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「夢を応援するプロジェクト」記念フォーラムに参加して
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入試センターからのお知らせ／体組成を測定して健康管理!!
P10-11 広国大 Information
P12
CAMPUS 掲示板
P8
P9

◆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。

◆本学の目的 広島国際大学は、時代の要請に基づき、深く専門の学術とその応用を教育研究し、深い教養と豊

かな人間性を備えた健全な有為の人材を育成し、もって国際社会の発展と学術・文化の向上に
貢献することを目的とする。

◆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。

常翔学園の家族の一員となられた皆さんへ
学校法人常翔学園

理事長

坂口

正雄

ご入学おめでとうございます。夢や希望を抱いて広島国際大学の門をくぐられた皆さんに心からお祝いを申し上げ
ます。
本学は1998年に開学し、昨年創立10周年を迎えました。設置母体である常翔学園は87年の伝統があります。
「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」という建学の精神に基づき、日々の教育活動を展開しています。また、学園では学生、保護者、卒業生、教職員を一
つの「家族」ととらえた「四位一体」の経営理念を掲げています。広島国際大学に入学された皆さんは、常翔学園の「家族」の一員となられたわけです。
さて、世界は 100 年に一度と言われる歴史的な大不況の時代に突入しています。わが国でもさまざまな企業の業績が悪化の一途をたどり、雇用
情勢が不安定さを増すばかりです。皆さんには本学で、どのような社会情勢下でも対応できる「社会人基礎力」をしっかり身につけていただきたい
のです。
授業や課外活動などでさまざまな経験を重ね、知識や技能を身につけるとともに友人や先生方との「絆」を深めてください。
失敗を恐れず、
何事にも積極的に取り組んでください。卒業を迎えるころには、
どんな困難にも打ち勝てる若者に成長していると確信をしています。
広島国際大学の学生としてのプライドを胸に、充実した学生生活を送られることを祈っています。

「自らの学生生活プラン、人生プランを立てて進もう」
広島国際大学

学長

森永

規彦

本学は、
これまで健康・医療・福祉の分野を主力とし、
それに心理科学、
工学の分野も加えて、
全体としては６学部14
学科からなる総合大学的雰囲気を有する大学として発展してきました。特に、保健医療、医療福祉、看護、薬学の資格系
４学部は、いずれも全国トップクラスの高い資格取得率を維持していますし、中には昨年の薬学部のように国家試験合
格率全国１位を達成した学部もあります。また、
心理科学部、
工学部も含めた就職率は毎年ほぼ100％になっています。
このように高い国家資格取得率や高い就職率などの実績の背景には、充実したキャンパス施設・設備のもとに、教員
によるきめ細かく丁寧な教育と学生諸君の頑張りがあるからで、これこそが本学が有する高い教育力を示すものと思っています。つまりは本学の立
派なブランド力なのです。
このように、新入生の皆さんを迎え入れるに当たっては、大学は責任をもって皆さんを無事に育て上げ、社会に送り出せるだけの工夫と努力をして
います。皆さんも大学を信頼し、一旦、過去は捨て、白紙の状態とし、自らの人生これからだという気持ちで、自らの学生生活プラン、人生プランを立
ててみて下さい。
プランを立てるということは楽しいことでもあります。きっと、
過去にとらわれない、
将来に向けての明るく発展的なプランが、
各人各様、
でき上が
ることでしょう。そして、
あとになって、
もったいない学生生活とならないように自覚をもって活動してくれることを期待しています。

学部長メッセージ



保健医療学部新入生
のみなさん、ご入学お
めでとうございます。
みなさんは、診療放
射線技師・臨床工学技
士・理学療法士という
スペシャリストへの道
を目指し、これから高
保健医療学部長 校より遥かに高度で専
高橋 浩二郎 門的な内容に驚くこと
や国家試験の勉強と忙しい大学生活を過ごさ
れると思います。スペシャリストへの道は険
しいけれど、ひとりではありません。友人・
家族・教職員がいることを忘れず、貴重な大
学生活を楽しく過ごしてください。

工学部へのご入学、
おめでとうございま
す。
工学部の教職員は、
皆さんとお会いできる
ことを楽しみにしてい
ます。
大学では、高校とは
工学部長
一味違った授業が始ま
小谷 教彦 ります。大学では、君
たちの意志を尊重します。自分に責任を持っ
て、しっかりした計画を立てて下さい。分か
らないことや困ったことがあれば、先生に聞
いて下さい。
友達を作りましょう。友達との情報交換は、
大学生活を楽しく有意義なものにします。
これから 4 年間、大学院へ進学する人は 6
年間、一緒に歩んでゆきましょう。

新入生のみなさん、看護学部へご入
学おめでとうございます。
看護師、保健師へのスタートをきっ
た気持ちはいかがですか。
看護師、保健師はいま社会が一番注
目しているスペシャリストです。人に
向うこのスペシャリストなる道のり
は、決して平坦ではありません。
看護学部長
身体や心を病める人々、健康に自信
小笠原 知枝 のない人々へのケア、指導、教育がで
きるためには、看護学に関する知識、技術を勉強することは、はじめの第一歩
です。しかし、これだけでは冷たい人間になってしまいます。人には温かく、
やさしくいたわることのできる構えや態度を身につけなければなりません。
まずは、大学の身近な友だち同士が支え合いながら、学内での講義や演習、
そして学外の実習を乗り越えて、国家試験合格を目標に気合いを入れて、一
歩一歩確実に学んでゆきましょう。
看護学部の先生方は、若くてエネルギーあふれるみなさんの健闘を期待し
ています。初心を忘れずに頑張ってください。

