
Contents
P2-3	 	大学祭開催！（東広島・呉・広島キャンパス）
P4	 	大学祭	健康フェア・食育講演会

ホームカミングデー・キャンパス見学ツアーを開催！
P5	 	『広国PARK』絶賛放送中！／禁煙推進・マナー向上キャンペーン／社会人基礎力育

成グランプリ／救急救命学専攻2013年4月開設記念講演会／2012年度	学長表彰

P6-7	 	学生支援プログラム／酒まつり／学生消防団／
日本文化体験会／被災地応援プロジェクト	ほか

P8	 CAMPUS掲示板

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
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広島国際大学 大学祭 〜和深（なごみ）祭＆盛幟（のぼり）祭〜

東広島キャンパスでは、10月27日㈯・28㈰に、第14回とな
る大学祭～和深（なごみ）祭～を開催しました。今年は、AKINO 
with bless４のライブやその場で作って食べられる全長40ｍの
ロング巻き寿司をはじめ、課外活動団体およびゼミグループ等に
よる模擬店やフリーマーケット、大学祭実行委員会による趣向を
凝らした各種ステージイベントなどを行いました。大学周辺地域
をはじめ、遠方からも多数ご来場いただく等、大いに盛り上がり
ました。

また、28日㈰には大学祭特別企画として、「第８回 市民交流
音楽祭」を開催しました。第１部では森山良子さんをお招きし、
数々の名曲に会場は大いに盛り上がりました。第２部では、本学
の吹奏楽部や、弦楽アンサンブル部＆呉弦楽合奏団等による熱の
こもった演奏に続き、エリザベト音楽大学金管十重奏団や全国大
会などで優秀な実績を誇る中黒瀬小学校マーチングバンドクラ
ブ、黒瀬中学校吹奏楽部、黒瀬高等学校和太鼓部「養訓太鼓」に
よるハイレベルな演奏が行われ、会場からは盛大な拍手が送られ、
感動的な音楽祭となりました。

10月27日㈯、広島キャンパスにて、第１回大学祭～盛幟
（のぼり）祭～を開催しました。

当日は、仮装大会やカラオケ大会、ビンゴ大会、バンド演
奏などの楽しめるイベントに加え、講演会や救急法の体験等
も行いました。学生だけでなく、保護者の方々、地域の方々
等多くの方にご参加いただきました。

医療経営学部のキャンパスとして、２年目となる広島キャ
ンパスにて、初めてとなる大学祭。学生たちは、ゼロからの
スタートのため手探りで試行錯誤を重ね、学生全員が楽しめ
るように、また、地域の方々に参加していただく大学祭を開
催するため、頑張ってきました。大学祭のテーマ「盛幟祭（の
ぼりさい）」とは、「大学祭で学生が楽しむのはもちろん、学
生と地域の方が一緒になって交流し、盛り上がりたい」とい
う学生の想いが込められています。

今回の大学祭が学生だけでなく、地域の方々も楽しみ、一
人でも多くの方が、より深く広島国際大学を知っていただく
機会となっていれば幸いです。

東広島キャンパス

広島キャンパス

10/27土・28日

10/27土

JackPot
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HIU Campus festival 2012〜和深（なごみ）祭＆盛幟（のぼり）祭〜

呉キャンパスでは、10月20日㈯、21日㈰に第11回となる大
学祭～和深（なごみ）祭～を開催しました。今年も、メインステー
ジ上では、ダンス部のダンス披露、昨年も好評だったカラオケ大
会など様々な催しが行われました。サブステージでは、軽音楽部
とアコースティックギター部の演奏があり、演奏者と観客が一体
となり、大いに盛り上がりました。ステージ以外にも、広島赤十
字血液センターによる献血、裏千家茶道部・上田宗箇流茶道部に
よるお茶会、写真部による写真展、ボランティア部による工作教
室等、様々な催しがありました。

今年は、新たな試みとして、４号館１階学生談話室で音楽教室
（呉軽音楽部）とダンス教室（呉ダンス部）が開催され、参加した
子どもたちと保護者は演奏やダンスで学生と交流し、楽しんでい
ました。また、学生と教職員が協働し『Ｂ級ご当地グルメ　呉細
うどんカレー』の模擬店を出店しました。『呉細うどんカレー』が

