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「スタートダッシュ 2009」開催！／ NHK大学セミナーを開催！
（金曜ゆめ倶楽部）／ひがしひろしま音楽祭で学生たちが活躍!!
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。

◆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。

電気店が島内にないため、
しかないという沖縄県・黒
で修理に取り組む。
テレビの企画「ワンステップ！」に、本学工学部機械ロボティクス学科の男
子学生４人が挑みました。５月17日
（日）
・24日
（日）
、TBS 系列で全国放送
されたのでご覧になった方もたくさんいらっしゃるかと思います。広島国際
大学の学生が全国区のテレビ放送で、30 分番組に２週連続出演するとい
う快挙でした。放送終了後から熱いメッセージが寄せられ、その反響の大
きさに驚いているところです。
６月18日
（木）に
「ワンステップからツーステップへ」というタイトルで、電化
製品修理体験報告会を学内で開催しましたが、当紙面でも黒島を訪れた
男子学生４人と同行した教員２人の「ワンステップ！」に参加しての感想およ
び番組を見て感激したという方からいただいたメールを紹介します。

番組をご覧になった方から
メールをいただきました。
[ 内容 ]

５月２４日放送の「ワンステップ！」を拝見させていた
だきました。故障した電気機器を目の前にして、試行
錯誤しながら修理していく大学生たちは、とても格好
良かったです。 特に、最後の３回生の篠原君の涙に
は感動しました。これからも学生自身の成長のため
に、また社会のためにも、あの活動を続けていって欲
しいと思います。
M・Kさん
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[ 内容 ]

[ 内容 ]

昨日観た「ワンステップ！」に感動して、メールいたしました。私は物を作
ることも、ましてや壊れたものを修理することもできません。でも、皆さ
んは専門の技術はお持ちで無いのに、あらゆるものに対して
「再生」する
という意欲を持ち、
向かっておられましたね。特にミシンを修理された方、
諦めるという気持ちもなく、最後までやり遂げたその熱意に、胸が熱くな
りました。自分の修理した物が喜ばれ、その修理した物が新たな人の歴
史を造り、受け継がれていく…。きっとあのお帽子はお嬢さんの一生の
思い出ですよ。その想い出に大きな手を差し伸べたのは、間違いなく修
理されたあなたです。その情熱を忘れず、大切になさって、素敵な技術
者になってください。感動をありがとうございました。
A・Sさん

ゆうべ、テレビを見ていたら、広島国際大学の
機械ロボティクス学科の学生が沖縄県の島に
行って電器製品や壊れた機械の修理をしてい
る番組を偶然見つけて最後まで見てしまいまし
た。３年生の学生たちでしたが、先生もお一人
同行されていて、感動的でした。来週も続きが
あるようで楽しみです。学生たちもとてもいい
体験ができているようでした。
すばらしい大学ですね。
岡山外語学院 蓮井さん

、壊れた電化製品は捨てる
島を訪れ、若者たちが無償
工学部 機械ロボティクス学科 ３年

篠原 悟

大学の授業でロボットを学んでいるので、同じような電化製品も直して島の人に喜
んでもらえればいいなと思っていました。
初めは、ロボットの事を学んでいる最中なのでその知識を生かし、１日一人２、３個
修理するつもりでいました。しかし、電化製品はロボットと同じくらい複雑な構造をし
ていたので、すぐ何が原因で動かなくなったのか分かるものが少なく、ほとんどは分
からなくすぐにつまずきました。それに人から預かった物なので、分解して余計に壊
してしまう可能性もあり、修理するにも戸惑いが多かったです。
それでも、人に頼られることがほとんどなかったので期待に応えたいという思いで頑張り、依頼された
６割くらいの物を修理することができました。
黒島に行ったことで、人に頼られるうれしさや授業だけでは得ることができない経験ができました。
それに今回は、修理した物を自分でお宅まで届けに行ったので、人の喜ぶ顔を直接見ることができたの
が一番よかったです。この企画で得た自信と経験を将来生かせるように頑張っていきます。
工学部 機械ロボティクス学科 ３年

