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スタートダッシュ 2008 開催／
第 1 回「薬学生の集い」広島シンポジウム／
第 93 回薬剤師国家試験合格率全国第１位／
東広島音楽祭にダンス部が出演しました！
広国大 Information
CAMPUS 掲示板

◆建学の精神
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。
◆教育の理念
本学における教育は、豊かな人間性と命の尊厳を基本とする。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習得を進めるとともに、健康、医療、福祉、そして生活の分野において必
要とされる環境、工学、情報の各領域で活躍しうる職業人を養成する。もって、地域社会と国際社会
に貢献し、人類への奉仕に寄与する。

■弓道部
女子団体で見事、全国大会出場の座を
射止める！

■柔道部
男子団体で悲願の全国大会初出場！
日本武道館デビュー !!

弓道部は、昨年行われた第５３回中四国学生弓道
選手権大会（２００７年１０月１６日（火）～１９
日 ( 金 )）において、中国地区代表選考で出場権を
得たため、６月２９日（日）に明治神宮で行われた
第２０回全国大学弓道選抜大会に出場しました。
弓道部創部以来、初の全国大会出場となります。

５月２５日（日）に行われた第５４回中国四国学
生柔道優勝大会男子団体において、見事３位に入
賞し、６月２８日（土）・２９日（日）に日本武道館
で行われた第５７回全日本学生柔道優勝大会に出
場しました。柔道部創部以来、初の男子団体戦で
の全国大会出場となります。また、３位になった
ことで１部に昇格しました。

■男子バレーボール部
念願の 1 部リーグ昇格を果たす！
現在３部制２部の男子バレーボール部は、４月に
行われた中国大学バレーボールリーグ戦春季大会
において５戦全勝し、２部１位の成績をあげまし
た。その後、１部リーグ昇格をかけた１部リーグ
最下位との入れ替え戦において勝利し、見事１部
昇格を果たしました。秋季リーグから１部での試
合に参加します。

課外活動
に朗報 !!
学長から表彰状が
授与される !!

課外活動という自主的な活動で日夜練習に励み、部員
が一致団結して頑張っている団体。そんな熱い彼らか
らこのたび『名だたる大会に出場する、入賞した』との朗
報が相次いで入りました。
ここでは、そんな優秀な成績を収めた学生および団体
を紹介したいと思います。
■陸上競技部
男子１００ｍで全国大会出場！
陸上競技部の金口 瑛典くん（Ｂ科３年）は、５月
９日（金）～１１日（日）に行われた第６２回中国
四国学生陸上競技対校選手権大会男子１００ｍ
（１０秒６９）、２００ｍ（２１秒７５）において、
３位となりました。また、１００ｍの１０秒６９
が２００８日本学生陸上競技個人選手権大会の標
準記録をクリアしたため、６月５日（木）～８日
（日）に神奈川県平塚市で行われた２００８日本
学生陸上競技個人選手権大会１００ｍに出場しま
した。

■剣道部
全国大会へ２名出場（初）!
５月１８日（日）に行われた第５５回中四国学
生剣道選手権大会男子個人戦において、塩田 十
くん（Ｉ科４年）ベスト８、神野 仁寿くん（Ｒ科
３年）ベスト１６となり、７月６日 ( 日 ) に大阪
府立体育会館で行われた第５６回全日本学生剣
道選手権大会に出場が決まりました。剣道部創
部以来、初の全国大会出場となります。


■将棋で全国大会へ出場！
山崎 由太郎くん（Ｙ科４年）は、５月１１日（日）
に行われた第２１回アマチュア竜王戦の広島県大
会Ａ級戦において、見事優勝し、６月２８日（土）・
２９日（日）に東京で行われた第２１回アマチュ
ア竜王戦全国大会に出場しました。

あなたも金曜ゆめ倶楽部に参加しませんか
2006 年度後期から「何か楽しいことをしたいね」を合言葉に、呉
キャンパスで本格的にスタートした「金曜ゆめ倶楽部」。今年度から
東広島キャンパスでも始まりました。
学生の皆さんが主体となって、ゲームや映画鑑賞、コンサートなど
のイベントを開催し、それを通じて同じ趣味の友達や学部・学科、年
次を越えていろいろな人と出会い、交友の輪を広げる場として親し
まれてきています。今年度も、「金曜ゆめセミナー」と題して芸能
界で活躍されているルー大柴さんを招いての講演会や「神話・子ど
も・夢」をテーマとしたコラボレーションコンサートなど楽しいイ
ベント盛り沢山に開催しています。参加した学生からは「とても楽
しかった」、「自らも企画してみたい」といった喜びの声が多く聞か
れています。
興味のある催しのときだけの参加も OK ですので気軽に参加して
みてはいかがでしょうか。

