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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



卒業生のみなさん、卒業・修了、誠におめでとうございます。
入学以来、積み重ねてきた知識や努力により、この素晴らしい門出の日を迎えられたことに、心からお

祝い申し上げます。また、４年間ないし６年間、ご子女を物心両面で支えていただきましたことに敬意を
表すとともに、この日を待ち望んでおられましたご家族のみなさまに心からお祝い申し上げます。

さて、卒業・修了されたみなさんは、医療・福祉の現場や企業・自治体などで活躍される方、大学院へ
進学し、さらなる勉学に励まれる方など、それぞれの道を進まれることでしょう。

これからみなさんが進んでいく実社会はとても厳しく、学生時代には経験したことのない困難や大きな
壁を多く感じることがあるでしょう。その時は、みなさんが在学中に多くの友人や先生等に出会い、充実
した学生生活で積み上げた経験や絆を思い出し、自分を奮い立たせてください。真のプロフェッショナル
になるために、強い意思を持ち、研鑽を積み、社会の荒波を乗り越えてください。また、広島国際大学は、
みなさんの『母校』です。時には、母校で心身を充電して、新たな活力とするために、いつでも帰ってきて
ください。

今後のみなさんのご健闘とご活躍を心から祈念し、お祝いの言葉とします。

学長メッセージ
広島国際大学　学長　秋山　實利

薬学部生の皆さん、ご卒業おめでとうござ
います。薬剤師に寄せる社会の期待の高まる
中で、医療現場での皆さんの責任はますます
重くなってきました。病棟業務、在宅医療支
援など薬剤師の業務は拡がりを見せておりま
す。いずれの分野においても、リーダー的存
在として多いに活躍されることを期待してお
ります。輝かしい未来に向かって、広島国際
大学薬学部の卒業生としての誇りと自信を
持って堂々と歩んで行ってください。

宇根  瑞穂
薬学部長

森本  修充

ご卒業おめでとうございます。これからは
社会人として自分で考え、責任をもって行動
し、希望を忘れないで自分の人生を歩んでく
ださい。社会は常に変化しています。大学で
得た知識や技術を基本に、日頃から変化に対
応できる力を身につけていってください。変
化が起きる機会に遭遇しても恐れないで、新
しいことへ積極的に挑戦してみてください。
皆さんが社会の一員としてあるいは専門技術
者として活躍されることを期待しています。川上  用一

工学部長

学生の皆さん、ご卒業おめでとうございま
す。そして、限りない愛情を注いでこられま
した保護者の皆様におかれましても、心から
お慶び申し上げます。

医療の世界は奥が深く、一生勉強が続きま
す。常に問題意識を持ち、意欲を燃やして物
事に取り組み、何かを掴もうとする積極的な
姿勢で立ち向かってください。自ら枠を作る
ことなく、挫折を成長の糧とし、愚直に継続
することで、スケールの大きな人間に成長さ
れますことを期待します。島谷  智彦

看護学部長

心理科学部長

皆さん、ご卒業おめでとうございます。そ
れぞれの領域の専門知識や技術を修得したこ
とを誇りに思ってください。しかし、大学の
4年間で培った経験は、単位の修得以上のも
のがあります。それぞれの専門の領域の空気
を4年間呼吸したのです。体質が変わるよう
に大きな変化を皆さんは遂げています。最も
大きな変化は、目の前で起こっていることを

「何で？」と考え分析し、解決する力を得た
ことです。困難を受け止め、新しく自らを成
長させる力を身につけています。勇気を持っ
て人生に臨んでください。

宇田 　淳
医療経営学部長

ご卒業おめでとうございます。本学で身
につけた豊かな知識・教養、自分の頭で考
える力、そして貴重な人間関係などを基礎
とし、生涯学び続け、自らを発展させ続け
てください。すべての人々が安心、安全で
幸福な生活のできる平和で豊かな社会の実
現のために、社会で活躍されることを期待
しております。しかしながら、皆さんの進
路は、険しいかもしれません。その時は、
母校は、温かく迎えます。皆さんと現場で
協働する日を楽しみにしています。

医療福祉学部を卒業されるみなさん、ご
卒業おめでとうございます。医療福祉学部
での学生生活では、楽しいことはもちろん、
苦しかったこと、辛かったこともあったと
思います。それらを乗り越え、今、みなさ
んは晴れの式典に臨まれています。みなさ
んはこれから巣立ちをして大空に飛び立っ
て行くか、大海原に船出をしていかねばな
りませんし、その後も世間の波風に揉まれ
ながら、なにごとも独りで責任をとってい
かなければなりません。でも、ここまで来
れたのも保護者の方々からの大いなる支え
があってこそのことだと思います。