石岡 賢太郎

黒島に着いてすぐに修理場のセットをしていて、本当に僕たちを信用してもらえる
かどうか悩んでいました。ですが、時間が経つにつれて一人また一人と電化製品を
持ち込んで来てくれていることに安心しました。修理を始める前に、大まかな故障状
態を聞くのですが、やっぱり触ってみないと分からない所が多く、中にはネジ穴が潰
れていてはめ込めなかったり、回路の基板が一部錆びて断線していたりしていまし
た。そういう少し技術的な部分で立ち止まると段々熱中してくるのですが、比較的簡
単な作業なのに故障している部分を焦って考えすぎ、結局時間がかかってしまうケースが多かったです。
また、自分は臆病なので本体のカバーを開けた時に壊してしまう恐れを感じて、ほかのメンバーより２歩
も３歩もペースが遅れていました。しかし、マッサージ器と電話機とラジカセの３点をおばあさんに届け
に行った時に自分の不安を打ち明けると、「壊れている物を触らなかったらずっと壊れたままだから、思
い切って中身を見てみなさい」と言われ、自分の臆病な気持ちを切り替えることができました。ただ、思
い切るのも大切なのですが、自分としては「〜が起こる恐れ」を常に予測しながら作業することもまた大
切で、その調度いい両立を目指したいと思いました。「ワンステップ！」を終えて感じたことは、人に関わ
るボランティアはこれが初めてで、遠く離れた場所での修理活動は不便なところもありましたが、黒島の
人々は初対面の僕たちに明るく優しく接してくださって、修理するやりがいを感じるボランティアだった
と思います。また、チームで行ったおかげで自分のできない所をメンバーに手伝ってもらったり、案を出
し合ったりと、チームワークの大切さも学ぶことができました。
工学部 機械ロボティクス学科 ３年

中西 拓巳

僕はこの「ワンステップ！」を体験する前は、「知識がないのに自分に何ができるん
だろう。何もできなかったらどうしよう」という不安でいっぱいでした。案の定、自分
だけ何もできないまま３日間が過ぎました。みんなが次々と修理を終えていく中、自
分だけが何もできずとても焦り、その焦りがミスを起こすという悪循環に陥っていま
した。
そんな中、ゼンマイ式の時計に出会いました。その時計は４７年前に手に入れたモ
ノで、集められた修理品の中で一番古く、中の構造が自分にとって未知のモノでした。引き受けたから
には何とかして直したいという責任感が重くのしかかり、それが自分にとって大きなプレッシャーでした。
僕は、どこから手をつけていいのか分からなかったので歯車の掃除をしました。歯車に埃が溜まって
いてゼンマイが動かなくなっていることに気がつき、47歳の自分の母を綺麗にするように丁寧に掃除
をし、歯車が動きやすくなるように潤滑液をかけました。
時計をおばあちゃんの家に持って行き動かすと、初めて「ありがとう」という言葉を聞きました。僕は
この「ワンステップ！」では、修理が出来ない中「島の人のため」から
「自分のため」に修理をするようになっ
ていました。そんな時に初めて修理が終わり、「ありがとう」という言葉を聞き、達成感を感じると同時
に人のために何かができたことがうれしく思いました。
この「ワンステップ！」を通して感じたことは、モノを大切にすることです。僕は、電化製品が壊れたら
いつも新しいモノを買っていました。しかし、黒島の人たちは１つの電化製品を大切に使い、直せる事が
出来るなら直したいという考えでした。その気持ちを、動かなくなった時計を通して学びました。
工学部 機械ロボティクス学科 ３年

番組出演交渉をした
呉学務課の藤友課長のコメント
「４月５日に日本のどこかの離島に出発、学生４人と教員も同
行、他の大学にも同様に声をかけているので早くメンバーが決
まったところが出演できます」と話を聞いたのがなんと４月２
日。なんとしても本学の学生に行かせたいという強い思いと、
毎週「ワンステップ！」を見ていたことも奏功、運良く出演が決ま
りましたが、実は交渉段階から不安がありました。
「機械ロボティ
クス学科の学生が本当に電化製品を修理できるんだろうか、で
きなかったら番組は成り立たないし、局の方には迷惑をかけるし
…」と次第に不安になっていったのも事実です。しかし、感動の
シーン続出の放送を見て、「行かして正解だった、彼らの生涯
忘れることのできない貴重な体験になった」と自分自身も達成
感を味わうことができ、交渉の努力が実ったと安堵しているとこ
ろです。

黒島電化製品修理の学生引率を終えて
工学部

重安 哲也

教授

今村 信昭

我々は今回の学生
引率に際して、参加学
生が「何を感じ、どう
動くか、そしてどう成
長するか」について
注意深く見守ってお
りました。当初、学生
たちは持ち込まれる
重安先生
今村先生
故障電化製品や日用
品の山に、そして同じ機能の電化製品でもメーカによって大き
く構造が異なるという状況に、手を出しあぐねて時間だけが過
ぎるばかりでした。しかし、一つひとつではありますが、修理を
終える度に学生たちは自信をつけ大きく成長しているように感
じられました。これは、問題点の抽出・解決・評価というエンジ
ニアに必須の実践能力が電化製品の修理によって自ら磨かれ
ていったためと考えております。さて、修理を終えるたびに学
生たちは、皆、笑顔だけでなく安堵の表情を一様に浮かべてい
ました。これは、「黒島の皆さんが自分たちを信用して託して
くれた電化製品は絶対に修理しなければならない」という強い
責任の下で作業に従事していたためだと思います。彼らは単に
技術だけでなく、技術の向こうにある持ち主の生活を感じてい
たのだと思います。我々が扱う技術の向こうには必ず技術を使
う人々がいることを学生たちが体得してくれたことは、技術教育
に携わる者にとって何にも代えがたい大きな収穫であったと考
えています。
さて、
この度の日程は前期授業の開始直後で大学全体が多忙
を極める時期でしたが、大学関係部署の皆様の温かいご理解と
多大なご支援によりプログラムへの参加が実現しました。末筆
ではございますが深く御礼申し上げます。どうもありがとうご
ざいました。
広島国際大学

