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各キャンパスで「金曜ゆめ倶楽部」を開催！
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。

『スタートダッシュ 2010』開催！

東広島キャンパス（４／ 14・15）と呉キャンパス（４／ 22・23）
の両キャンパスにて「スタートダッシュ 2010」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新入生が参加し、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受けられました。

呉キャンパス

東広島キャンパス

交歓

会
大
ン
ョ
シ
ー
エ
レクリ
開催！
体育会・文化会本部が主催する、恒例のスポーツイベ
ント「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 30 日（日）、呉キャンパスでは６月 19 日
（土）にそれぞれ開催されました。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
ソフトバレーボール（フットサルは雨天により中止）の
種目に分かれ、白熱した試合が繰り広げられました。
参加者は、運動が得意な人も、最近運動不足がちな人
も、気軽にできるスポーツを通じて学年・学科を超えて
の交流を深め、いい汗を流し、楽しむことができたのでは
ないでしょうか。


ス
呉キャンパ

2010年度
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東広島キ

フレッシュマン
キャンプ
開催
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
うえでの心構えなどについて学ぶとと
もに、参加者間の親睦および交流を図
ることを目的としており、今回で５回
目の開催となりました。東広島キャン
パスは６月 19 日（土）・20 日（日）、呉
キャンパスは７月３日（土）・４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、体育会・文化
会本部が趣向を凝らし、レクリエー
ション大会や竹細工・自然散策を実施
し、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親睦を
深めました。
日々の課外活動に取り組むうえで、
今回のキャンプから学んだことを運営
に活かすことが出来る機会はたくさん
あることと思います。この２日間で参
加者全員が、少しでも成長し、将来、各
団体の担い手となることを期待してい
ます。

呉キャン

パス

ンパス
東広島キャ



２０１０年度

SSPプログラム
７企画が認定!!

2010 年度SSPプログラムの募集を行い、SSPプログラム
推進・選考委員会で審査した結果、
次の７企画が決定しました。
東広島キャンパス
プロジェクト名

呉キャンパス

SST 教室～軽度発達障害児への支援プロジェクト！

代表者：心理科学研究科
奨励金：200,000 円
プロジェクト名

医療福祉学科

反田

医療福祉学科

医療福祉学科

多世代交流ツールとなる認知知能ゲームの制作

プロジェクト名

冨田

歩美

映画でアピール！安浦観光

代表者：心理科学部 感性デザイン学科
奨励金：400,000 円

川光

？

広 島 国 際 大 学 SSP プ ロ グ ラ ム と は、Student-SocietyPartnership の３つの単語の頭文字を組み合わせて、
プログラム
名を決定したもので、大学生活（講義を中心とした正課の授業）
・
課外活動（ゼミ単位を含む）を通じて得られる知識・技能ならび
に人間形成を基盤とし、自主的な探究心と積極的な行動力、チャ
レンジ精神の涵養および大学活性化への貢献を目的としていま
す。ゆえに、優秀な企画・作品等に対して助
成金を交付することにより、学生の社会貢献
活動を大学として奨励するとともに資金面か
らもバックアップし、学生が地域
社会の人々等とパートナーシップ
を結び社会的価値のある活動を推
進することを応援しています。

洋充

代表者：心理科学部 コミュニケーション学科
奨励金：264,420 円

真萌

？
SSPプログラムを知っていますか

雄太

松村

鳴滝

広島国際大学

愛子

瀧安

地域で育つ学生の教育力

代表者：看護学部 看護学科
奨励金：380,000 円

チャレンジ！高齢者の底力開発

代表者：医療福祉学部
奨励金：349,000 円
プロジェクト名

豊壽

WORK・WITH

代表者：医療福祉学部
奨励金：200,000 円
プロジェクト名

宮本

広国ピンクリボンプロジェクト

代表者：医療福祉学部
奨励金：380,000 円
プロジェクト名

実践臨床心理学専攻

プロジェクト名

寛子

2010 年度学長表彰一覧
表彰
分類

団体名

課外活動賞

硬式庭球部
バドミントン部
弓道部
柔道部

種別

表彰理由
平成 21 年度広島県学生庭球王座女子１部

第３位

団体 第 22 回全国大学弓道選抜大会（女子団体戦）出場
第 56 回中国四国学生柔道優勝大会（男子団体戦）１部 第３位
第 59 回全日本学生柔道優勝大会（男子団体戦）出場

