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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



ブックハンティングを開催しています！
図書館では、学生のみなさんが図書館運営に参加できるイベントとして、学生図書委員

と図書館職員が書店へ直接出向き、図書館に揃える書籍を選ぶ「ブックハンティング」を
開催しています。

今年度は、９月18日（水）広島市内の「MARUZEN広島店」において、学生図書委員14名、
教員３名（今年度より教員も参加）、図書館スタッフ４名が参加し、ブックハンティング
を行いました。例年参加している学生のみなさんも多く、今年度のブックハンティングに
おいても多くの図書を選書（245冊、472,190円分）することができました。

選書・購入した図書は、各キャンパスの図書館に特設コーナーを設け、展示しておりま
すので、ぜひ手にとってお読みください。

先生に聞く！大学時代に
 　　読んでもらいたい本ぜひ

読書の秋

住環境デザイン学科 西来路　文朗 先生

医療経営学科 笹川　紀夫 先生

　「読書の秋」にちなんで、東広島・呉・広島の各キャンパスで活躍されている先生から、学生の皆さんに
大学時代にぜひ一読してもらいたい本を紹介してもらいました。秋の夜長のお供にいかが??

広島キャンパス

呉キャンパス

① 負けてたまるか！若者のための仕事論
著：丹羽宇一郎　朝日新書

若者に向けたエール。テーマは仕事を通して味わえる喜び。働くと
はどういうことか、リーダーはどうあるべきかが伝わってきます。

② 数論への招待
著：加藤和也　丸善出版

数論は、数の不思議を探る学問であり、本書は大学生が楽しく読め
る啓蒙書です。説明に心がこもっていて、数学の考え方がよくわか
ります。

③ 井上ひさしの子どもにつたえる日本国憲法
著：井上ひさし　講談社

憲法のこころをわかりやすく解説した詩の絵本です。愛情を込めて
子どもたちに贈る「ことば」が、美しく輝いています。それは、今
を生きる私達に託された「ことば」でもあります。

① 零
ぜろ

式
しき

戦
せん

闘
とう

機
き

著：柳田邦男　文春文庫
今年夏に公開された宮崎駿監督の「風立ちぬ」。その主人公となった堀越
二郎が設計した零式戦闘機が、どの様な経緯や歴史から生まれ、開発する
ために血のにじむような努力をした技術者の苦悩が丹念に書かれていま
す。零式戦闘機に関する著書は他に数多くあり、これらの本を読むことに
より「風立ちぬ」の見方がより深いものになります。

② 国家の品格
著：藤原正彦　新潮新書

外国人は祖国に対して誇りを持っているのに対し、日本人はなぜか自国文
化に誇りを持てません。本書は日本の文化が世界に誇れるということを非
常に読みやすく、面白いエピソード満載で解説しており、国際人の育成に
はまず自国の文化に誇りを持つ事が大事であることが認識させられます。

③ 病院早わかり読本
著：飯田修平　医学書院

「病院とはどんなところなのか」、「医療とは何か」ということを分かりや
すく解説した本です。病院の組織・運営や医療の仕組みについて具体的か
つ簡便に説明されており、分かりやすく、重点が詳しくまとめられていま
す。本学で行っているIPE（専門職連携）教育を理解する上で、持っておき
たい１冊です。

学生部長 加賀谷　有行 先生
東広島キャンパス

① 美
み

丘
おか

著：石田衣良　角川文庫
日本テレビ系ドラマ「美丘―君がいた日々―」（2010年）で吉高由
里子さんが主人公の美丘を好演しました。クロイツフェルト－ヤコ
ブ病という珍しい病気の経過を知ることも、将来の仕事に役立つか
も。加えて、交通事故後の硬膜移植でクロイツフェルト－ヤコブ病
を発病したとのことです。医療過誤とか、高次脳機能障害の可能性
はどうかとか、医療的な興味もわいてきます。それにしても、元気
なときの美丘の自由奔放な言動は何に由来するのでしょう？

② KYOKO
著：村上龍　集英社

エイズに侵された米兵ホセと知り合ったキョウコが、大人になって
ホセに会いにニューヨークに行きます。しかし、ホセはエイズが進
行して…。当時はアメリカでもエイズに対する偏見が強く、ホセは
多くの生き辛さを抱えていました。ホセは最後に、エイズ脳症も発
症していたようです。二人の長距離ドライブが切ない。同名の映画
では高岡早紀さんが、主人公のキョウコ役でダンスを披露してくれ
ました。

