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夢に向かってチャレンジしよう！春到来！
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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



アサポーターも活動していますので、楽しい大学生活を過ごすために、ぜひ活用してください。そして、みなさん
の学生生活をより充実させるためにクラブ活動やゼミ活動、ボランティア活動などに積極的に参加されることをお
勧めします。まずは、たくさんの友人や先輩、教職員と触れ合い、大学生活に慣れ、失敗を恐れず何事にもチャレ
ンジし、自分の成長に結びつける努力をしてください。
この広島国際大学で大きな夢の実現に向けて、実りのある学生生活を送られることを心から願っています。

～実りある学生生活を～

学  長
秋山　實利

すばらしいスタートを切って充実した大学生活を！

焼廣　益秀
副学長・教務部長

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
大学では学修環境・生活環境がこれまでと大きく変わりますが、１年次、特に入学後数ヶ月
間の勉強習慣や生活のリズムによって、これからの学生生活が充実したものになるかどうかが
決まるといっても過言ではありません。そのためには、自ら行動を起こすことが大切です。疑
問に思ったことや分からないことがあればそのままにせず、自ら調べてみましょう。それでも
解決しないときは、教職員や友人、先輩等に聞いてみましょう。大学で身につけるべき重要な
ことの一つが、このように「疑問点や課題を自らの行動で解決していく力」です。まずは、一
生懸命努力しましょう。そうすることで、やる気もでてきます。
みなさんが充実した大学生活へ向けてすばらしいスタートを切られることを願っております。

学生のみなさんの成長をサポートします！

加賀谷　有行
学生部長

新入生のみなさん、入学おめでとうございます。
新入生のみなさんは大学生になった今、何をやりたいと思っていますか。勉強はもちろんで
すが、「クラブを頑張りたい」、「ボランティア活動に参加してみたい」、「友達をたくさん作り
たい」など、夢や希望に満ち溢れていることでしょう。
夢や希望に向かって何らかの行動を起こすこと、それはみなさんの成長につながることです。
本学教職員が一丸となってみなさんの成長を支援します。

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
大きな夢と希望を持ち、この広島国際大学で学生生活をスタートさせる新入生のみな
さんを教職員一同、心から歓迎いたします。
本学は、2013年度から専門職連携教育（IPE）を導入し、「健康・医療・福祉に関わる
分野の専門職の仕事についての理解を深め、専門職が連携するチーム医療」を考える機
会を設けております。学科や専門領域の壁を越え、お互い切磋琢磨しあいながら、大き
く成長してもらえることを願っております。
さて、新入生のみなさんは、新たな大学生活がはじまり、様々な不安を感じておられ
ると思います。そのような時は、遠慮せず教職員に相談してください。必ず、みなさん
に最大限の支援を行うことを約束します。また、学生同士が相互に相談し、助け合うピ

学長、副学長・教務部長、学生部長メッセージ
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医療栄養学部へのご入学おめでとうござ
います。
昨年、医療栄養学部がスタートして１年。
私たちは、一期生とともに医療栄養学部の
土台を築くために、学内での教育はもちろ
ん、課外の多くの活動経験を通して学ぶ、
多面的な教育も積極的に行ってきました。
一年経った一期生は、大きく逞しく成長
し、二期生の皆さんを迎えようと胸躍らせ
ています。
私たち教職員も、皆さんが質の高い管理
栄養士として成長されるように、充実した
学生生活を送ることができるように最大の
支援を惜しみません。
みなさんが、一日も早く大学の生活に慣
れ、一人ひとりの力が最大限花開く学生生
活となることを期待しています。

八木　典子
医療栄養学部長

入学おめでとうございます。さあ、いよ
いよ皆さんの学生生活のスタートです。こ
れから４年間、みなさんは、本学に集う多く
の仲間たちと出会い、共に学んでいきます。
自分の良さ・友のいいところ、そして人
と共に活動することの楽しさや周りの人た
ちのために自ら行動することの素晴らしさ
に気づける若者に成長していってください。
2015年４月は心理学部のスタートで
もあります。我々と共に新たな歴史を刻ん
でいきましょう。岩田　昇

心理学部長

新入生の皆さん、入学おめでとうござい
ます。新しく医療経営学部の一員となられ
た皆さんを、私たち教職員は心から歓迎し、
全力でサポートしていきます。医療経営学
部では、わが国における医療に関する諸問
題を、経営学で元気にするプロフェッショ
ナルを育てます。４年間の学びの中で、「い
のちと向き合う経営学」を修得し、私たち
に何ができるかを考え、人のために貢献す
る「公共心」をもった医療人になることを
期待しています。勝岡　宏之

