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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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「スタートダッシュ2011」開催！

2011年度 学長表彰交歓レクリエーション大会を開催！

　東広島キャンパス（4月13日・14日）と呉キャンパス（4月21日・22
日）の両キャンパスにおいて『スタートダッシュ 2011』を開催しました。
　このイベントは、体育会・文化会本部が主催で、課外活動団体に所属
する部員が活動内容やクラブの魅力についてわかりやすく説明し、新
入生はもとより、誰でも気軽に入部できる場を提供しようという目的
で企画されています。
　開催当日は、クラブに興味を持つ新入生が多く参加し、多彩なパ
フォーマンスや説明を楽しく聞いている姿が見受けられました。

　体育会・文化会本部が主催し、恒例のスポーツイベント「交歓
レクリエーション大会」を、今年も東広島キャンパスでは５月
22日（日）、呉キャンパスでは６月11日（土）にそれぞれ行われ
ました。両キャンパスとも雨によりソフトバレーボール（屋外
競技は中止）のみ行なわれましたが、どちらも白熱した試合が
繰り広げられました。
　参加者は、運動が得意な人も運動不足がちな人も、気軽にでき
るスポーツを通じて学年・学科を越えての交流を深め、いい汗
を流し、楽しむことができたのではないでしょうか。

◆ 学芸賞◆

泉
いずみ

本
もと

　拡
ひろ

士
し

（感性デザイン学科4年次）
第23回東広島市美術展 デザイン部門にお
いて、ポスターを応募し、優秀賞を受賞

坂
さか

本
もと

　聖
せい

晃
こう

（コミュニケーション学科3年次）
平成22年度サービス接遇実務検定準一級
において、優秀な成績を収め、文部科学大臣
賞を受賞

呉キャンパス

東広島キャンパス
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　体育会・文化会本部が主催し、
課外活動団体の新入部員（1年次
生）を対象として、課外活動を行
ううえでの心構えなどについて学
ぶとともに、参加者間の親睦およ
び交流を図ることを目的としたフ
レッシュマンキャンプを東広島
キャンパスでは7月2日（土）・3
日（日）、呉キャンパスでは6月25
日（土）・26日（日）にそれぞれ
1泊2日の日程で、ともに広島県
庄原市にある研修施設「高原の家
七塚」で開催しました。
　両キャンプとも体育会・文化会
本部が趣向を凝らし、スポーツレ
クリエーション大会や竹細工、自
然散策を実施し、夕食では野外で
のバーベキューで楽しく団欒しな
がら他団体との交流を深めまし
た。
　日々のクラブ活動に取り組むう
えで、今回のキャンプから学んだこ
とをクラブ運営に活かすことが出
来る機会はたくさんあることと思
います。2日間という短い期間で
はありましたが、参加者全員が、少
しでも成長し、将来、各クラブの担
い手となることを期待しています。

　2011年度SSPプログラムの募集を行い、SSPプログラム推進・選考委員会で審査し
た結果、次の8企画が決定しました。それぞれの活動に期待しています。

プロジェクト名  HIUハートフェルト プロジェクト
提案団体： ハートフェルトプロジェクト実行委員会
代 表 者： 医療福祉学科　4年次　古川　恵美子
奨 励 金：450,000円

プロジェクト名  響き合うシニアと若者〜身体とココロ〜 プロジェクト
提案団体： 高尾ゼミ＆八木ゼミ＆坊岡ゼミ
代 表 者： 医療福祉学科　3年次　前堀　裕太
奨 励 金：319,600円

プロジェクト名  WORK・WITH・2011 プロジェクト
提案団体： 關ゼミ3年生
代 表 者： 医療福祉学科　3年次　萬行　裕紀
奨 励 金：200,000円

プロジェクト名  ゲーム「いきいきポン」を使った
　　　　 高齢者・障害者のQOLの向上 プロジェクト

提案団体： 石原ゼミ
代 表 者： コミュニケーション学科　3年次　米永　直人
奨 励 金：204,580円

プロジェクト名  ユニバーサルデザインマップ プロジェクト
提案団体： プロジェクト　デザインK
代 表 者： 感性デザイン学科　2年次　川崎　亜衣
奨 励 金：164,600円 プロジェクト名  エコミドリデザイン プロジェクト

