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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

　卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。
　新しい舞台で舞うことができる日を迎えられたことに対しまして、心よりお祝い申し上げます。
　こうして４年間の大学生活を卒業されるみなさんの周囲には、みなさんを支えてこられた数多くの方々が
いらっしゃいます。特に、みなさんの成長を楽しみに今日まで温かく見守ってこられた保護者の方に対して
は、心から感謝し、その感謝の気持ちを忘れないでいただきたいと思います。
　さて、卒業されるみなさんは、これから医療・福祉の現場や企業・自治体など、様々な分野で活躍されるこ
とと思います。また、大学院へ進学し、さらに勉学に励む方もいらっしゃるでしょう。現在、日本社会はグロー
バル化による熾烈な国際競争や、少子高齢化、長引く構造不況等、激動の社会環境下でかつて無い変化が起

学長メッセージ
広島国際大学　学長　秋山　實利

こっていることは、みなさんもご承知のことと思います。これからみなさんが進む実社会は非常に厳しく、これまでの学生生活ではみられな
かった不安も多々あることでしょう。しかし、この21世紀の社会はみなさんが中心となり、みなさんが活躍される知識基盤社会です。若くて
活力に溢れたみなさんの前途は、大きな可能性に満ちています。その可能性を余すことなく引き出し、常に学び、知識を高め、自らを磨き上げ、
それぞれの役回りで活躍されることを心から願っています。

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　　nyushi@hirokoku-u.ac.jp（e-mail）

　卒業記念として在学中、学び親しんだ大学に対し、東広島キャンパス卒業生から「さくらの木（山
桜）１本」が、呉キャンパス卒業生からは「テント１張」が寄贈されました。これは、各キャンパス
の発起人が卒業生全員に協力を呼びかけました。東広島キャンパスでは２月22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、卒業生代表の景山裕己さん（理学療
法学科）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。４月からは就職・進学など、それぞれの舞台でまた新たな挑戦が始まります。キャリア
センター職員一同、みなさんのご活躍を心よりお祈り申し上げます。広国大はみなさんにとって、いつでも帰ることのできる母
港（母校）です。社会の荒波にもまれて「少し疲れたな」と感じたときは、いつでも気軽にご帰港ください。気分もリフレッシュ
して、また新たなエネルギーに満たされることでしょう。
　また、今後、大学のいろいろな行事へのご協力や後輩達へのご支援など、みなさんのお力を頼りにしております。どうぞよろ
しくお力添えをお願い申し上げます。

常翔ウェルフェア事務室から
卒業生の皆さん、卒業、修了おめでとうございます。
　卒業、修了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。充実したものになりましたか。私たち常翔ウェルフェ
アでは物販や食堂、保険などで皆さんのサポートさせて頂きました。在学中は数多くのお褒めの言葉、お叱りの言葉を頂きあり
がとうございました。皆さんの意見を真摯に受け止め今後へ活かし、広島国際大学に貢献していけるよう頑張っていきます。
卒業、修了されますが、OB・OGとしていつでも食堂やブックセンターなどを利用してくださいね。皆さんのご活躍とご健勝
を常翔ウェルフェア従業員一同、心よりお祈り申し上げます。
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学部長から卒業生へのメッセージ

　学業に優れ、またクラブ活動およびサークル活動、
地域、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　中津えりか　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　梅田　宏幸　さん
（社）日本社会福祉士養成校協会表彰

医療福祉学科　野島　涼子　さん
社団法人日本建築学会中国支部　構造賞

建築学科　花嶋　裕太　さん
社団法人日本建築学会中国支部　中国支部長賞

建築学科　馬場　洋輔　さん
住環境デザイン学科　島　　智美　さん

日本インテリア学会中国・四国支部　中国・四国支部長賞
住環境デザイン学科　今村　裕章　さん

社団法人商業施設技術者・団体連合会　会長賞
住環境デザイン学科　松田　佳奈　さん

社団法人日本機械学会　畠山賞
機械ロボティクス学科　松本　泰明　さん

社団法人日本設計工学会　武藤栄次賞優秀学生賞
機械ロボティクス学科　糀塲　友也　さん

卒業生、学外団体から表彰!!
　３月15日（木）の学位授与式にて優等賞・課外活動賞が授与されます。在学中、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14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、
卒業後も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 今辻　麻美 感性デザイン学科 山下千成美
臨床工学科 中津えりか 建築学科 後藤まち子
理学療法学科 中倉　慶太 住環境デザイン学科 松田　佳奈
医療福祉学科 岡林　　岬 情報通信学科 森　　勝矢
医療経営学科 五百川　藍 機械ロボティクス学科 糀塲　友也
臨床心理学科 國弘なつみ 看護学科 夏本　幸枝
コミュニケーション学科 山岡　誠実 薬学科 覚前　美希
［課外活動賞］