心理科学部にご入学
おめでとうございます。
新春を迎えると同時に、
瑞々しいあなた方をキャ
ンパスに迎えて、心理科
学部の教員も職員も喜
びと同時に身が引き締ま
る思いです。心理科学部
心理科学部長
は、３つの学科がそれぞ
森本 修充 れの立場から、心理・コ
ミュニケーション・感性というキーワードを基に、
人の心を様々な立場からよりよく理解し、人間関
係形成に最も必要なコミュニケーション力を身に
つけ、心の理解がものづくりにどのように関わっ
ていくか、を徹底的に教育します。あなた方の多
くの成長と変革の４年になることを目指します。

新入生の皆さん、ご
入学おめでとうござい
ます。医療福祉学部は、
少子・高齢・国際化と
激動する日本におい
て、保健医療と協働し
て、個人の自立生活の
支援および福祉国家・
医療福祉学部長
福祉社会の形成を担う
岡崎 仁史 「教養ある専門職業人」
を養成しています。大学は保護者と連携しつ
つも、学生が他者との関係の中で自律的に判
断し生きていく力を修得するように、支援し
ています。みなさんの志を維持して、学生仲
間、教職員とともに、学生生活を豊かにしよう
ではありませんか。

薬学部新入生の皆
様、ご入学おめでとう
ございます。薬学部教
職員を代表して心より
お祝い申し上げます。
今日から皆様は、広島
国際大学薬学部の一員
として薬の専門家薬剤
薬学部長
師を目指すことになり
中牟田 弘道 ますが、大学では単に
薬に関する専門知識の修得にとどまらず、幅
広い教養の獲得と豊かな人間性の形成を目指
し、講義、演習や実習に加えてサークル活動等
にも積極的に参画することにより社会から求
められる人間になるよう努力してください。

リーダーズ
キャンプ
クラブの次期幹部学生を対象とし
て、
リーダーとしての資質向上、また各
クラブ間の交流を目的としたリーダー
ズキャンプを、
２月23 〜 24 日、
１泊２
日の日程で広島県江田島市にある国
立江田島青少年交流の家において開
催しました。
このキャンプは毎年開催しているも
ので、今回は体育会・文化会、合わせ
て約 140 人が参加しました。

１日目は、各々が所属しているクラブの活動
内容などを紹介した後、日本赤十字社広島県支
部から３名の講師を招聘して、救急救命法を学
びました。参加した学生たちは、万一の際に速
やかに対処できるよう、実技中心の講習を熱心
に受講しました。講習会終了後は、野外でバー
ベキューを楽しみながら、クラブ間の交流を深
めました。

２日目はあいにくの雨模様でしたが、研修室
で日頃の活動を行ううえでの課題などを洗い出
し、今後のスムーズな運営のため、意見を出し合
いました。
今回のキャンプから学んだことを今後のクラ
ブ運営に活かし、各クラブとも活性化することを
願っています。
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入学や新年度を迎え、何かもの足りなさを感じてい
たり、新しいことにチャレンジしたり、より多くの友
達を作りたいと思っているあなた！！その思いに応え
てくれるクラブ活動をお勧めします！
クラブ活動を知るには、東広島・呉の両キャンパス
にて行われる「スタートダッシュ2009」をぜひ見にい
きましょう！このイベントは、クラブに所属する学生
がクラブ活動の魅力や具体的な活動内容について、
様々なパフォーマンスを加えながら分かりやすく説明
します。クラブに入ろうか迷っているなら、新入生、
在学生問わず、ぜひ足を運んでみてください！！大学
生活を有意義で楽しいものにする第一歩としましょ
う！！

スタートダッシュ2009の良いところ！
１．
とても楽しいイベントで、自分の希望以外のクラブの
紹介も楽しむことができます。
２．
入部前にクラブの雰囲気がわかるから、安心できます。
３．
楽しい大学生活が待っていることがわかります。

イベント開催日時
東広島キャンパス
４月14日（火）
・15日（水）
18：15〜
場所：講堂


呉キャンパス
４月16日（木）
・17日（金）
18：20〜
場所：メディアホール
（１号館７階）

広国大
スポーツの
祭典 交歓レクリエーション大会に
参加しよう！

毎年恒例となっている交歓レクリエーション大会開催の準
備を、体育会・文化会本部および大学祭実行委員会が中心
となって進めています。この大会は、学科や学年、学生や教
職員の枠を越えて交流を図ること、
ひとつの「目標」に向かっ
て何かに取り組むことの大切さを知ってもらうことを目的と
して実施しており、毎年熱気に満ちあふれ盛り上がりをみせ
ています。大会は、東広島・呉の両キャンパスで開催されま
すので、学生、教職員問わず積極的に参加し、さわやかな汗
を流してみてはいかがでしょうか？学生生活を充実させ、交
友を広げる場として活用してください。
開催日時や種目については、決定次第、掲示・ＣＡＮＤｉメー
ル等でお知らせします。