煎じた
お
いかが 茶は
です？

〔金曜ゆめ倶楽部からのお知らせ〕
金曜ゆめ倶楽部は、学生の皆さんが主体となって組織運営されています。
「キャンパスライフをもっと充実したものにしたい！」「こんな企画をイベ
ントに取り入れてみたい！」「イベントを通じていろんな人と知り合いた
い」という思いを持つそこのキミ！ぜひ、金曜ゆめ倶楽部スタッフの一員
に加わりませんか？
[ 問い合わせ先 ]
東広島キャンパス 学生課（２号館２階） 0823-70-4536
呉キャンパス
学務課（１号館１階） 0823-73-8351

『フレッシュマンキャンプ』開催
課外活動団体の新入部員（１年次生）を対象に、課外活動を行ううえでの心構
えなどについて学ぶとともに、参加者（課外活動団体）間の親睦および交流を目
的としたフレッシュマンキャンプを６月 28 日（土）・29 日（日）の１泊２日の
日程で、広島県庄原市にある研修施設「高原の家七塚」において開催しました。
主催団体である体育会・文化会本部の趣向を凝らした催しや地元消防署の協
力のもと実施した救急救命講習会を通じて、これからの諸活動に役立つ知識と
技術を習得するとともに、自然溢れる環境の中でバーベキューや竹細工・パン
づくり・自然観察などを楽しみ、他クラブとの交流を深めることができました。
日々のクラブ活動に取り組むうえで、今回のキャンプから学んだことを活か
すことができる機会はたくさんあることと思います。この２日間で参加者全員
が少しでも成長し、将来、クラブの担い手となることを期待しています。
3

毎年心待ちにしている学生もいるほどのスポーツイベント、交歓レクリ
エーション大会が東広島・呉の両キャンパスで開催されました。東広島キャ
ンパスでは、ソフトボールとソフトバレーボール、呉キャンパスではフットサ
ルとソフトバレーボールの種目を行いました。入賞チームには、豪華景品な
ど授与されるということで、参加者は試合前から優勝目指して意気込んでい
ました。
試合当日は、涙あり笑いありの大熱戦が繰り広げられ、特に、決勝戦ともな
ると目を見張るようなプレーもあり、見るものを虜にしていました。
昨年度に比べてチーム数も増え、運動が得意な人も最近運動不足がちな人
も、気軽にできるスポーツを通して、学年・学科を越えての交流を深め、楽し
むことができたのではないでしょうか。

交歓レクリエーション大会
結果発表
東
広島
キャンパス

呉

キャンパス

開催!!