団体名 氏　名 団体名 氏　名
演劇部 羽根　丈博 柔道部 岩永　祐輔
弓道部 高橋美奈子 剣道部 田邉　敬将

学位記授与式にて優等賞・課外活動賞授与

　薬学部の卒業生の
皆さん、ご卒業おめ
でとうございます。
皆さんは薬学教育制
度が６年制に改変し
た最初の卒業生で
す。社会の注目度も
高く、君達に寄せる
期待も大きいでしょ
う。広国大薬学部で
培った専門知識、共
に学んだ仲間との友

情、厳しい指導を受けた教員との絆を胸に自信
を持って歩んで行ってください。人の痛みの
わかる医療人としていつまでも成長し続ける
よう心よりエールを送ります。６年制第１期
生の未来が輝かしいものとなりますように！

薬学部長
宇根 瑞穂

　学生の皆さん、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
中で友人及び教職員
と共に、学業に励み、
また、クラブ活動、ボ
ランティア活動、学
会に参加して、これ
からの自分の人生の
基盤を作り、また、医
療福祉・医療経営の
自律的な専門職の基

盤を獲得されました。近年の社会経済変動に
翻弄されて生活の困難な状態の人々や東日本
の被災された人々のことを覚え、今後はその専
門職の能力を人々と社会に貢献してください。

医療福祉学部長
医療経営学部長
岡崎 仁史

　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
医療人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

　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。不安と希望
が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

　ご卒業おめでと
うございます。そ
して今日まで立派
にご子息・ご息女
を育ててこられた
保 護 者 の 皆 様 に
も、心よりお祝い
を申し上げます。
　これから皆さん
は、医療の現場で
活躍されるわけで
すが、患者様にこ

れから何が起こる可能性があるのか、患者
様やそのご家族が今後何を希望されるのか
を常に予測ながら行動できる、看護師・保
健師を目指してください。
　いつの日か、立派に成長された皆さんと
一緒に仕事ができることを楽しみにしてい
ます。

看護学部長
島谷 智彦
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おめでとう ございます !
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。   理学療法学科  
  医療経営学科    理学療法学科  

  診療放射線学科  

  診療放射線学科  
  建築学科  

  薬学科  

  診療放射線学科    診療放射線学科  

  臨床心理学科    診療放射線学科  

  診療放射線学科  

  診療放射線学科  

  診療放射線学科  

  診療放射線学科    診療放射線学科  

  診療放射線学科    診療放射線学科  

  臨床心理学科  

  コミュニケーション学科  

  吉金　悠人 さん  

  村上　友香 さん  
  百出　伊織 さん  

  山田　峻大 さん  

  山口　菜摘 さん  

  山城　信晴 さん  
  二宮　　惇 さん  

  木下　浩兵 さん    井上　正一郎 さん  

  上田　英恵 さん  

  田坂　秀司 さん  

  斎原　真人 さん    友澤　誠二 さん  

  新田　祐太郎 さん  

  鯉渕　奈美 さん  

  笠置　友希 さん  

  仲宗根　裕樹 さん  

  西　　絢花 さん    伊美　明音 さん  

  永井　菖乃 さん    奥薗　愛子 さん  

  井上史央里 さん  

  安居　克真 さん  

  原田　祐輔 さん  

  青山　周平 さん    中村　誠也 さん  

  岡田　　誠 さん    碇　　智亮 さん  

  坂本　俊太 さん  

  谷本　昇平 さん  

  原田　太樹 さん  

  山下幸之助 さん    中田　将弘 さん  

先輩、また会いに
きてください！

我々が先輩方の

功績を引き継ぎます。

友達・教員との絆を大切に
して

大学生活を過ごして行きま
す！

社会人になっても、大学へ来
てください！

先輩方のような

立派な設計が出来るよう、

日々、講義・演習を頑張りま
す。

ご卒業おめでとうございます！素敵な薬剤師として頑張って
ください！

ご卒業おめでと
うございます。

先輩…ご飯の食
べすぎには注意

ですよ

卒論ッ!!お疲れ様で…した!!

  宮嶋　千咲 さん    看護学科  

  住環境デザイン学科  
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NOITAMROFNI
大国広

　工学部 建築学科・住環境デザイン
学科合同の卒業制作展が２月24日

（金）〜２月26日（日）呉市の大和
ミュージアム市民ギャラリーで開催
されました。25日にはゲストをお
招きして公開審査会も開催しました。
　今年の審査員は建築家の武井誠
氏、家成俊勝氏、前田圭介氏のお三方でした。審査員の鋭い質問
に対して、学生達は全身全霊で答えていました。審査員同士の
議論も白熱し、審査は難航しましたが、その分建築やデザインへ
の理解が深まる素敵な審査会となりました。
　本制作展は、文部科学省の学生支援推進事業の一環として支
援を受けており、両学科の卒業設計に取り組む学生達が企画か
ら、審査員への打診、会場の手配やポスター制作にいたるまで全
て主体的におこなっております。
　卒業制作はゴールではなくスタート。４月からの新生活では

大学時代で
培った経験
を活かして
大いに活躍
してくれる
ことを期待
し て い ま
す！

建築学科・住環境デザイン学科
卒業制作展開催!!

