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建学の精神
世のため、人のため、地域のため、「理論に裏
付けられた実践的技術をもち、現場で活躍
できる専門職業人を育成」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。

教育の理念
広島国際大学
について

将来像
ともにしあわせになる学び舎
健康・医療・福祉の分野で高い専門性と豊かなこころ
を備えたひとを育成し、地域と社会の未来に貢献する。
また、生涯にわたり学び続けるひとをサポートする。
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3号館（教育会館）エントランス＜呉キャンパス＞
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後援会だより
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　広島国際大学後援会会員の皆様におかれ

ましては、平素より後援会活動にご理解とご協

力をいただきまして、誠にありがとうございます。

　さて、昨年度は、開学以来の未曾有の災害

に見舞われ、後援会としても予定しておりました

活動が十分には出来ませんでしたが、今年度

はお陰様をもちまして、無事に予定しておりまし

たすべての事業活動を終えることができました。

　後援会の最大行事でありますHIU保護者

ミーティングにおきましては、昨年度は、西日本

豪雨災害や台風などの影響により中止となり

ました、広島、香川、愛媛、山口の４会場を含む、計12会場・900余名の保護者の皆様

にご参加いただき実施することができました。地方会場では、就職活動や学生生活、成

績の相談、個人面談など、例年ご好評をいただいているプログラムに加え、大学キャン

パスと遠隔通信による相談ブースを一部設けるなど、ICT時代の到来に沿った実施形

態を試行的に盛り込み、今後に繋がる利便性を向上させた取り組みを行ないました。こ

の実施形態は、来年度も継続して試行を重ねる予定でおります。

　来年度は今年度の反省を踏まえ、アンケート回収方法を見直すことで、より精度高く

皆様の声を集約し、さらにニーズの高いイベントへと実施基盤の整備に努めて参ります

ので、ご都合でご参加いただけなかった方々、ならびにこれまでご参加してくださった方々

も是非ともご参加いただき、ご意見やご要望をお聞かせいただければ嬉しく思います。

　広島国際大学は、大学に関わる学生・保護者・教職員、そして地域の皆様がともに

学び・成長し、幸せになるために、さまざまな改革を推し進めております。今年度は、呉

キャンパスで３号館やクラブハウスの新設、そして東広島キャンパスではグラウンドの整

備やActive Wellness Centerの新設など、着実に「ともにしあわせになる学び舎」の実

現へと歩みを進めております。

　私たち後援会は、大学が思い描く将来像の実現のため、そして学生ひとりひとりの夢の

実現のため、大学との信頼関係を基礎に家庭との連携を強めて、大学と保護者の皆様

の架け橋になることで、学生へのきめ細やかなサポートをしっかりと行いたいと思っておりま

す。そのためにも皆様の後援会活動への積極的なご参加を、重ねてお願いいたします。

　最後になりますが、１年間後援会の会長職を務めさせて頂き、強く実感しましたことは、

目を見張るような変化ということではありませんが、保護者の皆様方や後援会役員の皆

様方の意見を、大学と意見を重ねることによって、少しずつではありますが、学生にとって

より良い方向へと変化し続けていることがわかりました。

　ひとつの変化が終わりではなく、より良い方向へと変化を継続することが、大学に関わ

る全員の幸せと成長への後押しとなると信じ、より一層のご協力をお願い申し上げますと

ともに、皆さまのご健勝とご多幸、広島国際大学の益々の発展を祈念しまして、ご挨拶と

させていただきます。

「ともにしあわせになる学び舎」を目指して

広島国際大学 後援会 会長
みやした せい じ

宮下 成二

キャンパス整備を終え、いよいよ新学部が開設
「健康・医療・福祉」分野の総合大学としてより高みへ

　本学は2018年４月に開学20周年を迎え、周年プロ

ジェクトとして2017年度から2019年度まで3か年

計画で、キャンパス整備を進めています。豪雨による

被災もあった中、ほぼ計画通りに完成を迎えました。

保護者の皆さまからも多大なご支援をいただき、大変

感謝しております。

　大きく変わったキャンパスでは、学生たちが勉強や

課外活動にいきいきと取り組む姿が見られます。呉

キャンパスは、多学部の学生が利用し自然なふれあいが

生まれるような共用スペースを増やしたのが大きな特徴

で、学生がいたるところで思い思いに勉強しています。

教育会館は、学生はもちろん、多くの市民の方々にも

利用され、呉ローズガーデンも市民の方々、教職員、学生

と協働で植栽をしました。多くの人が訪れるユニバーサル

キャンパスとしていろいろな交流が生まれ育つことを

期待しています。また自動車用の入口を変更し、バスが

入構できるロータリーも設置しました。これにより、歩車

分離が実現し、より快適なキャンパスになりました。

　東広島キャンパスには、総合グラウンド「HIU総合

スポーツフィールド」を整備しました。このグラウンドは

学長室から見下ろせる位置にあり、学生さんが活動して

いる姿を見るのが楽しみで元気をもらっています。第２

体育館とも言える「Active Wellness Center（アクティブ・

ウェルネス・センター）」も完成しました。新設の健康

スポーツ学部の実習施設や、地域の人が訪れる「しあ

わせ健康センター」も設置します。呉キャンパスに新築

したクラブハウス同様、壁面を鏡にした部屋もあり、

ダンス部をはじめとして、活用されていくでしょう。

　3か年計画を終え、新年度からは新学部も加わります。

いわば種まきが終わったところです。「健康・医療・福祉

分野の総合大学」として、しっかり育て、地域での存在

価値を一層高めていきたいと思います。
広島国際大学 学長

やけひろ ますひで

焼廣 益秀

2019年度総会・

HIU保護者ミーティングを開催しました。

個人面談とは?

