的規
模いわゆるグローバルに多くの要因が即座に影響し合うことが挙げられます。良くも悪くも、ある国の一企
業の戦略が全世界に影響を及ぼすわけです。社会は恐ろしく多様であります。何が本質か視野を広げなけれ
ばなりません。
　また、21世紀は、日本にとって“個の時代”あるいは“パーソナルな時代”と言われるように、個人の能力・

明日を信じて前進しよう
広島国際大学　学長　森永　規彦

資質・責任がますます問われる時代になりつつあります。このような時代に適応するように“自らに磨きをかける”ことにいつも注力してください。
　さらに、もう１つ申し添えるなら、あまり無理をして高度な目標に失敗するよりも、適度な目標を何度も確実に達成していく方法もあるのだと
いうことを胸に刻んで、柔軟にチャレンジしていってください。
　若い皆さんには“明日”があります。少々失敗しても、取り戻すだけの時間と知恵とエネルギーがあります。皆さんに続く後輩のためにも、“明
日”を信じて前進していってください。

入試センターから
卒業、修了おめでとうございます。
　皆様の今後のご活躍を心より祈念いたします。
　これからは、広国大OB・OGとして、母校の発展のためご支援賜りますようお願いいたします。また、出身高校等を訪れる機
会がありましたら、学生生活の思い出などをお話しいただき、高校の先生や後輩の皆さんに広国大の魅力を伝えていただければ
幸いです。
※お知り合いの方で大学案内等の資料や入学案内（願書）をご希望の場合は、お気軽に下記までご連絡ください。無料で送付させていただきます。
　入試センター　0120-55-1659　　メールアドレス：nyushi@ofc.hirokoku-u.ac.jp

　卒業記念として４年間学び親しんだ大学に対し、各キャンパスの発起人が卒業生全員に協力を
呼びかけ、東広島キャンパス卒業生から「さくらの木（ソメイヨシノ）１本」、呉キャンパス卒業生
からは「プラズマテレビ１台」が寄贈されました。東広島キャンパスでは２月23日（水）に学長、
学生支援センター長等が出席のもと、記念植樹式が開催され、４年生代表者の高畑　光さん（臨床
心理学科）から目録が手渡されました。

キャリアセンターから
広国大は皆さんの母港（母校）です！
　卒業・修了おめでとうございます。この４月より就職・進学など、それぞれの新たな道を歩まれますが、キャリアセンター
一同、皆さんのご活躍を心よりお祈りしています。広国大は皆さんにとっていつでも帰ることのできる母港（母校）です。社会
の厳しい荒波にのまれ悩んでいる時は、気軽に恩師やキャリアセンタースタッフに相談してください。また、後輩たちが皆さん
をOB・OG訪問したり、お世話になることもあるかと思いますが、ぜひ相談に乗ってあげてください。今後ともよろしくお願
いいたします。

常翔ウェルフェア事務室から
卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
　本学での学生生活はいかがでしたか。きっと充実したものだったと思います。この一年間学食では、夏にカレーフェア・秋
に栄養バランス収穫祭と、様々なイベントを催してまいりました。ご利用された方も多かったと思いますが、今後もビュッフェ
の展開や手作り弁当等いろいろなアイデアを練っていきます。皆さんは卒業していかれますが、OB・OGとしていつでも食
べに戻ってきてくださいね。「しばらく見ないうちに学食良くなったね」という声を聞かせてもらえるよう、今後も私たちは頑
張っていきます。
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学部長から卒業生へのメッセージ

看護学部長
小笠原 知枝

　看護学部卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうござ
います。卒業に際して、自立と自律という２つの言
葉を贈りたいと思います。
　４月からは、自立して生活する環境が整います。
晴れて看護師として職場に立ち、専門職者としての
生活が始まります。これまでは、さまざまな先生方
や臨床指導者の支援のもとに、患者さんを看護して
いたのですが、これからは自立した看護師として、患
者さんを看護しなければなりません。４年間学んで
きた看護学の知識や看護技術を、実践の場で応用活
用してください。さらに、社会人としての実生活も
はじまります。他人に依存することなく、自分自身