③ 「気持ちのよい人」94のルール
著：斎藤茂太　三笠書房

作者は精神科医、父は歌人で精神科医の斎藤茂吉。気軽に読める短
編集みたいな読み物ですが、内容はなかなか深みのあるものです。
学生時代にも社会人になっても、人間関係で悩むことは多々ありま
すが、この本を読めば少しだけ楽になれるかも。

医療福祉学科 眞砂　照美 先生
東広島キャンパス

① 「かくれんぼ」ができない子どもたち
著：杉本厚夫　ミネルヴァ書房

「かくれんぼ」は一人になるから怖い、子どもたちのおかれている複雑に入
り組んだ現代社会を読み解き、子どもにとっての遊びの意味に迫る本です。

② 伝説コンシェルジュが明かすプレミアムな
　 おもてなし

著：前田佳子　ダイアモンド社
流行語大賞候補にもなった「おもてなし」ですが、ホテルのチーフ・コンシェ
ルジュによるこの本で、「仕事で本当に大切なこと」を見つけてみませんか？

③ ザ・ファシリテーター
著：森時彦　ダイヤモンド社

皆さんもいつかは、リーダーとなる機会があると思います。単なるビジネ
ス書ではなく、ストーリーに引き込まれていくうちに、ファシリテーショ
ン（中立的な立場から支援を行うこと）の力の凄さを実感できる本です。

④ 東大生が選んだ勉強法
編著：東大家庭教師友の会　　PHP文庫

勉強しなければいけないけど、どうやったらいいのか分からない！そんな
人に、記憶術、ノート術、本の読み方、続ける技術など東大生が「私だけ
の やり方」を教えてくれます。
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第１回学長表彰
賞 受賞者・受賞団体 表彰理由

団体表彰 剣道部 第７回広島県学生剣道大会男子団体戦　準優勝

個人表彰

若村　　遥さん〈弓道部〉【看護学科 ３年次】 第61回全日本学生弓道選手権大会女子個人戦　出場

森　　祐介さん〈弓道部〉【診療放射線学科 １年次】

第61回全日本学生弓道選手権大会男子個人戦　出場
岩本　耕輔さん〈弓道部〉

【臨床工学科臨床工学専攻 ２年次】

廣永　泰史さん〈弓道部〉
【臨床工学科臨床工学専攻 ３年次】

岡崎　光恭さん
【総合リハビリテーション学科 作業療法学専攻 ２年次】

第44回中国四国学生選手権水泳競技大会男子100ｍバタフライ　優勝

第89回日本学生選手権水泳競技大会男子50ｍ自由形および100ｍバタフライ　出場

専門職連携教育ステップ１コンテスト表彰式
賞 学科 表彰作品

学長最優秀賞 医療経営学科 「IPEカルタ（専門職連携教育）」

学長優秀賞
診療放射線学科 「としきのそばに、チーム医療とともに。」

医療経営学科 「医療専門職連携（チーム医療）」

理事特別賞 医療技術学科
「災害における医療連携～人と人が繋ぐ命のドラマ！～」

「人体構造学と生命倫理」

教務部長賞 リハビリテーション学科 「チーム医療を学ぶ～ ACL断裂～」

総 合 教 育 
センター長賞 薬学科 「出産における医療連携」

　専門職連携教育ステップ１コンテスト受賞作品は、総合教育センター（東広島キャンパス１号館２階）、呉キャンパス（１号館７階）や幟町
カフェ（広島キャンパス14階）に12月24日（火）まで展示していますので、ぜひご覧ください。

2013年度「第１回学長表彰式」および
「専門職連携教育ステップ１コンテスト表彰式」を開催‼

交流の

秋 ９月29日（日）に東広島キャンパスで「常翔学園３大学課外活動団体文化交流会」を開催しました。この交流会には、
常翔学園３大学（広島国際大学、大阪工業大学、摂南大学）の音楽系課外活動団体および各大学の文化会本部役員ら
16団体134名が集まり、それぞれの団体が取組んでいる特色ある演奏を披露しました。姉妹大学とはいえ、普段は
なかなか交流を図る機会はありませんが、前日に行われた合同懇親会では、各大学の学生が意見交換し、お互いの活