提案団体： チャレンジ21
代 表 者： 住環境デザイン学科　4年次　徐　輝
奨 励 金：450,000円

プロジェクト名  「ものづくり」を楽しもう プロジェクト
提案団体： 呉カラクリ倶楽部
代 表 者： 機械ロボティクス学科　2年次　日隅　俊宏
奨 励 金：450,000円

プロジェクト名  東日本大震災被災者に向けて平和の祈り
　　　　〜ヒロシマから音楽メッセージ〜 プロジェクト

提案団体： The　Survivors（社会人入学者有志）
代 表 者： 実践臨床心理学専攻　2年次　吉田　みどり
奨 励 金：330,000円

東広島キャンパス

呉キャンパス

広島キャンパス

2011年度 SSPプログラムの8企画が認定!!

　 広 島 国 際 大 学SSPプ ロ グ ラ ム と は、Student-Society-
Partnershipの３つの単語の頭文字を組み合わせて、プログラ
ム名を決定したもので、大学生活（講義を中心とした正課の授
業）・課外活動（ゼミ単位を含む）を通じて得られる知識・技能
ならびに人間形成を基盤とし、自主的な探究心と積極的な行動
力、チャレンジ精神の涵養および大学活性化への貢献を目的と
しています。ゆえに、優秀な企画・作品等に対して助成金を交
付することにより、学生の社会貢献活動を大学として奨励する
とともに資金面からもバックアップし、学生が地域社会の人々
等とパートナーシップを結び社会的価値のある活動を推進する
ことを応援しています。

？？
広島国際大学

SSPプログラムを
知っていますか

呉キャンパス

東広島
キャンパス

「2011年度 フレッシュマンキャンプ」開催！
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学生たちが学外でボランティア活動
に参加しました

ひがしひろしま音楽祭で学生たちが活躍！！

コミュニケーション学科　4年次　岩永　祐輔
　3月6日から15日までの日程で、全日本学生柔道連盟主催の海
外研修でフランスへ行ってきました。フランスと言えば、『今や世
界一の競技人口を誇る柔道大国で、世界レベルの大会でも多くの実
績を残す強い国』というのが今回研修に参加する前までの私の印象
でした。
　柔道家という言葉が通じるフランスでは、日本以上に礼節を重ん
じ、柔道を心から愛している、という印象を受けました。また、小さい
子どもから高齢の方まで幅広い年齢層の柔道家たちが同じ道場で
柔道をしています。日本の私の周りではほとんど見られない光景で
した。
　日本選手団として、フランスの多くの道場に行き、稽古をしました
が、小さな道場でも50人以上の人が柔道衣に袖を通し、汗を流して
いました。また、私自身そのような環境で稽古するごとにフランス
の柔道家たちが、柔道を通して、何を学び、大切にしているものが何
なのかが見えてきました。それは第一に、礼節を重んじ自己の人間
形成に努めるということです。
　日本の柔道競技人口は約20万人といわれる中、その約3倍の
58万人の競技人口を持つフランス。人数が多くなる程、礼節を重
んじる等の基本動作はおろそかになるのではないか。私自身、そん
な考えを持っていましたが、実際は全く違い、どこの地域の道場でも
礼の動作は徹底されて行われていました。もちろん日本でも礼節
を重んじていますが、日本のそれ以上に大切にされていると感じま
した。強ければいいというような考えはフランスにはなく、柔道家と
して持つべき強さは、精神的な部分が大きいということを異国の地
で、改めて学ばせてもらいました。
　私は現在柔道部の主将を務めていますが、今回の経験を部員た
ちに伝え、団体としての競技力向上はもちろんのこと、より一層礼節
を重んじ、個々の人間形成にも目を向けていきたいと思います。そ
して広島国際大学の目的でもある、教養と豊かな人間性を持つ人材
となるべく、より一層努力したいと思いました。