医療経営学部長

総合リハビリテーション学部へのご入学
おめでとうございます。本学部での学修目
的は日々の生活に不便を感じている方一人
ひとりの困難や問題を見つけ、その解決能
力を培うことです。そのためには専門的な
言葉や実態に出会って理解する必要があり
非常な戸惑いを感じるでしょう。そのよう
な勉学環境にあるみなさんの理解を助ける
ことに、私たち教職員一同は工夫や努力を
惜しみません。みなさんが孤立することな
く、より楽しい学生生活を過ごせるよう、
家族 ･ 友人そして教職員が見守っていま
す。目標に向かって共に頑張りましょう。

南山　求
総合リハビリテーション学部長

薬学部へのご入学おめでとうございま
す。医療の進歩は目覚しく、薬物療法も高
度化してきています。薬剤師になるという
ことは、薬のスペシャリストを目指すとい
うことであり容易なことではありません。
これから６年間、初心を忘れることなく勉
学に取り組んでください。多くの先生や学
生との出会いが君達のキャンパスライフを
より一層楽しいものにしてくれるはずで
す。課外活動等にも積極的に参加して多く
の出会いを経験してください。宇根　瑞穂

薬学部長

新入生の皆さん、ご入学おめでとうござ
います。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。
大学では、専門分野の知識だけでなく、

幅広い教養を身につけ、様々な経験をして
ください。失敗を恐れることなく、何事にも
貪欲にチャレンジしてください。ただし、未
成年であっても大学生は大人とみなされま
すので、自分に対しても他人に対しても、責
任ある行動をとってください。有意義な大
学生活を送られますことを期待しています。島谷　智彦

看護学部長

学部長メッセージ
医療福祉学部へのご入学おめでとうござ
います。これからの4年間、主体的に学
び自分の可能性を広げてください。
専門的な知識や技術だけでなく、多くの
人々との交流や様々な活動に積極的に参加
することで、人間的な成長ができます。
福祉の究極の目標は、子どもから高齢者
まで、障害のあるなしに関わらず、誰もが
幸せに暮らせることを目指すところにあり
ます。そのためには、支援する人自身の豊
かな人間性が問われます。
充実した学生生活になることを期待して
います。

久保田トミ子
医療福祉学部長

保健医療学部へのご入学おめでとうござ
います。みなさんは、いのちの尊厳を重ん
じて豊かな人間性を求め、診療放射線技師、
臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士
をめざして勉強することになります。また、
チーム医療に対応できるスペシャリストとし
て必要な教養、基礎力、実践力、問題解決
能力を身につけなければなりません。
そして、臨床現場において常に命のそば

にいることを思い、「病む人の気持ち」が
分かる医療人になる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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学長