学内ポータルサイトを利用しよう！
学内ポータルサイトでは、休講情報やイベント
のお知らせ、就職情報、健康診断の結果など多岐に
わたる情報を提供しています。これは、皆さんの
パソコンや携帯電話から閲覧できます。また、
メッ
セージの転送設定を行うと、新しい情報が発信さ
れた際、携帯電話のメールアドレス等に知らせる
こともできます。携帯のブックマークに登録して
学内ポータルサイトを使いこなそう！
携帯からはこちら
・ログインID・パスワードは、情報センターから交付
された「学内ネットワーク利用申請書」を確認して
ください。
・ログイン後、メニュー画面から希望の情報を閲覧
してください。大学各部署からのお知らせは「受
信一覧」を閲覧ください。
パソコンからはこちら
https://hiu.hirokoku-u.ac.jp/portal/top.do


準優勝

第 39 回広島県学生バドミントン大会女子ダブルス

「呉ダンス部」がフラワーフェスティバルに参加
2010 ひろしまフラワーフェスティバル（５月３日～５日開催）
に「呉ダンス部」の部員 7 名が「DP 轍（わだち）」チームの一員とし
て参加しました。パレード等に出演し、同チームは次の賞を受賞し
ました。
◇パレード部門：Ａゾーン最優秀賞（３年連続最優秀賞受賞）
◇ステージ部門：銅賞（３年連続入賞）
※この他、地域でのイベントにも積極的に参加し活躍しています。

各キャンパスで

「金曜ゆめ倶楽部」を開催！
各キャンパスで「金曜ゆめ倶楽部」を開催！
「パ
ン教室」
６月４日（金）に教職員食堂（呉キャンパス１
号館１階）で「パン教室」を開催し、当日は、学生
・
教職員合わせて 40 名が受講しました。普段経
験することのない本格的な「パン作り」とあっ
て、参加者全員が真剣な眼差しで慣れない作
業
に取り組んでいました。おいしそうなパンが焼
きあがるたびに、参加者からは大歓声があが
り
ました。そして、とても幸せそうな表情でパ
ン
を口元に運んでいるのが印象的でした。今後も
様々なイベントを企画・実施し、学生同士およ
び学生・教職員間のコミュニケーションを図っ
ていきます。

※
「パン教室」の他、５月 22 日（土）に「フラ
ワーア
レンジメント教室」を開催しました。

「おうちで Cafe 教室」

２号館８階）で、広島
７月１日（木）に大会議室（東広島キャンパス
の烏田いづみ先
准教授
科
生活学
ニティ
コミュ
大学
文化学園短期
気なく入れてい
普段何
て、
迎えし
生（ラピスラズリ代表）を講師にお
「おう ちで
ぶべく
方を学
い入れ
おいし
お茶の
紅茶・
るコー ヒー・
せて 31名
を合わ
教職員
学生・
日は、
Cafe 教室」を開催しました。当
お茶の種類などの
紅茶・
ヒー・
らコー
先生か
に烏田
はじめ
が参加し、
注意点について説
お話しを聞き、次にコーヒーやお茶を入れる際の
が行われました。
の実演
入れ方
ヒーの
いコー
おいし
実際に
明があり、
していました
を体験
入れ方
ヒーの
参加者も最初は緊張しながらコー
自分たちで入 れた
最後に
ながら
楽しみ
会話を
け、
打ち解
が、次第に
コーヒーをおいしく頂きました。
また、烏田先生からは、おいしい
コーヒ ーの入 れ方だ けでな く、
ティータイムを持つことの大切
さや口に入れる食べ物・飲み物
に対して気を使うことの大切さ
につい ても教 わるこ とがで き、
大変貴重な時間を過ごすことが
できました。