是非、この機会に保護者の皆さんへの感
謝の気持ちを素直に伝えた上で巣立ちや船
出をするとともに、これまで以上に健康に
十分気をつけ、自分の持ち味を大切にしな
がら “よき”人生を歩んでください。

吉川 　眞
医療福祉学部長

学部長から卒業生へ
の

メッセージ
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年間の大学生活で
は、医療人として人間性を育む教育、チー
ム医療に貢献するための専門教育を習得し
てきました。今後、最新医療の中で診療放
射線技師、臨床工学技士、理学療法士とし
て「病む人の気持ち」を大事にして診療し
ていくことになります。人生においていか
なる「困難」が自分の前に立ちはだかろう
と、広島国際大学で学んだ知識やかけがえ
のない友人を糧として、その「壁」を乗り
越えてください。卒業を新たな出発点とし
て努力を重ね、また、一生涯、学び続けて
皆さんが社会で大きく羽ばたいていくこと
を期待しています。

熊谷  孝三
保健医療学部長
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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、出身高校等を訪問される機会があ
りましたら、学生生活の思い出などについてお話いただき、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　e-mail：nyushi@ofc.hirokoku-u.ac.jp

キャリアセンターから広国大を巣立つ皆さんへ。
卒業・修了おめでとうございます。卒業後は、各自新たな人生がスター

トし、戸惑うことや不安に思うこともたくさんあると思いますが、しっ
かりとした目標を持って精進されることを期待しています。そして、新
しい進路で疲れや迷いを感じた時は、いつでもキャリアセンターに相
談に来てください。また、後輩へのアドバイス等を行う卒業生サポー
ターとして、後輩の進路支援にもご協力いただければ幸いです。

キャリアセンター職員一同、皆さんの新しい門出に際し、限りない
前途を祝します。
【キャリアセンター】（いつでもお気軽にご相談ください）
☎0823-70-4534　e-mail：career@ofc.hirokoku-u.ac.jp

卒業生から大学へ卒業記念品を寄贈
学び親しんだ大学に対し、各キャンパスの発起人が卒業生全員に協力を呼びかけ、

卒業記念として、東広島キャンパス卒業生から「桜の木（オオシマザクラ）１本」、
呉キャンパス卒業生からは「自立型ポスターケーススタンド３基」が寄贈されました。

東広島キャンパスでは、２月19日（水）に学長、学生部長等の出席のもと、記念
植樹式が開催され、卒業生代表の福間　誠さん（医療福祉学部　医療福祉学科４年
次）から目録が秋山学長へ手渡されました。植樹式に参加した学生からは、「『大学
には４年間大変お世話になり、ありがとう』という気持ちで式に臨みました。また、
植樹した桜が満開になったら見に来たいです！」というコメントが寄せられました。

［優等賞］
所属学科 氏　名 所属学科 氏　名

診療放射線学科 中原　慧美 感性デザイン学科 阿草　　圭
臨床工学科 山口　裕右 建築学科 山﨑　聖司

理学療法学科 中西香音莉 住環境デザイン学科 川村　朱里
医療福祉学科 大前　佑果 情報通信学科 岡野　　梓
医療経営学科 竹下麻菜美 機械ロボティクス学科 三津田　良
臨床心理学科 永井　菖乃 看護学科 湯藤　眞子

コミュニケーション学科 西田　優紀 薬学科 水戸　一伸
［課外活動賞］

団体名 氏　名 団体名 氏　名
ボランティア部 山下　泰治 柔道部 伊藝　麻人

吹奏楽部 福谷　徳義
剣道部

西山　雅人
弦楽アンサンブル部 松田　彩香 石原　憧弥

弓道部 弘岡　芹菜

学位記授与式にて優等賞・課外活動賞授与!!
３月15日（土）の学位記授与式にて優等賞・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、各学科から右の14名に
決定しました。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、７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。
副賞（記念品）には、『卒業しても広島国際大学で学ん
だことを誇りに思ってほしい。』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ました。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
会でご活躍ください。おめでとうございます。