秋山　實利

副学長
教務部長

焼廣　益秀

保健医療学部長

熊谷　孝三

総合リハビリテーション学部長
医療・福祉科学研究科長
南山　求

医療福祉学部長

久保田　トミ子

医療経営学部長
医療経営学科長
医療経営学専攻長
勝岡　宏之

心理学部長
心理学科長

臨床心理学専攻長
岩田　昇

工学部長
工学研究科長
川上　用一

看護学部長
看護学研究科長
島谷　智彦

薬学部長
薬学研究科長
医療薬学専攻長
宇根　瑞穂

医療栄養学部長

八木　典子

心理科学研究科長
実践臨床心理学専攻長
心理臨床センター長
田形　修一

診療放射線学科長

清水　壽一郎

医療技術学科長

藤原　章

リハビリテーション学科長
医療工学専攻長
山岡　薫

リハビリテーション支援学科長

佐々木　久登

医療福祉学科長
医療福祉学専攻長
矢原　隆行

コミュニケーション心理学科長
コミュニケーション学専攻長
関口　彰

住環境デザイン学科長
建築・環境学専攻長
坂本　淳二

情報通信学科長　
情報通信学専攻長
寺重　隆視

看護学科長
看護学専攻長
松本　睦子

薬学科長

堀　隆光

医療栄養学科長

尾形　聡

助産学専攻科長

山崎　登志子

学生部長

加賀谷　有行

学長室長

中神　剛

入試センター長

杉岡　昌男

図書館長

近藤　裕子

キャリアセンター長

宮中　英司

呉キャンパス担当部長

後藤　寛

総合教育センター長

笛吹　修治

研究支援センター長

宇田　淳

地域連携センター長

吉川　真

情報センター長

春日　繁男

保健室長

三森　康世

国際交流センター長

村上　照夫

2015年度役職教職員紹介
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教職主任

竹田　敏彦

新任教員
紹　　介

保健医療学部
医療技術学科
准教授

山本　弘二

保健医療学部
医療技術学科
講師

武藏　健裕

総合リハビリテーション学部
リハビリテーション学科

教授
沖田　啓子

総合リハビリテーション学部
リハビリテーション支援学科

教授
月城　慶一

心理科学部
コミュニケーション心理学科

特任教授
高山　昇

看護学部
看護学科
特任教授

門脇　千恵

看護学部
看護学科
講師

石原　克秀

看護学部
看護学科
特任助教

野間　雅衣

薬学部
薬学科
特任教授

木平　健治

薬学部
薬学科
准教授

上田　純也

薬学部
薬学科
客員教授

児玉　哲郎

薬学部
薬学科
客員教授

仲本　典正

医療栄養学部
医療栄養学科
特任教授

澤村　恭子

医療栄養学部
医療栄養学科
講師

木村　留美

医療栄養学部
医療栄養学科
特任助手

山下　ユキコ

大学院心理科学研究科
実践臨床心理学専攻

教授
寺沢　英理子

2015年度【前期】キャンパス間巡回バス運行時刻表について
【広島キャンパス発】
広島キャンパス発 呉キャンパス着

7：15 8：25
9：00 10：10
11：00 12：10
16：30 17：40

広島キャンパス発 東広島キャンパス着
7：15 8：25
7：20 8：30
11：00 12：10
11：40 12：50
18：15 19：25
20：00 21：10

授業開始時間
１限目 9：00～ 10：30
２限目 10：40～ 12：10
３限目 13：00～ 14：30
４限目 14：40～ 16：10
５限目 16：20～ 17：50

【東広島キャンパス発】
東広島キャンパス発 広島キャンパス着

7：30 8：40
9：00 10：10
16：30 18：00

西条駅経由
18：05 19：20
21：10 22：10

中筋駅で終了

東広島キャンパス発 呉キャンパス着
9：20 9：45
11：00 11：25
13：15 13：40
14：50 15：15
16：25 16：50
18：05 18：30
19：45 20：05
21：20 21：40

【呉キャンパス発】
呉キャンパス発 東広島キャンパス着

8：30 8：55
9：55 10：20
12：20 12：45
14：00 14：25
15：40 16：05
17：00 17：30
18：10 18：35
20：30 20：50

呉キャンパス発 広島キャンパス着
7：20 8：50
10：35 11：35
14：40 15：50
18：40 19：50
21：50 22：50

●運行期間：2015年４月８日（水）～2015年８月４日（火）
　　　　　　※土・日・祝日は運行しません。
●備　　考：事前予約は受付けいたしませんので、満席により、乗車ができない場合は、ご了承ください。
　　　　　　また、交通渋滞等で講義に間に合わない場合においても、補償はできません。
　　　　　　※後期の運行時刻表は、別途ホームページおよび掲示板にて、お知らせします。

5



Start Dash

2015年２月７日（土）～８日（日）、課外活動団体の次期幹部候
補となる学生を対象に、リーダーとしての資質向上と各キャンパスの
課外活動団体の交流を目的としたリーダーズキャンプを「国立江田島
青少年交流の家（広島県江田島市）」において開催しました。
このキャンプは、体育会・文化会本部が主催し、毎年開催している

もので、今回は総勢55名が参加しました。
初日は自己紹介や所属している団体の活動状況などを紹介した後、

江田島消防局の方々を講師に招き、「普通救命講習Ⅰ」を開催しました。
講習では、全員が様々なケースを想定して『もしもの時』に迅速に対
処できるよう訓練しました。また、講習会終了後は、野外でバーベ
キューを楽しみながら交流を深めました。

翌日は、午前中に本学住環境デザイン学科西来路教授を講師に迎え
て「リーダーの心得」についての研修を行いました。参加した学生た
ちは、初日の緊張もほぐれ、活発なディスカッションを行いました。
一方、主催団体である体育会・文化会本部の学生も、本部運営にかか
るノウハウを学ぶことができ、参加した学生それぞれが貴重な経験を
積むことができました。
午後からは、「所内ビンゴ」というウォークラリー形式のゲームを行

いました。お互いが助け、尊重し合いながら、一致団結していました。
今回のキャンプで各学生が学んだ多くのことを、今後の課外活動の
運営に活かし、それぞれがリーダーとしてチームを牽引していくこと
を願っています。

スタートダッシュ2015開催!!
　パフォーマンスを交えて楽しく、分かりやすく先輩が紹介する
ので、あなたの不安もすぐに解消！
　また、団体別のブースもありますので、相談や詳しい説明を受
けることもできます。ぜひ会場へ行ってみましょう！