10月17日（木）、2013年度「第１回学長表彰式」および「専門職連携教育ステップ１コンテスト表彰式」を
開催しました。

「常翔学園３大学課外活動団体文化交流会」を開催♪

ニケーション学科 ４年次）の開
会宣言後、３大学の各団体が熱演
を繰り広げました。

次回は、常翔学園３大学の体育
会系課外活動団体によるスポーツ
の祭典「常翔学園３大学体育会系
課外活動団体交流戦」を12月14
日（土）、15日（日）に摂南大学
寝屋川キャンパスにて開催を予定
しています。本学の課外活動団体
の活躍をぜひ、ご期待ください！

動について話し合う姿も多く見られ、大いに盛り上がりました。課外活動団体文化交流会の当日は、本学文化会本部長の大和 慧さん（コミュ

学術の

秋 10月23日（水）、広島県庁にて、「平成25年臓器移植等推
進功労者知事感謝状贈呈式」が執り行われ、本学の学生団体“し
ずく”が表彰されました。広島県では、臓器移植および造血

骨髄ドナーバンク登録推進団体“しずく”が
広島県に表彰されました！

幹細胞移植の推進を行っており、これまで“しずく”は、学内外で多くのイベントを
通して推進活動を続けてきた功績が評価されました。今後も引き続き骨髄ドナーバ
ンク登録を呼びかける活動を予定しているとのこと。今後の活動も要チェックです！
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呉
キャンパス

広島
キャンパス

広島国際大学 大学祭 〜和深（なごみ）祭＆盛幟（のぼり）祭〜
10月19日（土）、20日（日）に第12回大学祭～和深祭～を開催しました。
今年は、恒例となっている呉空手道部の組手、呉ダンス部のダンスショー、呉アコースティックギター部、呉吹奏楽部の演

奏をはじめ、「JaaBourBonz」のゲストライブやご当地キャラ「ひろげんき君」のパフォーマンス、カラオケ大会など様々な
イベントが行われ、大いに盛り上がりました。また、軽音楽部の屋内ライブ、呉イングリッシュクラブによる英語劇、広島国
際大学チャレンジプロジェクト認定企画「ひろしま未来の育MENプロジェクト」・「SAS（被災地学生支援）」のパネル展示や、
呉裏千家茶道部・呉上田宗箇流茶道部によるお茶会、呉写真部による写真展、呉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。

両日、雨模様での開催となりましたが、約4,600人の方にご来場いただきました。

11月２日（土）、第２回大学祭～盛幟祭～を開催しました。広島キャンパスにて２年目となる大学祭のサブテーマを「grow 
up」としました。昨年よりも盛り上がる大学祭を目指し、地域を盛り上げ、地域とともに発展していきたいという思いを込め
ました。今年は15階の幟町カフェにステージを設置し、広島ローカルアイドルの「さくマイ」「フレンチトースト」「正光女子」
の３組、高校生シンガーの「ハヤテ」に特別ゲストとして来ていただきました。また、比治山大学やエリザベト音楽大学の学
生も模擬店を出店し、イベントにも参加するなど、大いに盛り上がりました。

東広島
キャンパス

10月26日（土）、27
日（日）に、第15回大学
祭～和深祭～を開催しま
した。今年は、アニメソ
ングで有名な「きただに
ひろし」さんのライブや、
課外活動団体およびグ
ループ等による模擬店、
大学祭実行委員会による
趣向を凝らした各種ス
テージイベントが実施さ
れ、大学祭のフィナーレ
をかざ広国大ビンゴ大会
では、次々と豪華賞品が
当たる人が現れるなど大
いに盛り上がりをみせま
した。

27日（日）には「第９
回市民交流音楽祭」を開催しました。第１部では「ビリーバンバン」
さんをお招きし、数々の名曲やユニークなMC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によ
る熱演が続き、中黒瀬小学校、黒瀬中学校、黒瀬高等学校の生徒によ
る多様な演奏が行われました。

また、昨年に引き続き、「大学祭健康フェア」も開催し、約400人
の方々にご来場いただきました。

今回は「健やかシニアライフ！」をテーマにブースイベントを展開
し、参加者の方からも好評でした。
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10月４日（金）、呉上田宗箇流茶道部が呉キャンパス食堂において、
和菓子作り体験会を開催しました。これは、学生・教職員に対して、
和菓子に興味を持ってもらおうと昨年度に続いて開催したもので、
50人以上の参加がありました。呉市中通にある御菓子処「蜜屋」の若