学長表彰式
（課外活動賞・善行賞）開催
課外活動や学外で優秀な成績をあげ、表彰を受けるなどした学生
もしくは団体を表彰する学長表彰式が、東広島・呉両キャンパスで
行われました。
（学年は 2009 年３月現在）
【東広島キャンパス】
第 5 回学長表彰（課外活動賞）
■柔道部 広島県大会で団体優勝３連覇！個人戦も上位独占！
11 月 22 日（土）に行われた広島県学生柔道大会において、男
子団体戦で優勝し、3 連覇を飾りました。また、男子個人戦では、
武田賢太郎くん（Ｓ科 2 年）が優勝、準優勝は吉永佑規くん（Ｅ科
2 年）
、第 3 位は、鈴木将太くん（Ｓ科 2 年）と中添重文くん（Ｓ
科 2 年）で、上位独占となりました。
第 6 回学長表彰（課外活動賞）
■剣道部 全日本薬学生剣道大会でみごと個人戦優勝！
2008 年８月３日（日）に行われた第 27 回全日本薬学生剣
道大会男子個人戦において、西本大輝くん（Ｙ科２年）が初出
場し、見事優勝しました。
■硬式庭球部 広島県大会で女子ダブルス３位！
2008 年 ９ 月 20 日（ 土 ） ～ 25 日（ 木 ） に 行 わ れ た 平 成
20 年度広島県学生庭球選手権大会女子ダブルスにおいて、森田
彩乃さん（Ｂ科２年）と大森亜佑香さん（Ｌ科２年）ペアが第
３位となりました。
■硬式庭球部 中国四国大会で女子シングルス第３位！
！
2008 年 11 月 15 日（土）～ 22 日（土）に行われた平成
20 年度中国四国学生テニス新進トーナメント大会女子シングル
スにおいて、森田彩乃さん（Ｂ科２年）が第３位となりました。

第 5 回学長表彰

第 6 回学長表彰

■弓道部 広島県大会で女子団体、 女子個人で２年ぶりの優勝！
2008 年 12 月７日（日）に行われた第 36 回広島県学生弓
道新人戦大会女子団体戦において、2 年ぶりに優勝、女子個人
戦でも瀬河美紅さん（Ｒ科 1 年）が見事優勝しました。
■バドミントン部 広島県学生バドミントン新人戦大会で

女子ダブルス、 男子ダブルスともに入賞！
2009 年２月 20 日（金）～ 22 日（日）に行われた第 31
回広島県学生バドミントン新人戦大会１年女子ダブルスにおい
て、戸上優さん（Ｒ科１年）、髙松志帆さん（Ｍ科１年）ペアが
準優勝、1 年男子ダブルスにおいて鈴木洋平くん（Ｒ科 1 年）、
前川賢斗くん（Ｒ科 1 年）ペアが第 3 位となりました。
■理学療法学科の学生２名が
第７回キャンパスベンチャーグランプリ中国で 「優秀賞」 受賞！
第 7 回キャンパスベンチャーグランプリ中国「環境・健康・
福祉部門」で山地勇喜くん（Ｂ科 3 年）、今村亮太くん（Ｂ科 3 年）
が「ＡＣＬ（膝前十字靭帯）損傷予防装具の開発・販売」というテー
マで「優秀賞」を受賞しました。
【呉キャンパス】
第 3 回学長表彰（課外活動賞）
■建築創造学科の学生が設
計コンペで「優秀賞」受賞
「特定非営利活動法人
森林をつくろう」が主催
す る 第 4 回「 新・ 木 造
の家」設計コンペにおい
て、石井由香里さん（Ａ
科３年）が「優秀賞」を
受賞しました。
第 4 回学長表彰（善行賞）
■情報通信学科の学生が論文発表で 「学生奨励賞」 受賞
情報処理学会マルチメディア通信と分散処理研究会が主催する
第 16 回マルチメディア通信と分散処理ワークショップの論文
発表において、清水飛悠くん（Ｉ科４年）が「学生奨励賞」を
受賞しました。
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小牟田

康彦

森本

岩田

岡崎

修充

昇

仁史

薬学科長

宇根

瑞穂

情報センター長

寺重

隆視

小谷

高倉

中牟田

教彦

章男

弘道

入試センター長

宮中

英司

保健室長
学生相談室長

中島

正光

●新任教員紹介

診療放射線学科

清水

壽一郎

医療経営学科

増原

看護学科

洲崎

教授

講師

宏明

准教授

好香

臨床工学科

任期付助教

鈴木

尚人

コミュニケーション学科
講師

鈴木

佳奈

看護学科

新川

理学療法学科

長谷

教授

好記

感性デザイン学科
客員教授

農澤

准教授

看護学科

治子

髙畑

隆秀

講師

陽子

医療福祉学科 客員教授

西村

洋子

機械ロボティクス学科
教授

伊丹

看護学科

木村

医療福祉学科

壬生

看護学科

哲郎

神部

講師

看護学科

誠子

髙橋

講師

医療福祉学科 任期付助手

明日香

津村

客員教授

看護学科

悦子

任期付助教

幸子

岸本

弘子

客員教授

眞也

薬学科

教授

池田

潔

ＳＳＰプログラム２００８年度認定企画
「最終報告会」を開催
薬学科

准教授

杉原

数美

薬学科

任期付助教

小田

徹

３月３日（火）、４日（水）に東広島キャンパス３団体、呉キャンパス５団体のＳＳＰ
プログラム 2008 年度認定企画「最終報告会」を開催しました。このＳＳＰプログラ
ムは、大学認証評価機構からも高い評価をいただいている本学独自のプログラムです。
プロジェクトごとの取り組みについて、学生達がこれまで頑張ってきた活動成果をパ
ワーポイントで発表しました。参加者も両キャンパス合わせて、学生・教職員約 100
人が参加し、活気のある報告会となりました。