開催
日時

東広島キャンパス �4月20日（月）～22日（水） 
　場所：講堂 18：00～20：00

呉 キ ャ ン パ ス �4月 ８ 日（水）～ ９ 日（木） 
　場所：メディアホール（１号館７階） 18：20～20：00

「クラブには入りたい」
「新しい何かにチャレンジしたい」
「友達をたくさん作りたい」
� と思っている新入生のみなさん！

クラブに所属する学生が活動内容やクラブの魅力を紹介する
「スタートダッシュ2015」に参加してみてください。

リーダーズキャンプを開催しました!!
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『広島国際大学チャレンジプロジェクト』
　みなさんは「大学時代にチャレンジしてみたいこと」はありますか？
　本学では「建学の精神」に基づき、学生自らが企画を提案し、行動する�
「広島国際大学チャレンジプロジェクト」を提供し、社会貢献と学生の成
長をバックアップしています。
　学生のみなさんが充実した大学生活を送るために、大学時代に「やって
みたいこと」をカタチにするために本学が資金面でバックアップします！
　興味のある方は、奮って応募してください！

理 念
本学園の建学の精神に基づき、人のため、社会のため、地域のため、学生自らがプロジェクトを企画・立案し、その
実現を果たすために、失敗を恐れずチャレンジすることで、社会人基礎力にある「前に踏み出す力」、「考え抜く
力」、「チームで働く力」の向上を目指します。

募 集
内 容

①イベント実施型プロジェクト（※１週間～１カ月程度の短期間の取り組み）
【例えば…「陶芸教室」、「フラワーアレンジメント教室」、「映画鑑賞会」、「小学生サッカー教室」、「こども
音楽教室」など学内外活性化につながるもの】

②地域課題解決型プロジェクト（※１カ月～半年程度の中・長期間の取り組み）
【例えば…「まち創り」や「まちおこし」「小児ボランティア」などの地域課題解決や地域活性化に取り組むもの】

奨 励 金
（１企画上限） 上限：50万円まで

※10万円以上のプロジェクトについては、申請時に別途相談します。
※�１件につき、原則50万円までとしますが、プログラム内容を精査した結果、妥当性があれば、
50万円を超えて支給する場合もあります。

選 考 基 準

①プロジェクト実施により、自己成長につながる企画
②キャンパスライフをより楽しく、大学をより活性化させる企画
③社会・地域の人々との協働を行う企画
④学部・学科・学年の枠を越え協働して取り組む企画
⑤国際的な視野に立って社会貢献に取り組む企画
※①～⑤のうち、２つ以上を満たす企画とします。
【選考除外】原則、課外活動団体からの応募、または、ゼミでの研究あるいは卒業論文等の作成を直接の目的にするものは応募できません。

手続き方法
①興味がある方は、各キャンパス申請相談窓口までお気軽にご相談ください。
②窓口で相談後、プロジェクト内容および予算計画などをエントリーシートに記入して提出してください。
③�学内で審査を行い、問題がなければプロジェクトが認定されます。
　認定後、本格的にプロジェクトがスタートします。

申請相談窓口 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）

※エントリーシートは、ホームページからダウンロードできます。

広島国際大学チャレンジプロジェクト!!
君たちも続け！

地域社会
企業・NPO

広国大生

広島国際大学

「広島国際大学骨髄ドナーバンク登録推進」プロジェクト
代表者　診療放射線学科　大田　拡弥� 奨励金　37,826円

「華道部体験」プロジェクト
代表者　医療福祉学科　國廣　一成� 奨励金　96,200円

「もうシニアなんて呼ばせない！つなげ若者との絆～実りへの感謝～」プロジェクト
代表者　医療福祉学科　下村　友美� 奨励金　116,460円

「もうシニアなんて呼ばせない！つなげ若者との絆～よみがえれ青春～」プロジェクト
代表者　医療福祉学科　重永　美紅� 奨励金　51,420円

「学生寮の思い出作り～素麺大会～」プロジェクト
代表者　医療福祉学科　塩田　浩加� 奨励金　62,000円

「夕涼み会 in 広島国際大学」プロジェクト
代表者　医療経営学科　高橋　愛佳� 奨励金　94,000円

「幟へきん祭」プロジェクト
代表者　医療経営学科　宮内　京佐� 奨励金　30,535円

「茶道体験」プロジェクト
代表者　臨床心理学科　鈴木　志歩� 奨励金　40,260円

「JAGDA in Hiroshima 2014」プロジェクト
代表者　コミュニケーション心理学科　石井　清也�奨励金　15,240円

「広国PARK」プロジェクト
代表者　コミュニケーション心理学科　堀田　昂平�奨励金　435,000円

「黒瀬少年サッカー」プロジェクト
代表者　情報通信学科　中島　優輔� 奨励金　196,200円

「ひろしま未来の育MEN」プロジェクト
代表者　看護学科　井手上千春� 奨励金　299,717円

「LCF（Let’s have fun with Children & Families）」プロジェクト
代表者　看護学科　宮城　みさき� 奨励金　107,466円