の考えに基づいて行動してもらいたいと思います。また、さまざまな人々と
の関わりでは、自分の精神や感情を制御していくことも忘れてはなりません。
何年かを経たのちに、臨床場面で立派に成長された皆さんと出会えることを
願っています。

　ご卒業おめでとうご
ざいます。新しい門出
を心からお祝いいたし
ます。進む道もそれぞ
れですね。不安も希望
も交錯しているかもし
れません。大学に入学
した頃のあなた方とは
まったく違っています。
専門知識や技術を手に
入れたことはもちろん
ですが、学ぶ過程の中で

身につけたものも大きいのです。「よりよい人生
とは何なのか」を問い続けてください。厳しい時
代ですが、その問いの中で、あらたな情報を絶えず
受け入れながら、選択し、人生を形成してくださ
い。この能力こそ、あなた方が大学で身につけた、
目立たないけど大きなものだと信じます。日本と
世界のために羽ばたいてください。

心理科学部長
森本 修充

　卒業生の皆さん、ご卒業おめで
とうございます。
　皆さんは、社会人として活躍し
ようと闘志をみなぎらせているこ
とと思います。一方、社会に出る
と、皆さんは知識・技術だけでな
く、人間性や人格も含めて周りか
ら見られています。大学では知識・
技術を学びましたが、これからは、
それらに加え、人間としての自分
自身にも研きをかけてほしいと思
います。

　将来、皆さんが社会で活躍している姿を見ることを楽し
みにしています。
　また、進学する皆さんは、さらに知識・技術を修得し、１
ランク高いレベルを目指してください。

工学部長
小谷 教彦

　第10期生の皆
さん、ご卒業おめ
で と う ご ざ い ま
す。皆さんは、４
年間の大学生活の
中で、講義、ゼミ演
習、実習、卒論作
成、クラブ活動、学
会への参加やボラ
ンティア活動など
を通して、自分の
人生を作り、かつ、

社会を担っていく知識・技術・価値を獲得
し、医療福祉・経営の専門職の基盤を獲得
されました。それに増して重要なことは、
学生、教職員という枠を超えて、同じく人生
を歩む者をお互いに見つけたことです。そ
れを大切にして、利用者と社会に貢献して
ください。

医療福祉学部長
岡崎 仁史

　学業に優れ、またクラブ活動、サークル活動および
地域へのボランティア活動等に積極的であった卒業
生が学外団体から、それぞれ表彰されました。

（社）日本臨床工学技士会会長賞

臨床工学科　児玉香菜子　さん

日本臨床工学技士教育施設協議会会長賞

臨床工学科　橋本　美佳　さん

（社）日本社会福祉士養成校協会表彰

医療福祉学科　荒谷千惠子　さん

（社）日本精神保健福祉士養成校協会表彰

医療福祉学科　小中　晴菜　さん

卒業生、学外団体から表彰!!
　３月15日（火）の学位記授与式にて優等賞・課外活動賞が授与されます。４年間の学
業成績が特に優秀な学生に授与される優等賞は、各学科１名の計13名に、また、長期に
わたり活発な課外活動を行い、所属団体はもとより全学の課外活動の発展に貢献した者
に授与される課外活動賞は、４名に決定しました。
　受賞者には、学長より表彰状と副賞が授与されます。記念品（副賞）には、『卒業しても広
島国際大学で学んだことを大切にし、誇りに思って欲しい。』という思いが込められています。
　受賞したいずれの学生も自分の信念を貫き通し、懸命に努力した結果が評価されたの
ではないでしょうか。結果もさることながら、粘り強く努力するという過程を大切にし、
広島国際大学の学生として誇りを持って社会へ羽ばたいてください。