石垣島

田中 将基

今回「ワンステップ！」という番組に出演させていただき、電気店のない離島に１週
間滞在し、壊れて困っている島の人の電化製品を直すという貴重な体験ができまし
た。電化製品を直すということは、普段大学の実技で行うことはありません。なので、
知識も自信もないままに島に着いてしまいました。ですが、自分たちの状況とは関
係なく島の人たちはたくさんの壊れた電化製品を持ってきます。実際自分も中を開
けて回路を見たり、はんだ付けをするといった経験はなかったのですが、一度修理を
引受けると直さなければいけません。そして、直す時に今度は自分の物ではなく他人の物だから壊して
はいけないという気持ちと直さないといけないという気持ちの葛藤が出てきます。とは言え、壊しては
いけないという気持ちはあってもそれを払拭して直さないと先には進まないので、自分の気持ちを切り
替えて慎重に直していきました。この体験を通じて、自分が無力なことや気持ちの切り替え、それから
自分の引き受けた仕事への責任等いろいろなことを学びました。

助教

西表島
黒島

那覇市
台湾
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体育会・文化会本部が主催し、課外活動団体の新入部員（１年次生）を対象として、フレッシュ
マンキャンプを開催しました。これは課外活動を行ううえでの心構えを学ぶとともに、参加者間の
親睦および団体間の交流を図ることを目的としており、今回で４回目の開催となりました。 東広
島キャンパスでは６月20日（土）〜21日（日）、呉キャンパスでは６月27日（土）〜28日（日）に
それぞれ１泊２日の日程で、ともに広島県庄原市にある研修施設「高原の家 七塚」 で開催しま
した。
両キャンプにおいて開催した講演会では、服部先生（東広島）が「これからの課外活動のあり
方について」、甲田先生（呉）が「生きるための『バランス感覚』を養うために〜大学生活におけ
る課外活動の意味〜」の演題で講演され、参加者は熱心に聞き入っていました。その他、趣向を
凝らしたレクリエーション大会を実施したり、夕食では野外でのバーベキューで楽しく団欒しなが
ら他団体との交流を深めました。
今回のキャンプで学んだことを課外活動の運営に活かし、参加者全員が、将来、各団体の担い
手となることを期待しています。

年度

フレッシュマン
フレッシュマン
キャンプ開催
キャンプ開催
呉

キャンパス

東広島

キャンパス

外国人留学生歓迎会を開催！
本学では、今春、新たに留学生 24 名（学部生 21 名、院生３名）が入学
し、現在 35 名の留学生が勉学に励んでいます。新入生は、中国・ベト
ナムから渡日後、大阪・高知・岡山・福岡などの日本語学校で日本語
の教育を受け、外国人留学生選考で合格し、本学に入学してきました。
留学生が在学生や教職員と親睦を図り、いち早く大学生活に慣れる
ことを目的に 5 月 1 日（金）、「外国人留学生歓迎会」を５月にグラン
ドプリンスホテル広島にて開催しました。歓迎会には、留学生 29 名
と教職員８名が参加し、ボウリング大会や食事会を実施。初めてのボ
ウリングとなった留学生も多く、苦戦しながらも笑顔の絶えない様子
で、楽しい時間を過ごしていました。また、食事会では諸先輩達から
「困った時は何でも聞いてください」と頼もしい言葉が新入生へ送ら
れ、その頼もしい姿に留学生の成長が垣間見られました。
今後、彼らが自信をもって生活していけるように、留学生と日本人学
生の交流イベントや、地域の国際ボランティア活動への参加を計画し
ています。