　春の全国交通安全運動最終日の5月20日（金）に東広島署員、
交通安全協会メンバーの方たちと医療福祉学科3年次 萬行　裕紀
さん、臨床心理学科3年次 山田　信明さんが、ゆめタウン東広島で
交通安全啓発のボランティア活動に参加しました。飲酒運転の根絶
やシートベルトの着用を訴えるチラシと反射板を配付し、多くの地域
の方に交通安全について啓発活動を行うことができました。

　6月11日（土）・12日（日）に「2011ひがしひろしま音楽祭」が開
催され、本学のボランティア部、ダンス部、ヒューマンハーモニックス部
の3団体が出演しました。例年、様々な場所で大活躍しているのはボ
ランティア部！司会に進行補助、ステージの裏方と大忙しですが、その
分、得た達成感は大きかったようです。また、ダンス部は今年度『ジャ
ングル』をテーマに5部構成の野性的で活発的なダンスを披露しまし
た。そして、ヒューマンハーモニックス部は、幅広い年齢層の方に楽し
んでいただける4曲をセレクトし、熱いハーモニーを響かせました。3
団体の活躍で音楽祭は大いに盛り上がりをみせていました。ボランティア部

ヒューマンハーモニックス部

ダンス部

全日本学生柔道連盟
主催の

海外研修に参加して
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NOITAMROFNI大国広

　4月28日（木）本学の呉ボランティア部の活動支援を目的に
防寒具や腕章など5点を一組にした防犯グッズ計60セットが、
広警察署から贈呈されました。同部は2007年に結成され、現
在の部員は60人。警察と連携して防犯パトロールや地域の
清掃活動など様々な課外活動を行っています。
　同署で行われた贈呈式では、佐々木誠署長から部長の米田
隆英さん（看護学科3年次）と副部長の瀬戸勇紀さん（看護学
科2年次）に、「HIROSHIMA防犯」と刺しゅうの入ったブル
ゾンや帽子などが手渡されました。

【呉ボランティア部活動紹介（一例）】
① 4月29日（金）呉みなと祭で横断幕を持って、パレードの先

頭を行進、義援金募金活動、清掃活動「ひろえば街が好きに
なる運動」へ参加。

② 5月4日（水・祝）第35回ひろしまフラワーフェスティバル
ミスティガーデンにてちびっこ工作教室を開催。

③ 5月13日（金）春の全国交通安全運動へ参加
　（場所：国土交通省広島国道事務所 呉国道出張所前）

　5月21日（土）・22日（日）に医療経営学科1年次（13名）、
3年次（5名）がエリザベト音楽大学の大学祭へ参加しまし
た。この度の参加は、「広島国際大学とエリザベト音楽大学
との包括協定」の締結を受けて計画し、当日は1年次が「模
擬店（コロッケ販売）」、3年次が「いざという時の救急法

（AEDの使い方、救急蘇生法の実演）」を行い、エリザベト音
楽大学の学生や近隣住民の方々と交流しました。

　5月4日（水・祝）第35回ひろしまフラワーフェスティバル『さ

つきステージ』にて、「呉ダンス部」がダンスを披露しました。

30分間で総勢25名の部員がチームを組み、日頃の練習成果を

発揮しました。夕方6時からの出演でしたが、予想をはるかに超

えた大勢の観客となり、大盛況のダンスショーでした。

「呉ボランティア部」が
広警察署から防犯グッズを授与

医療経営学科の学生が
エリザベト音楽大学 大学祭へ参加！！

「呉ダンス部」がひろしまフラワー

フェスティバルのさつきステージで

ダンスを披露
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NOITAMROFNI大国広

「広島国際大学 健康フェア」を開催しました！！

学生広報スタッフの募集について!! 2011年度留学生歓迎会開催!!
　企画課では、本学の各種イベントやサークル活動などから学生目線の生の声
や情報を収集して、学内外に向けて情報発信をする学生広報スタッフを募集し
ています。
　現在、学生広報スタッフおよび呉キャンパスのリーダーの五十嵐 俊紀さん（機
械ロボティクス学科 4 年次）、東広島キャンパスのリーダーの松田 七美さん（感
性デザイン学科 4 年次）が中心となり、15 名のメンバーで学内のイベント等
の情報を学内外に伝える情報誌「PALLET（パレット）」を手作りで作製したり、
日常の出来事などを本学ホームページのブログ「とれたてヒロコク便」に投稿
したりしています。
　この活動を通じてコミュニケーション能力や、学内外を取材し、原稿を作成
することにより、企画・実行力等の社会人基礎力を身につけることができます。
　学生広報スタッフの活動に興味のある人は、下記担当までご連絡ください。ま
た、みなさんの取り組んでいることやイベント等の情報提供もお待ちしておりま
す。広報スタッフが取材にお伺いした際には、　ぜひ、ご協力をお願いします。

