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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。

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
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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。薬剤師の資格を取得され、これまで
培ってきた専門知識や技能を医療の現場で発
揮する時が来ました。薬剤師の業務もどんど
ん拡がりをみせております。皆さんならどの
ような状況になろうとも必ず対応できると確
信しています。それだけのことをここ広島国
際大学薬学部で学んでこられたはずです。医
療スタッフとして自信と誇りを持って活躍さ
れることを祈っております。

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。今後は社会
人として自分が選んだ道を着実に歩んでいっ
てください。大学で学んだ知識や技術は基本
的なことですが、必要とされるものの一部で
す。自信を持って充実した道を創っていくた
めには、新たに知識を補い必要な経験を得る
努力が不可欠です。思い通りに行かないこと
もありますが、希望を持って自分の目標に近
づく努力を重ねていってください。皆さんが
技術者として社会で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。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。
“一歩一歩、歩めば、確実に遠くまで行ける。

遠い道のりも一歩一歩の歩みから始まるので
ある。（ゲーテ）” 決して見栄を張ることなく、
無理して背伸びをせずに、地に足をつけて進
んでください。正確な知識と技術を身につけ
た、一流の医療職者になられることを期待し
ています。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、ともに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。誇
りと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。みなさん
はひとつの節目を迎えられましたが、人生
の中ではさまざまなことが待ち構えていま
す。その中で困難に直面しても、本学で築
いた学びを土台に次世代のリーダーとして
大きく視野を広げて頑張ってください。自
信を持ち、自分の道を信じ、切り開く力を
発揮することを忘れないでください。もし、
険しい道に迷い込んだ時は、母校が温かく
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。

みなさん、ご卒業おめでとうございます。本学
での学生生活では、楽しかったことはもちろん、苦
しかったこと、悲しかったこともたくさん経験され
たのではないでしょうか。きっと、そのようないろ
いろな経験と共に大学での学びを通し、自分で考
えて行動することと共に人との絆を強めることの
大切さを知られたことと思います。ただ、悲しいこ
とに、これから乗り出していかれる世界ではあなた
の足を引っ張る人が必ず現れるでしょう。そのよ
うな世界であっても、みなさん一人ひとり、向かう
べき方向を見失うことなく、前を向き、自信を持っ
てその方向に向かって足を踏み出して行ってくだ
さい。その時には、そのようなあなたを支えてく
れる人が必ず現れてくるはずです。もし万が一向
かうべき方向を見失ってしまった時には、是非、大
学に足を運んでみてください。あなたと一緒に悩
み、考え、あなた自身のチカラで見出すことがで
きるように支えていくことぐらいはできます。

どうか、これまで以上に健康に気をつけ、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

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、臨床検査技師、
理学療法士、作業療法士として「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

学部長から
卒業生へのメッセージ

m e s s a g e
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［優等賞］
所属学科 氏　名 所属学科 氏　名

診療放射線学科 太田　雪乃 コミュニケーション心理学科 平野　絵梨
臨床工学科 神原　七規 住環境デザイン学科 上田　佳奈

総合リハビリテーション学科 河田　直人 情報通信学科 小川　隼人
医療福祉学科 岡部　耕汰 看護学科 大西　玉姫
医療経営学科 平田真奈美 薬学科 小林　芽依
臨床心理学科 川﨑　　茜

［課外活動賞］
団体名 氏　名 団体名 氏　名

大学祭実行委員会 野田　大貴（診療放射線学科） 剣道部 大山　飛鳥（薬学科）

弓道部
小林　芽依（薬学科） 福嶋　崇徳（臨床工学科）
廣永　泰史（臨床工学科） かるた部同好会 太田　雪乃（診療放射線学科）
若村　　遥（看護学科） 呉吹奏楽部 伊波　綾乃（薬学科）

柔道部
岡田　尚也（医療福祉学科） 広島学友会 濱岡　正実（医療経営学科）
中村優志郎（総合リハビリテーション学科）

学位記授与式にて優等賞・課外活動賞授与!!
３月15日（日）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11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、11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。