2013年度「第２回学長表彰」を開催!!
賞 受賞者・受賞団体 表彰理由

学芸賞

越智　晴菜さん
【臨床心理学科３年次】 2013年度キャンパスリポーター奨励賞（教育ネットワーク中国賞）　受賞

広島国際大学
感性デザインチーム

第17回HiBiSインターネットビジネスフォーラム2013ビジネス事例発表会
学生部門最優秀賞　テレコムサービス協会会長賞　受賞

課外活動賞

岡崎　光恭さん
【総合リハビリテーション学科２年次】 FINA競泳ワールドカップ東京2013　男子個人50mバタフライ　出場

広島国際大学骨髄バンク
推進委員会「しずく」 平成25年度臓器移植等推進功労者（団体）として、広島県知事から感謝状が贈呈

柔道部 平成25年度第58回広島県学生柔道大会団体男子の部　優勝

2014年３月３日（月）、2013年度「第２回学長表彰」を開催しました。

2013年度卒業生、学外団体から表彰!!
それぞれの分野の団体から、卒業生が表彰されました。

表彰団体・賞 受賞者

公益社団法人　日本臨床工学技士会　会長賞 山口　裕右
（臨床工学科）

一般社団法人　日本臨床工学技士教育施設協議会
　　　　　　　代表理事賞

西畑　公貴
（臨床工学科）

公益社団法人　日本理学療法士協会　優秀賞 島津　裕也
（理学療法学科）

表彰団体・賞 受賞者
公益社団法人　日本介護福祉士養成施設協会
　　　　　　　会長賞

鳥根　有貴
（医療福祉学科）

社団法人　日本社会福祉士養成校協会　表彰 佐々木　希
（医療福祉学科）

公益社団法人　日本精神保健福祉士養成校協会　表彰 藤本　静香
（医療福祉学科）

3



の
入学宣誓式

　2013年度卒業生のみなさんが過ごした日々の風景の一
部を紹介します。緊張した入学式、熱戦のスポーツ大会、
実技の練習、苦労した授業、ちょっとした息抜きや食事の
時間…など、たくさんの思い出があるでしょう。
　学位記授与式や謝恩会は、みなさんが仲間と広島国際大
学の学生として過ごす最後の時間です。ここでは、2013
年度卒業生のみなさんの青春の１ページを少し振返りたい
と思います。

課外活動 その1

課外活動 その２

2010.4▶2014.3 MEMORY
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授業・ゼミ風景

大学祭
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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14日（金）
～16日（日）に、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。

本展覧会は、卒業制作に取り組む４年次生達が、企画から審査員への打診、
会場の手配、ポスター制作といった全ての運営作業を主体的に行いました。
特に、今年は運営費において学科からのサポートを得ずに、総合資格学院や
呉市といった外部団体からの支援を獲得することで、開催までこぎつけた点
は称賛に値します。

初日には、㈱SUEP.を共同主宰されている建築家の末光陽子氏を審査員

建築学科・住環境デザイン学科　卒業制作展開催！

①学費等振込依頼票は４月上旬に「前・後期学費一括納付用、前期分学費納付用」の計２部を送付します。
②2014年度前期分の学費納入期限は、４月21日（月）です。
　 学費等振込依頼票は、学費支弁者宛に送付します。４月７日（月）になっても届かない場合は、学長室会計課（TEL：0823-70-4676）

へお問い合わせください。
③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、以下に速やかに届け出てください。
　【東広島キャンパス】	 教務部教務課（東広島キャンパス２号館２階）	 TEL：0823-70-4510
　【呉キャンパス】	 教務部呉教務課（呉キャンパス１号館１階）	 TEL：0823-73-8351
　【広島キャンパス】	 医療経営学部事務室（広島キャンパス１階）	 TEL：082-211-5101

前期分学費の納入について

今春、本学を旅立つ外国人留学生の卒業を祝し、２月１日（土）広島キャンパス 
幟町カフェにおいて、学生国際交流委員の企画による国際交流送別会を開催し、学生
生活を共にした在学生および教職員の43名が参加しました。

送別会では、臨床心理学科３年越智晴菜さんとコミュニケーション心理学科３年 
烏日罕（う・りはん）さんが、司会進行を務めました。４年間の様々な思い出を振り
返るスライド上映や、アトラクションには「○×クイズ」、「ジェスチャーゲーム」な

国際交流送別会を開催！

どを行い、会は大いに盛り上がりました。
楽しい時間はあっという間に過ぎ、別れが名残惜しいなか、最後に卒業

生代表・畢鳳傑（ひつ・ほうけつ）さんより「失敗を恐れず挑戦すること
が大事。自分で選んだ道であればきっと後悔することはないでしょう。」
と在学生に向けて心に残るメッセージが送られました。