“ご当地グルメ”と認識されるよう広報し、まちおこし活動とし
て取り組みました。２日間で用意した400食分は、大好評につ
き両日とも完売となりました！皆様も呉に来られた際は、是非、

「呉細うどんカレー」を召し上がってください。

呉キャンパス
10/20土・21日
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10月28日㈰に、東広島キャンパスで「2012大学祭健康フェア」を
開催し、約300名にご来場いただきました。。

春の健康フェア（広島市内シャレオ中央広場）に引き続き「生活習慣
病をなくそう！」をテーマとして、テーマに関連する様々なブースイベ
ントを展開。参加者の方からは「生活習慣病等について関心が持てた」「今

10月27日㈯に東広島キャンパスで、常翔ウェルフェア栄養管理室管理栄養士の古野幸子先生を講師に迎
えて、「あなたの食生活は大丈夫？」と題した、食育講演会を開催しました。

この講演会は、バランスの良い健全な食生活を啓発することを目的に、食生活が乱れがちになる学生を対
象に行われ、学生や地域の方、約70名が参加されました。

全体的に「朝食を摂ること」「栄養バランスを考えて食事をすること」「野菜を多く摂ることの大切さ」等

広島国際大学には、卒業生で組織・運営を行う「校友会」という同窓会組織があり、2002年３月に 
１期生を輩出して以降、卒業生約9,000名を会員として、毎年多彩なイベントを開催しています。

この度、校友会が主催し、「第１回広島国際大学ホームカミングデー」を10月27日㈯に東広島キャン
パスで盛大に開催しました。当日は、昼食をとりながらの情報交換会、タレントの向井亜紀さんをお招き
しての特別講演会や子供向けのキッズコーナーなどの特設ブースを設けました。また、同時開催の大学祭
と共に、懐かしの学び舎で大学時代の旧友や恩師との再会し、卒業年度・学科の枠を越えた交友関係を広
げる場となりました。

ホームカミングデー終了後は、広島市内のホテルセンチュリー21に場所を移し、第11回広島国際大学
校友会総会・懇親会を開催しました。大勢の卒業生・先生方にご参加いただき、ホームカミングデーから
引き続き参加された卒業生にとっては例年以上にご満足いただける催しとなりました。

　
● 校友会からのお知らせ ●

校友会では、ホームカミングデーのほか、「関東地区卒業生の同窓
会」、「広島地区卒業生の同窓会」など、多くの卒業生に楽しんでいた
だけるようイベントを企画しております。在学生の皆様も、大学卒業
後に開催を希望するイベントなどのリクエストがありましたら、是非、
校友会事務局までご連絡ください！

在学生の方も必ず『卒業』という日を迎えます。校友会は卒業生と
大学とを結ぶ『パイプ役』です。校友会へご入会の際には、“ヒロコクの絆”を繋ぎ、拡げていきましょう！！
皆様のご入会を心からお待ちしております。

大学祭 健康フェアを開催！

食育講演会を開催しました

ホームカミングデー、校友会総会・懇親会を開催しました

2012年度から募集・活動を開始したキャンパスガイドには、現
在13名の学生が登録しています。今年度は活動の場として、10月
27日㈯に東広島キャンパスの大学祭で「キャンパス見学ツアー」を
実施しました。実施にあたっては、事前に勉強会を開催し、マニュ
アル作成や、説明内容を習得し、約１時間程度の見学ツアーを全４
回行いました。当日は、朝早くから見学希望者が来場し、計23名
の一般の方々や受験希望者をご案内しました。

キャンパスガイドの学生は、初めての経験で大変緊張していまし
たが、各施設で、見学者からの質問に対し自身の経験も踏まえて応答するなど、堂々としたキャンパス内
の紹介に見学者の方々は皆、感心されていました。

キャンパス見学ツアーは、見学者、学生双方にとって、大変有意義なものとなりました。今後は、見学
の随時対応も検討しています。

キャンパスガイドとは…
 広島国際大学のキャンパス内を見学したいと希望される一般の方 （々地域住民の方、本学の受験希望者等）
に対して、大学施設や、自分の所属学科等を説明する学内ボランティアです。