ソフトボール
１位 モンキーズ
２位 あの頃のえりあし
３位 ＰＥＡＣＥ達夫

ソフトバレーボール
１位 8 時 10 分前ドーン！
！
２位 モナミ2
３位 ペニーのおいしいレストラン

フットサル
１位 フットサル部
２位 かいわれFC
３位 ちょっと、
ちょっとちょっと
３位 住環Ｄ

ソフトバレーボール（男子）
１位 我らイボニシISX
２位 しゃばの空気
３位 看護とゆかいな仲間達 Part2
３位 情報

ソフトバレーボール（女子）
１位 ガッツ!!ちちやす
２位 ＪD2そのいち
３位 コロッケ大スキッ♥
３位 SK-Ⅱ

※呉キャンパスでは３位決定戦を実施していないため、
３位のチームが２チームあります。

『外国人留学生交流会
（４月）
』
☆『歓迎会
（６月）
開催 !!』
今春、新たに９名の外国人留学生を迎え、本学の留学生は全員で 15 名となりまし
た！
新たな生活に希望を抱き、その半面、慣れない環境での生活に不安を抱えて入学し
てきた新入生。彼らを歓迎するとともに、その不安を少しでも取り除くために、まず
は留学生の先輩、教職員との『外国人留学生交流会』を４月 25 日（金）に開催しまし
た。引続き、６月 22 日（日）には、日本人学生を交えて『外国人留学生歓迎会』を開
催しました。
『外国人留学生交流会』は黒瀬町の「華庄」で開催し、留学生 15 名と教職員８名が
参加し、初顔合わせとなりました。留学生たちは初め、少し緊張していましたが、食
事が始まると和気藹藹と会話も弾み、中国語、韓国語が飛び交っていました。自己紹
介後はさらに盛り上がり、みんな席を立って話に夢中になっていました。
『外国人留学生歓迎会』は留学生 13 名、日本人学生ボランティア 17 名、教職員 6
名で岡山県倉敷市鷲羽地区に学園大型バスを利用し行ってきました。バスの中では、
留学生と日本人学生がペアで隣に座り、日本語でコミュニケーションを取りながら、
頻繁に「中国語・韓国語では何て言うの？」という会話が聞こえてきました。目的
地の鷲羽地区では、鷲羽ハイランドホテルで海の幸を堪能し満腹になった後、鷲羽山
ハイランドパークに移動し、絶叫アトラクションやゲーム、ブラジルのサンバを満喫
しました。時間の経過とともに学生たちは交流を深め、今回のイベントを通じて外
国人留学生・日本人学生の区別なく友情を深める絶好の機会となりました。



外国人留学生！活躍 !!
東広島市で異文化交流
５月 31 日（土）、東広島市立黒瀬図書館が主催する
おはなしワールドが黒瀬文化センターで行われまし
た。このイベントは、外国の絵本や遊びを通じて異文
化を身近に感じることを目的としており、幼児・小学
生（低学年）約 10 名と保護者の参加がありました。
本学からは感性デザイン学科２年黄英九さん（韓国
出身）とコミュニケーション学科１年周芳芳さん（中
国出身）が講師として参加しました。最初に、それぞ
れの母国語で「こんにちは」などの簡単な挨拶を参加
者全員で勉強した後、周芳芳さんが「なんでも１番」と
いう絵本を中国語で読み聞かせると、子供たちは絵本
の絵を見ながら物語りに夢中になっていました。また、
黄英九さんは「しっぽとりゲーム」という韓国の昔か
らの遊びを紹介し、参加者全員でゲームをしました。
子供たちははしゃいで会場を走り回り、汗びっしょり
になっていましたが、笑い声があちらこちらで飛び交
い、とても楽しそうでした。子供達はもちろんのこと
大人達も夢中になって、歓喜に包まれた異文化交流が
繰り広げられました。

「薬学生の集い」広島シンポジウム。

第１回

過去にふれ、今集い、未来へ -Peaceful Message-

この夏、８月 19 日（火）〜 21 日
（木）の三日間の日程で、「薬学生
の集い」主催のシンポジウムが広
島で開催されます。「薬学生の集
い」は日本唯一の、全国の薬学生を
中心とした団体です。全国 14 大
学 200 名以上が加入しており、薬学生の意識向上のための積極的な
活動を行っています。我が広島国際大学も“couture”という団体
で「薬学生の集い」に加盟しており、今回のシンポジウムの主幹を務
めます。
テーマは、「平和」「放射線」「地域医療」。これらを柱に、放射線
影響研究所見学、被爆体験講話、がん治療における地域医療格差を
テーマにしたパネルディスカッションなどなど…広島の特色を生か
した様々な企画を考えています。また、このシンポジウムには、広島
県以外の薬学部の学生さんも参加します。三日間を通して、様々な
地域の学生さんと交流を深められます。皆さんもこのシンポジウム
に参加してみませんか？薬学部生の方も、それ以外の方も大歓迎！
ご参加、お待ちしています。
広島シンポジウム HP
http://hiroshima.biroudo.jp/
2008
年度

第93回薬剤師国家試験合格率 全国第１位

2008 年３月８日、９日に実施された第 93 回薬剤師国家試験
において、広島国際大学薬学部の１期生 137 名が受験し、129
名が合格しました。
初めての挑戦で、合格率 94.16％ 全国第１位！
国公立大を含む全国 55 の薬学部の中で、合格率第１位という
最高の結果となりました。学生一人ひとりの努力はもちろん、国
家試験対策など万全のバックアップ体制によるものと確信してい
ます。これからも、学生一人ひとりを大切にした教育を行い、薬剤
師国家試験に強い伝統を築いていきます。