2014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 丹野　福士

（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

泉宮　謙太
（臨床工学科）

公益社団法人　日本理学療法士協会　優秀賞 村田　美菜
（総合リハビリテーション学科）

一般社団法人　全国リハビリテーション学校協会　優秀賞 小西　玲依
（総合リハビリテーション学科）

表彰団体・賞 受賞者
一般社団法人　全国リハビリテーション学校協会　優秀賞 田中　朝子

（総合リハビリテーション学科）

一般社団法人　日本社会福祉士養成校協会　表彰 有本　真悠
（医療福祉学科）

公益社団法人　日本介護福祉士養成施設協会　会長賞 高森　亮多
（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 三宅　紘加
（医療福祉学科）

2014年度「第１・２回学長表彰」を開催!!
第１回学長表彰
賞 受賞者・受賞団体 表彰理由

課
外
活
動
賞

柔道部 平成26年度中国四国学生柔道優勝大会（男子第60回）団体の部に出場し、２部で優勝、１部で３位入賞したため。
平成26年度全日本学生柔道優勝大会（男子第63回）団体の部に出場したため。

剣道部 第68回関西薬学生連盟剣道大会女子団体戦において、準優勝したため。
第８回広島県学生剣道大会男子団体戦において、準優勝したため。

弓道部 第38回広島県学生弓道親善試合男子団体戦で優勝したため。
第40回広島県学生弓道男女リーグ戦女子団体に出場し、第３位に入賞したため。

伊與木　翔さん【医療福祉学科 ２年次】
第46回全日本ジュニア柔道体重別選手権大会広島県予選会男子100㎏超級に出場し、優勝したため。
第33回中国四国学生柔道体重別選手権大会男子100㎏超級に出場し、第３位に入賞したため。
第33回全日本学生柔道体重別選手権大会男子100㎏超級に出場したため。

林　佑貴さん
【コミュニケーション心理学科 ２年次】

第33回中国四国学生柔道体重別選手権大会男子66㎏級に出場し、第３位に入賞したため。
第33回全日本学生柔道体重別選手権大会男子66㎏級に出場したため。

栗栖　豪形さん
【リハビリテーション学科 １年次】 第46回全日本ジュニア柔道体重別選手権大会広島県予選会男子55㎏級に出場し、準優勝したため。
加納　裕輝さん【医療福祉学科 １年次】 第46回全日本ジュニア柔道体重別選手権大会広島県予選会男子100㎏超級に出場し、準優勝したため。
小林　芽依さん【薬学科 ６年次】 第38回広島県学生弓道親善試合で予選に通過し、第62回全日本学生弓道選手権大会女子個人戦に出場したため。
廣永　泰史さん【臨床工学科 ４年次】 第38回広島県学生弓道親善試合男子個人戦で優勝したため。
岩本　耕輔さん【臨床工学科 ３年次】 第38回広島県学生弓道親善試合で予選に通過し、第62回全日本学生弓道選手権大会男子個人戦に出場したため。
平本衣里賀さん【看護学科 ３年次】 第38回広島県学生弓道親善試合で予選に通過し、第62回全日本学生弓道選手権大会女子個人戦に出場したため。小林　奈々さん【臨床心理学科 ２年次】
大山　飛鳥さん【薬学科 ６年次】 第68回関西薬学生連盟剣道大会に出場し、個人戦において準優勝したため。

第33回全日本薬学生連盟剣道大会に出場し、個人戦において３位入賞したため。
中山　紗緒さん【薬学科 ３年次】 第68回関西薬学生連盟剣道大会に出場し、個人戦において３位入賞したため。
岡崎　光恭さん

【総合リハビリテーション学科 ３年次】
本大会の個人標準記録を突破し、第90回日本選手権水泳競技大会競泳競技男子50ｍバタフライに出場したため。
第45回中国四国学生選手権水泳競技大会男子100ｍバタフライにおいて、優勝したため。

川村　龍汰さん【診療放射線学科 １年次】 第45回少林寺流錬心館全国空手道選手権大会に出場し、組手一般男子重量級の部において準優勝したため。

第２回学長表彰
賞 受賞者・受賞団体 表彰理由

学
芸
賞

今田　裕一朗さん
【工学研究科情報通信学専攻 ２年次】 「第65回電気・情報関連学会中国支部連合大会」において、平成26年度電子情報通信学会中国支部連合大会奨励賞を受賞したため。
松本　樹里さん

【情報通信学科 ４年次】 「情報処理学会　第22回マルチメディア通信と分散処理ワークショップ」において「優秀ポスター賞」を受賞したため。

課
外
活
動
賞

北村　充人さん
【医療福祉学科 ３年次】

第11回湊谷杯全国学生柔道体重別選手権大会男子81㎏級に出場し、第３位に入賞したため。
2014年チェジュカップ国際柔道大会男子81㎏級に出場し、第３位に入賞したため。