［優等賞］
所属学科 氏　名 所属学科 氏　名

診療放射線学科 森　　亮輔 感性デザイン学科 白枝　慎吾
臨床工学科 児玉香菜子 建築学科 作本　竜二
理学療法学科 杉村　賢太 住環境デザイン学科 森岡　寛美
医療福祉学科 嶋本　瑶子 情報通信学科 山田　　渉
医療経営学科 藤津　静香 機械ロボティクス学科 上馬場　賢
臨床心理学科 豊田　明子 看護学科 高取　　彩
コミュニケーション学科 大西　　毅

［課外活動賞］
団体名 氏　名 団体名 氏　名

柔　道　部
武田賢太郎 剣　道　部 森園　和美
鈴木　将太 弦楽アンサンブル部 下﨑　琴乃

学位記授与式にて優等賞・課外活動賞授与
（社）日本臨床工学技士会会長賞

日本臨床工学技士教育施設協議会会長賞

（社）日本社会福祉士養成校協会表彰

（社）日本精神保健福祉士養成校協会表彰

　保健医療学部卒
業生の皆さん、ご
卒業おめでとうご
ざいます。４年間
で培った知識や技
術が発揮できると
きが来ました。急
激に進歩する医療
技術に追いつける
知恵を学生生活の
うちに身につけて
いただけたことと

思います。診療放射線技師・臨床工学技士・
理学療法士としてプロフェッショナルであ
ると同時に、常に弱い立場にある患者さん
への思いやりを欠かさない医療者として活
躍している皆さんと医療現場でお会いでき
ることを楽しみしています。

保健医療学部長
南山 　求
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卒業生からのメッセージ

「卒業を迎えるにあたっての想い」「後輩へのアドバイス」
卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。広国大で過
ごした4年間は、思い出がいっぱいつまってる事でしょう。そん
な卒業生から後輩のみなさんへのメッセージをご紹介します。

  理学療法学科    診療放射線学科  

  感性デザイン学科  

  住環境デザイン学科  

  情報通信学科  

  コミュニケーション学科  

  近藤　智哉 さん    北田　耕平 さん  

  東谷　悠里 さん    西　　雅史 さん    堺　　博美 さん  

  吉㟢　純那 さん  

  土井　拓弥 さん  

  新田　裕希 さん    池田　望未 さん  

  横手　夏織 さん  

  田邉　真海 さん    伊藤　岳大 さん  

学祭大好き♥

勉学・課外活動など、在学
中にたくさんの経験を積
んで、社会人基礎力を身に
つけてください！

つまずいても

諦めずに
がんばれ!!

色々と大変なことはあると思い
ますが、それをバネに自分自身を
成長させてください。日々前進。
自ら道を拓いていきましょう。

今を楽しめ!!!

  建築学科  
  藤川　直之 さん  

積極的に様々な講演会・企画
展へ参加して、在学中にしっか
りと知識を得て、教養をつけま
しょう。そして、自分の夢に
向って突き進みましょう!!
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「卒業を迎えるにあたっての想い」「後輩へのアドバイス」

  医療経営学科    看護学科  

  機械ロボティクス学科  

  医療福祉学科  

  臨床心理学科  

  コミュニケーション学科  

  岡　　淳平 さん  

  平田　祐加 さん  

  立和　　遼 さん    田中　将基 さん  

  佐伯　美衣 さん  

  山本　将洋 さん  

  中西　雄也 さん    森田　卓樹 さん  

  中西　由華 さん    助永　朗江 さん    岡本真以子 さん  

  金崎　圭悟 さん  

  江角優希乃 さん  

  加藤　　彩 さん  

  土田　正子 さん  

  鎌田晋太郎 さん  

やりたいことは積極的に
チャレンジしていってください!!

西村先生大好きー !!!

We fight together!