交歓

レクリエーション大会を開催！

恒例行事として定着している交歓レクリエーション大会が、今年
も東広島キャンパスでは５月 31日（日）
、呉キャンパスでは６月13
日（土）にそれぞれ行われました。東広島キャンパスでは、ソフトバ
レーボールとソフトボール、呉キャンパスでは、フットサル、男女別
ソフトバレーボールの種目に分かれ、白熱した試合が繰り広げられ
ました。参加した在学生や新入生は、試合を通じて、学科・学年を超
えた交流を図ることができ、友人の輪が広がりました。参加した学
生からは、
「参加して、先輩と話せる機会ができました。僕らのチー
ムを応援してくれて嬉しかったです。今日の敵は明日の友ですね。
ソフトボールを通じて、たくさんの先輩と交流することが出来たけ
ど、優勝できなかったのが残念です。来年は優勝します！！」
「ゼミ
で参加しましたが、
後輩との良い思い出になりました。やっぱり歳に
は勝てないですね。ゼミでの良い思い出作りになったので、来年も
後輩たちに参加して欲しいです」と満足そうに振り返っていました。

START
DASH
2009！
！

START DASH 2009！
！

「スタートダッシュ 2009」
開催！
東広島キャンパス（４／ 14・15）と呉キャ
ンパス（４／ 16・17）の両キャンパスにて「ス
タートダッシュ 2009」を開催しました。こ
のイベントは、課外活動団体に所属する部員
が課外活動の魅力についてわかりやすく説明
し、新入生はもとより、誰でも気軽に入部でき
る場を提供しようという目的で企画されてい
ます。
開催当日は、クラブに興味を持つ大勢の学
生が参加し、個性豊かなパフォーマンスや説
明を楽しく聞いている姿が見られました。
また、東広島キャンパスでは、イベント終了
後まで「Dr.キャンパ」のテレビ収録が行われ、
大いに盛り上がりました。参加者からは、
「入
部したいクラブがみつかりました。わかりや
すい説明を聞いたり、多彩なパフォーマンス
を生で見ることができて楽しめました」など
満足する声が多数寄せられました。

NHK 大学セミナー
を開催！
５月 19 日（火）呉キャンパスにて、本学
と NHK 広島放送局の共催で「NHK 大学セ
ミナー」が開催されました。今回は、イラ
ストレーターや作家などジャンルにとらわ
れず活躍中のみうらじゅんさんが、「ボク
宝 国宝よりも大切なボクだけの宝物を探
して」と題して講演。みうらさんは、秘蔵
のお宝コレクション「ボク宝」を公開、好きなことをみつけて人生を楽
しもう、そんなメッセージを寄せていただきました。
講演が始まると、会場は終始笑いが絶えず、講演を聴きに集まった約
300 人の参加者は、みうらワールドに引き込まれていました。
講演会の運営には、呉キャンパス大学祭実行委員会が全面的に協力
し、みうらさんのお迎えから、会場整理・入場受付などを担当。また、
講演に先立ち同会部長の林和也さん（建築学科３年）が「みうらさんは、
日本を代表するサブカルチャーの達人です。何気ないところにも面白
い流行を生み出されるその感性に触れてください」とあいさつ。
また、総合司会を務めた橋本奈美さん（住環境デザイン学科２年）は、
「多くの来場者があり緊張しましたが、スムーズな進行ができたと思い
ます。友達にも良かったと言ってもらえました。今後も司会をする機
会があれば挑戦してみたい」と笑顔で話していました。

ひがしひろしま音楽祭で
学生たちが活躍！
！
６月 13 日（土）、14 日（日）に「2009 ひがしひろしま音楽祭」が
東広島市中央公民館および中央公園野外ステージで開催され、本学
のダンス部、ヒューマンハーモニックス部が出演しました。今年で
３回目を迎える音楽祭は、主に東広島市内の中学校・高校・大学や
一般の団体などが参加し、演奏や合唱・ダンスなどが披露されまし
た。
また、今年は、野外ステージ＆バザーの会場を本学の学生が企画・
運営する大役を務めることになり、多くの学生がこの音楽祭に参画
しました。
野外ステージの部会長を務めた黒川祐太くん（Ｍ科４年）は、「部
会長という大役をいただき、最初はとても不安でしたが、ボランティ
ア部やヒューマンハーモニックス部の協力を得て、この音楽祭を無
事に成功に導くことができてよかったです。一番苦労したのは、詳
細を詰めていく準備
期間で、ミスがいっさ
い許されないという
緊張がありましたが、
少しずつ準備が進ん
でいくうちに部会長
としての自信がつき、
自身の成長につなが
りとてもよい経験に
なりました」と話して
いました。
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大学院入試（学内進学者・秋季）を実施
【大学院入試日程（学内進学者・秋季）のご案内】
●看護学研究科［看護学専攻］
入試区分

学内進学者
一般
社会人

秋季

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）

2009 年
2009 年
2009 年
2009 年
８月19 日
（水）〜
10 月30日（金）
９月５日
（土）
９月18 日
（金）
８月28日（金）
まで

●心理科学研究科［実践臨床心理学専攻］
入試区分

秋季

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）

2009 年
2009 年
2009 年
2009 年
９月５日
（土）、 ８月19 日
（水）〜
10 月30日（金）
９月18 日
（金）
６日
（日）※
８月28日（金）
まで