個人面談は、あらかじめ、担当教職員がご子女と事前面談を行います。ご本人の

修学・学生生活・希望進路・その他、不安や悩みの有無について話を聞き、保護

者の方との個人面談に備えます。事前面談の内容を踏まえて、担当教職員が

保護者の皆さまが抱える学業成績・就職活動などに関する質問に直接お応えし、

また、ご子女の現状について意気のこもった情報交換を行います。
2020年度HIU保護者ミーティングについては、
参加のご案内を対象の方にご案内いたします。
ぜひ、ご参加くださいますようお願いいたします。

2020年度 HIU保護者ミーティング開催日程　2019年度も恒例となりましたHIU保護者ミーティングを、中・四国、九州、関西地区を

中心に１２会場で開催いたしました。

　このHIU保護者ミーティングは、ご子女の大学生活をより実りのあるものとするため、

学業、学生生活および就職情報のほかに保護者の皆様の不安な点等について応え、

適切な情報をご提供することを目的としております。

　今年度は、957名（674組）の保護者の方にご参加いただきました。
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◎2020年4月に新たな学部・学科・専攻がスタート!

健康スポーツ学部 開設

健康科学部 開設

●医療技術学科 救急救命学専攻を救急救命学科に改組
●リハビリテーション支援学科 義肢装具学専攻をリハビリテーション学科 義肢装具学専攻に改組

入学定員増加

学科改組

学部開設
心理学科  ●　　　 医療栄養学科
医療経営学科  ●医療福祉学科

健康スポーツ学科

●医療技術学科 臨床検査学専攻 40名→50名
●リハビリテーション学科 理学療法学専攻 60名→80名

◎東広島キャンパス、呉キャンパスがリニューアルしました。

呉
キャンパス

東広島
キャンパス

将来像

「ユニバーサルキャンパス」の実現
●学生と教職員が、学部やキャンパスを越えた交流と連携を通して学び、成長できるキャンパス
●大学と地域の多様な人々が、交流と連携を通してともに学ぶことができるキャンパス

ともにしあわせになる学び舎

クラブハウス新築
キャンパスの垣根を越え、全
ての学生が共同で利用する
ことを想定したクラブハウス
を新築しました。

歩車分離による、
より安全なキャンパス
新たな門・道路・ロータリーを
整備しました。

呉ローズガーデン新設
「みんなで創る！みんながつな
がる！植物を通してしあわせに
なる！」をコンセプトに、学生、
地域住民、教職員等がアイ
デアを出し合いながら、誰もが
気軽に訪れることができる憩
いのバラ園を整備しました。

3号館〈教育会館〉新築
様々な学修スタイルや地域
交流に対応した複合型教育
施設を新築しました。

1・2号館前改修
駐車場の一部を学生などが
憩える広場に改修しました。

Active Wellness 
Center新築
学生や地域の方など、本学
に関わる全ての人の運動や
健康の拠点となる校舎を新
築しました。

陸上競技場新設
全天候型の陸上競技場（イ
ンフィールド：人工芝）を整備
しました。健康スポーツ学部
（2020年4月開設）の実習
などでも使用します。

アクティブ

センター

ウェルネス

「心理」、「栄養」、「経営」、「福祉」について、専門的かつ横断的に学び、
地域や一般企業等における健康増進・組織活性化に貢献できる人材を育成します。

学校や地域、企業などあらゆる場面におけるスポーツや
運動指導を通して、人々の健康づくりに貢献する、
幅広い知識と高い意識を持った「地域リーダー」を育みます。
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就活New s  |  キャリアセンターからのお知らせ

就職活動開始 !
企業への就職活動は３月1日から本格的なスタートとなります。また、医療系
も早いところでは、4月から採用試験を開始している法人もあります。自分
自身が「何をしたいのか」をじっくり考え、自己分析と企業・病院研究を早
めに行うことがキーポイントになります。
では、いつ頃から始めたらよいのでしょうか？
実は、就職活動年次を向かえる前までの大学生活の過ごし方が重要
です。専門分野の勉強はもちろんですが、就職活動を始めるまでに資格
取得やインターンシップ、ボランティア活動などに積極的に参加し、様々
な経験を積み自身の強みを伸ばすことが大切です。
キャリアセンターでは、資格取得奨励金制度やエクステンション講座に
より、スキルアップを支援しております。保護者の皆さまからも積極的に
ご子女にお声掛けいただけますと幸いです。
次に、就職活動年次を迎えると学生は、学業との両立で精神的にも
色々と不安を抱えています。保護者の皆さまの就職活動の頃とはスケ
ジュールや仕組みが異なってきております。このことを踏まえ、学生自身の
考えを受け止めながら、社会人としてのアドバイスやお声がけ、経済的
援助をお願いいたします。
キャリアセンターでは、求人案内はもちろん、進路相談、履歴書添削や面接
指導などを行っております。積極的にキャリアセンターを利用し、実りある
就職活動を行っていただければ幸いです。