「大崎上島イキイキプロジェクト～大崎上島の人々と広国看護学生が紡ぐ物語～」プロジェクト
代表者　看護学科　金子　実沙紀� 奨励金　424,822円

「呉キャンパス市民交流フェスタ」プロジェクト
代表者　薬学科　平町　隆明� 奨励金　497,880円

「茶道体験」プロジェクト
代表者　薬学科　横田　和浩� 奨励金　11,600円

「しましまサロン」プロジェクト
代表者　医療・福祉科学研究科　藤本　静香� 奨励金　288,840円

― 2014年度プロジェクト一覧 ―
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ボランティアセンターからのお知らせです。学内ボランティアは気軽に始められるボランティアです。「ボランティア活動をしてみたいけ
ど移動手段がない」「身近なところで活動したい」「広島国際大学のことをもっと知りたい」といった方にお勧めです！
みんなで一緒に何かに取り組んでみたい方は、担当部署までお越しください！

学内ボランティアにチャレンジしよう！

現在活動中の学内ボランティア
名　　称 担当部署 概　　要

ピア・サポーター ボランティアセンター
呉学生課、医療経営学部事務室

学期始めに、学生生活や履修申請方法等に対する疑問や不安
を抱える学生の相談役として活躍しています。

障がい学生支援スタッフ 障がい学生支援室
呉学生課、医療経営学部事務室

障がい学生への授業支援（ノートテイク、パソコンテイク等）
で活躍しています。

学生広報スタッフ 入試センター 大学の行事やニュースを取材し、記事にして大学ホームペー
ジ内のブログ「とれたてヒロコク便」に掲載しています。

学生国際交流委員 国際交流センター 外国人留学生と日本人学生が交流する“場”や“機会”といっ
た環境作りのためのイベント企画・運営等で活躍しています。

キャリアサポーター キャリアセンター HIUキャリアフェアおよび学内合同企業説明会への参加・運
営等で活躍しています。

就職活動版ピア・サポーター キャリアセンター 就職内定後、就職支援行事における体験談発表を行ったり、
就職活動に取り組む学生の相談役として活躍しています。

キャンパスガイドスタッフ ボランティアセンター
呉学生課、医療経営学部事務室

来学者に対して、東広島キャンパス大学祭等におけるキャン
パス見学ツアーの案内役で活躍しています。広島国際大学の
他学科のことを知る良い機会にもなります。

学生司会スタッフ ボランティアセンター
呉学生課、医療経営学部事務室

学内行事（HIU保護者ミーティングやオープンキャンパス等）
において学生司会として活躍しています。実際に司会をする
前にはプロの講習を受けますので、安心して取り組めます。

学生ボランティアの活動状況は、本学ホームページ「とれたてヒロコク便」に掲載されています。

先生や教職員には聞きにくい、ちょっとした質問や疑問を先輩や友達になら気軽に聞ける…そのように
思ったことありませんか？
学科を越えて、学生同士で支えあう「★ピア・サポーター」に、様々な質問や疑問を聞いてみませんか？
★ピア・サポーターとは？
同じ広国大の仲間として、大学生活のこと、授業のこと、就職のこと等、ちょっとした質問や疑問に答

ピア・サポート相談会Pick-UP

●ピア・サポート相談会開催日時・場所
2015年４月９日（木）、10日（金）、13日（月）、14日（火）

＜東広島キャンパス＞　12時00分～ 15時00分� 場所：コミュニティールーム（２号館２階）
＜呉 キ ャ ン パ ス＞　12時15分～ 12時55分� 場所：食堂（１号館１階 呉教務課側）
＜広 島 キ ャ ン パ ス＞　12時30分～ 13時00分� 場所：幟町カフェ（14階）
※開催日時が変更となる場合がありますので、各キャンパスでご確認ください。

ボランティアセンターでは、学生にボランティア情
報をリアルタイムに提供し、団体または個人が、ボラ
ンティア活動に参加しやすい体制とするため、学生の
ボランティア登録を行っています。学外から大学にボ
ランティア活動依頼があった場合、もしくは学内ボラ
ンティアを募集する場合等に、学生が希望する分野を

マッチングし、ボランティアセンターからお知らせの
メールを送信します。登録にあたっては、担当部署に
「広島国際大学ボランティア登録用紙」がありますの
で、下記担当部署までお越しください。
新入生は、学生便覧にとじこんでありますので、使
用してください。