東広島音楽祭にダンス部が
出演しました！
６月１日（日）、東広島市中央公
民館で行われた「2008 東広島音
楽祭」にダンス部が出演しました。
この音楽祭は、今年が２回目で、東
広島市内の中学、高校、大学のクラ
ブや一般の団体などが演奏や合唱
などを披露したものです。午前の部の最終に出演したダンス部は、
「和」をテーマに２年〜４年の学生 19 名が、すばらしい演技をし
ました。終了後には盛大な拍手がありました。
今回は、
「東広島音楽祭」という市民のお祭りということもあり、
大人から子供までが楽しめるステージを意識して、テーマや振付
を考え、ほぼ毎日練習したとのこと。また衣装にもこだわり、すべ
て手作りし、ダンスで動いても乱れないような工夫を繰り返し行
い、舞台で綺麗に見えるように考えてデザインし
たとのこと。ステージでは衣装とともに、演技に
使用した扇子や布もダンスの演出にはてき面
の効果が出ていました。
ダンス部部長の加藤くん（Ｌ科３年）は、
「終了後にすごくよかったとお客様に声
をかけてもらえたり、OB や友人からも
今までで一番よかったと言ってもらえ嬉
しかった。部のみんなも達成感があった
と思う。」と話し、ステージ成功の実感を感じてい
ました。今後もダンス部は、地域の高校や学外での
イベントなどに出演します。すでに大学祭の準備
も始めているそうで、多忙を極めるダンス部です。
学内でも定期的にイベントを行っているので、ぜひみ
なさんも見に来てください！

Start
Dash
2008
クラブの魅力教えます !!

スタート
ダッシュ
2008開催

クラブに興味を持つ学生へ向けて、魅力あ
ふれるパフォーマンスを交えて紹介するイベ
ント「スタートダッシュ 2008」が今年度も４
月 14 日（月）・15 日（火）に、東広島・呉の両
キャンパスで開催されました。各団体とも工
夫を凝らした紹介を行い、参加者の笑いを誘
いながら自分の団体をアピールしていまし
た。東広島キャンパスでは、イベント終了後
まで「Dr. キャンパ」のテレビ撮影が行われ、
大いに盛り上がりました。参加者からは、
「今
回のイベントを通じて、実際に部員からの生
の声を聞くことができ、クラブの雰囲気など
が伝わってきてとても良かったです。入部し
たいクラブが見つかりました。」と喜びの声
が聞かれました。
両キャンパスとも２日間で延べ 450 名以
上の参加者があり、大いに盛り上がりました。

「Dr. キャンパ」HP アドレス
http://www.home-tv.co.jp/cyanpa/index.html
当ページ（Ｐ５）のダンス部部長加藤さんの所属学科が誤って掲載されておりました。
お詫びと訂正 訂正してお詫びいたします。 （誤）Ｌ科 → （正）Ｋ科
なお、本ホームページ上の記事は訂正後のものを掲載しています。
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「禁煙推進・マナー向上

キャンペーン」を実施
広島国際大学では、毎年５月と11月を「禁煙推進・マナー向上強
化月間」とし、
キャンペーンを展開しています。
今回も学生・教職員が協力して、キャンパス内の巡回清掃や館内
放送等を行い、マナー向上・禁煙を呼びかけました。また、５月７日
（水）に呉キャンパス、５月８日（木）に東広島キャンパスでそれぞれ
セレモニーを行いました。
タバコは、本人よりも周囲の人に悪影響を及ぼすという恐ろしい
一面があるということをご存知ですか？みなさんもこのキャンペー
ンを機会に、自分のマナーや禁煙について見直してみませんか？

【禁煙推進・マナー向上 WG】
［募 集］
禁煙推進・マナー向上WGでは、11月のキャンペーンに先立ち「禁
煙推進・マナー向上」に関する「ロゴマーク（デザイン）」を次のと
おり、募集していますので奮ってご応募ください。
１．募集作品 「禁煙推進・マナー向上」に関するロゴマーク

（デザ
イン）
２．募集期限 2008 年７月 31 日（木）まで
３．応募資格 本学在学生
４．応募点数 一
 人につき、
「禁煙推進」または「マナー向上」にまつ
わるものを各１点
（計２点）までとします。
５．応募方法 学生課・学務課設置の申込用紙に必要事項を記入し、
応募してください。
６．応 募 先 東広島キャンパス 学生課（２号館２階）
呉キャンパス
学務課（１号館１階）
７．副
賞 特 選 クオカード２万円分×１人
金 賞 クオカード１万円分×１人
銀 賞 クオカード５千円分×１人
銅 賞 クオカード３千円分×１人
特別賞 クオカード２千円分×１人