　担　当：学長室企画課
　場　所：東広島キャンパス 1 号館 7 階　
　連絡先：Tel　0823-70-4922
　　　　　E-mail　kikakuka@ofc.hirokoku-u.ac.jp

　今春、本学に入学した留学生 20 名（学部生 19 名、院
生 1 名）の歓迎会を 5 月 2 日（月）プリンスホテル広島に
て開催しました。
　歓迎会は、
国際交流セ
ンター浅沼
センター長
の挨拶に続
き、教 職 員
の 紹 介、新
入生の自己
紹介、レ ク
リエーションなど終始和やかな雰囲気で行われました。
司会・進行はコミュニケーション学科 4 年次　周芳芳

（シュウ・ホウホウ）さんと診療放射線学科 3 年次　LIU 
WANGYANG（リュウ・オウヨウ）さんが行い、箱の穴
に手を入れて物を当てる「物当てゲーム」は、機械ロボティ
クス 2 年次　朱玉辰（シュ・ギョクシン）さん、邢伝政（ケ
イ・デンセイ）さんが担当、数字の代わりに名前を記入す
る「名前でビンゴゲーム」は、建築学科 3 年次　宿遠征

（シュク・エンセイ）さん、巴柏人（ハ・ハクジン）さん
が担当するなど、外国人留学生主体で会を実施。また、手
品を披露してくれた機械ロボティクス学科 3 年次　曲万
高（キョク・カズアキラ）さんは、上手なマジックを見せ
ながら時折失敗を混ぜ、会場の笑いを誘っていました。
　終盤には、前回の日本語能力試験で N1 を取得した住
環境デザイン学科 2 年次　畢鳳傑（ヒツ・ホウケツ）さ
んから新入生へ、『人生の基礎となるこの四年間で多くの

知識を得ることが大
事です。目標をしっ
かり持ち、目標達成
に向けての努力とそ
の過程の中で得られ
るものが、今後に活
かされるので一緒に
頑張ろう』とエール
が贈られました。

　本学は、5月21日（土）・22日（日）の2日間に渡り、広島市内中心部に位置する
地下街「シャレオ中央広場」において、「広島国際大学 健康フェア」を開催しました。
　このイベントは、2010年度に同広場で初めて開催し、参加いただいた一般市民
の皆様からの心温まる支援の下、今年度も開催される運びとなりました。
　本学は2011年4月より、地域社会と積極的に繋がっていくために「社学連携推
進機構」を設置し、その活動の一環として、皆様の生活に役立つ「健康・予防」に関す
る様々な体験イベントや講演などを行うことで、本学が持つ様々な知的資源を有効
活用させようというのが、「広島国際大学 健康フェア」の大きな目的です。
　このイベントは両日とも大盛況で、一般市民の皆様の「健康・予防」に対する関心
の高さを改めて実感することができました。また今回は、3月11日に発生した東
北地方太平洋沖地震を受けて、大きな社会問題となっている放射線被ばくに関する
専門教員の講演や、実際に被災地に向かい現地にて支援活動を行った教員による講
演なども行われ、皆様の関心を集めていました。参加された方の中には、昨年度に引
き続きご参加いただいた方もおられ、まだ2回目ではありますが、継続していくこと
に意味があるということを感じました。
　このイベントを通じて、運営スタッフとして参加した学生は、普段あまり関わるこ
とのない一般市民の皆様との交流や、他学部・他学科の教員、学生との交流などと
いった、貴重な経験をすることができました。参加した学生たちの活き活きとした
表情は、「広島国際大学 健康フェア」が本学にとって、また学生にとってとても重
要なイベントであることを教えてくれました。
　これからも広島国際大学は、様々な取組を通じて地域社会と本学、本学の学生を繋
げ、地域社会に必要とされる大学となるように努めてまいります。
※次回は2011年11月26日（土）・27日（日）に開催を予定しています。