輝!!サッカー部

サイコー！

遊びも学校も国試の時も隣にいた
のは友達です!!仲間を大切にして
素敵な思い出を作ってください♪

何事にも挑戦して、より良い

学生生活を過ごしてください！
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後輩からのメッセージ
これから社会という大海原へ、新たな旅立ちを迎え
ようとする卒業生へ、後輩から卒業を祝福するメッ
セージが多数届いていますのでご紹介します。

おめでとうございます

  コミュニケーション学科    感性デザイン学科    臨床心理学科  

  理学療法学科  

  臨床心理学科  
  理学療法学科  

  診療放射線学科  

  コミュニケーション学科  

  感性デザイン学科  

  建築学科  

  建築学科  

  情報通信学科  

  看護学科  

  住環境デザイン学科  

  看護学科    薬学科  

  住環境デザイン学科  

  臨床心理学科  

  感性デザイン学科  

  医療福祉学科  

  住環境デザイン学科  

  看護学科  

  機械ロボティクス学科  

  医療福祉学科  

  臨床工学科  

  綿井　康介 さん    中村　直樹 さん    渡部　晃司 さん  

  伊藤　直城 さん  

  岡部　正希 さん  
  伊藤　博志 さん  

  原田　祐輔 さん  

  松田　知絵 さん  

  松田　七美 さん  

  實國　龍弥 さん  

  田中　博之 さん  

  松本　和也 さん  

  中嶋　胡桃 さん  

  久保　明日美 さん  

  平中　哲也 さん    松岡　亮司 さん  

  景山　翔平 さん  

  山田　信明 さん  

  熊谷　美月 さん  

  田中　希実 さん  

  藤村　元気 さん  

  大迫　浩己 さん  

  森内　啓太 さん  

  田中　悠記 さん  

  藤田　尚也 さん    牧添　龍也 さん  

  小田　浩太 さん  

  萬行　裕紀 さん  

  森本　浩夫 さん  

  林　　賢宏 さん  

  上田　真帆 さん  

  福本　真美 さん  

  赤松　美彩 さん  

  白築　春奈 さん    高橋美奈子 さん  

  桒原　俊樹 さん  

  池上　　虹 さん  

  矢田　義典 さん  

  河田　奨平 さん  

  有馬　達人 さん  

  松尾　弘聖 さん  

  仲上　慶太 さん  

広国から世界へ!!

先輩方と

過ごした日々は

忘れません!!

We love tennis!!

これからも頑張ってください。

ご卒業、おめでとうございます。

先輩方が使用した製図室を大切に

使い、夢に向って邁進します！

ご卒業、

おめでとうございます☆。

先輩たちがいなくて、

さみしくなります。

また会ったら

仲間と呼んでくれますか

ご卒業、おめでとうございます！われわれ、広国
特選隊が在学生をどんどん引っ張って行きます!!

目を醒ませ。

刮目せよ…♥

ご卒業、おめでとうございます。

食堂の味を忘れずに!!
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NOITAMROFNI大国広

　建築学科・住環境デザイン学科の卒業設計作品展示会が呉市内の二
カ所の会場（呉市役所広支所市民ギャラリー：２月15日～ 18日、大
和ミュージアム市民ギャラリー：２月23日～ 25日）で開催されま
した。約30点におよぶ卒業設計作品の展示で、提案された設計内容

は、コンベンションセンター、都
市型集合住宅、商業施設など多
岐にわたるものです。卒業設計
では、およそ一年をかけて学生
自身が取り組む設計課題の敷地
選定、検討を行い、さらに設計内
容の立案、製図を行ないます。
よって、学生個々人の関心と社
会動向との接点が、課題・提案
として立ち上がって来ますの
で、こうした市民向けの展示会
を開催し、興味関心を喚起して
います。展示会場にて、学生は、
多くの来場者の方から意見をい
ただき、市民との交流を育んで
いました。

建築学科・住環境デザイン学科
卒業設計作品展示会開催!!