手職人２人をお招きし、まず基
本的な和菓子作りの説明を受け
た後、参加者は職人から指導を
受けながら実際に和菓子作りを
体験しました。参加した学生た
ちは、出来上がった和菓子を茶
道部のたてたお抹茶と一緒に美
味しそうに食べていました。

和菓子作りに参加した学生たちは、「以前から和菓子作りに興味を
持っていました。始めは、餡を包んで形を整えるだけと簡単に考えて
いましたが、実際にやってみると思うような形ができず、難しかった

日本文化に親しむ！
呉キャンパスで和菓子作りを体験！

広島から被災地への支援を目的に、学生ができる支援を行う「広島から福島へ～学生によ
る被災地支援～」は、広島国際大学チャレンジプロジェクトで採択され、ボランティア団体

「SAS（被災地学生支援）」は、現在も積極的に活躍中です！
プロジェクトリーダーの清水悠矢さん（住環境デザイン学科２年次）らが各キャンパスか

らメンバーを募り、６名の学生が８月30日（金）～９月２日（月）の４日間、福島県で支援
活動を行いました。被災地での活動は、今年４月に引き続き２回目です。

現地で開催された復興イベント、『1th福島アンダーグラウンドフェスティバル』では、参
加した６名がワークショップとしてフラワーアレンジメントを企画・実施し、現地の方と楽
しく交流しました。フラワーアレンジメントについては、事前に講師からレクチャーを受け、
学生が現地で指導できる作品をみんなで考えました。

清水さんは、「ワークショップでは、被災者の方から多くのお話を聞くことができました。
会話の中で私たちが考えさせられる部分もあり、これからの活動に大きくつながる訪問とな
りました。また、皆さんの笑顔がとても印象的でした。」と手応えを感じていました。

ワークショップでの活動の他に、現地で活動するNPO法人「相馬はらがま朝市クラブ」が
行う朝市の手伝いや、依然として復興が進んでいない地域の見学を行いました。

今後も引き続き「学生ができる支援」を継続していく予定ですので、興味のある方は、ぜ
ひご連絡ください。　（SASメールアドレス）01st.art26@gmail.com

福島県での被災地支援ボランティア活動報告！
SAS（被災地学生支援）参加者

清水 悠矢さん（工学部 住環境デザイン学科 ２年次）
髙藤 拓也さん（医療福祉学部 医療福祉学科 ２年次）
西谷 　祥さん（医療福祉学部 医療福祉学科 ２年次）
丸山 祐輔さん（医療経営学部 医療経営学科 ３年次）
戸田 清香さん（心理科学部　 臨床心理学科 ２年次）
有福 祐奈さん（保健医療学部 医療技術学科 １年次）

『救急法講習in安芸太田町』
プロジェクト実施‼

８月８日（木）、医療経営学部の１年次から３年次の学生16名が、
安芸太田町で行われた大自然体験イベントの中で、参加した子どもた
ちを対象に救急法講習を行いました!

当日は、約120名の小学生が参加し、グループに分かれて、救急
法演習のほか、郷土料理体験、地域探索、竹細工を行いました。学生
は、救急法演習をメインに、郷土料理体験の手伝いなどで地域交流を

「夕涼み会」で地域交流
７月19日（金）、広島キャンパスにて「夕涼み会」を開催しました。

これは医療経営学部の学生が地域と交流し、多くの地域の方に、広島
国際大学を知ってもらうことを目的として毎年開催しているイベント
です。

当日は、子どもから大人まで約300名の地域の方が、スーパーボー
ルすくいや、射的、カキ氷などで楽しみました。地域の方からは、「子
どもの頃を思い出し
て、懐かしい。」「初
めて大学に来ました
が、すごく楽しい。
子どもも喜んでいま
す。」などの意見も
あり、地域の方々と
学生がお互いに楽し
めるイベントになり
ました。

しました。
人工呼吸など、初めて行う小学生

がほとんどで、参加した本学生は、「普
段学んでいる命に関わる大切な技術
を教えることができた。」「多くの小
学生、地域の方と楽しく接すること
ができ、とても有意義な時間となり
ました。」と感想を語っていました。