お知らせ
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　本学では、学生に資格取得の機会をより多く提供できるように、安価で受講できるエクス
テンション講座を開講しています。今年度も6種類、7講座を開講し、資格取得にチャレンジし
ました。次年度の開講講座は、年度初めのガイダンスなどで周知いたしますが、ご子女へ一言
お声掛けいただけますと幸いです。

エクステンション講座

　本学では、学生のスキルアップおよびキャリアアップを支援するため、資格取得奨励金制度を
設けています。今年度は69資格の検定試験に合格あるいは、一定の基準点に達した場合、
奨励金を支給しています。今年度の奨励金申請受付期限は3月13日となっております。また、
次年度については、年度初めのガイダンスなどで周知いたしますが、ご子女へ一言お声掛けい
ただけますと幸いです。

資格取得奨励金制度

　本学では、毎年全国の企業、団体、保健・医療機関、施設に対し求人をお願いし、多くの
求人をいただいております。さらに、学生の希望する地域・職種に就職の機会を少しでも提供でき
たらと思い、保護者の皆さまにおかれましても、求人をご希望される方が身近におられました
場合には、右記までお知らせください。

求人案内

合同就職説明会（3月）様子

学内合同就職説明会（薬学部）の様子 進路相談・履歴書添削の様子

最終学年の年間就職活動スケジュール
意中の就職希望先から内定を頂くためには、就職活動を早めに始めることが大事です。そのためには、就職活動の大まかな流れを把握し、上手く
流れに乗ることが大切です。目安としての就職活動スケジュールなどを掲載いたしますので、ご子女への就職活動支援の一助となれば幸いです。

※受験先により、上記スケジュール通りではない企業や病院、施設もあります。選考については、随時求人票やHPで確認するようアドバイスしてください。

3年次（5年次）までに取り組んでほしいこと ◎各学科で実施されているキャリアセンター（または学科）主催の行事

3年次（薬学部5年次） 4年次（薬学部6年次）

保
健
・
医
療
・
福
祉
機
関
系

薬
学
系

企
業
系

公
務
員

進
学

●分野や病院・施設の研究

●就職ガイダンス／
　病院希望者

●学内合同就職説明会

●出願手続 ●学内推薦試験 ●学内進学者入試

●一般入試

●一般入試

●2次試験

●学内進学者入試

●合同就職説明会

●就職情報サイトの
　オープン

●資料請求・企業研究

●エントリー

国家公務員

地方公務員

警察官

●会社説明会・セミナー

●内々定（採用活動開始）

●内定式

●国家試験対策

●卒業研究

●卒業判定

●卒業判定

●国家試験

●国家試験

福祉施設など 採用試験

保健・医療系専門職 採用試験

製薬関係企業 採用時期

病院 採用時期

薬局・ドラッグストア 採用時期

筆記試験・面接

出願手続 1次試験 2次試験

出願手続

1次試験

2次試験

出願手続 1次試験

※4年次（6年次）になると、国家試験対策、卒業研究、就職活動を同時並行することになり、多忙を極めます。就職活動のみに専念することは困難になりますので、3年次（5年次）後期から就職活動の準備を進めることが重要です。

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2次試験

保健・医療・福祉機関系

病院・施設・薬局などにおける実習を
通じて、「働く自分」をイメージする

自己分析
業務、分野や病院・施設の

研究、絞込
学内外における様々な活動・
イベントへの積極的参加

※事前準備が就職活動に大きく影響するといっても過言ではありません。

企業系

業界・企業研究から
やりたい仕事をみつける

自己分析 インターンシップ参加
学内外における様々な活動・
イベントへの積極的参加

※公務員を目指すのであれば、できるだけ早期に学習を開始し、公務員試験の準備を進めるようアドバイスしてください。

公務員

公務員試験対策 自己分析
学内外における様々な活動・
イベントへの積極的参加

東広島キャンパスキャリアセンター TEL.0823-70-4534
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救急救命学専攻　救急救命士国家試験