巽　　勇人さん
【医療経営学科 ２年次】

平成26年度中四国学生テニス新進トーナメント大会において優勝し、平成26年度中四国学生室内テニス選手権大会に出場、準
優勝したため。

清水　悠矢さん
【住環境デザイン学科 ３年次】 第40回全日本ライフセービング選手権大会（男子ビーチフラッグス）に出場したため。
森中　勇帆さん

【総合リハビリテーション学科 ３年次】 第40回全日本ライフセービング選手権大会（男子サーフレース）に出場したため。
小山　純さん

【リハビリテーション学科 ２年次】 第40回全日本ライフセービング選手権大会（女子サーフレース）に出場したため。
ライフセービング部 第40回全日本ライフセービング選手権大会（男子ボードレスキュー）に出場したため。

バーチャル
プロジェクトチーム

第18回HiBiSインターネットビジネスフォーラム2014ビジネス事例において、優秀ビジネス事例として選考され、優秀賞である
「ICTビジネス研究会キャンパス賞」を受賞したため。
第18回HiBiSインターネットビジネスフォーラム2014ビジネス事例において入賞し、2014年ビジネスモデル発表会（全国大会）
に出場したため。

2014年10月15日（水）に2014年度「第１回学長表彰」を、2015年３月10日（火）に2014年度「第２回学長表彰」を開催しました。

3



天部　憲 さん 西口善紀 さん

薬学科

臨床工学科

医療福祉学科

住環境デザイン学科

コミュニケーション心理学科

看護学科

臨床心理学科

診療放射線学科

4年生になると卒論に苦しめられるので、計画性を
もって今のうちに取り組みたい課題について、しっ
かり調べておくことをオススメします。

６年生になると、国家試験対策講義が始まります。
時間が限られており、日々の勉強が重要になるので頑張ってください。

先生お世話になりました！たまには、ゼミ室に顔出す
ので楽しみにしててください♡

社会人になっても仕事も遊びも頑張ります（^ω^）

課題も実習も大変だけど、みんな乗り越えてこれた
ので大丈夫♪しっかり勉強するのはもちろん、しっ
かり遊んで充実した大学生活を過ごしてください♪

４年間楽しく過ごすことができました。在校生の皆
さん、残りの学生生活を目一杯楽しんでください！

先生と武藤敬司したかったなぁ…
ありがとうイィィ～～～アァアァァ～～～!!!

片地昭成 さん 平佐直輝 さん 世良田拓也 さん

柳原　稔 さん

高野翔吾 さん

太田有優美 さん

相原孝紀 さん

谷本樹里 さん 中井友貴 さん

光増雄太 さん 長尾宣宏 さん

石田明仁 さん
福岡蓉佑 さん

南茂貴幸 さん

奥田真未 さん 神野裕子 さん

筋瀨雅子 さん

濱岡正実 さん

内山　菖 さん

栗﨑郁弥 さん

上西貴大 さん
玉城寛人 さん

佐藤　駿 さん
大舌由祐 さん

田中聖恵 さん 住吉春香 さん

社会人
出世コースに
乗りまくれ☆
たくさんのLOVE
どっきゅん!!!

総合リハビリテーション学科
捨てる神あれば、拾う神あり　わっしょい。

林　龍一 さん

百田紳一 さん

谷本和平 さん

小幡和樹 さん

橋本将吾 さん

中道杏奈 さん

松下賢人 さん

田邊圭佑 さん

大橋洋稔 さん

丹野福士 さん 泉宮謙太 さん

神原七規 さん

前田有紀 さん
中石早紀 さん中村優志郎 さん

沓野祥子 さん
村田知奈美 さん

斉藤佑佳 さん

松田愛理 さん 松村綾乃 さん 大峰陽介 さん

柿田樹佑 さん

一色孝則 さん
熊井奈央 さん

全ての出会いに感謝＼（＾o＾）／
悔いのない学生生活を！

とにかくチャレンジ!!