幟町学区子ども会主催「幟へきん祭」
に医療経営学部の学生が参加

８月17日（土）、幟町小学校で幟町学区子ども会主催の「幟へきん
祭」が開催され、医療経営学部の学生たちは、事前準備、打合せの他、
当日には、ミニホットケーキボール、綿菓子、バルーンアート体験の
模擬店を設置しました。また、「熱中症対策の掲示コーナー」も設け、
多くの小学生、保護者の方に楽しんでいただきました。

幟町地区での夏祭りは実に38年ぶり。「小学生と地域の方が、互い
顔見知りになって児童の安全を高めるため、住民も交えた祭りを行い
たい。」という子ども会の意向に賛同し、本学の学生が企画・運営に
携わりました。

当日は、約700名の地域の方が来場されました。特に綿菓子が大
人気で、常に行列ができており、担当する学生は、大奮闘していました。

広島国際大学チャレンジプロジェクト

です。先生の作られ
た和菓子はとても美
しいものでした。こ
ういった日本文化を
体験できる機会は貴
重で、機会があれば、
また参加したいで
す。」と、笑顔で話
していました。

チャレンジの

秋
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９月24日（火）～25日（水）に、野呂高原ロッジにて企業等への就
職を目指す３年次生を対象に、『就勝合宿2013』を実施しました。

この合宿は、今年で４年目の開催となり、今年は医療経営学部、心
理科学部の学生19名が参加しました。

１日目は、最近の就職動向を中心にガイダンスで解説し、先輩の就
活体験談、学生のモチベーションを向上させる自己啓発セミナーを実
施しました。２日目は、筆記試験・面接・グループディスカッション対

真剣な眼差しで合宿スタート グループワーク風景 面接ロールプレイング

理学療法学科対象の「合同病院説明会」を開催！
就活の

秋

策セミナーと多様なプログラムを進め、座学やグループワークを織り
交ぜて実施しました。

最後は、各自が就職活動における目標を定め、それに対する課題と、
その課題を克服するために今後どのように努力するかを各学生が発表
し、１泊２日の合宿を終えました。

参加した学生からは「就職環境と就職スキルの両方が学べた。」「様々
な刺激を受け、就職意識が高まった。」「学科を越えて交流が生まれ、
就活の仲間が増えた。」などの感想がありました。今年も、12月１日
からの就職活動解禁に向け、学生の就職に対する意識も一気に高まり
ました。

「就勝合宿」を開催！

た。当日は16病院・施設から人事担当者にご参加いただき、来年卒
業予定の理学療法学科４年次生66名全員が、事業内容や取組みにつ
いて説明を受け、具体的な雇用条件や職場環境などについて真剣に聴
き入っていました。

今回参加した学生からは「今まで病院のホームページから得られる
情報だけで就職先を考えていたが、採用担当の方から直接話を伺うこ
とが大切だと感じた。」「想像していた以上に各病院に特色があった。」
との声が多数あり大変好評でした。

人事担当者の方も楽しく、わかりやすく説明していただき、会場で
は真剣な中にも和やかな雰囲気が漂い、就職先を考える理学療法学科
の学生にとって今後の活動の第一歩となる良い機会になりました。 熱心に説明を聞く学生の皆さん

海外研修募集説明会を開催します!
研 修 先：アメリカ（ワシントン州シアトル）
期　　間：夏季休業期間（11日間予定）
宿泊形態：ユースホステル

参加費用：約280,000円
海外研修スタートアップ

研 修 先：カンボジア ワークキャンプ
期　　間：夏季休業期間（14日間予定）
宿泊形態：ホテル

参加費用：約230,000円
海外ボランティア研修

研 修 先：世界各地
期　　間：８月～９月（10日間から１カ月）
宿泊形態：指定なし

支 援 金：300,000円
※30万円を上限に研修費を支援。

学生短期海外研修 ～学生自身が企画～

研 修 先：韓国（大
デ

田
ジョン

広域市大
デ

田
ジョン

大学校）
期　　間：夏期休業期間（22日間予定）
宿泊形態：大

デ

田
ジョン

大学校　学生寮

参加費用：約80,000円
単位認定：韓国語科目１単位

海外語学研修（韓国語）

研 修 先：アメリカ（ネブラスカ州ベルビュー大学）
期　　間：夏期休業期間（16日間予定）
宿泊形態：ホームステイ

参加費用：約430,000円
単位認定：英語科目２単位

海外語学研修（英語）

【お問い合わせ先】国際交流センター（東広島キャンパス２号館２階）　☎（0823）70-4543　Mail：i-center@ofc.hirokoku-u.ac.jp