合格率100％を達成

WEB動画オープニングシーン

WEB「ヒロ国」が大好評！　出演学生へのインタビュー！

キャンパスライフや将来のことを教えてもらいました。0101
Report

0202
Report
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　医療技術学科 救急救命学専攻の学生が「第42回救急

救命士国家試験」に全員合格し、合格率100%を達成しま

した。

　同専攻では国家試験対策に力を入れ、３年生から本格的な

取り組みを進めます。教員が作成したオリジナルの模擬テストを

毎週実施し、解説で理解を深めています。さらに４年生になると、

本番同様の出題数や時間配分を設定し、合格に向けた力を

つけていきます。合格ラインに達していない学生に対しては、

ほぼ毎日補講を実施し、教員の直接指導による弱点強化や、

学生同士の学びあい・教えあいでレベルアップを図っています。

　また、e-learningの導入も特徴的です。教員が作成した分野

別テストに、スマートフォンやパソコンからいつでもチャレンジが

可能です。教員は管理画面から、学生が受けたテストの回数

や最新の点数が分かるので、個別指導に生かしています。

同専攻は2020年度から救急救命学科に改組されます。

今後も、教員一丸となって夢に向かう学生を支援していきます。

救急救命士指導風景

医療栄養学科 ３年 城戸 裕吏さん

医療系の中でも健康や病気の予防に興味があり、
食を通じて一次予防を考えていきたいと思って
います。IPEでは違う分野のケアプランが新鮮
で、いろんな視点、いろんな発想に触れて、とても
刺激を受けました。

看護学科 ３年 山崎 佳乃さん

実習、チャレンジプロジェクト、課外活動、ボラン
ティアなどたくさんチャンスがあり、さまざまな
経験ができます。学生だけでなくいろいろな人と
関われるので、多様な視点・価値観を知ることが
できます。

看護学科 2年  宮崎 真央さん

看護の勉強も実習もとても楽しいです。学外の人
と協働したり、連携するような機会が多く、やりた
いと思ったらサポートしてくれる人や仕組みが
たくさんあるので、自分の気持ち次第で何でも実
現できます！

祖父が言語聴覚士のお世話になり興味を持ちま
した。IPEのおかげで、他学部に仲間ができ、知識
の幅が広がりとても有意義です。症例検討や自習
での疑問は、他学部の学生や先生に意見を聞くこ
ともあります。

リハビリテーション学科 言語聴覚療法学専攻 ４年 浅川悠晴さん

医療福祉学科 保育学専攻 ４年 沖田 七彩さん

さまざまな実習があるので、想像とは違ういろい
ろなものが見えてより興味が深まります。最初は
乳児院や児童養護施設などに興味がありました
が、今は児童発達支援センターなどの仕事に興味
があります。

義足や義手、装具をつくり、人の体に適合
させる方法を学んでいます。いろんな学部が
あるので、多彩な職種の専門家が学校にいる
というのが素晴らしいです。どんなことでも
聞けて、答えてもらえます。

診療放射線学科 ３年 野田 文葉さん

MRIやCTの専門家になりたいと思っています。
海外の学生と交流できる制度があるのも魅力
で、医療制度の違うオーストラリアに留学しま
した。大いに刺激を受けて、今は研究職にも興味
があります。

理論はもちろん模擬カウンセリングもあり、実践
的に学べます。ビジネスマナーやグループワーク
も多いので社会で役立つ力が身につきます。学生
の活動には支援制度もあり、いろんなチャレンジ
　ができますよ。

心理学科 3年 門田 有真さん

リハビリテーション支援学科 義肢装具学専攻 3年 新見 樹生さん

管理栄養士国家試験　2年連続100％合格

医療栄養学科OGが勉強法をアドバイス0303
Report

𠮷岡さんの「安心ノート」

細川さんの受験必勝アイテム
「お気に入りの指輪」

　医療栄養学科は、管理栄養士国家試験に2年連続100％合格を果たしま

した。2019年３月に同学科を卒業して助手になった𠮷岡瞳さんと細川真紀さ

んの2人に勉強のコツを教えてもらいました。2人が力説したのが、４年になるま

でに自分に合った勉強法を見つけること。人と違う方法で構わないといいます。

　𠮷岡さんは、「インプットだけでなくアウトプットで記憶や理解が増すので、友

達に説明したり教え合うことが学びになりました。家では母を相手に説明を聞か

せていました」。また、電車を待つ時間も無駄にせず、「30分タイムアタック」と

名づけた自己流テストをしていたそうです。

　細川さんは、手を動かしながら覚えると記

憶が定着しやすいといわれることから、とにか

く書きながら覚えました。「読むことが目的では

ないので書きなぐったノートは全く解読不能。

友達に“闇ノート”と呼ばれていました」。

　試験当日は、「これだけやったんだ」と思える

勉強道具や、安心できるお気に入りグッズなどを

身につけるとリラックスできるのでおすすめです。
【本学】受験者数：64人、合格者数：64人、合格率：100%
【全体】受験者数：17,864人、合格者数：10,796人、合格率：60.4%