知っておこう

６月１日から改正道路交通法の
一部が施行されました。

学生は自転車、自動車を利用することが多いので、
決まりを守り、安全な生活を送りましょう！

【自転車に関すること】
○自転車の歩道通行可能要件が明確化されました。
自転車は「車道通行が原則」ですが、
・道路標識などで「歩道通行可」と指定された場合
・運転する者が児童、幼児の場合
・車道又は交通の状況から見てやむを得ない場合は、歩道を通行
してもよくなりました。その場合は、自転車は車道寄りを徐行
し歩行者には十分配慮しましょう。
○児童（13 歳未満）又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は
幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせ
る努力義務があります。
【高齢者、聴覚障害者に関すること】
○7
 5歳以上の者及び聴覚障害者は、
普通自動車を運転する場合、
「高
齢運転者標識」
「聴覚障害者標識」を表示しなければなりません。
また、70 歳から 74 歳の方は、今までどおり高齢運転者標識を表
示するよう努めなければなりません。
【後部座席シートベルトの着用義務化に関すること】
○自動車の運転者は、助手席以外についても、シートベルトを装着し
ない者を乗車させて自動車を運転してはいけません。
高速道路や自動車専用道では違反点数１点になります。
（妊娠中や
けがなどでシートベルトができない場合は免除となります。
）
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大学院入試
（秋季）
を実施
大学院入試日程
●心理科学研究科【実践臨床心理学専攻】
入試区分

試験日

（

出願期間
郵送は締切
日消印有効

）

合否発表日

入学手続期限
郵送のみ。
締切日消印有効

（

）

2008 年
2008 年
2008 年
2008 年
秋季 9月6日（土） 8月20日（水）
10月31日（金）
9 月 19 日（金）
社会人
まで
     ７日（日）～ 8月29日（金）
一

般

※実践臨床心理学専攻は２日間にわたって実施します。
●看護学研究科【看護学専攻】
入試区分
学内進学者

試験日

（

出願期間
郵送は締切
日消印有効

）

合否発表日

入学手続期限
郵送のみ。
締切日消印有効

（

）

2008 年
2008 年
2008 年
8月20日（水）2008 年
10月31日（金）
秋季 9月6日（土）～ 8月29日（金）9 月 19 日（金）まで
社会人
一

般

広島国際大学 大学院では、全ての専攻において（専攻は以下のとおり）、
2009 年２月に、一般入試（春季）、社会人入試（春季）を実施します。
［広島国際大学大学院］
医療・福祉科学研究科
医療工学専攻
博士前期課程
※医療工学専攻博士前期課程に理学療法分野を増設。

博士後期課程
修士課程
修士課程

医療福祉学専攻
医療経営学専攻
心理科学研究科
実践臨床心理学専攻 専門職学位課程
臨床心理学専攻
博士後期課程
コミュニケーション学専攻 修士課程
感性デザイン学専攻 修士課程
看護学研究科
看護学専攻
修士課程
工学研究科
情報通信学専攻
修士課程
建築・環境学専攻
修士課程
詳細につきましては、入試センターまでお問い合わせください。

〈お問い合わせ先〉 フリーダイヤル 0120-55-1659

オープンキャンパス
下記日程でオープンキャンパスを実施します。受験生・保護
者の皆様は、ふるってご参加ください。日頃体験できないキャ
ンパスライフを体験してみましょう！
【東広島キャンパス】
対象学部：保健医療学部・医療福祉学部・心理科学部
第１回７／ 26（土）、第２回８／ 24（日）、第３回９／ 14（日）

各回 11：00 ～ 15：00
【呉キャンパス】
対象学部：看護学部・工学部・薬学部
第１回７／ 27（日）、第２回８／ 23（土）、第３回９／ 15（祝）

各回 11：00 ～ 15：00
［オープンキャンパス情報］
入試説明会や各学科の体験実習、模擬講義など受験生が
知りたい情報が満載のオープンキャンパスは、将来の広島
国際大学でのキャンパスライフを具体的にイメージするこ
とができる絶好の機会です。
当日は、大学・入試説明会、AO 入試説明会、個別相談コー
ナー、学生寮見学ツアー等を予定しております。保護者の
方や、小中学生のみなさまを対象とした企画も多彩に実施
します。ぜひ、ご家族、お友達、本学に興味のある方を誘っ
てご参加ください。
＊無 料 宿 泊…遠方から参加の方は、広島キャンパス（広島市
内）の宿泊施設を無料でご利用いただけます。
（要予約：定員になり次第、締め切ります。）
＊無料送迎バス…当日は JR 広島駅などから無料送迎バスを運
行します。