キャンパスガイドの募集について
 キャンパスガイドに参加して、広島国際大学のことをもっと知りたい、学外の方々にもっと大学を知って
いただきたいという学内ボランティアに興味のある学生さんを大募集しています。興味のある方は学生課

（東広島キャンパス ２号館２階　☎0823-70-4536）までお問い合わせください。

広島国際大学校友会ブログ
 http://www.hiuaa.com/
広島国際大学校友会メールアドレス
 mail:koyuukai@hirokoku-u.ac.jp

「キャンパス見学ツアー」を開催しました！

後の健康管理に役立てたい」などの貴重なご意見を多数いただきました。
大学祭健康フェアは今回が初めての開催となりますが、ご協力いただいたアンケートによると約97％の方が「役に立った」と回答いただく

など、本フェアがとても重要なイベントであることを改めて実感いたしました。今後とも様々な取組みを通じて、地域に必要とされる大学を
目指します！

を説明され、スポーツをする方に大切なスポーツ栄養についても話されました。
参加した学生からは、「栄養バランスを考えて野菜をもっと摂ろうと思う。」「トレーニングの前後には、糖質や蛋白質を摂る事が大事だと

わかった。」等の声が上がるなど、食についての意識が高まりました。
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禁煙推進・マナー向上
キャンペーンを実施

2 0 1 2 年 度 　 学  長  表  彰
2012 年６月 29 日㈮開催

賞 受賞者・受賞団体 表彰理由

課外活動賞

弘岡　芹菜（弓道部）
【感性デザイン学科３年】 第45回中国学生弓道競技大会女子個人戦において準優勝となった。

弓道部
第45回中国学生弓道競技大会女子団体戦において第３位に入賞となった。

第24回全国大学弓道選抜大会に出場した。

柔道部
平成24年度中国四国学生柔道優勝大会（男子58回）男子一部団体戦において第３位に入賞となった。

平成24年度全日本学生柔道優勝大会（男子61回）に出場した。

呉イングリッシュクラブ
2011年度クローバープログラムのスキルアップ企画を2本「TEE初出陣：絵本読み語りたい（隊+語りたい）」お
よび「TEE Let's 英語落語」を実施し、その後、企画で得たスキルを大学祭や地域社会に還元するイベントとして
継続的に繰り広げている。2012年1月に呉地域オープンカレッジネットワーク会議会長から感謝文を授与された。

善行賞 学生・地域共同実践
プロジェクトチーム

地域と学生の交流機会の創設と地域の活性化を主目的に、広商店街振興組合に企画提案を行い、本学と「広商店
街」が共同実践するイベント「七福祭」を３月11日㈰に開催し、広商店街振興組合から感謝状を授与された。

『広国PARK』絶賛放送中！
「広国PARK」が大学祭で公開生放送＆
模擬放送を実施！

心理科学部の学生が、東広島市にあるコミュニティ
FMラジオ局「FM東広島（89.7MHz）」で「広国PARK」
という番組を毎週木曜日19時から生放送しています。
この度、東広島キャンパス大学祭「和深祭」にて、キャ
ンパス内の特設ブースから公開生放送にチャレンジしました。また、大学祭期間中は、テ
ントゾーンにブースを出店し、広国PARKの体験コーナーを設けました。これは、実際に
マイクの前で模擬台本を基に話しながら、ラジオ放送を体験していただくことで、この「広
国PARK」活動を広く知っていただき、関心を持ってもらうことを目的としたものです。
今 回 の 放 送 内 容 は、
本学HP（とれたてヒロ
コク便）や広国PARK
の ブ ロ グ（ ht tp : / /
h i r o k o k u p a r k .
blogspot. jp/）でも
公開していますので、
是非ご覧ください。

５月に引き続き、11月を「禁煙推進・マナー
向上強化月間」に指定し、東広島キャンパスは
11月２日㈮から11月21日㈬、呉キャンパスは
11月19日㈪から11月29日㈭の日程で、啓蒙
活動を実施しました。

キャンペーン中は、学生・教職員が協力してキャ
ンパス内の巡回清掃や館内放送等を行い、健康で秩
序のあるクリーンなキャンパスライフを実現する
ため、煙草
やゴミのポ
イ捨てをし
ない、指定
場所での喫
煙 の 遵 守、
喫煙者の禁
煙を呼びか
けました。