　今春、本学を旅立つ外国人留学生４名を、学生生活を共に過ごした
在学生および指導教員ならびに今年度国際交流活動に協力した学生
や海外研修参加学生と共に、卒業をお祝いする会を開催しました。
　春浅く緩やかな日差しの中、２月18日呉市内のホテルにおいて
46名が出席し開会。国際交流センター小牟田センター長の挨拶に
続き、同センター浅沼主任から乾杯の発声後、みんなが参加協力した
大学行事など、今年度の国際交流活動のスライド上映やビンゴゲー
ム、カラオケ大会を行いました。
　司会・進行は、コミュニケーション学科３年次　周芳芳（シュウホ
ウホウ）さんが行い、ビンゴゲームは、住環境デザイン学科３年次　
曲暁冬（キョクギョウトウ）さん・徐輝（ジョキ）さん・呂暁影（ロショ
ウエイ）さんの３人が担当、カラオケ大会は、診療放射線学科２年次
　刘汪洋（リュウオウヨウ）さんが担当するなど、外国人留学生主体
で会を実施しました。ビンゴゲームは、学生の母国名を含むアジア
諸国の国名を選ぶユニークなものでした。また、カラオケ大会では、
卒業生に送る応援歌として中国語や英語の歌など、留学生ならでは
の選曲でとても盛り上がりました。
　終盤には在学生から卒業生へ、留学生特有の悩みや困難を共に乗
り越え、喜びを分かち合ってきた仲間と離れる名残惜しい気持ち、出
会えたことへの喜び、今後の活躍を祈る思いなど、心を込めたメッ
セージが贈られました。卒業生の
感性デザイン学科　黄英九（ファ
ンヨンク）さん、情報通信学科　
占林（ジャンリン）さん、情報通信
学専攻　丁遠東（テイエントウ）
さん、情報通信学専攻　劉紅宇

（リュウコウウ）さん、ますますの
活躍を期待しています！

国際交流送別会を開催しました！

図書館から

　利用されるにあたり、最初に、カウンターに登録申請手続きを行っ
てください。住所、氏名などが確認できる書類

（運転免許証など）と、証明写真１枚が必要です。
手続きが完了された方には、後日「登録証」を交
付いたします。利用できるサービスは、館内閲
覧、館外貸出（２週間以内、５冊まで）、館内資料
のコピー（有料）、相互貸借（学園内のみ）の４
つです。登録申請当日から利用できます。詳し
くは、各図書館へお問い合わせください。

卒業後も図書館が利用できます！

　昨年12月９日夕刻に、呉キャンパス学生談話室で「アカペラ男声
合唱の夕べ」と題し、「エコロジー・フォー（工学部　久保田・川本・
大串・広松教授）」による男声合唱が披露されました。当初は、10
月31日の大学祭（呉キャンパス）に出演予定でしたが、あいにくの
雨により中止となったものをリベンジ企画したものです。メンバー
４名は、学生時代に合唱サークルで活動した頃を忘れられず、時間を
見つけて練習してきました。曲目は「昴」、「埴生の宿」、「菩提樹」、「野
ばら」など比較的良く知られたものです。聴衆は、各研究室ゼミ生
や教職員など多数の方々が集まり、暮れの慌しい中、しばし「男声合
唱の魅力」を堪能しました。

男声合唱の魅力!!

　「とれたてヒロコク便」は、広島国際大学の旬な話題を学生と職員
が一緒に学内だけでなく、一般の皆様にもお届けすることを目的に
開設しました。本学主催のイベントや教職員・学生の活躍を掲載し
ています。
　このブログの最大の特徴は、学生参加型のブログという点です。
職員による投稿はもちろんのこと、学生が直接リポートし、記事を投
稿できるようにしています。実際に学生による活き活きとした記事
がブログに掲載されていますので、ぜひご覧ください。
　自分の取り組んでいること、イベント等の情報がありましたら、取
材に伺いますのでぜひお知らせください。さらに意欲がある学生さ
んは、ぜひブログ記事の執筆に挑戦してみませんか。詳しくは、学長
室　企画課（東広島キャンパス　１号館７階）までご連絡ください。