呉キャンパス
12月11日（水）

学生談話室
（４号館１階）

第１回 12時30分～12時50分
第２回 14時50分～15時10分
第３回 16時30分～16時50分

東広島キャンパス
12月12日（木）
総合教育センター
（１号館２階）

第１回 12時30分～12時50分
第２回 14時50分～15時10分
第３回 16時30分～16時50分

広島キャンパス
12月13日（金）

幟町カフェ
（14階）

第１回 12時30分～12時50分
第２回 14時50分～15時10分
第３回 16時30分～16時50分

９月13日（金）、東広島キャンパスにて理学
療法学科対象「合同病院説明会」を開催しまし
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海外研修報告会を開催しました！

チーム医療の大切さを認識！専門職連携教育（IPE）Step4を実施しました！
９月17日（火）～９月20日（金）、「専門職連携教育（IPE）Step４」を実施しました。本

学では、専門職連携教育（IPE）を、医療系総合大学である広島国際大学の専門教育の一環
として、学生全員が専門職連携（IPW）に関する知識・技術を修得することを目的に、
2013年度以降の全学科入学生を対象に本格実施しています。

この度、前年度に実施した４年生対象のStep４を、引き続き実施しました。「学部・学科
の垣根を越えた学生から構成されるチームによって、一人の患者さんのケアプランについて
考える演習」を行いました。複数の学科の学生からなるグループ、４チーム32名の学生が

９月19日（木）に日本文化の体験と交流をテーマに“ほたるかご作り”と“流しそうめん”を体験
する『日本文化体験会』を開催しました。
「ほたるかご」は、巻き貝のようなユニークな形をした虫かごで、学生が作る作品は、ひとつと

して同じものはなく個性が表れていました。流しそうめんでは、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、楽しいひと時を過ごせたようです。

日本文化体験会を開催しました！

終日の成果発表会には、教職員84名、学生９名、高等学校の先生１名が参加し、
各発表に対し、「現場経験者」としての助言、学生たちへの労いと願いを込め
たメッセージなどがあり、教職員もIPWの重要さを再認識する機会でもありま
した。

参加した学生からは、「日頃、他学科の学生と一緒に学ぶ機会がなかったが、
今回のIPEを通してチーム医療について学べて良かった。」「困った時に相談で
きる他学科の友人ができてよかった。」などの意見もあり、学生、教職員とも
に学部、学科の垣根を超えたつながりができたようでした。今は小さな種です
が、将来、命と心を支えるチーム医療・IPWの芽が育まれ、将来、医療現場や
地域社会でどんな花が咲き実がなるのか楽しみです。

今後も、IPEを推進するにために、さまざまな内容で試験運用を行う予定です。
学科の先生を通してお知らせしますので、その際は、ぜひ参加してください。

参加し、多様な視点から熱心
な議論が展開されました。最

本プログラムは、学生が自ら企画・提案して実行することで、研修内容に自
己実現の機会を得ることができ、大学はその実現を目的に、30万円を限度に
研修費用の一部を助成する制度です。

11月13日（水）、学生短期海外研修支援制度に採用された学部生３名と大
学院生２名による報告会を開催しました。発表者からは、研修の成果報告と共
に、研修先機関の概要や現地の生活環境、研修の反省点などが述べられました。

平成26年度の学生短期海外研修支援制度の募集は、12月に各キャンパスで
行われる説明会を経て、１月からスタートします。興味のある方は、国際交流
センターまでお問い合わせください。
【研修テーマ】

・バイオメカニクスを専門とする活動に関する研修（渡航先：カナダ）
・３次元動作解析ソフト「Visual 3D」の活用に関する研修（渡航先：カナダ）
・CADによる大腸3D-CT検査と応用に関する研修（渡航先：アメリカ）
・アメリカ医療現場（NP、病院）に関する研修（渡航先：アメリカ）
・アメリカにおける婦人科疾患理学療法及び理学療法の教育について
　（渡航先：アメリカ）

