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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、ひとと共に歩み、こころに届く医療を実践する専門職業人を育成し、加えて
あらゆるひとの健康と幸福に資する研究を推進する。もって広く社会に貢献する。

本学における教育は、命の尊厳と豊かな人間性を基本理念とする。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修得を進めるとともに、健康、医療、福祉の分野におい
て活躍しうる職業人を育成する。

◆建学の精神

◆大学の目的

◆教育の理念



広島から福島へ ～学生による被災地支援～

広国大生の皆さんのプロジェクトが学内外のいろいろな場所で活動しています！広島国際大学チャレンジプロジェクト
（HCP）は学生の皆さんの「夢プロジェクト」を支援しています。

下記のプロジェクトは2013年度に採択されたHCPの一部です！全採択プロジェクトは、本学のホームページでご確認ください！
なお、興味のある方は、学生課、呉学生課、医療経営学部事務室まで‼

広島国際大学チャレンジプロジェクト（HCP）
君たちも続け！

にチャレンジしよう!!

　

チャレンジプロジェクト名 内　　　容 実施キャンパス

『広島から福島へ～学生による被災地支援～』プロジェクト 東日本被災地で生の声を聞き、被災地で学生ができる本当に必要な支援を行い、復興に貢献する。

呉キャンパス
『新エコミドリデザイン キャンパス建築緑化の未来像』プロジェクト 建築緑化活動を通じて省エネや環境改善への提案および地域との教育交流を図る。

『ひろしま未来の育MENプロジェクト』 「ひろしま未来の育MENプロジェクト」発展のために育メン体験型イベントや講演会を実施する。

『LCF（Let‘s have fun with Children & Families』プロジェクト 地域の子育て支援に関わることで親同士の情報共有や父親の子育て参加、子育て支援センター活性化を
目指す。

「広国PARK」製作・放送プロジェクト ラジオ番組「広国PARK」の製作・放送を通じて東広島市および大学生の活動の活発化を図る。

東広島キャンパス

「ママンにダンケ！母の日フラワーアレンジメント教室」
プロジェクト

母の日に向け、フラワーアレンジメント教室を開催し、自己表現を行うとともに学生・教職員のコミュニ
ケーションを図る。

～ダンスで魂を揺さぶる～
「響け、シニアの魂！つなげ若者との絆！」プロジェクト 交通安全講習会や地域の祭りなどで地域の高齢者と学生が共に踊る場を設ける事で地域との絆を創る。

「陶芸教室」プロジェクト 陶芸教室を通して、日本古来の陶芸を体験し、学生相互のコミュニケーションを図る。

「夕涼み会in広島キャンパス」プロジェクト お祭りイベントを実施することで地域の方と交流することで大学に親しみを持っていただき、大学祭や
各種イベントの集客につなげる。 広島キャンパス

ボランティアの皆さんと記念撮影

清水　悠矢さん 髙藤　拓也さん

朝市での１コマ

「広島から福島へ～学生による被災地支援～」プロジェクトは、2013
年４月からスタートした広島国際大学チャレンジプロジェクトに申請し採
択されました。広島から被災地への支援を目的に東日本大震災の被災地
の生の声を聞き、今学生ができる支援を行う！というプロジェクトです。

この活動のきっかけは、東日本大震災から２年以上が経過した今日で
も、多くの方々が仮設住宅での生活を余儀なくされている実態や津波被
害により、がれきや流木などが散乱したままとなっている状況を知り、
改めて継続的な支援の必要性と震災を風化させてはいけないとの思いか
らです。

まず、清水さんと髙藤さんは、朝市開催のためのテント準備や特産物
のゴールデンオレンジなどの販売を手伝いました。清水さんと髙藤さん
は朝市での活動を通じて、現地の方と交流しながら、被災した時の体験
談や今の生活で困っていること等を聞かせていただいたそうです。