〈お問い合わせ先〉 フリーダイヤル 0120-55-1659

定期健康診断の受診率について

図１

98.8%

95.0% 96.1%

全

薬
学

学

体

部

部

看 護 学 部

工

日 程
場 所
日 程
場 所
10 月 25 日（土） 東広島キャンパス 11 月 24 日（月・振休） 大
阪
11 月 1 日（土）
呉キャンパス
広島キャンパス
11 月 30 日（日）
（国際教育センター）
11 月 15 日（土）
福
岡
11 月 16 日（日）
山
口
12 月 ６日（土） 愛
媛
11 月 22 日（土）
岡
山
12 月 ７日（日） 香
川
11 月 23 日（日・祝日） 熊
本

図２

心理科学部

2008 年度教育懇談会（日程）

95.5%

︵社会環境科学部︶

広島国際大学後援会の紹介

80%

医療福祉学部

注意
事項

93.2%

︵人間環境学部 ︶

健康診断を受けていない方は、学外実習・奨学金申請・就職活動等に必要な健康
診断証明書を発行することができません。
外部受診用の用紙を保健室まで取りにきてください。

96.9%

90%

保健医療学部

今年度４月に学内で実施した定期健康診断の受診率をまとめましたのでお知らせします。
全体では、96.1％となり、昨年度（95.5％）より受診率の向上をみとめました。（医療機関で
受診した方は含まれていません。）
図１・図２に学部別・学年別の受診率をまとめました。
学年では、どの学部も１年次生は高いのですが、学年が上がるにつれ低下しています。しかし、
昨年度に比べ、いずれの学部・学年も 90％以上の受診率があり、健康に対しての意識が高まって
いると感じられます。
大学生活を健康に楽しく送るためには、病気や体の異常を早期に発見し、必要であれば治療をう
け、また、食事や運動、喫煙等の生活習慣を変えることが重要です。
今年度も、健診結果で早期に治療が開始となった方がいます。
自分の健康は、自分で守るという意識を高めましょう。
まだ、健康診断をうけていない方は、早急に医療機関で健康診断を受けるようにしてください。

学部別受診率

100% 98.3%

学年別受診率

100%

看護学部
保健医療学部

95%

医療福祉学部

90%

（社会環境科学部）

85%

全体
工学部
薬学部

心理科学部

1年 2年 ３年 ４年 全体

（人間環境学部）

広島国際大学後援会は、在学生の保護者の方が主体的に組織し運営し
ています。
大学と家庭の緊密なコミュニケーションを図り、それによって教育の
効果を高めるとともに、大学の発展向上に
寄与することを目的としています。
後援会報の発行をはじめ、教育懇談会の
開催、学生の学術・文化・体育・国際交流・
就職活動に対する援助活動を展開します。
今年度の教育懇談会は、10 月～ 12 月に
西日本地区計10 会場で開催する予定です。

2008年度広島国際大学
研究成果報告会開催
2008 年５月 17 日、「2008 年度広島国際大学 研究成果報告会」を開催いたしました。当日、
本学教員、（独）科学技術振興機構・（財）くれ産業振興センターのコーディネーター様および企業
の代表者様等、合わせて約 100 名の皆様にご参加いただきました。会場では 17 名の研究者が参加
者の質疑にそれぞれ熱心に対応し、大変盛況に終えることができました。

2008年度前期公開講座
「咲楽塾」開講日程
公開講座名

開催日時

開催場所

武澤
丹生
和久
足立

第 35 回医療経営セミナー

７月 19 日（土）
13：30 ～ 16：30

広島キャンパス

第 16 回医療福祉セミナー

７月 22 日（火）
13：00 ～ 14：30

東広島キャンパス 浅野

第４回 MRI セミナー

７月 26 日（土）
14：00 ～ 18：00

東広島キャンパス 高瀬

ネットワーク技術講座初級

７月 27 日（日）
８月 23 日（土）
呉キャンパス
９月 15 日（月）
【各 13：00 ～ 16：00】

仁（関西福祉科学大学

教授）

伸一（三重大学医学部附属病院）他２名

寺重 隆視（機械ロボティクス学科
間島 利也（情報通信学科 講師）
出木原裕順（情報通信学科 講師）
越智
徹（情報通信学科 助教）
上月 具挙（機械ロボティクス学科