　また、留学生からは『中国文化　
元宝（げんぼう）』を紹介させていた
だき、日本人学生からは学生が作っ
た『押し花のしおり』を地域のボラン
ティアの方々に贈るなど、終始和や
かな雰囲気のなか進行しました。
　中国文化を紹介した范 明帥（ハ
ン・メイスイ）さんは、「今回、紹介し
た“元宝（げんぼう）”は、日本人の方
が知らないからこそ紹介したいと思
いました。異文化を知ってもらい、伝
統文化を振り返る良い機会となりま
した。」と感想を述べてくれました。

今後も、このような地域の方々と
の交流をはじめ、さまざまな国際交
流イベントを実施する予定です。興
味のある学生は、ぜひご参加くだ
さい。
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表 紙 紹 介

本学は本年後期から全キャンパスにおいて、大学敷地内が全面禁煙となりました。大学敷地
内禁煙は、喫煙が学生の身体に及ぼす影響と健康増進法で定められている受動喫煙の防止が目
的です。大学敷地内全面禁煙がスタートして、「受動喫煙に悩まされず学業に専念できる」といっ
た声がある一方、大学正門前や近隣の公園など灰皿のない喫煙にふさわしくない場所での喫煙
や吸殻のポイ捨てをする学生・教職員の姿が目立ち、地域住民の方からも多大なクレームが寄
せられています。

大学正門前や近隣の公園などは敷地外であっても公道や公的な場所であり、学外者も通行・
利用します。灰皿が設置されていない場所や喫煙にはふさわしくない場所での喫煙は他の方へ
の受動喫煙となりますので控えてください。

敷地内全面禁煙スタート！敷地外での喫煙も周囲にご配慮を！

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、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ので、お気軽に入試センターまでご連絡ください。

2014年度入試について ～入試センターから「2014年度入試」についてお知らせ～

入試種別 募集学部 試験日 出願期間
（郵送のみ。消印有効） 合否発表日

一
般
入
試

前期Ａ日程

全学部

1月25日㈯
1月26日㈰

試験日自由選択制
1月6日㈪～ 1月20日㈪ 2月１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14日㈫～ 1月29日㈬ 2月15日㈯

後期 ３月17日㈪ 2月17日㈪～ 3月10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）

看護学部
薬学部
医療経営学部
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

本学での個別学力試験
はありません。

1月14日㈫～ 1月29日㈬ 2月15日㈯

センター試験利用入試
（後期） 2月17日㈪～ 3月10日㈪ 3月22日㈯

【お問合せ先】　広島国際大学　入試センター　フリーダイヤル0120-55-1659

東広島キャンパスに隣接するコンビニアエンスストアや、各キャンパス近隣のスーパー・飲
食店の駐車場において、本学学生と思われる迷惑駐車・駐輪が報告されています。「授業１コ
マだけなら駐車しても良いだろう」「誰の車か分からないから良いだろう」といった気軽な気
持ちで駐車されている方もいるようですが、そのような方が多いと他のお客さんが駐車するス
ペースがなくなるため、店舗にとっては営業妨害にあたります。店舗の駐車場は大学の敷地で
はありません。店舗の利用を主目的としない駐車は、迷惑駐車にあたり、悪質と見なされる場
合は、強制撤去される可能性もあります。車両を運転される学生は、相手側の立場に立って自
分が何をしているのかを十分に理解し、迷惑駐車・駐輪は絶対にしないでください。

STOP！迷惑駐車・駐輪‼
STOP！ 迷惑駐車

ご
協 力 を ！

延滞図書について
返却していない図書はありませんか？図書は学生の皆さんが共有

する大切な財産です。返却していない図書があれば至急返却をお願
いします。

開館時間外・休館日の図書の返却について
各図書館前にブックポストを設置していますので、ブックポスト

に図書を返却してください。
なお、延滞図書については、必ずカウンターに返却してください。

返却期限内に返却を！

広島キャンパス
大学祭実行委員会 委員長
森本　悟史さん
医療経営学科２年次

東広島キャンパス
大学祭実行委員会 委員長
佐々木　亮さん
臨床心理学科２年次

呉キャンパス
大学祭実行委員会 委員長
木村　隆宏さん

薬学科３年次
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