今こそエコな生活に取り組んでみよう！
　周りから色々な会話が聞こえてきます。
会話①

「窓からの日光だけで十分明るいから、窓側の電気を消しても大丈夫じゃ
ない？」

「うん、昼間は自然の光で十分だよ。」
「あとは、最後に部屋を出る人が電気を消せば、エコだね。」
会話②

「エレベーターは、動くたびに電気を消費してるんだってさ。」
「じゃあ、近くの階には歩いていこうよ。」「えー、勘弁してよ。」
「がんばって歩こうよ。運動不足解消にもなるしね。」
会話③

「たまに冷房を使うのは気持ちいいけど、ずっとは体も気分も悪くなり
そうだよな。」

「使えば使うほど、外気を暑くしているのも何かおかしいよな。」
　それぞれのエコを…。
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■ 医療経営学部
　医療経営学部が初めての学生を迎え、4 月 9 日（土）「グリーン
ピアせとうち（広島県呉市安浦）」で新入生オリエンテーションを
開催しました。
　この行事は毎年、同級生同士の交流を深めることを目的に開催さ
れるもので、先生や前身の「医療福祉学部 医療経営学科」の先輩
が当日のために企画、準備を重ねてきました。
　当日は天候に恵まれ、晴天の下ウォークラリーやバーベキューな
どを通じ交流を深めることができま
した。
　このオリエンテーションをきっか
けに多くの友人と交流し、みなさん
で広島キャンパスを盛り上げ、充実
した学生生活を送ってもらうことを
願っています。

■ 臨床工学科
　4 月 9 日（土）、新入生と教職員との交流を目的に、「臨床工学
科新入生オリエンテーション」を東広島キャンパスで開催し、新入
生 108 名、在学生 10 名、教職員 27 名が参加しました。
　2 号館 8 階の大会議室に集合後、学部長、学科長、専攻主任よ
り挨拶があり、当日の行事説明を受けた後、参加者同士声をかけあ
い、ビンゴの用紙に氏名を記入してもらいました。各グループで昼
食を食べた後、ビンゴゲームを行い、名前の書いた紙を引かれた順
に全員が一言自己紹介を行いま
した。その後、臨床工学技士お
よび臨床検査技師に関する○×
クイズを行いました。優勝者に
は、賞品が手渡されました。また、
ビンゴゲームのビンゴ達成者に
も抽選で賞品が手渡されました。

■ 工学部
　毎年 4 月の恒例行事として定着している工学部新入生オリエンテーションが、今年も 4 月 23 日（土）に
行われました。
　前半に行われたドッジボールでは、新入生・上級生・教職員を交えたチームに分かれ、白熱した試合を繰り
広げていました。後半には食事会（バイキング形式）が行われ、新入生は新しくできた友達や先輩方との交流
を深めていました。

■ 診療放射線学科
　4 月 16 日（土）、新入生と教職員との交流を目的に、「診療放射
線学科新入生オリエンテーション」を東広島キャンパスで開催し、
新入生 98 名、在学生 6 名、教職員 24 名が参加しました。
　153 教室に集合し、日程説明、ウォークラリーの概要説明を受け、
レストラン野呂でお弁当を食べました。その後、体育館前よりグルー
プごとに大学周辺のコースを
歩き、途中、在学生の考えた
問題を解きながらウォークラ
リーを行いました。
　各グループは地図を片手に
出発し、問題のあるポイントを
探しながら、時間と問題正解率
でコース優勝を争い、優勝チー
ムには賞品が手渡されました。