清水さんは「朝市に参加するまで、被災者の方たちは気持ちも沈んで
いるんだろうな、と思っていましたが、朝市で出会うお客さんたちは皆、
笑顔でボジティブな方たちばかりだったので、驚きました。」と語って
いました。

また、髙藤さんは「朝市の手伝いをしている時に『これは、放射能を
浴びていないから安全だよ。』という声が周囲からたくさん聞こえてき
ました。そして、現地ボランティアの方に『それを言わないとなかなか
売れないんだ…』という説明をされた時、風評被害がいまだ続いている
現実があり、とても悲しかった。」と語っていました。

今後は、被災地での活動を継続すると共に、大学祭で福島の特産品・
名産品の販売を行う予定です。今後の活動にも是非、ご注目ください！

現在、清水さんと髙藤さんは、『被災地支援 学生実行委員会』を立ち
上げ、熱い思いを持って一緒にボランティアを行うメンバーを募集して
います。少しでも興味のある学生は、学生課、呉学生課、医療経営学部
事務室まで是非お問い合わせください。

この活動は４月26日（金）～29日（月・祝）に清水悠矢さん（住環境デザイン学科２年次）と髙藤拓也さん（医療福祉学科２
年次）が福島県相馬市を訪れ、現地で活動するNPO法人相馬「はらがま朝市クラブ」が行う朝市の活動に参加し、現地の方々
と交流を図ることから始まりました。
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私たちと一緒に学内ボランティアしませんか？

Q．あなたが参加している学内ボランティア
はどんな活動をしていますか？

A．私たち学生が、同じ仲間である学生のた
めに、自分の経験を基に様々なアドバイ
スを行います。4・５月に履修や課外活
動、授業のこと等について後輩たちにア
ドバイスを行いました。次回は、10月
に活動する予定です。

Q． やりがいを感じた瞬間や、
エピソードはありますか？

A．後輩たちからは、授業に関する質問がと
ても多くてビックリしました。文字だけ
では分らない「授業内容」や「先生の雰囲
気」といった、体験しないと分らない内
容についての質問が多く、『私も１年生
の時、芸術部の先輩たちに聞いていたな。
きっと、みんな１年生の時に不安になる
ことって同じなんだな。』と思いました。

Q．ボランティア活動PR
A．大学生活で得ることのできた「経験」を

伝えることで、大学生活を振り返る
「きっかけ」ができます。自分の経験を
振り返ることで、「懐かしさ」と「自分の
成長」を感じることができます。私たち
と一緒に、楽しく自分の経験を後輩たち
に話してみませんか？現在、一緒に活動
してくれる仲間を募集中です！いつ参
加するの？今でしょ‼

Q．あなたが参加している学内ボランティア
はどんな活動をしていますか？

A．留学生と日本人学生が交流を深めたり、
留学生が日本文化に触れるイベントを
企画・運営しています。４月は新入生
歓迎イベント、５月は宮島清掃活動を行
い、６月は東広島市黒瀬図書館で地域の
こどもたちに留学生の出身国について
紹介する「おはなしワールド」に協力し
ました。

Q． やりがいを感じた瞬間や、
エピソードはありますか？

A．一番やりがいを感じたのは、学生国際交
流委員になってから、新しい友達がたく
さんできたことです。実際に日本人学
生と話してみると、僕の話す言葉を理解
しようとしてくれていることに気付き
ました。学生国際交流委員のみんなと
出会う前までは、自分の言葉に自信が持
てず、自分から話しかけることが怖かっ
たのですが、みんなと意見交換をする中
で、日本語で自分の言いたいことを伝え
られるようになり、自分に自信が持てる
ようになりました。

Q．ボランティア活動PR
A．夏期休業期間中に日本文化体験イベント

を計画しています。僕たち留学生とイ
ベントなどを企画し、一緒に楽しいこと
を見つけてみませんか？

Q．あなたが参加している学内ボランティア
はどんな活動をしていますか？

A．大学が主催して行う学内外のイベントや
学生の活動を取材し、大学ホームページ
上のブログ「とれたてヒロコク便」に記
事を掲載しています。月に２回ミーティ
ングを行い、自分の興味のある取材先へ
取材に行きます。