東広島キャンパス
●日 時：2009 年３月３日（火）13：00 ～ 14：00
●場 所：231 教室（２号館３階）
①プロジェクト名：重度身障者自立支援機器の開発プロジェクト
代
表
者：臨床工学科 田邊 敬悟
奨
励
金：400,000 円
②プロジェクト名：スポーツリハビリテーション支援
代
表
者：理学療法学科 福間 美佑貴
奨
励
金：350,000 円
③プロジェクト名：子どもたちに安全な遊具の作成プロジェクト
代
表
者：医療福祉学専攻 竹内 綾子
奨
励
金：250,000 円

呉キャンパス
●日 時：2009 年３月４日（水）13：00 ～ 14：30
●場 所：2101 教室（２号館１階）
①プロジェクト名：おくすりをみんなで楽しく知ろうプロジェクト
代
表
者：薬学科 吉原 愛美
奨
励
金：144,600 円
②プロジェクト名：乃美尾小学校図書室改装計画
代
表
者：住環境デザイン学科 宮崎 貴大
奨
励
金：150,000 円
③プロジェクト名：楽しく創ろう工作教室
～キミのラクガキが動き出す ! ～
代
表
者：機械ロボティクス学科 中川 眞
奨
励
金：450,000 円
④プロジェクト名：みかんの島の高齢者と語り・学び 夢を知る
代
表
者：看護学科 福本 裕平
奨
励
金：329,584 円
⑤プロジェクト名：地域子育て支援すこやか パートⅢ
代
表
者：看護学科 水津 あすか
奨
励
金：350,000 円


『夢を応援するプロジェクト』
記念フォーラムに参加して
広島国際大学医療経営学科
教授

原田 俊英

『夢を応援するプロジェクト』は、常翔学園創立 90 周年記念事業の一環として立ち上げられました。その目的は、常翔学園の 3 つ
の大学が協力し合って、未来を担う子供たちの夢を育むことです。全国の小中高校生を対象に『私の夢は○○をつくりたい』という夢
の作文を募集し、約 6,000 作品が集まりました。厳正な審査のうえ、このうち小・中・高校生の部門で各 7 作品ずつ、計 21 作品が
選出され、また、学校特別賞、学校賞、審査委員長賞も選ばれました。その表彰式と記念フォーラムが 2008 年 10 月 26 日、常翔
学園 OIT ホールで開催されました（詳細は、読売新聞 2008 年 12 月 19 日朝刊、学園ニューズレター Flow No.34（2009 年１月）
に掲載）。
表彰式では、各受賞者、受賞校が坂口理事長から表彰状を受け取りました。広島国際大学に所属する者としては、学校特別賞に、地
元の東広島市立中黒瀬小学校（同校５年浜中さんの『さんそキャンディー』も入賞）が選出されたことをうれしく思いました。
記念フォーラムの第一部では、世界的指揮者の西本智実氏による基調講演があり、第二部にて、入賞者による作品紹介とパネルディ
スカッションが行われました。このパネルディスカッションに、私もパネリストとして参加しました。コーディネーターの常翔学園高
等学校 根来教諭の名司会のもと、西本氏、読売新聞大阪本社編集委員 宇川聡氏、大阪工業大学知的財産学部 林教授、摂南大学外国語
学部 太田教授と私がパネリストとして、入賞者一人ひとりに話を聞きつつ、コメントをさせていただきました。
このフォーラムで子供たちの話をお聞きして感じましたことは、審査の段階からですが、多くの作品が、周囲の人々、世界の人々や
動植物、地球環境に至るまで、これらに対する思いやり、いたわり、優しい気持ちや世の中を良くしようという気持ちなど愛情に満ち
あふれたものばかりであったということです。
このような夢を持ち続け、努力してゆけば、将来、形は変わろうとも、必ず夢の実現につながるものと思いました。大学で教鞭をと
る者として大学生諸君には、分野は各々異なるとしても、このような夢を強く持ち続け、努力して夢を勝ち取ってほしいと改めて思い
ました。そして、私どもは、その過程において、道標を示したり、助言したり、指導したりしてゆかねばならないとつくづく感じた次
第です。
このプロジェクトは、企画の段階から、作品審査、フォーラム開催、夢実現プロジェクトまで、常翔学園の３つの大学と高等学校の
教職員が、実行委員長の里村教授（大阪工業大学工学部）のもと一致団結し協力し合って進めてきました。このことも、私は大変意義
深いものだと思いました。実際、私も学園本部や大阪工業大学、摂南大学、常翔学園高等学校の教職員の皆様と共同作業をしていく上
で、大変得ることが多く、良い経験をさせてもらいました。今後も学園内のさまざまな方々と交流してゆければと思っております。
引き続き、現在「夢実現プロジェクト」が各大学で進められています。広島国際大学では、『弾性着衣を楽に身に着けられる道具』
という県立今治西高等学校の門田さんの夢を実現すべく、開発が進められています。このプロジェクトは、理学療法学科の蒲田准教授
をリーダーとして、私や大阪工業大学モノラボの先生方等とチームを組んで進めているところです。摂南大学を中心に進められている
「夢実現プロジェクト」の１つ『ボランティアポスト』も非常に有意義なプロジェクトです。これも、３つの大学に協力要請され、文
具類など数えきれないほどの寄付がよせられました。これらは、これから発展途上国の子供達に届けられる予定です。
皆様におかれましては、今後とも「夢実現プロジェクト」へのご理解とご協力、ご指導を賜りたく存じております。
何卒よろしくお願い致します。
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厚生会広島事業部事務室からのお知らせ
新入生の皆さん、広島国際大学へのご入学おめでと
うございます。これから始まる大学生活を十分エン
ジョイしてください。
さて、健康で充実した大学生活を送っていただくの
に欠かせないのが食事ですが、本学の食堂では皆さん
の食育を推進するために栄養バランスのとれた朝定食
を 200 円で提供しています。また、食育の日という
ことで毎月 19 日はなんと 100 円で食べることが出
来ます。
食事が不規則になりがちな下宿生は勿論のこと、自
宅生も安くて栄養満点の朝定食をできるだけ多く召し
上がってくださいね。