2011年度 新入生オリエンテーション開催！！

こころとからだの健康教室開催!!2011年5月「禁煙推進・マナー
向上」イベントを実施

■ 総合リハビリテーション学科
　4 月 16 日（土）、新入生と教職員との交流を目的に、「総合リハ
ビリテーション学科新入生オリエンテーション」を東広島キャンパ
スで開催し、新入生 122 名、在学生 93 名、教職員 20 名が参加
しました。
　2 号館 8 階の大会議室に集合後、学科長より挨拶があり、出身地
別に分けて着席した各テーブル内で自己紹介を行い、ご当地クイズや
在学生によるキャンパスライフの紹介、学科行事の紹介などを行い
ました。昼食後、総合リハビリテーション学科の実習施設等のコース
をグループごとに周り、コース途中に
設けられた問題を解きながらウォーク
ラリーを行いました。
　各グループは地図を片手に出発し、
問題のあるポイントを探しながら、時
間と問題正解率でコース優勝を争い、
優勝チームには賞品が手渡されました。

　本学では、毎年 5 月と 11 月を「禁煙推進・マナー向上強化月間」
に指定しています。今年は、東広島キャンパスで 5 月 18 日（水）、
呉キャンパスで 5 月 20 日（金）にキックオフセレモニーを開催し、
学生・教職員がキャンパス内の巡回を行うなど、禁煙推進・マナー
向上の啓蒙活動を 5 月 25 日（水）まで展開し、啓蒙活動として、
キャンパス内の巡回清掃や館内放送等を行い、健康で秩序のある
キャンパスライフならびにクリーンなキャンパスを実現するため、

学生・教職員が協力して禁
煙・マナー向上を呼びかけ
ました。また、広島キャン
パスでは、定期的に教職員
がキャンパス内や地域の
清掃活動を行い、3 キャン
パスがそれぞれ啓蒙活動
を行いました。

　保健室と学生相談室では、一人暮らしの学生生活を応援するため
に健康教室を開催しています。
　6 月 23 日（木）・30 日（木）、「自分のこころとからだを知ろう」
というテーマで、健康チェック（体組成・血管年齢・身長・体重・
血圧測定・アルコールパッチテストなど）や簡単な心理テスト、コミュ
ニケーションゲームを体験し、参加者みんなで交流を深めました。
　こうした健康教室を通して、学生のみなさんが健康への意識を高
め、自己管理ができるようになることをお手伝いしています。
　今後の開催予定については、随時、掲示板やホームページなどで
ご案内しますので、ぜひ、ご参加ください。
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CAMPUS掲示板

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

CAMPUS掲示板

【2012年度大学院入試日程（学内進学者・秋季）のご案内】
●看護学研究科［看護学専攻］

入試区分 試験日
出願期間

（郵送は締切日
消印有効）

合否発表日
入学手続期限
（郵送のみ。

締切日消印有効）
学内進学者 2011年

9月17日（土）
2011年

8月31日（水）
〜9月9日（金）

2011年
9月30日（金）

2011年
11月4日（金）

まで秋季

●心理科学研究科［実践臨床心理学専攻］

入試区分 試験日
出願期間

（郵送は締切日
消印有効）

合否発表日
入学手続期限
（郵送のみ。

締切日消印有効）

秋季
2011年

9月17日（土）、
18日（日）※

2011年
8月31日（水）
〜9月9日（金）

2011年
9月30日（金）

2011年
11月4日（金）

まで

※実践臨床心理学専攻は2日間にわたって実施します。

●医療・福祉科学研究科［全専攻］

入試区分 試験日
出願期間

（郵送は締切日
消印有効）

合否発表日
入学手続期限
（郵送のみ。

締切日消印有効）
学内進学者 2011年

10月8日（土）
2011年

9月21日（水）
〜9月30日（金）

2011年
10月21日（金）

2011年
11月25日（金）秋季

　下記研究科においては、7月9日（土）および10日（日）に大学
院入試（学内進学者・夏季）を実施しました。（工学研究科の学内
進学者については、5月21日（土）に実施済）
● 心理科学研究科［コミュニケーション学専攻、感性デザイン学専

攻、実践臨床心理学専攻]
●工学研究科［情報通信学専攻、建築・環境学専攻］
※上記以外に一般入試（春季）、社会人入試（春季）を実施します。
　詳細につきましては、入試センターまでお問い合わせください。
＜お問合せ先＞［フリーダイヤル］0120－55－1659

　下記日程でオープンキャンパスを実施します。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、よろしくお願い申し上げます。