Q． やりがいを感じた瞬間や、
エピソードはありますか？

A．昨年開催された「バリアフリー映画祭」
へ取材に行った時、初めて一人で取材す
ることへの不安や焦りを感じていまし
た。その時、事務職員の方が優しく声を
かけてくださり、ボランティアスタッフ
として参加していた学生の皆さんが取
材に積極的に協力してくれたので、一人
で取材していたはずなのに、自分もス
タッフの一員だったような気持ちにな
り、『取材って楽しい！』『やっぱり人
と話すって楽しい！』と感じました。

Q．ボランティア活動PR
A．みんなの活動を形にすることができる活

動…それが学生広報スタッフ！『コミュ
ニケーション能力をもっとアップした
い』『色々な人と話すチャンスがほしい』
『もっと母校のことを知りたい』と思っ
ているキミ！今からでも遅くない！僕
たちと一緒に活動しよう！

木
キ

村
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　文
アヤ

香
カ

さん
（臨床心理学科　４年次）
学生ピアサポーター

鄭
テイ

　拓
タク

さん
（コミュニケーション心理学科 ２年次）
学生国際交流委員

下
シモ

原
ハラ

　圭
ケイ

太
タ

さん
（医療福祉学科　２年次）
学生広報スタッフ

学内外で様々なプロジェクトが

行われています。君たちもやりたい事を

思いきりチャレンジしてみませんか!?

興味ある方は学生課、呉学生課、

医療経営学部事務室へGO!

　ママンにダンケ！

　　フワラーアレンジメント教室

『新エコミドリデザイン キャンパス

建築緑化の未来像』プロジェクト

夕涼み会広島キャンパス

呉キャンパス 東広島キャンパス
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レクリエーションなどを通じ学生、教員の親睦を深める
毎年、本学では新入生に一日でも早く学生生活に馴染んでもらうた

めに各キャンパスで学科の特性を生かした新入生オリエンテーション
を開催しています。今年度は、右表のオリエンテーションを開催しま
した。その中でも2013年４月に新設したリハビリテーション支援学
科のオリエンテーションをピックアップします。

リハビリテーション支援学科、新入生、
「バリアフリー2013」を見学に大阪へ遠征

リハビリテーション支援学科の義肢装具学専攻、リハビリテーショ
ン工学専攻は、４月19日（金）から20日（土）の１泊２日で、インテッ
クス大阪の「バリアフリー2013」を見学してきました。この展示会
は、医療・健康／福祉・介護・リハビリ用機器・用具などを製作する、
国内外の企業や研究機関をはじめ、高齢者・障がい者支援に関係する
行政機関や団体が出展する西日本最大規模の展示会です。学生たちは
会場に着くと早速、全部で４つの展示館で行われている展示や体験イ
ベントをグループに分かれて見学しました。初めて、障がいのある人
たちのために作られたものを目にし、ブースで説明を聞いたり、介護
食を試食したり、福祉用具を試したりと自分で実際に触れて体験しま