11月20日㈫に広島国際会議場にて行われた「社会人基礎力育成グランプリ2013中国・
四国地区大会」に本学を代表して「僕らがつくる子どもたちの未来 ～ひろしま未来の育ＭＥ
Ｎプロジェクト～（実行委員長：看護学科 梅田弘子講師、学生リーダー 看護学科 田中 彩
歌さん）」が出場しました。このプロジェクトは現在男女合わせて26名の学生で活動し、学
生同士で将来の育児や育メンの重要性について話し合うことで、将来の子育てについて大学
生の柔軟な視点から社会に対して将来の育MENの啓蒙活動を行うものです。そして発表の
結果、惜しくも準優秀賞となりましたが、本学の取り組みを中四国の大学などに広める良い
機会となりました。この活動は社会的意義も深く、引き続き今後の活躍が期待されています！

「社会人基礎力育成グランプリ2013中国・四国地区大会」で準優秀賞‼

東広島キャンパスで10月13日㈯、来年4月に新設する医療技術学科へ救急救
命学専攻を開設することを記念して、『「命を守る」ということ～救急救命のいま・
そして未来～』をテーマに特別講演会を開催しました。講演会には、一般市民な
ど約1,000名が参加し、専門家の話に耳を傾けました。

講演会は、地下鉄サリン事件において日本の警察に捜査協力したアンソニー・
トゥー氏（コロラド州立大学名誉教授・順天堂大学客員教授）が、「サリン事件の
真実」と題して講演。サリン事件の裏側や事件によって変革のもたらされた危機

管理の現状と今後の展望について講演されました。
続いて、地域の危機管理を担う各機関のパネリストによるパネルディスカッ

ションを開催。「地域防災及び災害復旧活動の現状と展望」をテーマに事例紹介
や地域防災に関する議論が展開され、「災害時の自助・共助の重要性」などの話
がありました。また、東広島市消防局が若い力に期待を込めて公募された学生
消防団に、本学学生８名が入団したことなども紹介されました。

参加者からは、「知りえなかったサリン事件の裏側を知ることができた」「地
域に密着した内容で良かった」など様々な感想をいただき、テロ・災害時の対
応と備えに対する理解を深める貴重な時間となりました。

救急救命学専攻2013年4月開設記念講演会を開催しました。

アンソニー・トゥー氏

学生消防団
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デジカメ教室 初級編
～今日からあなたも名カメラマン！

干し柿教室

10月６日㈯・７日㈰に東広島市西条で開催され
た「2012酒まつり」へボランティア部・まちづく
り研究会の部員約80名がボランティアとして参加
しました。東広島市最大のイベントのひとつであ
る、酒まつりに今年も約24万人にのぼる来場者が
あり、大盛況だったようです。

両団体は、５月から酒まつりの事前準備や様々な
打合せを行ってきました。酒まつり当日は、総合案

内やゴミステーションでのゴミ分別、子ども向けのバルーンアートを行い、子ども
たちを楽しませていました。

両団体は、毎年このイ
ベントに参加し、地域の
方や他大学、主催団体の
方々と交流を深め、地域
活動とボランティアの重
要性を学んでおります。
来年度、両団体の更なる
地域での活躍に期待が膨
らみます。

10月20日 ㈯ に 東
広島キャンパスの大
学構内学生寮北側の
西 条 柿「柿 園」で、
NPO法人七塚原自然
体 験 活 動 研 究 セ ン
ター理事長の西村清巳先生をお招きして、美味しい干し柿作り
を体験できる「干し柿教室」を開催しました。

今年は柿が不作の年でしたが、高いところに実っている柿を
一生懸命収穫しました。学生・教職員合わせて17名が参加し、
皮を剥いて紐に吊るし、熱湯に浸す工程を学生・教職員がコミュ

ニケーションを取りながら行い、立
派な干し柿が出来上がりました。昨
年よりも柿の数は少なかったですが
質は良く、２週間くらいで甘くて美
味しい干し柿をいただくことができ
ました。