連絡先：企画課　☎0823-70-4922
　　　　（E-Mail）kikakuka@ofc.hirokoku-u.ac.jp

広島国際大学公式ブログ
「とれたてヒロコク便」を
開設しました!!
（http://www.hirokoku-u.ac.jp/hirokokubin/index.html）

写真は、住環境デザイン学科４年次
土井拓弥さんの作品「我、土に環り甦る」
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本誌は大学ホームページでも閲覧できます　http://www.hirokoku-u.ac.jp

謝恩会開催のお知らせ

　学生寮・学生研修棟部屋料、駐車使用料、水道料（東広島キャン
パスのみ）および退去後の補修代の請求があった場合は、指定の
支払方法により、速やかにお支払いください。

学長室会計課（東広島キャンパス１号館７階）
� TEL（0823）70-4676【直通】
学長室呉庶務課（呉キャンパス６号館１階）※
� TEL（0823）73-8987【直通】
� ※４月以降は呉学務課（0823）73-8351へ連絡してください。

　2011年度前期分の学費納入期限は、４月20日（水）です。
　学費納入票は４月１日に学費支弁者宛に届くように発送しま
す。学費納入票が届いたかどうかの確認は必ずしてください。４
月中旬になっても届かない場合は、会計課（東広島キャンパス１号
館７階　TEL（0823）70-4676）へお問い合わせください。
　また、送付先氏名・住所等に変更がある場合は、速やかに教務課、
または呉学務課へ届け出てください。
※�学費納入票は４月に前後期分をまとめて送付します。後期分の再送付は行
いませんので納期まで大切に保管してください。なお、新入生については
既に前期分学費は納付済ですので９月に後期分学費納入票を送付します。

前期分学費納入期限は４月20日！

学生寮・学生研修棟部屋料
および退去後の補修代等について

１．卒業（確定）後に必要な国家試験にかかる証明書等について
　国家試験にかかるつぎの①～⑤の証明書については、大学から
一括して関係機関に提出いたします。
①看　護　学　科…修業証明書（看護師、保健師）
②診療放射線学科…修業証明書（診療放射線技師）
③臨 床 工 学 科…卒業証明書（臨床工学技士）
④理学療法学科…修業証明書（理学療法士）
⑤医療福祉学科…�卒業証明書・社会福祉士指定科目履修証明書

（社会福祉士）、卒業証明書・精神保健福祉士
指定科目履修証明書（精神保健福祉士）

２．卒業後の証明書の請求方法について
　卒業後に各種証明書（卒業証明書等）が必要になった場合は、つ
ぎのいずれかの方法により請求してください。
（１）窓口での請求方法
　各種証明書は、できる限り即日発行しますが、国家試験等の時期
や英文証明書等の特殊な証明書には相当な日数（英文証明の場合
は約１週間）を要しますので、改めて来学の必要があります。なお、
発行時に本人確認のできるもの（運転免許証等）をご提示くださ
い（ない場合は発行できません）。代理人による請求の場合は、委
任状（書式任意で本人と代理人の押印のあるもの）と代理人の身
分証明書（運転免許証等）をご提出（提示）ください。
〈窓口取扱時間〉
［教務課］
　月曜日～金曜日　９：00～ 18：00
　土曜日　　　　　９：00～ 17：00　までです。
　（日曜日・祝日は取り扱っていません。）
［呉学務課］
　月曜日～金曜日　９：00～ 18：00
　土曜日　　　　　９：00～ 11：30、12：30～ 17：00
� までです。
　（日曜日・祝日は取り扱っていません。）
なお、時期によって取扱時間の変更や窓口休止となることもあり
ますので、予め電話で確認のうえご来学ください。
（２）郵送による請求方法
　郵送の場合は、便箋等につぎの必要事項を記載し、本人確認ので
きるもの（運転免許証等）の写し、手数料（郵便局の定額小為替【受