した。この経験を
通じて、将来の目
標や夢を抱く機会
となったと共に４
年後の進路に対す
る意識付けになっ
たと思います。

新入生オリエンテーションを開催！
東広島キャンパス

学　部 学　科 日　程 内　　　容

保健
医療

診療放射線
4/20㈯

グループ対抗ウォークラリー
医療技術 グループ毎に壁新聞の作成および発表

総
合
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン

理学療法
4/10㈬

グループ対抗クイズ、学生生活・学科紹介

言語聴覚療法 レクリエーション、学生生活・実習の説明

作業療法 4/13㈯ グループ対抗クイズ、学生生活・学科紹介

リハビリ
テーション支援

4/19㈮

～

4/20㈯
バリアフリー 2013の見学、
クイズ大会

医療
福祉 医療福祉

4/8㈪

グループ対抗校内オリエンテーリング
（クイズやスポーツ）

心理科
臨床心理 オリエンテーリング（スポーツ）
コミュニケーション心理 オリエンテーリング（ゲームやクイズ）

呉キャンパス
学　部 学　科 日　程 内　　　容

看　護 看　護
4/13㈯

大和ミュージアムの見学
薬 薬 レクリエーション

広島キャンパス
学　部 学　科 日　程 内　　　容

医療
経営 医療経営 4/10㈬ 昼食会、ウォークラリー

７月11日（木）、東広島キャンパスで「防犯対策講習会」を実施しました！
広島県内では、ここ最近女性等に対する犯罪が増加傾向にあることから、本学において

も学生が不審者からのつきまといや犯罪被害に巻き込まれないようにするために、今回は
東広島警察署から講師をお招きし、防犯に対する基礎知識と基礎的な防犯実技の習得を目
指し、41名の学生が参加しました。講習会では犯罪に巻き込まれないための注意点を学
んだ後、実際に不審者から身体を掴まれた時にどのように脱出するのか実際に実技の練習
を行いました。参加した学生からは「できるだけ犯罪に巻き込まれないよう注意を払いた
いが、イザという時には習った技術を活かして難を逃れます！」という声が聞かれました。

防犯対策講習会を開催！

リハビリテーション支援学科新入生は、「バリアフリー2013」を見学

体育会・文化会本部では、課外活動団体の新入部員（１年次）を対
象に、６月29日（土）～30日（日）、高原の家七塚（広島県庄原市）で、
フレッシュマンキャンプを実施しました！このキャンプでは新入部員

（51名）が、今後の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、学部・学科を越えて親睦および交流を目的としたものです。

今回のキャンプでは、初日に医療技術学科 菅輝准教授から、課外
活動団体の一員としての心構えについて講演があり、『高校と大学の
課外活動（部活）の違い』や、『行動には責任が伴うこと』等を学び、
参加者は皆一生懸命聴き入っていました。その後、西村清巳氏（高原
の家七塚理事長）に竹細工を学び、箸や竹とんぼを作製しました。

参加した学生たちは、大自然の中で様々な活動を通して相互理解
を深め、新たな友人を得るなど、実りの多いキャンプとなりました。
彼らは今後、各課外活動団体の中心として活躍が期待されます。

ぜひ今後の活躍を応援してください。

「2013年度 フレッシュマンキャンプ」開催！

手首を掴まれた時の対処方法を練習しています

4



社会的に健康への関心が高まる中、本フェアは心に届く医療を実践できる専門職業
人を目指す学生たちが、市民の方々とのふれあいを通して、その素養を高める場にな
ることを願って開催してきたもので、今年で４年目を迎えます。

今年度は「健やかシニアライフ」をテーマとして、地域の方が特に関心のある「健康・
予防」に関する情報や様々な体験イベントを展開しました。

さらに今回は、広島県の特定健康診査（「特定健診」や「メタボ健診」と呼ばれてい
ます。）の受診率が低迷していることを受け、全国健康保健協会　広島支部の協力の
もと、健診ブースや相談ブースを実施するとともに、医療専門資格系の団体等23団
体から幅広く後援をいただくなど、イベント内容の充実を図りました。

開催場所は昨年に引き続き、５月18日（土）、19日（日）の２日間、広島市内中心
部に位置する地下街「シャレオ中央広場」で行いました。

６月12日（水）に呉キャンパス、６月25日（火）に
東広島キャンパス、７月９日（火）に広島キャンパス
にて「学長Cafe」を開催しました。

今回の学長Cafeでは、学長と４月に入学した新入
生がランチ（昼食）やディナー（夕食）をとりながら懇
談が行われ、学生からは大学への要望や学長への質問、
クラブ活動などへの意見が挙げられました。

