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学長表彰式（課外活動賞）開催 「関西薬学生連盟準硬式
課外活動で優秀な成績を残すなど
の功績があった学生もしくは団体を
表彰する学長表彰式（課外活動賞）が
東広島・呉両キャンパスで行われま
した。
■広島県学生剣道大会で剣道部女子団体が準優勝！
６月８日（日）に行われた第２回広島県学生剣道大会において、
女子団体戦決勝で広島大学と対戦、接戦の末に敗れ準優勝となり
ました。
■陸上競技部の金口瑛典くん（理学療法学科３年）が男子100mで第
２位、200mで第１位。男子100m、200m自己新で全国大会へ！
７月５日（土）〜６日（日）に行われた広島県陸上競技選手権大
会において、
男子100m で第２位、200m で第１位となりました。
なお、100m、200m ともに第 77 回日本学生陸上競技選手権大
会の標準記録をクリアしたため、９月12日（金）〜 14 日（日）に
国立競技場で行われた本大会に出場しました。結果は、
残念ながら
健闘空しく、100m、200m ともに予選敗退となりました。
■陸上競技部の金口瑛典くん（理学療法学科３年）が男子 200m で
第１位！
８月23日（土）〜 24 日（日）にコカ・コーラウエスト広島スタ
ジアムで行われた第 62 回中国五県陸上競技対抗選手権大会にお
いて、
男子 200m で第１位となりました。
■陸上競技部の金口瑛典くん（理学療法学科３年）が「チャレンジ！
おおいた国体」へ出場！
９月27 日（土）〜 10 月７日（火）まで大分県で行われた国民体
育大会陸上競技成年男子 200m に出場しました。結果は、残念な
がら予選敗退となりました。
■柔道部の越智良輔くん
（医療経営学科４年）が全国大会へ !
８月30 日（土）に愛媛県武道館で行われた平成 20 年度中国四
国学生柔道体重別選手権大会男子81㎏級において、
第３位となり、
10 月11日（土）〜 12日（日）に日本武道館で行われた平成 20
年度全日本学生柔道選手権大会男子 81㎏級へ出場しました。結
果は、
残念ながら初戦敗退となりました。
■呉空手道部の横田秀雄くん（コミュニケーション学科３年）が空手
道で全国大会へ出場！
６月29日（日）に広島県府中市立総合体育館で行われた第５回
中国・四国地区空手道選手権大会組手競技成年男子の部において、
第２位となり、10 月12日
（日）に大阪府立体育会館で行われた第
46 回全国空手道選手権大会に出場しました。結果は、残念ながら
初戦敗退となりました。
■惜しくも第２位、
将棋の山﨑由太郎くん
（薬学科４年）
６月22日
（日）に行われた第 51期中国将棋名人戦兼第 62 回全
日本アマチュア名人戦の広島県西部予選大会において、
惜しくも第
２位となりました。
■中国将棋名人山﨑由太郎くん
（薬学科４年）が初防衛！
８月２（土）
・３日（日）に行われた第 51期中国将棋名人戦三番
勝負において、現名人の山﨑くんは、挑戦者を２勝１敗で下し、見事
初防衛に成功しました。

野球大会」で個人賞を受賞！
８月 13 日（水）〜 18 日（月）、
大谷公園野球場（滋賀県）などで
開催された「平成 20 年度関西薬
学生連盟準硬式野球大会」に出場
した呉薬学部準硬式野球部は、６
チーム中３位となり、２名が個人
賞を受賞しました。
薬学科１年
薬学科１年
個人賞を受賞したのは、薬学科
今中研人さん
坂元昂平さん
１年の坂元昴平さんと同じく薬学
科１年今中研人さん。坂元さんは、ベストナイン・ホームラン王・
打点王のトリプル受賞、今中さんは最優秀投手賞を受賞し、閉会式で
表彰状と副賞が授与されました。
坂元さんは、
「今大会の成績には驚いている。日頃の練習の成果
が発揮できた」と話せば、今中さんは「投球中は何度か崩れかけたが、
周りが声を掛けてくれ気持ちの入ったピッチングができた」と胸を
張った。ただ、チームは３位にとどまっただけに最後は共に、「来年
はチームが優勝できるよう頑張りたい」と飛躍を誓っていました。

「第１回学生ボウリング甲子園
全国大会」に学生チームが出場！
全国でボウリングなどのアミュ−ズメントを核とした複合型レ
ジャー施設を経営する ROUND １（ラウンドワン）が主催する「第
１回学生ボウリング甲子園全国大会」に、本学学生チームが出場し
ました。出場したのは、情報通信学科４年の真木潤さん・中村彰秀
さん・多村幸二さん、住環境デザイン学科３年藤原誠さんの４人。
店舗ごとに開催される年間店舗チャンピオン決定戦で見事優勝、店
舗チャンピオンに輝き全国大会への出場権を得ました。
８月 27 日（水）に福岡市博多区で開催された全国大会では、全国
から 81 チームが参加。予選突破はなりませんでしたが、本人たち
にとっては貴重な経験となった
ようです。
チームの代表者である真木さ
んは、「大きな大会への出場は
初めてのため、雰囲気に飲まれ
実力を発揮できず残念。しかし、
全国大会に出場できたことは大
きな自信になった。今後も練習
を重ね、大舞台で活躍したい」 左から情報通信学科４年真木潤さん・中
村彰秀さん・多村幸二さん、住環境デザイ
と意気込んでいました。
ン学科３年藤原誠さん

