掲示板
前期分学費納入期限は４月 20 日！

100 年に一度といわれる不況がさらに深刻化するなか、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、2009 年より「緊急就学支援」を行っ
て参りましたが、2011 年３月まで継続することになりました。
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。

学生寮・学生研修棟部屋料、駐車使用料、水道料（東広島キャン
パスのみ）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。
会 計 課（東広島キャンパス１号館７階） ℡（0823）70-4676
呉庶務課（呉キャンパス６号館１階）
℡（0823）73-8987

提携教育ローンについて
一般金融機関からの借入より優位な条件で借入できる「提携教
育ローン」があります。このローンは、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。
広島銀行
ジャックス
オリエントコーポレーション
入学金・授業料・諸会費
学生寮・学生研修棟部屋料
（入居申込金・共益費含む） 入学金・授業料・諸会費
入学金・授業料・諸会費
資金使途［全て１年分、翌年度以降も 学生寮・学生研修棟部屋料 学生寮・学生研修棟部屋料
繰り返し１年分可］
（入居申込金・共益費含む） （入居申込金・共益費含む）
※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

広島国際大学在学生（大学院 広島国際大学在学生（大学院 広島国際大学在学生（大学院
含む）もしくは入学が決まっ
申
込 含む）もしくは入学が決まっ
含む）もしくは入学が決まっ
た学生およびその父母。
対 象 者 た学生およびその父母
た学生およびその父母。
※未成年の場合は親権者の同意が 18歳未満または高校生の場
（法定代理人）
必要
合は、親権者の代理申込。
申込方法 広島銀行窓口
郵送
郵送
申込時期 納入時期に合わせた都度申込み 納入時期に合わせた都度申込 納入時期に合わせた都度申込
上限設定なし
上限金額
500万円
500万円
（在学中繰返し利用可能）
原則不要 （保証機関保証、原則不要
保 証 人 保証料不要）
（未成年の場合は、親権者の 原則不要
※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

連帯保証人が必要）

変動金利：６カ月以上15年
以内（据置期間７年以内 返
済期間８年以内）
固定金利：６カ月以上11年
返済期間 以内（据置期間６年以内 返 在学中据置可。最長10年。 在学中据置可。約10年。
済期間５年以内）
※据置期間は固定金利の場合は在
学期間、変動金利の場合は在学
期間および卒業後１年間

借入金の
学校の指定口座へ直接振込 学校の指定口座へ直接振込
振
込
本人確認資料、年収確認資 合格証明書写し
（新入生）
、学
料、合格（在学）証明書写し、生証写し（在学生）
、納付額の
納付額の記載書類の写し
記載書類の写し
必要書類 ※学生寮・学生研修棟部屋料の借 ※学生寮・学生研修棟部屋料の借

学校の指定口座へ直接振込
合格
（在学）証明書写し
納付額の記載書類の写し

※学生寮・学生研修棟部屋料の借
入申し込みには、大学の「部屋料
入申し込みには、大学の「部屋料 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、
等振込依頼書」が必要であり、 等振込依頼書」が必要であり、 東広島：会計課 呉：呉庶務課
東広島：会計課 呉：呉庶務課 東広島：会計課 呉：呉庶務課 で発行します。
で発行します。
で発行します。

広島銀行の窓口
学費サポートデスク
ジャックス・
〈ひろぎん〉ダイレクトマー
0120-517-325
コンシュマーデスク
お 問 い ケティングセンター
（受付時間/平日 9：30 〜 17：30
0120-338-817
合わせ先
土日祝日 10：00 〜 17：30）
0120-038-238 （受付時間/平日 9：30 〜 17：30

広島国際大学
教育ローン金利助成奨学金について

（受付時間/平日 9：00 〜 21：00
土日祝日 9：00 〜 17：00）

指定金融機関
（広島銀行、
株式会社ジャックス、
株式会社オリエン
トコーポレーション）から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。
〈お問い合わせ先〉
学 生 課（東広島キャンパス２号館２階） ℡（0823）70-4536
呉学務課（呉キャンパス１号館１階）
℡（0823）73-8351
本誌は大学ホームページでも閲覧できます

学生寮・学生研修棟部屋料および
退去後の補修代等について

土日祝日 10：00 〜 18：00）

※ PC（http://orico.jp/gakuhi）
からも問い合わせできます

表 紙 紹 介
ヒライワ

チ ヒロ

平岩 千尋さん

（左）

心理科学部 感性デザイン学科 ３年生

イナガキ トモ コ

稲垣 知子さん

（右）

心理科学部 感性デザイン学科 ３年生

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

常に成長 ! 前進 !
広がる常翔教育 !

１．資
格
（奨学金Ａ）
・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）
・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 年または 2009 年
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 2010 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 2010
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。
2010 年度前期：2010 年７月 20 日まで
2010 年度後期：2011 年１月 20 日まで
2011 年度前期：2011 年７月 20 日まで
３．申請期間
2009 年１月 29 日～ 2011 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
（火）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］ 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

2010 年度前期分の学費納入期限は、４月 20 日（火）です。
なお、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（東広島キャンパス１号館７
階 TEL（0823）70-4676）へお問い合わせください。
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、
または呉学務課に届け出てください。
※ただし、新入生は入学手続時に前期分の学費を納入済みのため
対象外です。

広国大キャンパス4 月号

学校法人常翔学園
緊急就学支援奨学金制度の継続について
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