参加した学生からは「はじめは緊張していましたが、
学長から色々な話を聴けてとても楽しかったです。」「学
長を近くで見ることができて感動しました。」という声
が聞かれました。「学長Cafe」は、今後も各キャンパス
で実施しますので、興味のある方は学生課・呉学生課・
医療経営学部事務室までお越しください。

「広島国際大学 2013春の健康フェア」
を開催しました！

各キャンパスで
学長Cafeを開催しました！

健康は足から ～あなたの足型を診断します～

＜ブースイベントの１コマ＞

5月18日（土）、19
日（日）にエリザベト音
楽大学の大学祭が開催さ
れ、医療経営学科の学生
が模擬店を出店しまし
た。エリザベト音楽大学
大学祭への参加は、今年
で３回目になります。１
年次生は昨年度に引き続
きコロッケを販売しました。２年次生は、来場した子どもたちを中心に、

“変身！医療スタッフ撮影会”を行いました。
大学の垣根を超えて学生同士がつながり、『より楽しい大学生活を送

る』そんなきっかけとなるイベントでした。

エリザベト音楽大学大学祭に参加！

料理教室を開催しました！
東広島キャンパスの保健室では、常

翔ウェルフェアの協力のもと、主に一
人暮らしの学生を対象に、健康の基本
である食事の大切さを学ぶことができ
るように、料理教室を定期的に開催し
ています。

今 回 は、 ５ 月21日（火）18：10
から、東広島キャンパス調理実習室で

手軽に作れる栄養バランスのよい献立を考え、実際に調理・実食しました。
当日のメニューは、「野菜たっぷり豪快チラシ寿司」「レンコン・ゴボウ等の

根菜を多く使った豆乳スープ」「簡単にできるバナナ大福」を作り、たくさん
の学生さんに参加していただきました。

参加者からは、「少し工夫するだけで栄養バランスのいい料理が作れること、
とても簡単だったので家でも実際に作ってみたい」、「皆と楽しく料理ができ
てよかった」という声が聞かれました。

今後も、料理教室を企画いたしますので、是非ご参加ください。

６月８日（土）、比治山大学との大学連携の一環として、比治
山大学のスポーツ大会に医療経営学部の１、２年次生が参加しま
した。今回の種目はドッジボール。参加した本学１年次生のグルー
プが見事、準優勝に輝きました。スポーツ大会終了後は、比治山
大学の学生との交流会にも参加し、親睦を深めました。参加した
学生たちは、「清掃活
動などの地域貢献やさ
まざま地域交流を連携
して行うことで、広島
の町を盛り上げていき
たい。」と今後の活動
に胸を弾ませていま
した。

比治山大学のスポーツ大会に参加！

本学では、クリーンで健康的なキャンパスライフを実現
するため５月を「禁煙推進・マナー向上強化月間」として
います。強化月間では教職員および学生が協働し、パトロー
ル隊として学内を巡回しながら、喫煙マナーやゴミのポイ
捨て等に対して注意喚起を行います。

東広島キャンパスでは５月16日（木）、呉キャンパス
では５月17日（金）にキックオフセレモニーを開催し、学
生たちが、「自分たちの過ごすキャンパスが、もっと綺麗
に気持ちよく過ごせるように、みんなで協力していきま
しょう！」と宣言し、元気よくパトロール隊が巡回に出発
し、禁煙の推進とマナー向上の呼びかけを行いました。ま

た、広島キャンパスでも、
定期的に医療経営学科の学
生と教職員が広島キャンパ
ス内や地域の清掃活動を行
うなど、３キャンパスそれ
ぞれで啓蒙活動を行ってい
ます。皆さんも、自分のマ
ナーについて考え、みんな
でクリーンかつ快適なキャ
ンパスライフにしましょう！