※実践臨床心理学専攻は２日間にわたって実施します。
下記研究科においては、７月 11 日（土）および 12 日（日）に大学
院入試（学内進学者・夏季）を実施しました。
●医療・福祉科学研究科［医療工学専攻、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、コミュニケーション学専
攻、感性デザイン学専攻］
●工学研究科［情報通信学専攻、建築・環境学専攻］
※上記以外に春季（一般入試、社会人入試）を実施します。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＞
入試センター ［フリーダイヤル］0120-55-1659

全学科で新入生オリエンテーションを開催
今年度も全ての学科でオリエンテーションが開催されました。今回は、
看護学部と保健医療学部のオリエンテーションを紹介します。
〔看護学部〕
今年も、
「看護学科新入
生オリエンテーション」を、
４月 18 日（土）に、県民
の浜（広島県呉市）で開催
しました。
これは、新入生に少しで
も早く大学生活に慣れ親しんでもらうことを目的に、毎年看護学科教員と看
護学科４年生の有志とで企画し開催しています。
当日は、看護学科新入生 126 名、看護学科教員 34 名、看護学科在学
生 18 名、事務職員６名の計 184 名が参加しました。看護学部長の挨拶の
後、
各チュートリアルグループに分かれて、
「ソフトボール」や「ソフトバレー
ボール」
、
「カッター」など、さまざまなスポーツをおこない、最後に教員と
在学生の指導のもと、全員で「フォークダンス」を踊り親睦を深めました。
新入生からは、
「入学してから履修ガイダンスや講演会、授業開始など、
息が詰まりっぱなしだったが、青空のもとでスポーツをすることで気持ちが
すっきりし、
リフレッシュすることが出来ました」と喜びの声が聞かれました。
企画・進行の補助をした４年生からは、
「自分たちが１年生のとき、この
オリエンテーションでたくさんの友人を作ることが出来たのを覚えている。
今年の新入生にも自分たちと同じようにたくさんの友人を作って欲しい」と
エールを送っていました。
〔保健医療学部〕
４月 11 日（土）
、新入生と教職員との
交流を目的に「保健医療学部新入生オリ
エンテーション」を県民の浜（広島県呉市）
で開催し、新入生 216 名、在学生 11 名、
教職員52名の計279名が参加しました。
到着後、学部長より開催の挨拶があり、まずは各グループで弁当を食べ
て腹ごしらえをした後、バドミントン、サッカー等を自由に楽しみました。
午後からは、県民の浜周辺を３コースに分け、在学生が考えた大学・県民の
浜周辺・広島県についての問題を各コースに 10 箇所設置し、ウォークラリー
を行いました。
各グループは、地図を手に５分置きに出発し、海などの景色を楽しみながら
ポイントへ向かい設置されていた問題を解き、時間と問題正解数でコース優
勝を争いました。優勝チームには学部長よりデコポンがプレゼントされました。
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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。ご家族やお知り合
いに中・高校生がいらっしゃる方は、ぜひご案内いただきますよう、
よろしくお願い申し上げます。
【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２回 ７／ 19（日）、第３回 ８／ 23（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２回 ７／ 20（月・祝）、第３回 ８／ 22（土）
各回 11：00 〜 15：00
［オープンキャンパス情報］
入試説明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。ぜひ、ご家族、お友達、本
学に興味のある方にご案内ください。
＊無料宿泊………遠方から参加される方は、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。（詳しくは、本学ＨＰまたは下記お問い合わ
せ先にご連絡ください。）
＜お問い合わせ先＞
入試センター ［フリーダイヤル］0120-55-1659

「みんなで進める・みんなで広める・楽しい禁煙」
〜禁煙推進を目的とした講演会を開催〜
６月15日（月）東広島キャンパスにおい
て、奈良女子大学教授 高橋裕子先生を講演
者としてお迎えして、禁煙推進を目的とした
講演会を開催しました。
受動喫煙に関して、さまざまな研究成果や
体におよぼす影響などについて、パワーポイントを使い、分かりやす
い内容でお話されました。この講演会には、本学の学生・教職員を
はじめ、他大学の職員・学生、学外の方や地域の方々など約200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。

2009年５月「禁煙推進・マナー向上」を実施
５月 31 日は、世界保健機関
（ＷＨＯ）
が定める「世界禁煙デー」となってい
ます。
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」
に指定しています。今年は、５月 20
日（水）に東広島・呉の両キャンパス
において、キックオフセレモニーを開
催しました。
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、禁煙・マナー向上を呼びかけまし
た。
タバコは、喫煙者が直接吸い込む「主
流煙」よりも、タバコから立ちのぼる紫煙である「副流煙」に有害
物質（ニコチン、一酸化炭素、アンモニアなど）の含有量がはるか
に多いということをみなさんはご存知ですか？みなさんも、この
キャンペーンを機に「受動喫煙」や「禁煙・マナー」について考え
てみてはいかがでしょうか。