卒業する外国人留学生のみなさん、今後益々の活躍を期待しています！

にお招きし、公開審査会も開催されました。一次審査
では、来場者や出展者による投票によって上位10作
品が選出されました。公開審査で選出された10名が
プレゼンテーションを行い、質疑応答を経て、最優秀
賞１点、優秀賞３点が審査員によって選ばれました。
卒業制作は４年間の集大成と言われますが、新たなス
タートでもあります。晴れて受賞した学生も、残念な
がら逃した学生もこの経験を今後に活かせるかどうか
が肝要です。大いに活かして社会で活躍してくれるこ
とを願っています。

　学生寮・学生研修棟の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。

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

＜学費納入、学生寮・学生研修棟部屋料等に関するお問い合わせ先＞
　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】
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卒業後の図書館利用について

日本学生支援機構奨学金の返還が開始されますので、ご注意を！
　奨学金の返還は、卒業後10月から開始されます。今後、返還完了までの期間、口座振替（リレー口座）で返還していくこ
とになりますので、残高不足で振替不能にならないようにご注意ください。振替不能となった場合は、延滞金が課せられ、
さらには法的手段がとられます。また、返還が難しい場合は、日本学生支援機構に早めにご連絡ください。
　卒業後、大学院等に進学される方は、在学届を入学先の学校へ提出することで返還猶予ができます（進学する学校種別に
よっては、猶予が出来ない場合があります）。
【奨学金返還相談センターの電話番号が変わります。】
　�奨学金返還相談センターの電話番号が４月１日より変更されます。ご注意ください。
　　３月31日まで　TEL：0570－03－7240　　４月１日より　TEL：0570－666－301

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
　国家試験にかかる次の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）、卒業証明書（介護福
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。
⑴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（11：30～12：30は閉室）
　　　　　　　　　までです。
� （日曜日・祝日は取り扱っていません。）
［呉教務課］
　月曜日～金曜日　９：00～18：00
　土曜日　　　　　９：00～17：00（11：30～12：30は閉室）
　　　　　　　　　までです。
� （日曜日・祝日は取り扱っていません。）
［医療経営学部事務室］
　月曜日～金曜日　９：00～18：00
　土曜日　　　　　９：00～17：00（11：30～12：30は閉室）
　　　　　　　　　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。
⑵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、①本人
確認のできるもの（運転免許証等）の写し、②手数料（郵便局
の定額小為替【受取人記入不要】に限る）、③返信用封筒（長

形３号）（返信先住所を明記、④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。（4月1日より郵便料金が変わりますので、
ご注意ください。）
＜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卒業年月日・学生番号（ご
記憶の場合ご記入ください）、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
外の場合は、その旨を必ず明示してください。
⑶証明書一覧

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

⑷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　教務部　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　教務部　呉教務課宛
� TEL：0823－73－8351
　広島キャンパス
　〒730-0016� 広島県広島市中区幟町１－５
� 広島国際大学　医療経営学部事務室
 （実践臨床心理学専攻事務室）宛
� TEL：082－211－5101
⑸注意事項
　①電話・FAXでの請求は、受け付けておりません。
　②上記発行日数に郵送日数は、含まれておりません。
　③�上記発行手数料は、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
呉教務課（呉キャンパス）、医療経営学部事務室（広島キャ
ンパス）までお問い合わせください。

卒業後の証明書等について

■卒業後も引き続き図書館の利用を希望される方は、以下の登録手続きを行ってください。
　◦「図書館利用登録申請書」の記入、押印、証明写真（横2.5㎝ｘ縦3.0㎝）１枚貼付のうえ、図書館へ提出してください。
　◦提出の際、住所・氏名が確認できるもの（運転免許証など）を提示ください。
　◦「登録申請書」は、図書館ホームページの「利用案内」からダウンロードできます。
■�利用可能なサービスは、①館内閲覧、②館外貸出（２週間・５冊まで）、③資料のコピー（有料）、④相互貸借（学内のみ）、
⑤インターネット・電子ジャーナル・データベースの利用の５つです。
　詳しくは、各図書館の係員にお問い合わせください。
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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

謝恩会開催のお知らせ 表 紙 紹 介
学　　　科 場　　　　　所 開始時間
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 銀河（瀬戸内海汽船） 19：00
理学療法学科 オリエンタルホテル広島 18：00
医療福祉学科 グランドプリンスホテル広島 18：30
医療経営学科 ANAクラウンプラザホテル広島 18：00
臨床心理学科 グランドプリンスホテル広島 18：00