図書館から

工学部

　利用にあたり、「図書館利用登録申請書」の提出が必要です。
　申請には、１．住所・氏名が確認できるもの（運転免許証など）、
２．印鑑、3.証明写真（よこ2.5㎝xたて3.0㎝）１枚が必用です。
　利用可能なサービスは、館内閲覧・館外貸出（２週間・５冊ま
で）、資料のコピー（有料）・相互貸借（学内のみ）の４つです。
詳しくは、各図書館へお問い合わせください。
 TEL：（0823）70-4504〔図書館本館〕

卒業後も図書館が利用できます！

　第１回学長Cafeが東広島で１月18日（水）に行われ、東広
島キャンパスの学生11名、広島キャンパスの学生２名の合計
13名が、第２回学長Cafeは、呉キャンパスで２月８日（水）に
行われ、呉キャンパスの学生12名が参加しました。
　学長Cafeとは、秋山学長が学生に教育方針や学長方針の浸
透を図るとともに学生の生の声を聞き、今後の大学運営の活性
化やアメニティ充実の参考とするために開学以来、初めて開催
されたものです。
　学生たちからは「始めは緊張したが、とても楽しかった。」「秋
山学長は怖い先生だと思っていたが、とてもユーモアのある先
生で自分たちの身近に感じることができた。」「大学のトップの
方が自分たち学生のために何かをしたいという気持ちが伝わっ
てきて、嬉しかった。」「また機会があれば参加したい。」という
声が寄せられました。
　定期的に開催する予
定ですので、興味のあ
る方は学生課・呉学務
課・広島学務課までお
越しください。

学長Cafeを開催しました！

おめでとう ございます !
  医療福祉学科  

  感性デザイン学科  

  臨床心理学科  

  コミュニケーション学科  
  感性デザイン学科  

  医療経営学科  

  臨床心理学科  

  臨床心理学科  
  医療福祉学科  

  藤本　静香 さん  

  渡邉　真子 さん  

  和田　千尋 さん  
  中津　智恵 さん    両門　美咲 さん  

  中島　里瑳 さん  

  森本　浩夫 さん  

  小田　浩太 さん  

  林　　晃輔 さん  

  坂本　奈穂 さん  

  横山　常徳 さん  

  綿井　康介 さん  
  熊谷　美月 さん  

  松坂　美貴 さん  

  山田　信明 さん  

  渡部　晃司 さん  
 花光　翔太 さん  

友達・教員との絆を大切に
して

大学生活を過ごして行きま
す！

社会人になっても、大学へ来
てください！

先輩！だいすき♥

たまには酸欠に
なるくらいの

息抜きもいいじ
ゃないか。

卒業って
ワイルドだろ〜

？

ご卒業、おめでとうございます！これからも社会で活躍してください。

  感性デザイン学科  
  井村　紘誠 さん  

  情報通信学科  

  医療福祉学科  
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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

●�学生寮・学生研修棟部屋料等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。

〈お問合せ先〉
　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】
　学生支援センター呉学務課（呉キャンパス１号館１階）
　　TEL（0823）73-8987【直通】

●学費等振込依頼票は４月上旬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大切に保管ください。
●2012年度前期分の学費納入期限は４月20日（金）です。
　学費等振込依頼票は、学費支弁者宛に発送します。必ず学費等振
込依頼票が届いたかどうかの確認をしてください。
　４月中旬になっても届かない場合、会計課へお問合せください。
●学費等振込依頼票の送付先氏名・住所等に変更がある場合は、速
やかに教務課（東広島キャンパス２号館２階）、呉学務課（呉キャ
ンパス１号館１階）、あるいは広島学務課（広島キャンパス１階）
へ届け出てください。

〈お問合せ先〉
会計課（東広島キャンパス１号館７階）　TEL（0823）70-4676【直通】

前期分学費納入について

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①〜⑦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）

⑥薬　　学　　科…卒業証明書（薬剤師）
⑦助産学専攻科…修業証明書（助産師）

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。）
［広島学務課］　月曜日〜金曜日　８：30〜18：00
　　　　　　　土曜日　　　　　８：30〜11：30、
　　　　　　　　　　　　　　　12：30〜16：30　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。

卒業後の証明書等について （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
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。

謝恩会開催のお知らせ
学　　　科 場　　　　　所 開催時間
診療放射線学科 グランドプリンスホテル広島 18：30
臨 床 工 学 科 リーガロイヤルホテル広島 18：00
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 オリエンタルホテル広島 18：30
医療経営学科 グランドプリンスホテル広島 18：30
臨床心理学科 ANAクラウンプラザホテル広島 18：00

コミュニケーション学科 グランドプリンスホテル広島 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 18：00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
薬　　学　　科 クレイトンベイホテル 18：30

（左から）� 阿
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�医療福祉学部医療福祉学科４年（卒業）

衣装
協力

表 紙 紹 介
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