2009 年度後期 キャリアセンター主催 イベントスケジュール
※イベントは開催時期になりましたら詳細をキャリアセンター掲示板に案内・周知します。保健医療学部・看護学部・薬学部は、別途周知します。
＜心理科学部・医療福祉学部＞
年

次

行

事

名

・第３回就職成功セミナー
・合同説明会を攻略しよう！

３年次

日

程

時

間

教

室

内

容

125 教室

面接対策、証明書、応募書類について解説します。また、合同説明会に参加する際のポイント
とマナーをレクチャーします。

エントリーシート攻略テスト
2009 年 10 月17 日
（土） 13：00 〜 16：00（予定）
＋フォローアップ講座（第２回・応用編）

125 教室

実践的なエントリーシート対策、模擬試験を行い、併せてフォローアップ講座を行います。

第３・４回 人気業界を知ろう！

2009 年 10 月22 日
（木）

16：20 〜 17：50

234 教室

第３回
第４回

ビジネスマナー講習会

2009 年 11 月13 日
（金）

16：20 〜 17：50

125 教室

説明会・面接の前に覚えておきたいビジネスマナーのポイントについて解説します。

グループディスカッション対策講座

2009 年 11 月20 日
（金）

16：20 〜 17：50

125 教室

最近、選考試験で課されることの多いグループディスカッション。
必ず突破できる万全の対策を行います。

2009 年 10 月  ９  日
（金）

16：20 〜 17：50

流通業界（商社＋小売業界）
観光業界（旅行業界＋ホテル業界）

＜工学部＞
年

次

行

事

名

日

インターンシップ報告会
全学年

先輩による就職活動発表会
OB・OGによる業界説明会

程

時

間

教

室

内

※詳細が決定次第、 掲示などでお知らせ致します。
2009 年 12 月17 日
（木）

A・D 科：16：20 〜 17：50
I・F 科：18：00 〜 19：30

容

先輩が参加したインターンシップの報告会を聞いて、来年、再来年に向けて自分が参加したい
業界や企業についてを考えてみましょう。
４年次生内定者の皆さんによる就職活動体験談や OB・OGによる業界説明およびアドバイス
を講演してもらいます。将来の自分を想像してみましょう。

2101 教室

A・D科：2009年10月８日
（木）

16：20 〜 17：20

2101 教室

・
I F 科：2009 年 10 月６日
（火）

18：00 〜 19：00

2102 教室

自己 PR 対策講座

2009 年 10 月15 日
（木）

18：00 〜 19：30

5404 教室

履歴書、
エントリーシート、
面接…就職試験の全てに自己分析、
自己PRが必要です。自分の道を振り返っ
てみましょう。

SPI・一般常識模擬テスト

2009 年 10 月26 日
（月）

18：00 〜終了次第

情報処理演習室１

今年の採用試験でも間違いなく重視されます！夏休み前から続けてきた筆記試験対策の効果を確かめ
てみましょう！

ジョシカツ！【女子限定】

2009 年 11 月５日
（木）

16：20 〜 17：50

男女平等の世の中、
まだまだ女子が就職活動を思い通りに進めることが難しい業界も多く存在します。
キャリアセンター
就職活動を終えたばかりの先輩を招いて、
アドバイスや就職活動中に気をつけること、
反省点などをじっく
セミナー室
り聞いて見ましょう。

エントリーシート攻略テスト
＋フォローアップ講座（第２回・応用編）

2009 年 11 月７日
（土）

13：00 〜 16：00（予定）

2009 年 11 月19 日
（木）

18：00 〜終了次第

第３回就職ガイダンス

３年次

SPI・一般常識模擬テスト

さあ、本番です。今年は乗り遅れが絶対に許されません。企業は一斉にエントリーの受付を
開始する時期ですので今後の就活の流れ、方法などを徹底的に説明します。

A・D科：5403教室
I・F 科：5404 教室

実践的なエントリーシート対策模擬試験を行い、併せてフォローアップ講座を行います。

情報処理演習室１ 油断することなく継続して筆記試験対策に力を注ぎ込みましょう！

「後援会」からのお知らせ

2009 年度から後援会による資格取得の援助を始めます

後援会とは、広島国際大学に入学した学生の保護者の皆様を会員とする組織です。活動内容と
しては、大学行事への援助や家庭と大学とを結びつける様々な援助を行っています。この後援会が
６月から学生の皆さんへ対する新しい援助を始めます !!