東広島キャンパス　ボランティアセンター（２号館２階）
呉 キ ャ ン パ ス　呉学生課（１号館１階）
広島キャンパス　医療経営学部事務室（１階）

担当部署

ボランティア登録をしよう！

えてくれる学生ボランティアのことです。特に新入生の方は、新しい環境で不安を抱えることが多いと思います。そんな後輩たちのために、
力を発揮してくれる学生をピア・サポーターといいます。� ※ピア…「仲間」という意味　　サポート…「支援」という意味
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　長期休業期間中に海外への渡航を計画する際に、昨今の海外情勢を踏まえ、行き先、予定等を十分検討する
ようにしてください。
　海外へ渡航前は必ず、報道および「外務省海外安全ホームページ」等で最新の情報を取得し、危険地域を事
前に調べ、渡航延期勧告地域には立ち入らないでください。また、誘拐、脅迫、テロ等の不測の事態に巻き込

長期休業期間中に海外旅行を考えている学生のみなさんへ

憩いのスペース一覧

まれることのないよう、外務省からの渡航情報および報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報を入手
し、安全確保に十分配慮するようお願いします。
　なお、海外渡航するに当たっては、危険情報が発せられていない地域等であっても、外務省が実施している
渡航登録サービスへの登録をするなど、安全確保に十分努めてください。

○外務省海外安全ホームページ　http://www.anzen.mofa.go.jp/
○外務省渡航登録サービス　　　https://www.ezairyu.mofa.go.jp/

◦人間関係のこと
　友人ができない
　恋愛について
　人とうまくいかない
◦自分のこと
　性格で気になるところがある
　自信が持てない
　自分らしさってなんだろう

◦体や気持ちのこと
　体調がすぐれない
　心配で眠れない
　気持ちが落ち込んでいる
　イライラして落ち着かない

◦学業や進路のこと
　大学の雰囲気になじめない
　勉強する気になれない
　進路のことが心配だ

相談時間
月曜日～土曜日９：00～17：00
※ただし、土曜日は月１回の開室となります。

相談場所
【東広島キャンパス】
　学生相談室（２号館２階・学生課内）
　保健室（１号館２階）

【呉 キ ャ ン パ ス】
　学生相談室（３号館１階保健室隣り）

【広 島 キ ャ ン パ ス】
　応接室（１階保健室隣り）

申込方法
１．メールでの申込
《メールアドレス》
【東広島キャンパス】 soudan@ofc.hirokoku-u.ac.jp
【呉 キ ャ ン パ ス】 k-soudan@ofc.hirokoku-u.ac.jp
【広 島 キ ャ ン パ ス】 h-soudan@ofc.hirokoku-u.ac.jp
　　�メールには、①学生番号②名前③連絡先④希望相談日時（第
２希望まで）を記載してください。

２．直接、来室し申込
《申込窓口》
　各キャンパス保健室、学生課、呉学生課、
　医療経営学部事務室

３．電話での申込
【東広島キャンパス】
　＜学生課＞☎0823-70-4536
【呉キャンパス】
　＜呉学生課＞☎0823-73-8283
【広島キャンパス】
　＜医療経営学部事務室＞☎082-211-5101

どんなことでも結構です。個人の秘密は固く守ります。

大学生活での心配ごとや悩みごとがあれば、気軽に学生相談室に相談してください。
相談員がゆっくり話を聴いて、皆さんと一緒によりよい方向を考えていきます。

学生相談室のご案内

キャンパス 場所等 利用可能時間 自動販売機

東広島

１号館２階 談話コーナー ― 飲料２台�
カップラーメン１台

１号館４階 談話コーナー ― 飲料２台
１号館７階 談話コーナー ― 飲料１台

２号館２階 コミュニ
ティールーム 7：00～23：00

飲料４台�
菓子１台�

アイスクリーム１台

２号館８階 カフェ 7：00～23：00 飲料４台�
アイスクリーム１台

キャンパス 場所等 利用可能時間 自動販売機

呉

２号館１階 談話室 7：00～23：00 飲料２台
３号館１階 ピロティー ― 飲料２台

４号館１階 学生談話室 7：00～23：00 飲料１台�
菓子１台

５号館１階 ロビー 7：00～23：00 飲料２台

６号館６階 コミュニ
ティールーム 7：00～23：00 飲料１台

広島

１階 コミュニ
ティールーム 8：00～23：00 ―

14階
幟町カフェ

7：00～23：00 飲料１台�
菓子１台

15階 7：00～23：00 飲料２台�
アイスクリーム１台

各キャンパスには、学生・教職員がくつろげる憩いの広場があります。
ぜひ、利用してください。
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学生生活における諸注意

本学は、大学敷地内全面禁煙です。これは、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。学生からは、「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の姿が目立ち、地域住民の方からもクレームが寄せ
られています。
また、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
の方への迷惑となりますので控えてください。ご理解とご協力をお願いします。なお、広島キャ
ンパス周辺は、喫煙制限区域となっており、路上等での喫煙は条例により禁止されています。

年間を通して、ロッカー室での盗難や置き引き事件が多発しています。荷物を保管する際は、必ずカギを
かけ、財布やパソコンなどの貴重品はロッカーに入れず、自分で管理してください。
また、ロッカー室等で不審者を見かけた場合は、防災センターや教職員に通報してください。

～ロッカーはこの３つを守って使用しよう！～
①貴重品（財布やパソコンなど）は保管しない！　②必ずカギをかける！　③ロッカー内は清潔に！

本学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、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。
また、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。そのような行為をされる方には、厳しく指導等を行います。

STOP！迷惑駐車・駐輪‼

学生のみなさんへ ロッカー室での盗難や置き引きに注意!!