今年も、酒まつりで大活躍‼

７月４日㈬に東広島キャンパスで、
プロカメラマンの大藤哲己氏を講師
にお招きして、「デジカメ教室」を開
催しました。

大藤先生からカメラの設定画面など
プロジェクターに映しながら、便利な設定や状況に応じた設定

により、いかに魅力的な写真
が撮れるか等を教えていた
だき参加者９名が学びまし
た。講義終了後には、多くの
質問があり、参加者の意欲の
高さを感じました。

保健医療学部スポーツ
大会を開催しました！

10月20日㈯に保健医療学部の１～４年生を対
象としたスポーツ大会を開催し、約400名の学生・
教員が参加しました。

競技種目は、ソフトバレー、ソフトボール、サッ
カーの三種目で、学生は、学科・学年の枠を越えて、
一生懸命プレーしていました。

優勝したチームは、【ソフトバレー】Simazunoon
（理学療法学科3年生）、【ソフトボール】理学療法
学専攻2年生チーム、【サッカー】理学療法学科3年
生チームでした。

10月21日㈪、呉キャンパスで
呉イングリッシュクラブが「TEE
英語落語教室」を開催しました。
今年は、地域の方も参加できる「参
加型」の落語教室で、地域との交
流を深めていました。当日はテレ
ビ局の取材を受けるなど、注目の
高さが伺えました。

TEE英語落語教室

９月21日㈮、広島キャンパスで、実践臨床心理学専攻の院生がシン
ポジウムを主催し、心を扱ううえで重要な視点である「性」について専門
家の先生から多くのことを学びました。院生は今後の支援活動に役立て、
参加者は「性」についての理解を深め、今後の対人関係の形成に役立てる
良い機会となりました。

シンポジウム「性とつきあう
 －性愛から心理療法まで－」を開催！

８月28日㈫、広島キャンパスで、実践臨床心理学専攻の大学院生が、
セミナーを主催。コラージュ等を用いる創作療法の第一人者である櫻井
眞澄氏（日本創作療法学会理事長）から実践的な手法を学びました。参
加者の院生は、専門技法を修得するための機会となったようです。

「投影法アセスメント＆
創作療法体験セミナー」を開催！

学生支援プログラム

７月30日㈪、広島キャンパスで、『夕涼み会』を開催しました。今回
の企画は、学生が今年初めて広島キャンパスで行う大学祭のプレイベン
トとして、模擬店の運営などを学び、地域の方との繋がりを持ちたいと
いう想いから実施しました。

当日は、約200名の地域の方々にご来場いただき、来場者からは、「近
所の大学ではあるが、普段入ることがなく、どのような大学か分からなかっ
たので、今回大学を知る良い機会となった」との意見もあり、地域と大学
の交流の一助となりました。学生たちは、子供
から高齢の方まで多くの方とコミュニケーショ
ンをはかる良い機会を持つことができ、大学
祭だけでなく、これから社会人になるにあたり、
貴重な経験ができたことに満足していました。

「夕涼み会」で地域交流
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8月9日㈭広島キャンパスで
「前田 珠紀（まえだ たまき）先生 
感謝状贈呈式」を行いました。当
日は、学生を中心に多くの方々に
お集まりいただき、秋山学長より
感謝状と記念品が贈られました。
前田 珠紀先生は 広島県美術展で
２年連続、奨励賞を受賞さるな
ど、数多くの作品展において入選

され
てお
り、この度、広島キャンパス１階ロビーに、「時を行
く～レクイエム～」という作品名の絵画を寄贈いただ
きました。広島キャンパスに通う学生や教職員、また
大学に来学される方の心が和むすばらしい作品です。
お近くに来られた際は、ぜひお立ち寄りいただきご覧
ください。

10月5日㈮に東広島市消防団へ東広島キャンパスに
所属する学生８名が、「将来消防士になりたい。」「地域
に貢献したい。」という強い思いから、入団しました。

入団式では、消防団長の挨拶の後、秋山学長からの
激励があり、学生消防団を代表し、臨床心理学科３年 
森亜由美さんが「学業との両立は大変だと思いますが、
精一杯地域の防災に貢献したい。」と決意表明を行いま
した。入団した８名は、11月に行われる訓練に参加し、
消防団員として初の活動を行う予定となっており、今後
の活躍を期待します。

広島キャンパスに絵画を寄贈いただき、感謝状を贈呈‼東広島市初 !
学生消防団員 入団!!