（援助項目）

資格取得にかかる援助
・後援会が定める援助資格を在学中に取得した場合、その受験料を全額補助します。（援助資格
は裏面を確認してください。）

申請方法

・右表の資格を在学中に取得した場合、「資格取得還付申請書」に必要事項を記入し、提出して
ください。
（記入が必要な事項）
１．学生番号 ２．氏名（書類に押印が必要） ３．学年 ４．取得資格名
５．連絡先（携帯電話） ６．申請金額 ７．振込先銀行口座
※連絡先は申請書提出後、修正等が生じた場合の連絡先として利用します。
※振込先銀行口座は、申請金額を振込場合に利用します。
申請書に記入されている個人情報は本件以外に使用はいたしません。
〔申請書設置場所〕
（東広島キャンパス）
庶務課（１号館７階）、キャリアセンター（２号館２階）、
保健医療学部事務室（１号館６階）、医療福祉学部事務室（１号館６階）、
心理科学部事務室（３号館５階）、国際交流センター事務室（３号館 10 階）
（呉キャンパス）
キャリアセンター（３号館２階）、工学部事務室（１号館１階）、
看護学部事務室（２号館８階）、薬学部事務室（６号館１階）

援助開始日

2009 年６月８日（月）運用開始
【注１】2009 年４月１日（水）以降に取得した資格を援助対象とします。
【注２】４月１日（水）〜６月７日（日）の間で取得した資格の内、必要書類が保管されていな
い場合は援助できませんので、ご了承ください。

支払方法

・申請書提出日の翌月末日に指定の振込先銀行口座へ入金を行います。（申請書の提出日によっ
ては、翌々月になる場合があります。）
・振込は「広島国際大学後援会（ヒロシマコクサイダイガクコウエンカイ）」で行います。

大麻・覚せい剤使用・所持等は犯罪です！
最近、他大学において大麻所持による逮捕
者が相次ぎ、乱用者が成人層から青年層、中
高生にまで広がっています。大麻・覚せい
剤の所持・乱用は犯罪となり、大変厳しい罰
則を受けます。また、大麻のみならず薬物の
所持・乱用は法律で固く禁じられています。
一度だけという軽い気持ちが、一度しかない
人生を狂わせてしまいます。見知らぬ人や
友人から勧められても、自分の体や心を守る
ために固く断るようにしましょう。みなさ
んの良識のある行動を強く望みます。

No

資格名

1 福祉住環境コーディネーター
2 医療事務管理士

受験料（税込）
（１級）10,500円、（２級）6,300円、（３級）4,200円
6,000円

3 サービス接遇検定

（１級）5,500円、（準１級）6,300円、（２級）3,500円、（３級）2,300円

4 ビジネス文書検定

（１級）4,900円、（２級）3,700円、（３級）2,600円

5 色彩検定

（１級）15,000円、（２級）10,000円、（３級）7,000円

6 インテリアコーディネーター

13,650円

7 カラーコーディネーター

（１級）9,180円、（２級）7,140円、（３級）5,100円

8 機械設計技術者

（３級）8,000円

9 CAD 利用技術者２級

5,500円

10 CCNA

31,500円

11 CCENT

15,000円

12 医療情報技師

15,000円

13 医療情報基礎知識検定試験

7,000円〜8,000円

14 診療情報管理士（受験料）

10,000円

15 IT パスポート試験

5,100円

16 マルチメディア検定２級エキスパート 5,500円
17 マルチメディア検定３級ベーシック

4,500円

18 CGクリエイター検定Webデザイン部門２級 5,500円
19 CGクリエイター検定Webデザイン部門３級 4,500円
20 心理学検定

（３科目）6,000円、（６科目）8,000円、（８科目）10,000円

21 品質管理検定

（２級）5,000円、（３級）4,000円

22 基本情報技術者試験
23 インテリアプランナー

5,100円
26,250円

24 画像処理エンジニア検定

（２級）5,500円、（３級）4,500円

25 画像処理エンジニア検定１級

（１次試験）7,500円、（２次試験）7,500円

26 医療事務技能審査試験

（１級）6,500円、（２級）6,500円

27 販売士検定

（１級）7,500円、（２級）5,500円、（３級）4,000円

28 ビジネス能力検定

（１級）6,000円、（２級）3,800円、（３級）2,800円

29 秘書技能検定（秘書検定）

（１級）6,000円、（準１級）4,800円、（２級）3,700円、（３級）2,500円

30 日本語能力試験１級

5,500円

飲酒運転厳禁!!

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!!
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
強要などは絶対にしないでください。

NO!

