広 国 大 I
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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。


I
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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