10月8日（月・祝）、広島キャンパスで、広島心理臨床大学院合同研究会第６回大会が開催され
ました。この広島心理臨床大学院合同研究会は、2007年に本学大学院の発起のより立ち上がり、
現在では広島県内の臨床心理士資格取得可能の５つの大学院の貴重な研究会となっています。

公開講演では、同志社大学心理学部教授　武藤崇先生に「アクセプタンス＆コミットメント・
セラピー（ACT）から考える『認知行動療法』」とのタイトルでご講演いただき、認知行動療法
の基本的なあり方を学びました。

研究大会終了後の懇親会も恒例となっています。今年は広島ガーデンパレスで行い、各大学
院の教員と大学院生がテーブルを交えて歓談し、交流を深めました。

広島心理臨床大学院合同研究会 第６回大会 開催！

９月19日㈬に日本文化の体験と交流をテーマにした「日本文化体験会」を開催し、外国人留
学生・日本人学生18名、黒瀬町の地域のボランティアの方々17名が参加しました。

例年、大学のキャンパス内で実施しているイベントですが、今回は東広島市社会福祉協議会・
黒瀬町の地域のボランティアの方々のご協力のもと、黒瀬保健福祉センターで、「ほたるかご
作り」と「流しそうめん」を体験しました。

ほたるかご作りでは、ボランティアの方々・外国人留学生・日本人学生が、各々の故郷や子
どもの頃の話をするなど交流を深め、作製に取り組んで
いました。流しそうめんは、外国人留学生のみならず日
本人学生でも初めて体験する学生が多く、楽しいひと時
が過ごせたようです。外国人留学生からは、「地域の方
と交流することで、日本の文化や歴史にますます興味を
持つことができた。」との声がありました。

今後もこのような地域の方々との交流をはじめ、様々
な国際交流イベントを実施する予定です。興味のある学
生・留学生の方は、ぜひご参加ください。

日本文化体験会を開催‼

JOSHO-LINKとは、学園内に設置された学生主体のボランティア団体です。昨年度は、未
使用の文房具を恵まれない国の子どもたちに送る国際ボランティア活動や被災地への募金活動
等を行いました。今年度は、10月27日㈯・28日㈰の大学祭で、被災地応援プロジェクトと
して、昨年に引き続き被災地への募金活動を行うとともに、「食べて応援しよう!」をテーマに
東日本大震災被災地で生産・加工された特産品を販売しました。JOSHO-LINKのメンバーか

らは、「今後も継続的に被災地応援プロジェクトを
行いたい。」「これからも、被災地支援や地域支援に
繋がるボランティア活動を行いたい。」と、気持ち
を新たにしました。

JOSHO-LINKは、今後も被災地応援プロジェク
トを継続して行う予定です。興味のある方は、ぜひ
学生課・呉学務課・広島学務課までお越しください。

JOSHO-LINKが被災地応援プロジェクト実施‼
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広島キャンパス大学祭実行委員会一同
表 紙 紹 介

入試センターから「2013年度一般入
試」等についてお知らせします。

みなさんのご家族、またはお知り合
いの方で本学に興味をお持ちの方がお
られましたら、お気軽に入試センター
までご連絡ください。大学案内等の資
料や入学案内（願書）を無料で送付させ
ていただきます。