①飲んだら運転しない
②運転するなら飲まない
③運転する人には飲ませない



掲示板

今年もやります！開館延長！さらに日曜日・祝日も開館します！
試験期間中の開館延長を以下のとおり行います。図書館を利用
しよう！
図書館カレンダー
開館延長期間
７月17日
（金）〜７月31日
（金） 開館時間 ９：00 〜 22：00

ただし、
東広島キャンパス３号館は、
開館時間９：00 〜 20：00（通常どおり）

７ 月
時
呉 9：00‐22：00
①・○
呉 9：00‐22：00
①・○
10：00‐17：00
呉 10：00‐17：00
①・○
呉 9：00‐22：00
①・○
呉 9：00‐22：00
①・○
呉 9：00‐22：00
①・○
呉 9：00‐22：00
①・○
呉 9：00‐22：00
①・○
呉 10：00‐17：00
①・○
呉 9：00‐22：00
①・○
呉 9：00‐22：00
①・○
呉 9：00‐22：00
①・○
呉 9：00‐22：00
①・○
呉 9：00‐22：00
①・○

間
③ 9：00 〜 20：00
③ 9：00 〜 16：30
③
③
③
③
③
③
③
③
③
③
③
③

休館
9：00 〜 20：00
9：00 〜 20：00
9：00 〜 20：00
9：00 〜 20：00
9：00 〜 16：30
休館
9：00 〜 20：00
9：00 〜 20：00
9：00 〜 20：00
9：00 〜 20：00
9：00 〜 20：00

呉＝呉分館
※①＝１号館図書館、 ③＝３号館図書館、 ○

★日曜日・祝日の開館
７月19 日
（日）
全館 開館時間 10：00 〜 17：00
７月 20 日
（月・海の日） 東広島３号館図書館のみ 休館
７月 26 日
（日）
東広島３号館図書館のみ 休館

あなたも『県人会』へ入りませんか？
新たに『県人会』を立ち上げませんか？

理

北海道・東北、静岡、愛知、大阪、鳥取、岡山、島根、山口、愛媛、香川、
徳島、高知、福岡、大分、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄
発足した県人会は、掲示にて案内しておりますので、記載の連絡
先（代表）まで遠慮なく連絡を入れてください。未発足の県人会
を新たに立ち上げたい学生は、学生課・呉学務課の窓口まで、気軽
にお越しください。

国民年金保険料学生納付特例制度について
皆さんは国民年金の保険料学生納付特例制度（学生納付特例）
をご存知ですか？
国民年金は 20 歳以上 60 歳未満の人すべてが加入する制度で
す。学生の皆さんも、20 歳になったら国民年金に加入すること
が法律で義務付けられています（今住んでいる市区町村の国民年
金担当窓口で手続きしてください）。国民年金の保険料は学生で
あっても納めなければなりません。しかし、学生の皆さんは収入
がなかったり少なかったりして保険料を納めるのが困難な方が多
いと思います。そこで、「学生納付特例制度」を利用すれば在学
期間中の保険料を社会人になってから納めることができます。手
続方法等、詳細は下表のとおりです。
国民年金保険料学生納付特例制度
承認期間
４月から翌
年の３月末
まで（卒業す
るまで毎年
申 請 が 必
要）。

社会保険庁ホームページ http://www.sia.go.jp/
8

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

医師が就学に耐えられないと
病気・傷害
診断したもの

発足している県人会（20 県）

対 象 者
手続方法
大学（大学院）、短大、高等学校、高等「国民年金保険料学生納付特例申請
専門学校、専修学校および各種学 書」に必要事項を記入して、お住ま
校、その他の教育施設の一部に在学 いの市区町村の国民年金担当窓口
する 20 歳以上の学生等であって、へ提出する。手続きの際、必ず学生
学生本人の前年の所得が 118 万円 証または在学証明書、年金手帳、印
以下である人。
鑑の３つを持参してください。

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
（または呉学務課）
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
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
交通機関
通機関の運休、停滞によるもの、または交 運休または延着証明書
の 支 障
通機関が 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。

学費減免制度について
学費支弁者の死亡、住居の罹災、家業の破産などによって経済的
に困窮して学業継続が困難となった者に対しては、願い出により
その理由の発生した直後の学費（半期）の半額を減免することが
ありますので、学生課（東広島キャンパス２号館２階）、呉学務課
（呉キャンパス１号館１階）に相談してください。

表 紙 紹 介
（左上）石岡

賢太郎さん

工学部機械ロボティクス学科 3 年
（右上）中西

拓巳さん

工学部機械ロボティクス学科 3 年
（左下）篠原

悟さん

工学部機械ロボティクス学科 3 年
（右下）田中

将基さん

工学部機械ロボティクス学科 3 年

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

常に成長 ! 前進 !
広がる常翔教育 !

曜日
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金

試験での注意事項

広国大キャンパス 7 月号

試験期間中における開館時間延長のお知らせ！

日
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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