コミュニケーション学科 広島アンデルセン 18：00
感性デザイン学科 シェラトンホテル広島 19：00
建　築　学　科

ホテルグランヴィア広島 19：00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

★★今日からあなたも広島国際大学校友会（同窓会）の一員です★★

■卒業生サポーターとは
　�卒業生（修了生）の皆様に、在学生のOB・OG訪問や個別相談に応じていただき、自らの経験（在学時の就職活動・現在
の就業経験など）を元にアドバイスをお願いし、大学の先輩として、社会に飛び立つ後輩の道標になっていただく制度です。
■後輩へのエールを送るサポート内容
　①就職活動中の学生のOB・OG訪問の対応　　②メール・電話等による後輩からの個別相談
　③就職関係アンケート調査等へのご協力
■登録について
　�卒業生サポーターについて、ご賛同いただけた皆様は、下記手順のとおり所定の「卒業生サポーター登録用紙」をご
提出いただいた後、『卒業生サポーター』として登録いたします。
　〔登録方法〕　
　�「卒業生サポーター登録用紙」にご記入いただいた後、東広島キャンパスキャリアセンターへFAXいただくかキャリ
アセンター代表メール宛にご提出ください。
　【東広島キャンパスキャリアセンターFAX番号】　0823-70-4535
　【メールアドレス】　career@ofc.hirokoku-u.ac.jp　（キャリアセンター代表）
　※「卒業生サポーター登録用紙」は、本学HPトップメニューの「卒業生の方」からダウンロードいただくことができます。
■ご加入後の登録情報の更新について
　卒業生サポーターにご登録いただいた後、毎年８月初旬に登録情報の確認および情報更新のご案内をいたします。
■卒業生サポーターに関するお問い合わせ先
　卒業生サポーターに関しては、各キャンパスキャリアセンターへお問い合わせください。
　［東広島］0823-70-4534　［呉］0823-73-8354　［広島］082-554-2073
　※登録内容の変更および登録の取り消しなどについてもご連絡ください。
　※電話でのお問い合わせが難しい場合、メール（career@ofc.hirokoku-u.ac.jp）にてお問い合わせいただいても大丈夫です。

卒業生サポーターになって後輩を応援しよう！

ご卒業・修了おめでとうございます。広国大校友会は各地で活
躍する同窓生の絆を深めるために、現在9,000名を超える会員
とともに次のような活動を行っておりますので、ぜひご参加くだ
さい。また、イベント企画等のご相談がございましたら、校友会
事務局へご連絡ください。

●ホームカミングデー、総会・懇親会の開催
　久しぶりに同級生・恩師とも会える良い機会です。
　 全国各地の卒業生（全学科）が集い、各種イベントや懇親会等

で交流し親交を深めています。2014年度も10月下旬頃に開
催予定です。大学祭の模擬店チケット配付、抽選会等も予定し
ていますので、ぜひご参加ください。詳細は、ホームページを
ご覧ください。

●職種・学科別懇親会等の開催
　 卒業生からの依頼をもとに、職種や学科別に実施される懇親会

への支援を行っています。
●卒後教育
　 卒業後、各学部・学科で実施される勉強会等への支援を行って

います。
●ホームページ・ブログの管理・運営
　校友会の活動状況、母校の情報が手に入ります。
　ホームページ：http://www.hiuaa.com/
　ブログ：http://ameblo.jp/hirokoku-koyuukai/

【お問い合わせ先】
　広島国際大学校友会　事務局
　〔メールアドレス〕：koyuukai@hirokoku-u.ac.jp

入学宣誓式から学位記授与式まで、日々の日常生活の様子を多数掲載
する事で、卒業生一人一人の登場機会が多くなる工夫をしています。

申込書は東広島キャンパスの学生課、呉キャンパスの呉学生課、広島キャンパ
スの医療経営学部事務室にあります。※アルバムのお届けは卒業後になります。

製作　株式会社博進堂
お問い合わせ先

株式会社博進堂　広島出張所
TEL：082-838-1545

広島国際大学の卒業アルバムは大学生活の思い出がいっぱい詰まっています！

【前列：左から】
看護学部 看護学科 4 年

永
ナガ

松
マツ

 実
ミ

咲
サキ

さん

中
ナカ

村
ムラ

 萌
モエ

華
カ

さん

【後列：左から】
薬学部 薬学科 6 年

今
イマ

井
イ

 建
タケロウ

郎さん
工学部 建築学科 4 年

松
マツ

下
シタ

 雄
ユウ

飛
ヒ

さん
薬学部 薬学科 6 年

今
イマ

中
ナカ

 研
ケン

人
ト

さん
工学部 住環境デザイン学科 4 年

村
ムラ

上
カミ

 誠
マコト

さん
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