長寿建築展開催される
７月 7 日（月）から７月 25 日（金）まで、呉キャンパス３号館３階
のギャラリー 33 において、「長寿建築展」が開催され、多くの教職
員・学生が訪れました。この展覧会は、住環境デザイン学科の川本
明生先生が、一昨年に横浜と東京で開催され、2000 人を超える来
場者があった写真展から、作品を 50 数点選び、それぞれの解説文と
共に展示したものです。
なお「長寿建築」とは、明
治から昭和の初期に建設
された、今尚現役の建築
物のことを言い、長年建
築の仕事に携わってきた
同先生が、折りにふれカ
メラで撮影してこられた
ものを集めたものです。
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「2008年度 日本文化体験会」開催!!
外国人留学生と日本人学生・教職員との
親睦を深めることを目的に、『2008 年度
日本文化体験会』を９月 27 日（土）に実
施しました。
留学生 11 名、日本人学生ボランティア
７名、教職員５名で広島県三次市に行って
きました。陶芸体験では、初めて陶芸造り
に挑戦した学生も多く、在学中の記念とし
て思い出の作品となりました。昼食は、地元の新鮮野菜をふんだん
に使ったバーベキューや、新米でにぎったおむすびを頬張りながら、
地元の方々との交流を楽しみました。三次市出身の近代日本を代表
する歌人である中村憲吉旧居の見学では、歴史を感じさせる建物の
造りや、その頃の時代背景についてガイドの方から説明を受け、学生
たちは訪問記録書に名前を残してきました。
今年２回目とな
る交流イベント
は、日本文化を共
有することにより
ますます国際交流
の輪を広げること
ができました。

小学校総合学習 ボランティア参加!!

2008年度 学生短期海外研修
学生短期海外研修は、2006 年度からスタートした海外留学を
支援するプログラムです。
学生自身が研修内容を企画・提案して実行することで、自己実現
の機会を持つことが大きな目的です。この研修を希望する学生は、
研修地、研修内容などに関して調べ、企画書をまとめ、国際交流セン
ターに提出します。その後、書類審査と面接にて学内選考が行われ、
採用者に大学から 50 万円を限度として奨学金が支給されます。
2008 年度も夏休み期間を利用し、９名の学生が海外研修（アメ
リカ、カナダ、ニュージーランド、韓国）に行ってきました。学生た
ちは、期待と不安を抱えながらそれぞれの国へと旅立ちましたが、帰
国したときには短い海外研修にもかかわらず精神的にも大きく成長
していました。帰国
後、11 月 17 日 に
行われた学生短期海
外研修報告会では、
研修の様子や成果を
報告し、海外で培っ
た経験をもとにそれ
を今後どのように生
かしていきたいか発
表しました。

健康教室開催
「たばこの害」

「様々な国の人たちとの触れ合い体験を通じて、こどもたちのコ
ミュニケーション能力の育成をはかりたい」という小学校からの要
請により、９月 25 日、呉中央小学校において本学の外国人留学生と
小学５年生児童（82 名）との交流会が開催されました。
医療福祉学科３年 井上スティーブンさん（アメリカ出身）と同学
科１年 徐超さん（中国出身）が参加し、英語と日本語で自己紹介を
行うと児童たちは外国人留学生の日本語の上手さに驚いていました。
また、児童たちは留学生に興味津々で日本に来た理由や将来の夢
について質問をする
など、会の終わりに
行った中国語と英語
のじゃんけん大会で
は、児童たちはすぐ
に中国語と英語の
グー、チョキ、パーや
じゃんけんのかけ声
を覚え、とても盛り
上がりました。

11 月 11 日（火）から４日間、呉キャンパス保健室において健康
教室を開催しました。
禁煙推進・マナー向上強化月間と並行して、
「たばこの害」と題
して開催しました。
健康教室では、喫煙による健康被害を学び、さらに参加者に対して
喫煙状況をある程度調べることのできる呼気中の一酸化炭素濃度の
測定を体験してもらいました。楽しく禁煙の重要性を知ってもらえ
ればと思っています。
参加者からは、健康
被害の実態を知り喫
煙の怖さを実感した
という声や徐々に喫
煙本数を減らしてい
きたいなどの前向き
な感想が挙がりまし
た。

第１回健康増進講演会を開催
「たかが いびき されど いびき 」

広島国際大学校友会総会・懇親会開催

〜知って得する睡眠時無呼吸症候群〜
10 月 21 日
（火）に東広島キャンパス、11 月 25 日（火）に呉キャ
ンパスで、健康増進を目的とした講演会を衛生委員会と保健室が共
催で実施しました。講師は、保健室長の中島正光先生（臨床工学科教
授）。
たかが いびき ですが、安心で
きない病気の可能性もあることな
どわかりやすい内容でした。この
講演会には、両キャンパス合わせ
て約 70 人の参加があり、講演後、
活発な質疑応答が交わされまし
た。

みなさん、広島国際大学校友会ってご存知ですか？校友会とは広
島国際大学の同窓会組織のことです。
その広島国際大学校友会の総会・懇親会が 10 月 25 日（土）に、
広島市内のホテル（広島ガーデンパレス）で開催され、教職員等の出
席者も含め総勢 69 名の盛大な会となりました。
恩師を囲み、懐かしい友人とともに談笑の輪が広がる中、抽選会を
催し数々の豪華景品の当選に盛り上がりました。
現 在、5,000名
を超えるOB・OGの
方が社会で活躍さ
れています。卒業後
には、総会・懇親会
に積極的に参加し
て、広国大卒業生の
輪を広げましょう!!
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