入試センターからのお知らせ
ご入学、おめでとうございます。
大学生活が充実したものになるよう、１日１日を大
切に過ごしてください。
また、何かの折に出身高校等に戻られる際には、ぜ
ひご一報ください。本学のパンフレット（大学案内）
等を持参いただければ幸いです。
※お知り合いの方で大学案内等の資料や入学案内（願
書）をご希望の場合は、お気軽に下記までご連絡くだ
さい。無料で送付させていただきます。
【入試センター】
0120-55-1659（フリーダイヤル）
nyushi@hirokoku-u.ac.jp (e-mail)

図書館からのお知らせ
知識と情報の宝庫

図書館の利用について

本学図書館は、東広島キャンパス 1 号館（2 階）、3 号館（2 階）、呉キャンパス 5 号館（1‐3 階）の３か所
にあります。通常の開館時間は、平日は９：00 〜 20：00、土曜日は９：00 〜 16：30 です。詳しい利用案
内は、学生便覧に、また、臨時休館等、図書館に関する情報は、ホームページにも掲載しておりますのでご覧下さい。
大学では、自分で課題を見つけ、研究を進めていくことが主になります。本
学図書館では、図書の閲覧・貸出はもちろんのこと、蔵書検索システムや情報
検索コーナーを利用して効率的に図書や論文を探すことができます。さらに文
献や図書取り寄せのサービスも充実しており、皆さんのよりよい研究活動のた
めの支援を行っております。また、図書館をより活用していくための「図書館
利用説明会」も開催しております。本年度も、近々ご案内させていただきます
ので、ぜひご参加ください。
図書館スタッフは、皆さんが図書館をしっかり活用できるようにサポートし
ていきます。知識と情報の宝庫である大学図書館を十分活用して、皆さんが充
実した学生生活を送られるよう祈っています。

体組成を測定して健康管理！
！
体重・体脂肪率・内臓脂肪レベル・筋肉量・推定骨量・
基礎代謝・体内年齢など…が、簡単に測れます。
● 体重の気になる方
● 運動を始めようとしている方
● 食事をコントロールしなくては
と思いの方
● 興味のある方
			
など…
まずは、自分の体をより詳しく知り、これ
からの健康管理に役立てましょう !!
体組成計は、保健室に設置しています。
是非、健康管理にお役立てください。
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『金曜ゆめ倶楽部』は今年度も
！
楽しい イベントを開催します
「何か楽しいことをしたいね」を合言葉に呉キャンパスで結成さ
れた学生主体サークル、その名は『金曜ゆめ倶楽部』。毎週金曜日
にいろいろな楽しいイベントを開催しています。昨年から、東広島
キャンパスでもスタートしました。
呉キャンパスでは、呉アコースティックギター部などによるコン
サート、豚汁やケーキを振る舞ったＸ’ｍａｓパーティーなどを、
東広島キャンパスでは、パン作り教室や演奏会などを開催し、多く
の参加がありました。
今年度も新たな企画を計画していますのでお楽しみに！

I

O N

第１回薬学部卒後教育研修会開催
2009 年３月７日（土）に、第１回薬学部卒後教育研修会が、呉キャ
ンパスにて開催されました。この研修会は、地域社会への薬剤師の貢
献と卒業生の薬剤師としての研鑽のため企画され、第１部で「ジェネ
リック医薬品の品質について」沢井製薬 製剤研究部長 徳永 雄二
氏と東和薬品 製剤技術部 杉浦 健氏にそれぞれ講演いただき、第
２部では広島国際大学薬学部 手納 直規（元ノバルティス筑波研究
所）教授から「創薬研究における High Throughput Screening」に
ついての講演がありました。
その後、懇親会が行われ卒業生と
教員、在学生とで交流が図られ、合計
89 名の参加があり盛大な会となり
ました。薬学部としては、この研修
会を毎年開催する予定です。

焼きガキ食べたの生まれて初めて！
呉キャンパストレーニングルーム
をリニューアルしました！
施設の老朽化による改修工事のため、
閉鎖していた呉キャンパス体育館２階の
トレーニングルーム。このほど工事が終
了し、
利用できるようになりました。天井・
壁クロスの張替えなどにより、室内は清
潔感に満ち明るくなりました。
多数のトレーニング機器が揃っていま
すので、みなさんぜひ利用してください！