「禁煙推進・マナー向上
イベント」を実施！

参加いただいた方からのアンケート
によると、約95％の方から役に立っ
たとの回答をいただき、非常に満足度
の高いイベントとなりました。

また昨年に引き続き、７月７日（日）
に福岡市でも「健康フェア」を開催し
ました。

今後は、秋にも「シャレオ中央広場」
や東広島キャンパス大学祭でも開催予
定です。ご期待ください。
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　本学は医療系総合大学として、健康、医療、福祉の分野において活躍し、広く社会に貢献しうる専門職業人を育成することを教育の理念
としています。この理念のもと、「総合教育センター」は、「学力推進」、「共通教育検討」、「教学企画運営」、および「ファカルティ・スタッ
フ・ディベロップメント」の４つの観点から教育活動の向上を推進し、学修支援や教育方法の改善などを通じて、学生の教育を全面的に
支援します。

上記の時間割や講座についてのお問い合わせは、以下の窓口へお越しください。
　●東広島キャンパス：総合教育センター（１号館２階）　　　●呉 キ ャ ン パ ス：呉教務課（１号館１階）
　●広 島 キ ャ ン パ ス：医療経営学部事務室（１階）

企業等への就職を目指す３年次生を対象とした「就勝合宿」を開催します。これは2010年度よりスタートし、今年で４回目の開催
となります。「就勝合宿」とは、早期に就職に対する意識付けをするために、就職活動に必要とされる知識やスキルなどを短期間で習得
する１泊２日の合宿です。

就活合宿ではなく「就職」に「勝つ」と書いて就勝合宿。2012年度卒業生で合宿に参加した参加学生の就職率はズバリ100％。合宿
に参加した成果が確実に実を結んでいます。

企業就職について不安をもっている人、どんな仕事に自分が向いているか分からない人、やりたいことがまだ見つかっていない人の
参加も大歓迎です。１泊２日で、SPI対策や面接対策、グループワーク、その他、様々な企画に取り組んでいく実践的な就勝合宿に参
加して自分の未来に「勝利」しましょう！

●就勝合宿
　・合 宿 日：９月24日（火）～25日（水）　１泊２日
　・合宿場所：国民宿舎野呂高原ロッジ（呉市川尻町板休5502番37）
　・参 加 費：2,750円
　・申 込 先：キャリアセンター
　・対　　象：企業就職を希望する３年次生
　・定　　員：30名（先着順）
　・締 切 り：８月30日（金）

2013年４月、「総合教育センター」が誕生しました‼

2013年度 就勝合宿開催決定!