【東広島キャンパス】
　対象学部：保健医療学部・医療福祉学部・心理科学部
　第2回7/23（土）、第3回8/21（日）、第4回9/10（土）
　各回10：00〜15：00

【呉キャンパス】
　対象学部：看護学部・工学部・薬学部
　第2回7/24（日）、第3回8/20（土）、第4回9/11（日）
　各回10：00〜15：00

【広島キャンパス】
　対象学部：医療経営学部
　第2回7/24（日）、第3回8/21（日）、第4回9/11（日）
　各回13：00〜16：00

［オープンキャンパス情報]
　入試説明会や各学科の体験実習、模擬講義など受験生が知りたい
情報が満載のオープンキャンパスは、将来の広島国際大学でのキャ
ンパスライフを具体的にイメージすることができる絶好の機会です。
　当日は、大学・入試説明会、AO入試説明会、個別相談コーナー、
学生寮見学ツアー等も実施します。ぜひ、ご家族、お友達、本学に
興味のある方にご案内ください。
＊無料宿泊… … … 遠方から参加の方は広島キャンパス（広島市内）

の宿泊施設を無料でご利用いただけます。
　　　　　　　　（要予約：定員になり次第、締め切ります。）
＊無料送迎バス… 当日は中四国各地域から無料送迎バスを運行し

ます。
＜お問い合わせ先＞
　入試センター［フリーダイヤル］0120－55－1659

大学院入試（学内進学者・秋季）を実施

オープンキャンパス

医療経営学部１期生　集合写真

表 紙 紹 介

　試験を受験するにあたって、試験の時期や評価方法、先修科目・
卒業研究着手要件等について、もう一度各自で確認してください。
　試験日程等については、掲示でお知らせする場合もありますの
で、掲示板を毎日チェックすることを心がけてください。すべて
の試験日程が掲示されるとは限りませんので、授業に必ず出席し、
試験実施日が分からないという事がないように注意してくださ
い。
受験上の注意 
　受験に際しては、次の事項に十分注意してください。
①学生証を所持しない者は受験できません。万一忘れた場合は、

自動証明書発行機（東広島キャンパスは2号館2階ロビー、呉
キャンパスは1号館1階EVホール、広島キャンパスは1階ロ
ビー）で「仮学生証（試験用）」を発行してから受験してください

（手数料350円が必要です）。
　また、学生証を紛失した場合は、早めに再発行の申請をしてくだ

さい（印鑑、写真、手数料2,000円が必要です）。
②試験中は、必ず机上に学生証を提示しておかなければなりません。
③試験開始後30分以上遅刻した者は、試験室に入室することが

できません。また、開始後40分経過するまで退室できません。
④一切の不正行為を厳禁とします。不正行為を行った者は停学処

分や全授業科目についての履修許可を無効とするなど厳重に処
罰します。

⑤携帯電話の電源は必ず切って入室すること（時計代わりに使用
することも厳禁です）。

追試験 
　試験を病気その他やむを得ない理由により受験できなかった者
は、つぎの要領により追試験を願い出ることができます。
①手続期限　 当該試験終了日の翌日から起算して3日以内（休日

は除く）とする。
②申請窓口　東広島キャンパス…教務課（2号館2階）
　　　　　　呉キャンパス………呉学務課（1号館1階）
　　　　　　広島キャンパス……広島学務課（1階）
③提出書類　 「受験不能届兼追試験願書」1科目につき1枚（所定

用紙）
④追試験料　1科目につき1,100円
⑤出願できる理由および添付書類

理　由 条　　　件 添付書類

病気・傷害 医師が就学に耐えられないと
診断したもの 医師の診断書

忌　　引 二親等以内の親族の死亡
死亡を証明する書類
または会葬礼状

（死亡日明記のもの）

災　　害 台風、水害、地震、火災等 罹災証明書

交通機関の
支　　　障

代替交通機関のない通学区間に
おける交通機関の運休、停滞に
よるもの、または交通機関が30
分以上延着した場合

運休または
 延着証明書

　以上の注意事項を遵守し、健康に十分注意のうえ、試験に臨んで
ください。

試験での注意事項
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