「社会人基礎力育成グランプリ２００９」
で奨励賞受賞

10

３月に卒業する卒業生を祝おうと呉キャンパスで３月 13 日（金）
、
祝 卒業 卒業生思い出作り ソフトバレーボール大会」と題したイベ
「○
ントを開催しました。これは、金曜ゆめ倶楽部と呉体育会が共催し、
卒業生・在学生・教職員を合わせ、
15 チーム約 80 名が参加しました。
大会は、３ブロックに分かれ
てのリーグ戦を実施。常時歓声
や笑い声が聞こえ、寒さも忘れ
て、会場は大いに盛り上がりま
した。
試合後は、大じゃんけんぽん
大会や串カツ 500 本・焼きガキ
300 個が無料で振る舞われ、お
なかも満足して大会は終了しま
した。

保健室でエイズキャンペーンを実施

経済産業省主催「社会人基礎力育成グランプリ2009」の予選大
会が２月10 日（火）に東京で開催され、本学から看護学科の「子育て
支援チーム―すこやか―」が参加し、惜しくも決勝大会への進出はな
りませんでしたが、
奨励賞を受賞しました。
同グランプリは、全国の大学生が大学で学んだ一般教養や専門知
識を活用し、
『前に踏み出す力』
『考え抜く力』
『チームで働く力』な
どの「社会人基礎力」を競うもので、
「どのような活動に取り組み、ど
のように成長できたか」を発表。予選
大会では 40 大学の学生チームが発表
し、９大学が決勝へ進みました。参加
した学生も「決勝大会には進めなかっ
たが、自分たちの活動を全国に知らせ
ることができた。
」と満足そうでした。

毎年、世界エイズデー（12 月１日）にむけて、保健室が旗振り役
をつとめ、各キャンパスでエイズキャンペーンを実施しています。
昨年、東広島キャンパスでは、１年間を通し、参加学生とエイズ
や性感染症に関する勉強会を重ね、
メッセージツリー（現在まで８本）
を作成し、ポスターと一緒に展示しました。
呉キャンパスでは、初めてとなる「エイズの話」と題した健康教
室を開催しました。エイズ患者や感染者に対する差別や偏見を無く
すために出来ることは何かについて参加学生と話し合い、メッセー
ジツリーを作成・展示しました。
また、学内および地域でもレッドリボ
ンや知識を深めるパンフレットの配布を
通して、予防啓発活動を展開しました。
今年もエイズキャンペーンを実施予
定です。関心のある方は両キャンパス
保健室にお問合せください。

東広島キャンパスに
製氷機が設置されました！

呉キャンパスにウォーター
クーラーが設置されました！

このたび、東広島キャンパス
体育館控室内に製氷機が設置さ
れました。スポーツ実技や課外
活動において、怪我人等への応
急処置および熱中症や脱水症状
時の処置としてぜひ活用してく
ださい。

学生のみなさんから設置の要
望が寄せられていましたウォー
タークーラー（冷水機）が、呉
キャンパス体育館エントランス
ホール内に設置されました。
スポーツ実技・課外活動後な
どの水分補給にぜひ活用してく
ださい。

自分の身は、
自分で守ろう！
平成 20 年

広島国際大学在学生の交通事故当事者数です。多いと思いませんか？

事故内容

人

件数

傷

物

38 件

損

合

133 件

計

171 件

東広島警察署管内大学生のオートバイ・自転車盗の場所別被害状況（2008 年）
場所別

大学構内

スーパー駐輪場

マンション・アパート
駐輪場

JR 駐輪場

その他

オートバイ盗

2

5

23

17

11

58

自転車盗

57

31

55

78

44

265

手口別

合

計

振り込め詐欺
（恐喝）事件が多発しています。
電話などで「振り込んで」といわれたら、まず家族、知人、警察などに相談を。
振り込め詐欺の被害は、依然として全国で多発しています。平成 20 年１月〜８月の認知件数は、15,301 件、被害総額は約 214 億円。毎日、
１億円近い被害が発生しています。最近はエクスパックやバイク宅配便を利用して、送金させる手口が増えています。
※振り込め詐欺（恐喝）とは「オレオレ詐欺（恐喝）」、「架空請求詐欺（恐喝）」、「融資保証金詐欺」、「還付金等詐欺」の４類型の総称です。

○架空請求詐欺（恐喝）【最近の傾向】男女とも被害者の約 3 割は、30 歳代以下です。

例）有料サイトの利用料金が未払いです。支払いがないと訴訟沙汰となりますので至急振り込んでください。
→利用した覚えのない請求元には、振り込みも連絡も無用です。
債権回収団体や官公庁、企業などを装って、有料サイト利用料金や地デジ移行に伴う工事費用等、架空の事実を口実にした請求書を送付し、
連絡先へ電話すると指定口座へ現金を振り込ませようとします。利用した覚えのない請求元には振り込みも連絡も無用です。ただし、発信
元が裁判所の場合は、電話帳等で電話番号を調べて、必ず裁判所に確認してください。