呉キャンパス（１号館７階：総合教育センター １・２）
月 火 水 木 金

１時限  9：00～ 10：30 野口（数学） 野口（数学） 野口（数学）

２時限 10：40～ 12：10 野口（数学） 出木原
（情報処理） 杉本（レポート作成指導等） 上月（情報処理）

昼休憩 12：10～ 13：00

３時限 13：00～ 14：30 野口（数学） 野口（数学） 野口（数学）

４時限 14：40～ 16：10 野口（数学） 濱岡（英語） ホーソン（英語） 野口（数学） 園田（情報処理） 野口（数学）

５時限 16：20～ 17：50 野口（数学） 島田
（情報処理） 角山（英語） 田中（英語） 筒井（英語） 野口（数学）

 18：00～ 19：30 EnglishClub（倉本・ホーソン）
20:00まで開室

倉本（英語）
19：00まで開室

EnglishClub（倉本・ホーソン）
20:00まで開室

広島キャンパス（14階：多目的室３）� ※事前予約制
月 火 水 木 金

１時限  9：00～ 10：30

２時限 10：40～ 12：10

昼休憩 12：10～ 13：00 山岡（英語）

３時限 13：00～ 14：30 ※杉本（レポート作成指導等）

４時限 14：40～ 16：10 山岡（英語・TOEIC）

５時限 16：20～ 17：50 ※出木原（情報） ※野口（数学） 山岡（英語・Basic English）

 18：00～ 19：30

東広島キャンパス（１号館２階：総合教育センター）� ※事前予約制
月 火 水 木 金

１時限  9：00～ 10：30 10：00～
※野口（数学） 山岡（BasicEnglish）

２時限 10：40～ 12：10
杉本

（レポート
作成指導等）

山岡（英語）※野口（数学） 山岡
（BasicEnglish） 山岡（TOEIC） 山岡（英語）

昼休憩 12：10～ 13：00 山岡（英語） 山岡（英語）

３時限 13：00～ 14：30 山岡（Basic English） 山岡（Basic English） 山岡（Intermediate English） 山岡（TOEIC）

４時限 14：40～ 16：10 山岡（Intermediate English） 山岡（英語） 山岡（英語）

５時限 16：20～ 17：50

 18：00～ 19：30 吉野（数学・物理） 向田（数学・物理）

「学力推進部門」では、右記の時間割で
講座の開講、みなさんの質問を受け付
けています。
　個々の得意なところをもっと伸ばし
たい。苦手なところを克服したい。
そんな学生を応援し、サポートします。

　後期の時間割については、後日HP
（http://www.hirokoku-u.ac.jp/
profile/facility/education/time.
html）でお知らせします。

　東広島キャンパス 総合教育セン
ター オープンスペースでは、個別指導
や講座以外にも、学生同士のペアワー
ク、グループワーク、ディスカッショ
ン、プレゼンテーションの練習などに
も利用いただけます。

利用時間
　月曜日～金曜日　9:00 ～ 20:00
　土曜日　　　　　9:00 ～ 16:30
※ 飲食は禁止です。貸切等で利用でき

ない場合もあります。オープンス
ペース利用については、東広島キャ
ンパス総合教育センター（0823-70-
4901）へ、お問い合わせください。
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　４月以降、交通事故が多発しています。「ぎりぎり間に合うだ
ろう」「自分の運転で事故が起こるわけがない」等の過信や左右
の確認不足が、事故を招く原因です。ゆずりあいの精神を持ち、
余裕ある行動をこころがけ、交通マナーを各自、今一度考え、事
故防止に努めましょう！また、これから夏期休暇が近づき、飲酒
をする機会が増えると思います。未成年の方の飲酒は法律で禁止
されていますので、飲酒しないでください。成年された方は、飲
酒運転を絶対にしないでください。飲酒運転は、運転者の命を脅
かすだけでなく、周囲を移動している人たちの命にも危険が迫る
のです。「ちょっとの距離だから大丈夫」「少ししかお酒を飲んで
ないからいいだろう」といった考えはダメです。『飲んだら乗ら
ない！』を守り、安全で楽しい夏期休暇を過ごしてください。

交通事故に注意！飲酒運転は絶対ダメ！

再試験
　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、

証明書自動発行機（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してください（時計代わりに
使用することも厳禁です）。

◆追試験  
　病気その他やむを得ない理由により試験を受験できなかった方

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）
③追試験料　１科目につき1,100円
④出願できる理由および添付書類
⑤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………呉教務課（１号館１階）
　広島キャンパス……医療経営学部事務室（１階）

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

オープンキャンパス
　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、ぜひご案内ください！
【呉キャンパス】
　対象学部：医療栄養学部※・看護学部・薬学部
 （※2014年４月開設 設置認可申請中）
　　第３回８/17（土）、第４回８/18（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３回８/18（日）、第４回８/25（日）
　　各回13：00～16：00
【東広島キャンパス】
　対象学部：  総合リハビリテーション学部・医療福祉学部・ 

心理科学部・保健医療学部
　　第３回８/24（土）、第４回８/25（日）
　　各回10：00～15：00

［オープンキャンパス情報]
　入試説明会やクラブイベント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、大学紹介、入試説明会、クラブイベント、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、北九州などの各地域から無料送
迎バスを運行します。