第33回管理栄養士
国家試験結果

※2020年1月末日現在

　「健康スポーツ学部」、「健康科学部」の新設にあたり、WEB動画を

制作しました。動画は大変好評で、再生回数は９００万回（※）を超え、

さらに伸び続けています。動画のタイトルは「ヒロ国入国」。動画はこの

「ヒロ国」への『入国審査』のシーンから始まります。入国理由を問われ

た出演者は、その理由を「ひとの役に立ちたい」からと。この後「ヒロ国」

での憲法の紹介や学生たちの心情が、独特の世界観で展開します。

　動画に出演している学生役は、全て本学に通われている学生たちで

す。今回は実際に出演された学生たちに授業や実習の感想、将来の

進路などについてインタビューしました。学内外を問わず様々な人との

触れ合いや繋がりが、学生たちにとって貴重な経験となっていると取材

を通じて感じることができました。

もしも動画に興味を持たれた方

は、是非、一度ご覧ください。

広島国際大学
「ヒロ国入国」
視聴ページへ

【本学】受験者数：49人、合格者数：49人、合格率：100%
【全体】受験者数：3,105人、合格者数：2,854人、合格率：91.9%

第42回救急救命士
国家試験結果
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全国障害者スポーツ大会の練習会

アダプテッドスポーツクラブが運営補助

「すべての出会いに感謝している」と話す飯田さん

作成した乳癌株に投与する物質を抽出する和田さん

　日本臨床検査自動化学会（JSCLA）と日本臨床検査機器・

試薬・システム振興協会（JACLaS）が、臨床検査を習得する学生の

研究を表彰する「第1回JACLaS Awa rd  2019」において、

和田恵理子さん（臨床検査学専攻4年）が優秀演題賞（学部生部門）

を受賞しました。演題は「遺伝子編集技術CR ISPR -Cas9を

用いた薬剤耐性乳癌株の作成とその評価」。CRISPR-Cas9とは

遺伝子編集技術のひとつで、比較的簡易な設備でも実施できる

ため、基礎研究のみならず臨床研究でも注目されている最新の

技術です。

　中山寛尚講師の指導の下、CRISPR-Cas9を用いて乳癌細胞

から癌抑制遺伝子・PTENを取り除き、実験株をつくりました。

そこへ脳腫瘍などを抑える軸索誘導因子を投与すると、癌細胞

増殖の抑制が確認されました。軸索誘導因子の利用が、がん治

療の新たな選択肢になりうることを示す結果です。和田さんは「臨

床検査技師が遺伝子検査に携わる機会は増えると思うので、

経験を生かしたい」と抱負を語りました。

　国内最大の障害者スポーツ大会「第19回全国障害者スポーツ大会（茨城県）」に

出場する広島県代表選手およそ20人が、8月10日、17日、31日の3日間、東広島

キャンパスの新陸上競技場で練習会を実施。課外活動団体ASC（アダプテッド

スポーツクラブ）部員延べ12人が準備や運営の補助に当たりました。

　ASCは体験会や練習会の開催により、パラスポーツの認知度向上やパラアスリートの

支援を行っています。前部長の内田浄一朗さん（義肢装具学専攻3年）は「本格的な

運営を間近で見ることができ、学ぶことがたくさんありました」と振り返りました。広島県

障害者スポーツ協会は選手たちとのコミュニケーションに長け、陸上競技協会は競技

運営のノウハウが豊富です。両者の連携に

よって、選手への丁寧な指導や助言が

実現していたといいます。練習会を通じて、

障害と競技と両方への深い理解が必

要であると強く感じました。内田さんは、

「将来メンバーが医療・福祉職に就いたと

き、ASCで培ったノウハウを生かして、ス

ポーツを楽しむ障害者の輪を広げられれ

ばうれしい」と笑顔で話してくれました。

　10月6日、近畿大学工学部広島キャンパス（東広島市）で開催された「こども

未来フェスタ」に、医療福祉学科の2つのゼミがブースを出展しました。

　梅田弘子ゼミはアメリカで盛んな「レモネードスタンド」を実施。レモネードの販売

利益を小児がんの治療研究に充てる活動で、用意した300杯が昼過ぎには完売

する好評ぶりでした。当日はパンフレットも一緒に配布し、支援の必要性を呼び掛け

ました。「完売が目的ではなく、知ってもらうことが支援につながっていくと思う」と

リーダーの井上舞香さん（3年）。利益の31,360円は、レモネードスタンドジャパンを

通じて小児がん患者の支援に使われます。

　三吉愛子ゼミは、動物やキャラクターのバルーンアートと折り紙を子どもたちに