毎年新学期は、交通事故が多発しています。ちょっとした不注意や油断から事故は
起こります。時間にゆとりを持って行動することも事故防止につながります。
特に、原付バイクでの二人乗りやヘルメットをかぶらず運転することは、死につな
がる大変危険な行為です。日頃から交通ルールを遵守し、安全運転を心がけましょう。
また、運転時に運転免許証を携帯していない人がいます。道路交通法では、自動車
等を運転する時は運転免許証を携帯し、警察官から運転免許証の提示を求められたと
きは、提示しなければならないと義務づけられています。少しの距離だからといって、
事故が起こらないわけではありません。常に運転免許証は携帯しましょう。

交通事故多発！

　昨今、新聞・マスコミ等でも取り上げられているとおり、飲酒運転をする人が後を絶たず、
悲惨な交通事故が発生しており、今や全国的な問題となっています。「少ししか飲んでいな
いから大丈夫」「そんなに酔っていないから大丈夫」「警察官に見つからなければ良い」等と
安易に考えてはいけません。飲酒運転および未成年の飲酒や飲酒の強要等は絶対にしないで
ください。

お酒を飲んだら運転しない。あたりまえのルールを守ろう!!

①未成年には飲ませない　②飲んだら運転しない　③運転するなら飲まない　④運転する人には飲ませない

飲酒運転および未成年の飲酒は厳禁!!

本学は敷地内全面禁煙です！敷地外での喫煙も周囲にご配慮を！
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　みなさんがお持ちのパソコンや携帯電話を利用し、みなさんと大学各部署間で情報の送受信をリアルタイムに行うシステムです。
　休・補講のお知らせ、講義連絡や学生の呼び出し、履修情報など多岐にわたる情報を配信していますので、有効活用してください。

学内ポータルサイトの活用について

　下記の３社については、一般金融機関からの借入より優位な条件で借入できる「広島国際大学提携教育ローン」があります。このローンを
借入される方は、在学中に元本の返済を据え置き利息のみの支払いが可能です。申込手続については、下記お問合せ先へお問合せください。

指定金融機関 広島銀行 オリエントコーポレーション ジャックス

ローン名 広島国際大学教育ローン 学費サポートプラン 悠裕プラン

資金使途 授業料、入学金、諸会費、学生寮・学生研修棟部屋料（入居申込金・共益費含む）

問合わせ先

〈ひろぎん〉ダイレクト
マーケティングセンター 学費サポートデスク ジャックス・

コンシュマーデスク

☎0120-038-238
【受付時間】
平　　　日　9：00～ 21：00
土日・祝日　9：00～ 17：00

☎0120-517-325
【受付時間】
平　　　日　 9：30～ 17：30
土日・祝日　 9：30～ 17：30
【Web申込】
http://www.orico.tv/gakuhi/login.php
お申し込みには下記コードの入力が必要です。
学校用コード：13759022　申込コード：7755

☎0120-338-817
【受付時間】
平　　　日　 9：30～ 17：30
土日・祝日　10：00～ 18：00
【Web申込】
http://www.jaccs.co.jp/edu
ログイン時には下記IDが必要です。
ID：M153　パスワード：08258929

広島国際大学提携教育ローンについて

広島国際大学教育ローン金利助成奨学金制度について
本制度は、学費支弁者の経済的負担の軽減を図り、学業成就を助成することを目的としており、授業料等納入のため本学が提携する
金融機関の指定する教育ローン制度（上表）により借入をした学生を対象に、金利の一部を教育ローン金利助成奨学金として給付する
制度であり、返還の必要はありません。申請を希望する学生は、各担当窓口までお問合わせください。

１．資　　格　�本学が提携する金融機関の指定する教育ローン借入者　※学内奨学金との併用不可
２．対象機関　広島銀行、ジャックス、オリエントコーポレーション
３．給 付 額　�申請年度に支払う金利の内、申請年度の授業料の３％を上限として給付
４．給付期間　�１年。ただし翌年度以降も申請を希望する者は在学期間中申請可
５．給付時期　年度末（2016年３月）
６．申請期間　2015年10月１日～11月30日（予定）
７．手続方法　�申請書（担当窓口で配布）に必要書類を添付のうえ提出してください。
　　　　　　　�なお、本件への申請を希望される場合は、下記担当窓口までお越しください。
８．担当窓口
　［東広島キャンパス］　学生課（２号館２階）
　［呉 キ ャ ン パ ス］　呉学生課（１号館１階）
　［広島キャンパス］　医療経営学部事務室（１階）
９．そ の 他　�昨年度以前および前期学費を教育ローン制度で納入した学生も、上記申請期間に従って申請してください。

