公開講座名

開催日時

開催場所

講

第２回
12 月 2 日
（日）
中村 寛美
東広島キャンパス
理学療法セミナー 13：00 〜 15：00
（県立広島病院

演

者

講演テーマ

連絡先

保健医療学部事務室
「新生児集中治療室（NICU）における
☎0823-70-4541
理学療法士の役割」
担当／松本

理学療法士）

Dr Zvia Segale Naphtali
看護学部事務室
「地図情報（マップ：GIS）を活用した
第 12 回
12 月 15 日
（土）
☎0823-73-8901
呉キャンパス（ジバ・セガール・ナフタリー博士）
地域社会のヘルス分析」
看護学部公開講座 13：30 〜 15：30
ニューヨーク大学教授
担当／池田

12 月上旬 返還誓約書提出期限
（呉キャンパス）
12 月中旬 大学院（学内進学者）予約採用候補者決定通知

入試センターから「2008 年度一般入試」についてお知らせします。
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、お
気軽に入試センターまでご連絡ください。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。
【2008 年度 一般入試日程】

12 月下旬 返還誓約書提出期限
（東広島キャンパス）

入試区分

１月中旬 適格認定奨学金継続申請説明会・書類配付＊

募集学部

前 期
（１科目型）

２月下旬 適格認定奨学金継続申請期限＊

試

験

日

出願期間
（郵送のみ。消印有効） 合否発表日

１月 26 日（土）
１月 27 日（日）
試験日自由選択制

１月 9 日（水）〜１月 21 日（月） ２月 6 日（水）

２月 9 日（土）
２月 10 日（日）
試験日自由選択制

１月 9 日（水）〜２月 4 日（月） ２月 20 日（水）

３月 14 日（金）

２月 20 日（水）〜３月 10 日（月） ３月 22 日（土）

NOVEMBER

奨学金 スケジュール

2007
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医療福祉学部事務室
第３回
大学院生
12 月 12 日
（水）
東広島キャンパス
「社会福祉研究の方向とアプローチ」 ☎0823-70-4611
医療福祉学専攻
18：00 〜 19：30
（総合人間科学研究科医療福祉学専攻）
担当／広兼
セミナー
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2007 年度 広島国際大学 後期公開講座一覧

＊については、日程が変更になる場合がありますので、学生課、
学務課の掲示板で必ず確認にしてください。

前 期
（２科目型）

ࡁ࠻࠹ࠗࠞ㓸 
㨨ߺߥߐࠎߩදജᓙߞߡ߹ߔ㨨

全学部

後 期

【お問い合わせ先】広島国際大学

本学では、ノートテイクボランティアを募集してい
ます。障がい者支援に関心を持ち、ノートテイクボラ
ンティアとして活動してみたいと思う学生は、学生課
（東広島キャンパス）
、学務課（呉
キャンパス）にてノートテイ
カーの登録申請を行ってくださ
い。登録後は、ノートテイクボ
ランティア養成講座を受講して
いただき、ノートテイクに必要
な技術を身につけていただきま
す。実際にノートテイカーとし
て活動していただいた学生には
図書カードを進呈します。たく
さんの学生の登録をお待ちして
おります。

⏔ 0120-55-1659

入試センター

2007 年度 後援会教育懇談会開催

教育懇談会とは…
在学生の学業・学生生活および就職状況など
について、保護者の方々に対して相談窓口を設
け、普段かかえている不安や悩みを直接、教職員
に相談いただく場です。

2007 年度 SSP プログラム認定企画決定！
学生のやる気を応援するサポートプログラム「SSP プログラム」に対し、16 件の応募があり、審査の結果、８件が認定さ
れました。奨励金総額 2,315,100 円となり、
詳細は次のとおりです。
№

プロジェクト名

代表者氏名・研究科専攻／学部学科

子どもたちにとって安全な遊具の
１
竹内 綾子さん
提案・作成プロジェクト
２

大学祭助っ人プログラム
片山 沙樹さん
ラーメン屋台を作る会

総合人間科学研究科 医療福祉学専攻 １年

300,000 円

心理科学部 臨床心理学科 ２年

401,865 円
429,600 円

４ 高齢者マッスルプロジェクト

竹本 雄大さん

医療福祉学部 医療福祉学科 ３年

246,500 円

５ 乃美尾小学校図書室改装計画
（第２期）

藤本 憲生さん

社会環境科学部 住環境デザイン学科 ４年

200,000 円

６ すこやかパートⅡ

岸田由紀子さん 看護学部 看護学科 ３年
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工学部 建築学科 １年

池田眞由美さん 看護学部 看護学科 ２年

310,000 円
284,055 円
143,080 円

山﨑 由太郎

さん

（薬学科３年）

ĳııĸාġĲĲĴıอ࣐

松岡さおりさん 保健医療学部 理学療法学科 ２年

８ 笑顔プロジェクト

8

奨励金額

３ スポーツリハビリテーション支援

呉をスケッチすることで
７
安藤 宏樹さん
呉に馴染もうという企画

今月号の
表紙モデル
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今年度は東広島キャンパス・呉キャンパス・
大阪・岡山・山口・松山・福岡会場に加えて、新
たに広島（国際教育センター）
・香川・熊本会場
を新設し、計 10 会場で開催しました。会場には
昨年の２倍を超える保護者の方々に参加してい
ただき、貴重なご意見を多数いただきました。