プレゼントしました。色とりどりのバルーンや

折り紙で飾られたブースには子どもたちが

どんどん集まり、追加分の制作が間に合わ

ないくらい。リーダーの宮地慎哉さん（３年）

は「子どもたちが喜ぶような題材を考えて

準備しました。彼らのキラキラの笑顔が何

よりの成果です」と声を弾ませました。

練習会にはトラック競技をはじめとした各種陸上競技の選手が参加

子育て応援イベントに出展

医療福祉学科のブースが大盛況

支援の必要性に共感した来場者にレモネードを手渡す学生
好きなバルーンや折り紙を選ぶ
子どもたちでにぎわうブース

臨床検査学専攻4年の和田恵理子さん

「第1回JACLaS Award 2019」受賞

最後は代表の学生・教員も前に出て大合唱！パーキンソン病とともに歩んだこれまでを振り返る
元気さん（写真左）と妻のきなこさん（写真右）

　看護学科3年生の授業「難病看護論」で、パーキンソン病（※）を発症しながらも力強く生きる2人をゲストに

招き、話を伺いました。この授業は本学独自の科目で、看護師として全国のパーキンソン病患者と関わりを持って

きた秋山智教授の思いが強く込められています。当事者の思いを直接聞くことで、難病患者に向き合う医療人

として必要な心構えを養います。

　40歳で告知を受けたという飯田恵美子さんは、当初は荒れたものの、今では「患者はその病気の専門家」と

プラスに捉え、病気への理解を広める活動を続けています。

　元気さんは、15年ほど前にパーキンソン病と診断され、失意のどん底に。周囲の助けで立ち上がり、現在は妻のきなこ

さんと一緒に音楽ユニット「げんきなこ」を組んで活動しています。2人が厳しい現実を受け止め、病気と共存しながら前を

向いて歩む姿勢に、聴講した学生は感銘を受けていました。最後には、「げんきなこ」の楽曲を学生の代表と教員が

混じって合唱し、教室は一体感に包まれました。

※パーキンソン病とは…神経系の疾患で、

　最初は手足の震えなどから始まり、車椅子

　や寝たきり生活を余儀なくされることもある。

　治療法が確立されておらず、難病に指定。

ASCメンバーは練習会の運営に協力

0101
Report

難病看護を学ぶ授業にゲスト

パーキンソン病患者からの思いを聞く0202
Report

0303
Report

0404
Report

広島国際大学Rep o r t  |  学生の学び
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柔道部・土岡知紗さん
悲願の全国大会出場を実現0101

Report

　柔道部の土岡知紗さ

ん（保育学専攻４年）

が、女子団体戦と個人

戦で9月の「全日本学生

柔道体重別選手権大

会（秋田県）」へ出場しま

した。本学の女子柔道

部初の全国大会です。

小学２年生のときに兄を

真似て柔道を始め、高校以降、県大会では常に表彰台にのぼるほどの実力が

あったものの、全国大会への切符はなかなか手に入りませんでした。大学４年、最

後のシーズンを前に70kg級から63kg級へ１階級下げることを決意。筋力を落と

さないよう運動量を増やし、ハードな練習を繰り返した成果です。勝ち進むことはで

きませんでしたが、気持ちは次のステップに向いています。

バレーボール部・蠣崎真衣さん
実業団への所属が決定0202

Report

0303
Report

呉ルービックキューブ研究会・
神崎裕子さん
日本人女性歴代2位の記録を樹立0404

Report
パラ陸上・青木涼さん
日本記録を更新、
日本代表としてスイスへ

いつか子どもに柔道を教えたいですね。
まずは就職で、人を助ける仕事に就きたいです。

医療福祉学科 保育学専攻 ４年 土岡 知紗さん

第35回中国四国学生女子柔道体重別選手権大会（女子63Kg級）第3位

　本学初の実業団へ

の進路が決まった蠣崎

真衣さん（医療福祉学

専攻４年）。大野石油広

島オイラーズの選手とな

ります。中学高校時代

から有望選手としてバ

レーボールへの道を薦

める声が掛かっていたも

のの、福祉の仕事を目指して本学へ進学。部活動として競技を続けていました。

４年生春の大会、１部リーグへの昇格をかけたリーグ入れ替え戦の直前に足を

故障し、最後となるはずの試合に出られずチームは2部に残留が決定。バレー

への思いが残ったことが実業団へ進む後押しになったといいます。蠣崎さんは、

レシーブも得意なスパイカー。今後の活躍が期待されます。

福祉系の仕事の夢も追い続けます。社内業務での
可能性もありますし、国試もがんばります!