第９回臨床工学セミナー

７月 30 日（水）
13：00 ～ 14：30

東広島キャンパス 高倉

第 13 回

８月３日（日）
14：00 ～ 17：00

広島キャンパス

皆藤

臨床心理セミナー

講演者
厳（安芸太田町立加計病院長）
裕子（県立柏原病院の小児科を守る会代表）
祥三（県立柏原病院小児科医）
智和（丹波新聞記者）

教授）

助教）

教授）

公開講座

８月９日（土）
14：00 ～ 16：00

広島キャンパス

西村 太志（臨床心理学科 講師）
古谷嘉一郎（比治山大学）
長沼 貴美（呉大学）
相馬 敏彦（川口短期大学）

第８回市民福祉公開講座

８月 29 日（金）
13：00 ～ 17：30

広島国際会議場

山口

臨床心理学科

連絡先

地域を支える医療、医
医療福祉学部事務室
療を支える地域
TEL：0823-70-4611
担当／高津
私にとっての福祉
MRI の挑戦

保健医療学部事務室
TEL：0823-70-4541
担当／寺口

ルーティングの実践
（初級）
工学部事務室
ルーターの基本動作
（中級）
TEL：0823-73-8830
ルーティングの実践
（上級）
担当／小田・橋本
各3,000円

照彦（亀田総合病院 ME 室）
章（京都大学大学院教育学研究科

講演テーマ

昇（尾道市公立みつぎ総合病院事業管理者）

臨床工学技士に期待す 保健医療学部事務室
るもの－医療危機管理 TEL：0823-70-4541
問題について－
担当／寺口
心理臨床センター
風景構成法とこころの
TEL：082-511-2625
臨床学
担当／中丸
育児と地域社会と心理 心理科学部事務室
学 ―社会心理学の立 TEL：0823-70-4851
場から考える子育て― 担当／山光
地域リハビリテーショ 医療福祉学部事務室
ンと包括支援サービス TEL：0823-70-4611
（要事前申し込み） 担当／高津



2008 Vol.34

掲示板

あたなのIC学生証が図書館で活躍！

試験での注意事項

2008年４月より、学生証がICカード化されました。それに伴っ
て図書館においても従来の磁気カードから、IC カード対応の図
書自動貸出返却装置（通称 ABC）を新たに購入しました。（東広
島キャンパス 3 号館・呉分館については改造）
この際に、図書館の図書をいっぱい読もう！きっと君の人生の
何かの役に立てるはず！
図書館へようこそ。

広国大キャンパス学生レポーター募集!!
私たちと一緒に紙面をつくりませんか？
広国大キャンパス編集部では、学生のみなさんに役立つ情報を
集め、紙面を通じて発信しています。みなさんが今興味を持って
いることや知りたいことを私たちと一緒に形にしてみませんか？
本誌が、広国大生のキャンパスライフに、より影響力のある内容に
するため、新しいチカラを募集します。
問い合わせ先
学生課（東広島キャンパス）
学務課（呉キャンパス）

理

☎ 0823-70-4536
☎ 0823-73-8351

広島厚生会からのお知らせ
広国大の皆さんこんにちは。皆さんは広島厚生会という部署を
ご存知ですか。広島厚生会は学食やブックセンター・学内のコン
ビニ・コミュニティールームの売店の運営をしたり、教科書販売
を行ったりしています。また、学生互助会を始めとする各種保険
の受付や給付などの取扱をしています。このように、皆さんが４
年間あるいは６年間広国で学生生活を送る上で深く関わる組織な
のです。でも、名称の堅さからか結構知らない学生さんが多いの
で、この機会にぜひ覚えておいてください。
広島厚生会は、この４月に大きくメンバーが替わりました。新
たに配属された者は、まだまだ不慣れで皆さんにご迷惑をかける
ことも多いと思いますが、皆さんに慣れ親しんでいただけるよう
現在全員で知恵を絞ってがんばっています。皆さんからのご意見・
ご要望もできるだけ取り上げていけるような仕組みを構築中です
ので、温かく見守ってくださいね。
広島厚生会の事務所は、東広島キャンパスは１号館１階のレス
トラン龍王に向かう通路の右手にあり、呉キャンパスは３号館１
階の東端にあります。いつでも気軽に立ち寄って、
「定食にデザー
トを付けください」とか
「ブックセンターで広国オリジナルもみじ
饅頭の販売なんてどうですか」など、皆さんのいろいろなご意見
を聞かせてくださいね。これからもどうぞよろしくお願いします。