○融資保証金詐欺【最近の傾向】男性は 40 〜 50 歳代、女性は 30 〜 40 歳代が中心です。

例）90 日間無利息、固定金利 0.7％、審査済みなので無担保ですぐ融資します。多重債務の方でもだいじょうぶですよ。
→保証金などを要求されたら、すぐに振り込まず、警察や消費者センターに相談しましょう。
実際には融資しないにも関わらず、低金利や有利な条件で融資する旨のはがきや電子メール等を送るなどして、融資を申し込んできた者
に対して、保証金等を名目に現金を振り込ませようとします。正規の金融業者が、融資前に保証金等の振り込みを求めることはありません。

“おかしいと思ったら、振り込まずにすぐ相談！警察相談窓口♯ 9110 または、最寄りの警察署まで”

飲酒運転は凶悪犯罪！
○酒酔い運転…アルコールの影響により、正常な運転ができない恐れがある状態で運転する行為

・ドライバー
罰則 ５年以下の懲役または 100 万円以下の罰金 違反点 25 点（即、免許取消）
〔2009 年 6 月1 日から35 点〕
・車両の提供者 罰則 ５年以下の懲役または 100 万円以下の罰金
・酒類の提供者 罰則 ３年以下の懲役または 50 万円以下の罰金
・同乗者
罰則 ３年以下の懲役または 50 万円以下の罰金 ※ただし、ドライバーが酩酊状態であることを同乗者が知らなかった場合は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」
※車両の提供者とは…酒気を帯びていて飲酒運転をするおそれのある者に対して、車両を提供した者
※酒類の提供者とは…飲酒運転をするおそれのある者に対して、酒類を提供した者
※同乗者とは…………ドライバーが酒気を帯びていることを知りながら、車両に乗せてくれるよう依頼・要求をして、酒酔い運転や酒気帯
び運転の車両に同乗した者

○酒気帯び運転…呼気 1 ℓ中 0.15 ㎎以上、または血液 1 ㎖中 0.3 ㎎以上のアルコールを体内に保有した状態で運転する行為
・ドライバー

罰則 ３年以下の懲役または 50 万円以下の罰金
違反点 ①アルコール濃度が呼気 1 ℓ中 0.25 ㎎以上、または血液 1 ㎖中 0.5 ㎎以上の場合…13 点〔2009 年 6 月1 日から25 点〕
②アルコール濃度が呼気 1 ℓ中 0.15 ㎎以上、または血液 1 ㎖中 0.3 ㎎以上 0.5 ㎎未満の場合…６点
〔2009 年 6 月1 日から13 点〕
・車両の提供者 罰則 ３年以下の懲役または 50 万円以下の罰金
・酒類の提供者 罰則 ２年以下の懲役または 30 万円以下の罰金
・同乗者
罰則 ２年以下の懲役または 30 万円以下の罰金

飲酒運転は一生の不幸を呼びます !!
※酒気帯びの呼気検査拒否…呼気検査を拒否・妨害した者

罰則 ３月以下の懲役または 50 万円以下の罰金

○危険運転致死傷罪…悪質・危険性の高い飲酒運転による事故は、故意による犯罪とみなされ、刑法上の「危険運転致死傷罪」が適用されることがある。
・人を死亡させた場合 罰則 最長 20 年の懲役
・人を負傷させた場合 罰則 15 年以下の懲役

※対象…自動車・原付のドライバー
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前期分学費納入期限は4 月20日！

金融機関と提携した「広島国際大学教育
ローン」の取扱いを開始しました
一般金融機関からの借入より優位な条件で借入できる「広島国際大学教
育ローン」があります。このローンは広島銀行と提携しており、在学中は
元本の返済を据え置き、利息のみの支払いが可能です。申込手続きについ
ては、下記お問い合わせ先にご確認ください。

資金使途

申込対象者

広島国際大学在学生 ( 大学院含む ) もしくは入学が
決まった学生およびその父母
※未成年の場合は親権者の同意が必要

申込方法

広島銀行窓口

申込時期

納入時期に合わせた都度申込み

上限金額

上限設定なし（在学中繰返し利用可能）

保証人
返済方法
返済期間
借入金の振込

必要書類

原則不要 ( 保証機関保証、保証料不要 )
（申込人が学生の場合父母いずれか 1 名が保証会社
に保証参加）
利用月の翌月から元利均等返済
変動金利：在学期間＋１年据置可 最長 15 年以内
固定金利：在学期間据置可
最長 11 年以内
学校の指定口座へ直接振込
本人確認資料、年収確認資料、合格（在学）証明書写
し、納付額の記載書類の写し
※学生寮部屋料の借入申し込みには、大学の「部屋
料等振込依頼書」が必要であり、東広島：会計課、
呉：呉庶務課で発行します。

【お問い合わせ先】
広島銀行の窓口またはダイレクトマーケティングセンター
 0120-038238


広島国際大学教育ローン金利助成
奨学金制度を新設しました
指定金融機関 ( 広島銀行 ) の広島国際大学教育ローンの借入をし、学納金
( 授業料等 ) を本学へ振り込まれた場合、教育ローンの支払利息を本学から
奨学金として支給する ｢ 広島国際大学教育ローン金利助成奨学金 ｣ の申請
をすることができます。 詳しくは、学生課 ( 東広島キャンパス 2 号館 2 階
℡（ 0 8 2 3 ）7 0 - 4 5 36 )、
もしくは呉学務課 ( 呉キャンパス 1 号館 1 階
℡（ 0 8 2 3 ） 7 3 - 8 3 51) にご相談ください。