医療福祉学科 医療福祉学専攻 ４年 蠣崎 真衣さん

2019年度春季リーグで喜びを分かち合う蠣崎さん

　パラ陸上選手の青木

涼さん（医療福祉学

専攻２年）が、6月「日本

パラ陸上競技選手権

大会」と7月「ジャパン

パラ陸上競技大会」に

出場し、脳原性麻痺の

あるT36クラスにおいて

100ｍ・200ｍ競技で

1位を獲得。100m競技では自身が持つ日本記録を更新し、８月の「世界パラ

陸上競技ジュニア選手権大会」に日本代表選手としてスイスに渡りました。これ

らの活躍が評価され、12月に「広島県体育・スポーツ知事表彰」を受けました。

本学にはアダプテッドスポーツクラブもあり、健康スポーツ学部もできます。障害

者スポーツへの関心はますます高まるでしょう。

いろいろな国際大会に出て記録を出したいのですが、
今の目標は東京パラリンピックです。

医療福祉学科 医療福祉学専攻 ２年 青木 涼さん

「第13回広島県障害者陸上競技大会」でも1位を記録

　呉ルービックキューブ

研究会の神崎裕子さん

（看護学科２年）が、ピ

ラミッド型立体パズルの

スピードを競うピラミンク

スで大きな記録を残しま

した。8月の「 C u b e  

Camp in Kanazawa 

2 019（石川県）」と、

11月の「日本大会2019（埼玉県）」でそれぞれ、単発記録（5秒02）と平均

記録（７秒85）を出し、日本人女性歴代２位の記録保持者となりました。日ごろ

からルービックキューブをはじめ２～３種類の立体パズルを常に持ち歩き、時間

があればクルクルと練習しているそうです。競技を始めて１

年半の伸び盛り。まだまだ上を目指しています。

大会は世界中から人が集まるので、交流も楽しみ。
海外の大会にも出場したいです。

看護学科 2年 神崎 裕子さん

広島で行われた国際大会では運営にも参加

今年も多くの方々にご来場いただき、
各キャンパスで特色ある大学祭が開催されました。
学生・保護者・卒業生・地域の方々と交流を深めることができました。

2019年10月19日（土）・20日（日）東広島キャンパス「和深祭」

2019年10月26日（土）・27日（日）呉キャンパス「和深祭」

2019年7月13日（土）・14日（日）広島キャンパス「盛幟祭」

＜東広島キャンパス＞
１号館前広場にはくつろげる
ベンチを設置。
３号館１階製作実習室内で
装具を製作する様子。

＜呉キャンパス＞
お茶や自習などに利用できる
３号館陽だまりレストラン。
集中して学習できる、３号館
３階個別学習ルーム。
ローズガーデンにはゆっくり花を
楽しめるベンチを設置。
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　各事業の詳細、サポートメンバー制度、寄付者（全員）顕彰、手続き方法、