総合リハビリテーション学科

医療経営学科

情報通信学科

卒業生から
のメッセー

ジ

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「挿入型ソーラーLEDライト２セット」、広島キャンパ
ス卒業生から「プランター付ラティス６セット」が寄贈されました。

東広島キャンパスでは、２月18日（水）に学長、副学長、学生部長等の出席のも
と、植樹式が開催され、卒業生代表の一色　孝則さん（心理科学部　臨床心理学科）
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、「この桜が
満開になったら友人たちと一緒に見に来たいです！」というコメントが寄せられま
した。

It’s a piece of cake
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学科の垣根を越えチーム医療を実践 広島国際大学の専門職連携教育（IPE）
本学では、専門職連携教育（IPE）を、医療系総合大学である本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。また、2014年
度からは、全学をあげてその日１日は、IPEについて学び、就業力育成プログラムの実施や講演会を開催する日として、学部・
学科の垣根を越えて交流する「広国DAY」を導入しています。

≪Step4実施風景≫

≪Step3実施風景≫

≪Step3実施風景≫

≪Step3・4合同懇親会≫

賞 受賞者・受賞団体 表彰作品
学長最優秀賞 薬学科 連携医療で偉人を治す―IPEは偉人をどう癒す―

学長優秀賞 看護学科 気仙沼市立病院72時～「脇役」たちがつないだ災害医療～
ドラマ「僕のいた時間」から考察する専門職連携

教務部長賞
リハビリテーション学科（理学療法学専攻） フィギュアスケート高橋選手 前十字靭帯断裂から復活までの軌跡
医療経営学科

（病院管理学専攻、医療ビジネス学専攻） IPE迷路～キミは元気に退院できるか？！～

総合教育センター長賞
診療放射線学科 チーム医療24の連携
医療福祉学科

（医療福祉学専攻、介護福祉学専攻、保育学専攻）必要とされる人材となるために！

■IPE Step１コンテスト表彰式を開催しました‼
Step１の授業目的に基づき、「各専門職についての理解」「専門職連携」をテーマに学修成果をまとめたパネルを展示し、全

学的なコンテストを実施しました。このコンテスト結果に基づく、IPE Step１コンテスト表彰式を、10月15日に開催しました。

≪Step1コンテスト表彰式≫

としての意識の醸成をはかるとともに、学生に対してディプロ
マ・ポリシー（学位授与方針）を保証することを目的に、本学
の全学生を対象に、IPEや就業力育成プログラム等の各種講演
会・プログラム等を開催する日として2014年度から導入した
新たな取り組みです。第２回目となる「広国DAY」では、IPE 
Step１、Step４の成果発表会を開催しました。 ≪広国DAY開催≫

■今年度２回目となる「広国DAY」を、９月26日に開催しました‼
「広国DAY」は、学部・学科・学年の枠を越えた教育の充実、および、医療・健康・福祉の分野で活躍する「専門職業人」

■夏期休暇期間中の９月17日～20日に、IPE Step3、Step4を実施しました‼
＜Step３＞
『IPE Camp』と題し、「他（多）学科の学生との専門的な用語を用いてのコミュニケー
ションの実践を行う演習」に、125名（１～３年次生を対象とした学科・学年混成チー
ム）の学生が参加しました。参加する学生は、所属学科の実習室の場合はホスト役と
して、他学科の実習室の場合はゲスト役として、学内の実習室等を訪問し、各学科で
養成する職種についての説明や実習器具などの体験を通じて、自分の志望する職種と
の連携のあり方について考える機会となりました。

＜Step４＞
他（多）学科の学生からなるグループをひとつのチームとし、提示された事例について、

「その利用者やその家族の生活をも考慮し、その問題点を解決するためのケアプラン
について考える演習」に、87名（３～６年次生を対象とした学科・学年混成の10チー
ム）の学生が参加しました。
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を通して自職種だけでなく他職種についても理解しておくことが重要であること
がわかった。」などの意見がありました。
最終日にはStep３、Step４の合同懇親会を実施し、参加学生の意見交換、他学科・

他学年の学生とコミュニケーションを図る機会となりました。
今は小さな種ですが、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、

地域社会でどのような花が咲き、実がなるのか大いに楽しみです。今後も、IPEを推進
するために、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。
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工学部 住環境デザイン学科の卒業制作展が１月23日（金）
～１月25日（日）、呉市の大和ミュージアム一階大和ホール
で開催されました。23日にはゲストクリティークとして建
築家の杉田宗氏を迎え、レクチャーと公開審査会も開催され
ました。