卒業後の証明書等について 取人記入不要】に限る）、返信用封筒（長形３号）（返信先住所を明
記、郵便切手【１通80円、２～３通90円】を貼付したもの）を同
封のうえ、日数に余裕をもってご請求ください。
〈必要事項〉
①氏名（ふりがな）、（英文証明書の場合はパスポート記載のローマ字氏名）、
②生年月日、③卒業年月・学生番号（ご記憶の場合）、④卒業学部・学科、
⑤現住所、⑥電話番号、⑦請求する証明書の種類・必要枚数・使用目的、
⑧�国家試験用「修業証明書」の場合は、㋑本籍地（都道府県のみ、外
国籍の場合は国名）および㋺漢字氏名が常用漢字以外の場合は、
その旨を必ず明示してください。

（３）証明書一覧
証明書の発行手数料はつぎのとおりです。

証明書の種類 発行手数料 発行日数 備考

卒 業 証 明 書（和 文 ） 300円 即　日

卒 業 証 明 書（英 文 ） 600円 １週間

学業成績証明書（和文） 300円 即　日

学業成績証明書（英文） 1,000円 １週間

単位修得証明書（和文） 300円 即　日

在 学 期 間 証 明 書 300円 即　日 中退者用

修 業 証 明 書 300円 １週間 国家試験用

調 査 書 300円 １週間 大学院受験用

（４）請求先
　東広島キャンパス
　　〒739-2695� 広島県東広島市黒瀬学園台555-36
� 　広島国際大学　学生支援センター　教務課宛
� 　TEL（0823）70-4510
　呉キャンパス
　　〒737-0112� 広島県呉市広古新開5-1-1
� 　広島国際大学　学生支援センター　呉学務課宛
� 　TEL（0823）73-8351
（５）注意事項
①電話・FAXでの請求は受け付けておりません。
②上表発行日数に郵送日数は含まれておりません。
③�上表発行手数料は改定されることがありますので、予め電話で
確認のうえご請求ください。
④�その他ご不明な点は、教務課（東広島キャンパス）または呉学務
課（呉キャンパス）までお問い合わせください。

学　　　科 場　　　　　所 開催時間
診療放射線学科 ANAクラウンプラザホテル広島 18：00
臨 床 工 学 科 グランドプリンスホテル広島 19：00
理学療法学科 ANAクラウンプラザホテル広島 18：00
医療福祉学科 ANAクラウンプラザホテル広島 18：00
医療経営学科 オリエンタルホテル広島 18：30
臨床心理学科 ANAクラウンプラザホテル広島 18：30

コミュニケーション学科 広島アンデルセン 18：00
感性デザイン学科 オリエンタルホテル広島 18：30
建　築　学　科

グランドプリンスホテル広島 18：30住環境デザイン学科
情報通信学科

機械ロボティクス学科
看　護　学　科 オリエンタルホテル広島 18：30

大
オオ

久
ク

保
ボ

�梨
リ

絵
エ
さん

�心理科学部感性デザイン学科４年（卒業）

原
ハラ

田
ダ

�智
チ

代
ヨ
さん

�心理科学部コミュニケーション学科４年（卒業）

（左から）�

小
オ

川
ガワ

�理
マサ

実
ミ
さん

�心理科学部感性デザイン学科４年（卒業）

山
ヤマ

地
ジ

�佐
サ

和
ワ
さん

�医療福祉学部医療経営学科４年（卒業）

木
キ

村
ムラ

�友
トモ

見
ミ
さん

�医療福祉学部医療経営学科４年（卒業）

瀬
セ

戸
ド

川
カワ

�亜
ア

美
ミ
さん

�医療福祉学部医療経営学科４年（卒業）

表 紙 紹 介
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