寄付金に対する税法上の優遇措置につきましては、募金ホームページ、または

下記のお問い合わせ先にてご確認ください。

日本学生支援機構  貸与奨学金

「奨学金継続願」提出時の

「適格認定」について
　イベントや活動の紹介だけでなく、学生の表情を捉え、学生の想いなども

綴っています。中には、学生スタッフが取材し、執筆している記事もあります。

ぜひご覧いただき、ご意見やご感想をお寄せください。

検索

1.学内イベント 2.クラブ活動

3.地域連携活動 4.ボランティア活動

ブログの掲載内容

とれたてヒロコク便

詳しくは、

　広島国際大学の「旬」な情報をタイムリーに紹介し、大学の取り組みや学生

の活躍をお伝えする大学の公式ブログです。

いつでもお届け最新情報

とれたてヒロコク便 　「休学」または「退学」をお考えの方は、速やかに各キャンパスの教務担当

部署へご相談ください。なお、学費納入期限が近づいている場合は、学費を

納入される前に必ずご相談ください。

休学・退学について

［学費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

前期学費納入期間：20 2 0年4月1日～4月2 0日

後期学費納入期間：20 2 0年9月1日～1 0月5日
※後期分学費振込依頼票は、9月上旬頃お届けします。

　2020年4月上旬に「2020年度分学費振込依頼票」（前・後期分、前期分

／各一部）をお届けします。（各期納入期間は以下のとおり）

2 0 2 0年度  学費納入のお知らせ

　学生本人・保証人・学費請求先の住所等（表示変更・郵便番号変更も含む）に

変更があった場合は、本学ホームページの「在学生の方へ」→「事務手続き」→

「住所等の変更について」に現住所等登録・変更届の届出様式および記入

例を掲載しておりますので、印刷・記入のうえ提出してください。提出先は、

所属キャンパスの教務担当部署の窓口です。なお、各キャンパス窓口でも

「現住所等登録・変更届」を用意しております。（電話・メール等での届け出変更

手続きのお申し出については、ご本人さまの確認ができないため、受け付けて

おりません。あらかじめご了承ください。）

現住所等変更手続きの

方法について

　2019年度後期学業成績通知書については、３月23日に保証人の方宛に

発送させていただきます。お手元に届くまでに数日かかりますが、発送予定日

から１週間以上経過しても届かない場合は、大変お手数ですが、右記の所属

キャンパスの教務担当部署までお問い合わせください。

2019年度後期

学業成績通知書の発送時期について

　2020年4月から開始される「高等教育の修学支援新制度」の支援を利用でき

る対象校として本学が認定されました。

　この「高等教育の修学支援新制度」は、授業料等の減免（授業料と入学金の

免除または減額）と給付型奨学金（返還が不要な奨学金）により経済的支援をす

るものです。支援対象者の要件は、2020年4月に進級する者で、家計基準（収入

金額、資産額）及び学力基準（学業成績、学修意欲）等を満たす必要があります。

　すでに、在学生の申請希望者は、説明会参加後、２０１９年12月に申請を終え、結果

をお待ちいただいているところですが、結果については、２０２０年４月下旬となります。

　１2月に申請できず、これから申請を希望する場合は、４月に学生向けの出願説

明会を行いますので、そちらに出席するようご子女にお伝えください。今後の情報

は、大学掲示板および学内ポータルサイトで学生向けに案内します。

　なお、この制度の詳細は、文部科学省 高等教育の修学支援新制度特設

ページで紹介されています。また、自身が制度の該当となるかを日本学生支援機

構進学資金シミュレーターでご確認いただけますので、ご活用ください。

高等教育の修学支援新制度の

開始について
　保護者の方も本学図書館をご利用いただけます。図書の館内閲覧に

ついては、手続きの必要なく、自由に閲覧することができます。

　また、「図書館利用登録申請書」を提出いただくことで、図書の貸出や館内

にあるインターネット、電子ジャーナル、データベース、視聴覚資料についても、

一部例外を除き、閲覧することができます。

　申請に必要な手続きは、館内に備え付けの用紙、または、ホームページから

ダウンロードしていただいた申請書に必要事項を記入していただき、捺印の

うえ、本人確認用資料(運転免許証・健康保険証等)とともに図書館カウン

ターに提出してください。

保護者の方も図書館を

ご利用いただけます

呉キャンパス 図書館（呉分館） TEL：0823-73-8329

東広島キャンパス
図書館本館（1号館） TEL：0823-70-4504
図書館本館（3号館） TEL：0823-70-4906

［募金ホームページ］ ht tp://kifu .josho.ac.jp/

［資料請求・お問い合わせ先］

学校法人常翔学園　創立100周年記念事業事務室

〒535-8585　大阪市旭区大宮5-16 -1　TEL：06-6954-4789

FAX：06-6954-6481　E-mail：Jigyo@josho.ac.jp

◎各キャンパス教務担当部署のお問い合わせ先

東広島キャンパス
教務課（2号館2階） 
TEL：0823-70-4510

呉キャンパス
看護学部
薬学部

医療栄養学部

教務課（1号館1階） 
TEL：0823-73-8351

所属キャンパス 担当窓口設置学部

保健医療学部
総合リハビリテーション学部

医療福祉学部
心理学部（心理科学部）

医療経営学部

　在学中に学費支弁者の死亡、住居の罹災、家業の破産などによって経済

的に著しく困窮して、学業継続が困難となった学生に対しては、申請により

その理由の発生した直後の学費（半期）の半額または全額を減免することが

あります。下記担当窓口で取り扱っておりますのでご相談ください。 

学費減免について

　奨学生としてふさわしい適格性を有するか否かの認定を行う「適格認定」に

おいて、奨学金の継続貸与にあたり、学業成績における基準が厳格になって

います。継続して奨学金の貸与を受ける意思があっても、「卒業延期が確定

した者（上位年次への進級要件を充足しなかった場合を含む）」、「卒業延期の

可能性が極めて高い者」、「当年度の修得単位（科目）数が皆無または極めて

少ない者」は奨学金が「廃止」になります。「廃止」となった場合は次年度以

降、奨学生の資格を失うことになります。

　ただし、「廃止」該当者であっても成業の見込みがある者は、「停止」と認定

され奨学金の交付が１年間停止することとなりますが、その後、成績基準を

満たせば、「復活」の手続きをとることができます。

　このほか、「奨学金継続願」提出時以外にも、成績による適格認定は前期

終了時に行います。その他懲戒等学校処分の際は随時適格認定を行います。

ご不明な点は、下記担当窓口にご相談ください。

Ａさん
学業不振で留年確定
改善の見込みなし

Bさん
学業不振で留年確定
成業の見込みあり

学業成績の
改善

2020年3月
適格認定 4月

2021年3月
適格認定 4月

廃止

停止 復活

奨学金・学費減免担当窓口

呉キャンパス 学生課（１号館１階）

東広島キャンパス 学生課（２号館２階）

0823-73-8283

0823-70-4536TEL：

TEL：

文部科学省
高等教育の修学支援
新制度特設ページ

進学資金
シミュレーター

http://www.mext.go.jp/kyufu/ https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/

広島国際大学からのお知らせ

　現在、学園では、2022年の学園創立100周年に向けて長期ビジョン

「J-Vis ion 22」を掲げ、本学を含めた学園設置各学校で、強みと特色を

生かした教育改革の実践に取り組んでいます。金額の多寡に関わらず、

継続的にご寄付いただける方を一人でも多く募るため、継続寄付制度、

サポートメンバー制度を導入しております。学園設置各学校の取り組みに

ご賛同いただき、継続的な支援をいただければ幸いです。

学園創立100周年記念募金のご案内

学園の建学精神の下、本学は「誰もが健やかで安心できる社
会を実現する」ことを使命とし、「地域の健康を守り、健康寿命
を延伸する健康・医療・福祉分野の専門職業人を育成」する
ことで、「ともにしあわせになる学び舎」となることを目指します。

学校運営支援事業
学生やご来客はじめ地域の皆様のキャンパス利用時の
利便性向上のため、東広島キャンパスへのアクセス、およ
び東広島・呉の両キャンパス間のスムーズな移動につい
て、交通網整備事業を推進します。

Vision

募集
事業

※上記の他、キャンパス整備事業、奨学金充実事業、課外活動支援事業があります。

プロジェクト支援事業
（1）広島国際大学チャレンジプロジェクト
　  イベント実施型プロジェクト（学生企画実現型）、
　  地域課題解決型プロジェクト
（2）「ともにしあわせになる学び舎」プロジェクト
　  専門職連携教育（IPE)、広国市民大学