国民年金について
20 歳になったら公的年金に加入することが法律で義務付けら
れています。まずは、国民年金の加入手続きを行いましょう。し
かし、所得が少なく保険料を支払うことが困難な学生に対しては、
保険料の納付が猶予される制度があります。申請は、住民登録し
ている市町村役場の国民年金担当窓口で行ってください。
社会保険庁ホームページ

8

http://www.sia.go.jp/

本誌は大学ホームページでも閲覧できます

由

条

件

添付書類

病気・傷害 医師が修学に耐えられないと診断したもの

医師の診断書

忌

引 二親等以内の親族の死亡

死亡を証明する書類、または
会葬礼状
（死亡日明記のもの）

災

害 台風、
水害、
地震、
火災等

罹災証明書

代替交通機関のない通学区間における交通
交通機関の
機関の運休、停滞によるもの、または交通機 運休または延着証明書
支
障
関が 30 分以上延着した場合

以上の注意事項を遵守し、
健康に十分注意のうえ、
試験に臨んでください。

地域課題研究懸賞論文

募集 !!

～あなたの論文を求ム～
東広島キャンパスに在籍する大学院生、学部学生、研究生などの
学業従事者を対象として、下記のとおり学園都市づくり交流会議が
論文の募集をしています。ぜひ、
応募してみてはいかがでしょうか？
対象論文：東広島市の地域課題に関する調査、研究、活動の成果
を論述した研究論文
募集期間：平成 20 年 4 月１日（火）から平成 20 年 12 月 25 日（木）まで
入選発表：平成 21 年２月末日までに発表
表
彰：最優秀賞 30 万円（１点まで）、優秀賞 10 万円（６
点まで）
応募方法・その他の詳細：
東広島市ホームページ「ホーム」→「くらしのガイド」→「NPO・
ボランティア・交流」→「学園都市づくり交流会議」
問 合 せ：
学園都市づくり交流会議（事務局：東広島市役所企画課）
〒 739-8601 東広島市西条栄町 8-29 ☎ 082-420-0917
E-MAIL hgh200917@city.higashihiroshima.hiroshima.jp

表 紙 紹 介
ウチノ

内野

トモ

朋さん

心理科学部
臨床心理学科２年生

内野さんが所属する弓道
部は、このたび全国大会
出場者が出るという快挙
を成し遂げました。彼女
自身も、そのことに感化
されて熱心に練習に取り
組んでいるとのこと。

http://www.hirokoku-u.ac.jp

常に成長 ! 前進 !
広がる常翔教育 !

この部分に IC 学生
証を近づけてくだ
さい。
分からないことが
あれば図書館カウ
ンターへどうぞ！

これから、前期の試験シーズンに入ってきます。試験を受験する
にあたって、試験の時期や評価方法、先修科目・卒業研究着手要件
等について、
もう一度各自で確認をしてください。
試験日程等については、掲示でお知らせする場合もありますので、
掲示板を毎日チェックすることを心がけてください。全ての試験
日程が掲示されるとは限りませんので、授業に必ず出席し、試験実
施日が分からないという事がないよう注意してください。
受験上の注意
受験に際しては、
次の事項に十分注意してください。
①学生証を所持しない者は受験できません。万一忘れた場合は、自
動証明書発行機（東広島キャンパスは２号館２階ロビー、呉キャ
ンパスは１号館１階 EV ホール）で「仮学生証」を発行してから受
験してください。
（手数料 350 円が必要です）
また、学生証を紛失した場合は、早めに再発行の申請をしてくだ
さい。
（印鑑、
写真、
手数料 2,000 円が必要です）
②試験中は、
必ず机上に学生証を提示しておかなければなりません。
③試験開始後 30 分以上遅刻した者は、試験室に入室することがで
きません。また、
開始後 40 分経過するまで退室できません。
④一切の不正行為を厳禁とします。不正行為を行った者は、停学処分や
全授業科目についての履修許可を無効とするなど厳重に処罰します。
⑤携帯電話の電源は必ず切って入室すること。
（時計代わりに使用
することも厳禁です）
追試験
試験を病気その他やむを得ない理由により受験できなかった者
は、
つぎの要領により追試験を願い出ることができます。
①手続期限 当該試験終了日の翌日から起算して３日以内（休日は
除く）とする。
②手続窓口 教務課
（または学務課）
③提出書類 「受験不能届兼追試験願書」１科目につき１枚
（所定用紙）
④追試験料 １科目につき1,100 円
⑤出願できる理由および添付書類

広国大キャンパス7 月号
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