【2013年度一般入試・センター試験利用入試日程】

入試種別 募集学部 試験日 出願期間
（郵送のみ。消印有効） 合格発表日

一
般
入
試

前期Ａ日程

全学部

１ 月26日㈯ 
１ 月27日㈰

試験日自由選択制

１月 ７ 日㈪～
 １月21日㈪ ２月 ２ 日㈯

前期Ｂ日程
〈特待生入試実施〉

２月 ５ 日㈫
２月 ６ 日㈬

試験日自由選択制

１月 ７ 日㈪～
 １月29日㈫ ２月16日㈯

後　期 ３月17日㈰ ２月18日㈪～
 ３月11日㈪ ３月22日㈮

セ
ン
タ
ー
試
験
利
用
入
試

センター試験
利用入試
（前期）

医療経営学部
医療福祉学部
心理科学部
保健医療学部

（診 療 放 射 線
学科のみ）
看護学部
薬学部

本学での個別学力
試験は課さない。

１月 ７ 日㈪～
 １月29日㈫ ２月16日㈯

センター試験
利用入試
（後期）

２月18日㈪～
 ３月11日㈪ ３月22日㈮

【お問い合わせ先】
 広島国際大学　入試センター　0120-55-1659

2013年度一般入試等 学生用メールシステムの変更について

日本に住んでいる20歳以上の方（学生・留学生を含む）は全員
国民年金に加入し、保険料の支払わなければいけません。しかし

「学生だから経済的に保険料の支払いが難しい」という方も多い
はず。その場合、学生の方で本人の所得が一定額以下の場合には、
申請により国民年金の保険料納付が猶予される制度があります。
詳しく知りたい方は以下まで、お問い合わせください。

【東広島・呉キャンパス】
　呉市年金事務所
　☎0823-22-1691

【広島キャンパス】
　広島東年金事務所
　☎082-228-3131

「国民年金保険料 学生納付特例制度」を
ご存知ですか？

これまで、Active Mail!を使用したWEBメールサービスを行っ
ていましたが、2012年度後期より、Yahoo! JAPANが運営し
ています、Yahoo! メール Academic Editionを活用したWEB
メールサービスに移行します。

まだ、新メールシステムへの移行を済ませていない方は、移行
期間中にメールの保存・移動を行ってください。

【変更後アドレス】
　現在のメールアドレス
 sXXXXXX@std.hirokoku-u.ac.jp
 sXXXXXX@std-k.hiroku-u.ac.jp
 sXXXXXX@mst.hirokoku-u.ac.jp
 sXXXXXX@mst-k.hirokoku-u.ac.jp
　変更後のメールアドレス
 sXXXXXX@ym.hirokoku-u.ac.jp

【移行期間】　2013 年 3 月 31 日まで
【注意事項】
① パスワードはしっかりと管理してください。従来のメールシス

テムとは違い、パスワードを忘れた際にすぐに変更・お知らせ
することはできません。新パスワードを発行するまでに１～２
週間かかります。秘密の質問を活用するなどして、パスワード
は忘れないようにしてください。

②Yahoo!メールアカウントは大学を卒業後も使用可能です。
③ ３月31日以降は旧メールアドレスを使用できません。メール

の転送もできません。旧メールアドレスを連絡先に設定して
いる場合は、移行期間中に変更してください。また、Active 
Mail!にもアクセスできなくなりますので、受信メールやアド
レス帳の保存やバックアップについては、移行期間中に行って
ください。

④ Active Mail!にて携帯電話等へメールを転送している方は、
Yahooメールでも同様の設定を行ってください。

　 但し、Yahoo!メールでは、メールの転送設定を行った場合、
転送されたメールはYahooメールの受信箱には残りませんの
で、注意して転送設定を行ってください。

　以上の注意事項をよく理解し、新メールシステムを利用してく
ださい。

※ メール移行に関してご不明な点等ありましたら、各キャンパス
情報センター事務室までお問い合わせください。

最近、ロッカー室での盗難や置き引き事件が多発しています。
荷物を保管する際は、必ずカギをかけ、財布やパソコンなどの貴
重品はロッカーに入れないでください。

〜ロッカーはこの３つを守って
　使用しよう！〜
①�貴重品（財布やパソコンなど）
は保管しない！
②必ずカギをかける！
③ロッカー内は清潔に！

また、ロッカー室等で不審者
を見かけた場合は、防災センター
や学生課・呉学務課・広島学務課、
また、近くにいる教職員に通報
してください。

学生のみなさんへ
ロッカー室での盗難や置き引きに注意!!

学生図書委員を募集しています。
図書館では、学生の視点で学習に役立

ちそうな図書の選書、おすすめ本を紹介
する書評のPOPや展示物を作る学生図
書委員を募集しています。

最近の学生図書委員の活動内容は、9
月21日に広島市内の書店に行き、実際
に本を手に取りながら選ぶ「ブックハン
ティング」を行いました。

本が大好きな方、図書館の仕事に興味がある方、お待ちしています。
ご希望の方は、各図書館の係員にお申し出ください。
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