【大学案内・願書】
　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。
お問い合わせ先
　入試センター［フリーダイヤル］0120-55-1659

再試験とは、必修および選択必修科目に
おいて日常の学修状況が良好であるにもか
かわらず、成績が合格点に達しなかった方
に対して行う試験です。受験の可否は、各
授業担当者が行います。

なお、毎学期末に再試験対象者の掲示お
よび再試験願の受け付けを行いますので、
注意して掲示板を見ておいてください。
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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

緊急告知

2013年９月27日（金）から広国大の
全キャンパス敷地内が全面禁煙になります！

 

本学は、「いのちのそばに。ひととともに。」を合言葉に医療系の総合大学とし
て歩んでいるところです。学生の皆様が人々に寄り添い「こころに届く医療」を
実践できる専門職業人に成長するためにも、大学敷地内全面禁煙が必要と考えて
おります。つきましては、広島国際大学における全キャンパス（広島キャンパス
は既に敷地内全面禁煙実施中）において、2013年９月27日（金）から大学敷地
内全面禁煙を実施いたしますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたし
ます。

なお、これを機に禁煙に取り組もうと思われている方やこれまで禁煙にトライ
したが失敗に終わって自信をなくしている方については、学生部および保健室が
個別に相談に応じますので、お気軽にご相談ください。

熱中症を予防しよう
熱中症とは熱い環境で生じる障害の総称です

軽失神
　 涼しい場所に運び、衣服をゆるめて寝かせ、水分を補給すれば

通常は回復します。
　 おう吐などで水分補給ができない場合には病院で点滴を受け
る必要があります。

熱けいれん
　 食塩水（0.1 ～ 0.2％）やスポーツドリンクを補給すれば通常

は回復します。

熱射病
　 意識がなく、汗をかいていない場合は、死の危険のある緊急 

事態です。
　 救急車を呼び、すぐに体温を下げます。
　 熱射病が疑われる場合には、

全身に水をかけたり、濡れ 
タオルを当ててあおぐ、首・
脇の下・太ももの付け根など
の大きい血管を氷で冷やし救
急車を待ちます。

熱中症の応急処置

　体調が悪いと体温調節能力も低下し、熱中症につながります。
体力の低い人、肥満の人、暑さになれていない、熱中症をおこし
たことがある人などは注意が必要です。肥満の人は特に注意が
必要です。

体調不良は事故のもと

　暑い時には軽装にし、素材も吸湿性や通気性のよいものにし
ましょう。屋外で、直射日光がある場合には帽子を着用しましょ
う。スポーツでは、休憩中に衣服をゆるめ、できるだけ熱を逃し
ましょう。

薄着ルックでさわやかに

　運動前後に体重を計ると運動中に汗などで失われた水分量が
求められます。体重の３％の水分が失われると運動能力や体温
調節能力が低下するので、体重減少が２％をこえないように水
分を補給しましょう。

体重で知ろう健康と汗の量

　熱中症の事故は急に暑くなった時に多く発生しています。急
に暑くなった時には運動を軽減し、暑さになれるまでの数日間
は、軽い短時間の運動から徐々に増やしていくようにしましょう。

急な暑さは要注意

　熱中症の発生には気温、湿度、風速、直射日光が関係します。
同じ気温でも湿度が高いと危険性が高くなるので、注意が必要
です。環境条件に応じた運動、休憩、水分補給の計画が必要です。

暑いとき、無理な運動は事故のもと

　暑いときにはこまめに水分を補給しましょう。
　汗からは水と同時に塩分も失われます。水分の補給には0.1
～0.2％程度の食塩水、またはスポーツドリンクを飲みましょう！

こまめな水分補給をしましょう

救急車を呼ぶ Point !!
◆おう吐、けいれんが
　おさまらない
◆意識がなく汗をかいて
　いない状態

医療技術学科＆保健室より
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