　図書館を有効に利用していただくため、図書館利用説明会の申し込みを随時受付けております。
　簡単な蔵書検索方法から、レポート、論文作成のための文献や電子的資料活用方法まで、出来る限り
ご要望に応じて説明いたします。
　個人でもグループでも結構ですので、各図書館へお気軽にお申し込みください。

図書館の利用説明会について

　学費振込依頼票は、４月上旬に学費支弁者宛に送付します。４月６日（月）になっても届かない場合は、学長室 会計課へお問合せください。
　�なお、2015年４月に入学された方は、入学手続時に2015年度前期分学費を納入済のため上記納入期限は関係ありません。
＜学費納入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）　☎0823-70-4676

前期分学費の納入について　2015年度前期分の学費納入期限は、４月20日（月）です。

＜利用方法＞
　パソコンや携帯電話から以下のとおりアクセスしてください。
　アクセス先　パ ソ コ ン：https://hiu.hirokoku-u.ac.jp/portal/top.do
　　　　　　　携 帯 電 話：https://hiu.hirokoku-u.ac.jp/portal/ktop.do
　　　　　　　スマートフォン：https://hiu.hirokoku-u.ac.jp/portal/sptop.do
　ログインID・パスワードは、新入生ガイダンス時に情報センターから交付される（２年次以上の学生には、入学時にすでに配付済み） 

「学内ネットワーク利用許可書」を確認ください。なお、通信にかかる費用は、自己負担です。
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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

１．対象者：日本学生支援機構奨学金予約採用者（新入生ですでに、高校の時に採用候補者となっている方）
２．開催日時・場所　※いずれか１回出席してください。

日本学生支援機構奨学金説明会の開催について

〔呉キャンパス〕
日　　時 開催場所

４月13日（月）
18：10～19：10 メディアホール

（１号館７階）４月14日（火）

〔東広島キャンパス〕
日　　時 開催場所

４月９日（木）
18：00～19：00 125教室

（１号館２階）４月14日（火）

〔広島キャンパス〕
日　　時 開催場所

４月６日（月） 14：30～15：30 300教室
（３階）４月７日（火） 16：30～17：30

書　類　名 備　考
平成27年度大学等奨学生採用候補者決定通知 全　　員
日本政策金融公庫の『国の教育ローン』を利用できなかったことについて（申告）

入学時特別増額貸与希望者国の教育ローン借入申込書（お客さまの控え）コピー
融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー

　2015年度�日本学生支援機構奨学金貸与にかかる説明会を、下記の日程で開催しますので、同機構の奨学金貸
与を希望する学生は必ず出席してください。

４．その他
①�採用予定者となっても、手続きをしないと奨学生となりませんので必ず説明会に出席してください。
②�予約採用者は、下記日程の新規出願者対象説明会に出席する必要はありません。ただし、現在の採用種別（第一種・第二種）
の移行または併用貸与を希望する場合は出席してください。
③奨学金の初回振込予定日は、５月15日（金）です。

2014年度リーダーズキャンプ集合写真 「国立江田島青少年交流の家」にて表 紙 紹 介

３．持参物

予約採用者（高校時に採用候補者となっている方）対象説明会

〔呉キャンパス〕
日　　時 開催場所

４月15日（水）
18：10～19：10 メディアホール

（１号館７階）４月16日（木）

〔東広島キャンパス〕
日　　時 開催場所

４月10日（金）
18：00～19：00 231教室

（２号館３階）４月15日（水）

〔広島キャンパス〕
日　　時 開催場所

４月14日（火）
18：00～19：00 300教室（３階）

４月15日（水）

３．持参物：筆記用具
４．貸与月額
　◇第一種（無利子）　自宅通学者　：30,000円、54,000円から希望する月額
　　　　　　　　 　　自宅外通学者：30,000円、64,000円から希望する月額
　◇第二種（有利子）　３、５、８、10、12万円から希望する月額 ※薬学部の学生は、12万円に月額２万円の増額が可能
５．その他：��無断欠席者には、出願書類を配付しませんので、説明会に出席できない学生は、必ず事前に学生課・呉学生課・

医療経営学部事務室に申し出てください。

１．対象者：��初めての出願、もしくは貸与中の種別（第一種・第二種）の移行または併用貸与を希望する者。
２．開催日時・場所　※いずれか１回出席してください。

新規出願希望者対象説明会
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