公開審査会では、一次審査を通過した８名の学生が順にプ
レゼンテーションを行いました。審査員からの鋭い質問に対
して丁寧に自分の言葉で答えている姿に、彼らの成長の跡を
感じとることができました。審査の結果、グランプリは村上
沙季さんの「ふみだした先にみえるもの　～時間とまちのも
のがたり～」が選ばれました。空き家が増えつつある呉市音
戸町を舞台に路地空間を活かした染色工房を分散配置する提

呉の大和ミュージアムにて住環境デザイン学科 卒業制作展を開催‼

１月13日（火）から新たな学生の憩いの場としてカフェを東広島キャ
ンパス２号館８階にオープンしました。

オープン当日は秋山学長と学生代表から挨拶があり、その後テープ
カットを行いました。また、先着200名にドリンク無料券の配布があ
りました。

カフェエリアにはソファなどを配置し、ゆったりくつろげる雰囲気に
なっており、自習エリアでは学生が落ち着いて学習ができるように配慮

学生の憩いの場としてカフェをオープンしました

しております。
売店では焼き立てパンやお菓

子、ジュース、コーヒーの他に
日替わりのカフェメニューやカ
レー、おでんなどの販売も行っ
ております。

卒業生も利用できますので、
ぜひご利用ください。

　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・学生研修棟部屋料等および退去後の補修代について

＜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】

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試験要項をご希望の場合は、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
たな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

案で、審査員からは海から山までの地形を活かした視野の広
さと丁寧に新たな風景を作り込んだ点が高く評価されていま
した。

本制作展は、会場の手配から審査の依頼、ポスター制作に
至るまで全て学生たちが主体的に行っています。今年も４年
次生が中心となり、３年次生がそれをサポートする形で準備
を進めていました。このようにして３年次生達に引き継がれ、
毎年学生達だけでの開催が可能となっています。来年もどの
ような展覧会を企画してくれるのか、今から楽しみです。

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
は大学時代に培った経験を生かして大いに活躍してくれるこ
とを期待しています。
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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）。
　このほか、現住所の変更がある方、勤務先の登録ができていない方は、早めにスカラネット・パーソナルまたは、返還のてびきにある願出
用紙で手続きしてください。

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、臨床検査技師）
　④総合リハビリテーション学科
　　　　　　　　…修業証明書（理学療法士、作業療法士）
　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・呉教務課・医療経営学部事務室］
　月曜日～金曜日　９：00～18：00
　土曜日　　　　　９：00～11：30、12：30～17：00
 （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、予めお電話で確認のうえ、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、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82円、２～３通92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卒業年月日・学生番号（可
能であればご記入ください）、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 約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 約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 約１週間 国家試験用
調 査 書 300円 約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・Ｅメールでの請求は、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

本学ホームページや電話等で確認のうえ、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/profile/pr/hirokoku.html

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 18：00
臨 床 工 学 科 リーガロイヤルホテル広島 19：00

総合リハビリテーション学科
（理学療法学専攻） オリエンタルホテル広島 18：30

総合リハビリテーション学科
（作業療法学専攻） グランドプリンスホテル広島 18：30
医療福祉学科 オリエンタルホテル広島 18：00
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 18：30

コミュニケーション心理学科 広島アンデルセン 18：00
建　築　学　科

リーガロイヤルホテル広島 19：00住環境デザイン学科
情報通信学科
看　護　学　科 ホテルグランヴィア広島 18：30
薬　　学　　科 呉森沢ホテル 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くなど、自らの経験（在学時の就職活動・

現在の就業経験など）を基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しるべになっていただ
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
　 下記手順のとおり所定の「卒業生サポーター登録用紙」を提出いただいた後、『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」にご記入のうえ、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」からダウンロードすることができます。
■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合せ先
　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合せください。
　［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。
　※電話での問合せが難しい場合、メール（career@ofc.hirokoku-u.ac.jp）にてお問合せいただければ幸いです。

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11,000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。2015年度は10月10日（土）
に開催予定ですので、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/

【お問い合わせ先】　広島国際大学校友会　事務局　TEL：0823-70-4534

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。

申込書は学生課（東広島キャンパス）、呉学生課（呉キャンパス）、医療経営
学部事務室（広島キャンパス）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！

【右から】
医療経営学部
医療経営学科 4 年

土居 祐子さん

筋瀨 雅子さん

渡 かなえさん

勝原 郁也さん

新谷 大海さん
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