100 年に一度といわれる不況が更に深刻化するなか、保護者の失業や雇用
条件の変更、家業の廃業などにより家計が急変したことで学費の支払いが困
難となり、勉学意欲の高い学生が志半ばで就学を断念せざるを得なくなる状
況が予想されます。
ついては、
昨今の経済・雇用情勢の急激な悪化により、
就学費用の確保が困
難な学生に対し、下記のとおり｢ 緊急就学支援 ｣を行うことを決定しました。
申請を希望する学生は、
各担当窓口までお問い合わせください。
１．資
格
（奨学金Ａ）
・2009 年４月１日現在、
各学校に在学していること。
・学費支弁者が 2008 年９月１日以降失職し、奨学金 A 出願時点で引き続
き失職していること。ただし、病気、怪我、定年、自己都合による退職は
対象としない。
（奨学金Ｂ）
・2009 年４月１日現在、
各学校に在学していること。
・学費支弁者の年収が給与所得者の場合は 600 万円以下、自営業の場合
は100 万円以下であって、2008 年以降の年収が前年に比べて 70%
以下になっていること。または、2008 年９月１日以降に月収が前月比
70%以下となって、
その状態が奨学金B出願時点で引き続いていること。
（奨学金Ｃ）
入学選考・試験に合格し、
各学校に 2009 年４月に入学する者であって、
その学費支弁者が 2008 年９月１日以降 2009 年３月31日までに失職
し、奨学金出願時点で引き続き失職していること。ただし、病気、怪我、
定年、
自己都合による退職は対象としない。
２．給付額等
（奨学金Ａ） 前期または後期の授業料の全額相当額
（奨学金Ｂ） 前期または後期の授業料の半額相当額
（奨学金Ｃ） 入学手続き時に納入すべき前期授業料の半額相当額
※授業料納入猶予
奨学金ＡおよびＢを申請する者については、学費納入規定に定める学費納
入猶予期間にかかわらず、
つぎの期日まで学費納入猶予期間が与えられます。
2009 年度前期：2009 年７月21日まで
2009 年度後期：2010 年１月20日まで
３．申請期間 2009 年１月29日～ 2010 年３月31日
４．支給方法 この奨学金は、
納入すべき授業料と相殺して支給します。
５．手続方法
申請書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。奨学金Ｃの申請を希望される場合は、４月20日までが申請受付期限
になりますのでご注意ください。
６．担当窓口
[ 東広島キャンパス・広島キャンパス ] 学生課
（２号館２階）
[ 呉キャンパス ]
呉学務課
（１号館１階）
※留学生は国際交流センター事務室

原田

知世さん

医療福祉学部

学生寮・学生研修棟部屋料、駐車料、水道料および退去後の補修代の請求
があった場合は、指定の支払方法により、速やかにお支払いください。
学長室会計課（東広島キャンパス１号館７階）
☎（0823）70-4676【直通】
学長室呉庶務課（呉キャンパス 6 号館 1 階）
☎（0823）73-8987【直通】

本誌は大学ホームページでも閲覧できます

学校法人常翔学園就学支援奨学金制度
について

表 紙 紹 介

学生寮・学生研修棟部屋料および
退去後の補修代等の未納者へ
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2009 年度前期分の学費納入期限は、
４月20日
（月）です。
学費納入票は４月１日に学費支弁者宛に発送しています。学費納入票が届
いたかどうかの確認は必ずしてください。４月中旬になっても届かない場合
は、
会計課へ申し出てください。
また、送付先氏名・住所等に変更がある場合は、速やかに教務課（東広島
キャンパス２号館２階）
、または呉学務課（呉キャンパス１号館１階）に届け出
てください。
※新入生は、
入学手続時に前期分学費は納入済みのため対象外です。

医療福祉学科

４年生

徳島県人会を立ち上げました。離れた土地で暮らすの
はやっぱり寂しいですよね。広島国際大学には、いろ
んな県人会があるので是非参加してみてはどうでしょ
うか。また、サッカー部のマネージャーとして、日々練
習に励むプレーヤーを支えられるよう頑張っています !!
サッカー部では現在、部員・マネージャー募集中です。

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

常に成長 ! 前進 !
広がる常翔教育 !

呉キャンパスへの自動車・バイク通学希望者は、呉学務課で車輌登録手
続きを行ってください。大学から 2 ｋｍ以内に住んでいる学生は、自動車・
バイク通学を禁止しています。自動車の場合、本学駐車場を利用するため
には、駐車許可証が必要です(有料：年額12,000円。１年次生は利用不可)。
新規登録者は申請書を提出し、駐車許可証を取得してください。継続登録
者は本学近隣に位置する三和自動車学校において開講される本学学生対象
講習会を受講する必要があります。詳細は、呉学務課掲示板または呉学務
課において確認してください。
なお、無許可駐車車両へのタイヤロック取締りを行っています。その他、
騒音など近隣住民への迷惑行為や違法な改造は厳に謹んでください。
また、本学とは関係ない周辺駐車場と個別に契約・利用することで、１年
次生は車両通学を行うことが可能です。
※本学への乗れ入れはできません。

入学金・授業料・振興費・学生互助会費・学生寮
部屋料（共益費含む）
［全て１年分、翌年度以降も繰り返し 1 年分可］
※借入金は直接学校の指定口座へ振込するため、既
に学費等納入済みの場合は融資対象外

掲示板

広国大キャンパス 4 月号

自動車・バイク通学について
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