「陶芸教室」
７月８日
（木）にゼミ室４
（東広島キャンパス２号館４階）で、
保田窯窯元の中屋新平先生、
中屋公弥子先生を講師にお迎えし
て、
マグカップ・お茶碗・湯のみを手作りで体験する
「陶芸教室」
を開催しました。当日は、学生・教職員を合わせて 24 名が参
加し、最初は作業する手つきも不慣れでしたが、時間が経つに
つれて徐 々に慣れ てきて、
最後には各自自慢の作品が
出来上がっていました。参
加 者 か ら は「焼 き 上 が り
（10 月頃）が 楽しみで す。
またこの ような企 画があ
れば是非参加したい。
」と
の声も聞かれ、盛況のうち
に終了しました。

「金曜ゆめ倶楽部」は、
「キャンパスの活性化を通じた社会人基礎力の向上」を活動理念とし、
「１. 学生
の交流の場をひろげる ２. 学生の活躍の場をひろげる ３. 社会人基礎力を身につける」の３点を活動目
的とし運営されています。学生自身が主体となり、
様々な行事を企画・実施できる機会を提供しております。
今後も、多彩な行事を両キャンパスにて実施する予定です。
「金曜ゆめ倶楽部」は、2009 年度より文部科学省
「大学教育・学生支援推進事業
（学生支援推進プログラム）
」
（期間：３年間）
として実施されています。また、
「金曜ゆめ倶楽部」は、2010 年度より課外活動団体として活動していくことになりました。
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「HIU-RAIL（ヒュー・レール）」開通!!
工学部機械ロボティクス学科 〆木研究室にて、画像処理実験の
一環として畳約３畳分の広さを誇る鉄道模型「HIU-RAIL（ヒュー・
レール）」が開通しました。この模型は、製作に５カ月という期間を
費やし、現在も製作中ではありますが、満を持しての開通ということ
で、開通式には関係者のほか多くの方々が見学に訪れました。同模
型は、今後機能の追加を行いながら、将来的には画像認識研究やイン
ターネットを使った遠隔操作に関する研究に利用される予定です。
また同模型は、６月、７月に開催された広島国際大学オープンキャ
ンパス（呉）にて一般公開され、訪れた参加者などから好評を博して
いました。
なお、８月のオープンキャンパ
ス（呉）においても一般公開され
る予定であり、更に進化した姿に
なっていると思いますので、興味
のある方は是非見学にお越しくだ
さい。

I

O N

禁煙推進講演会の開催
６月 24 日（木）東広島キャンパスにおいて、日本禁煙科学会認
定禁煙支援士 三浦秀史先生を講演者としてお迎えし、
「禁煙は明
るい未来のため～社会が吸わない人を求めています～」と題した禁
煙推進講演会を開催しました。禁煙は辛いイメージが多く、なかな
か踏み出せないのが現状であることを踏まえ、禁煙の楽しさや喫煙
についてのユニークな映像を交えながら、楽しく禁煙の大切さを学
ぶことができました。

2010年５月「禁煙推進・マナー向上」
キャンペーンを実施

ゼミ生の「作品展」開催される
工学部住環境デザイン学科 川本教授のゼミ生による作品展が、
５月 13 日（木）から５月 26 日（水）迄の２週間、呉キャンパス
３号館３階のキャンパスギャラリー 33 において開催され、多くの
教職員・学生が訪れました。この展覧会は、2004 年ゼミ発足以来
６年間に在籍した各期学生の、コンペ入選作品、卒業制作における
各種受賞作品、展覧会出展作品などをパネル 60 枚にまとめて展示
したものです。

本学では、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、東広島キャンパスで５月 19 日（水）
、
呉キャンパスで５月 21 日（金）にキックオフセレモニーを開催し、
学生・教職員がキャンパス内の巡回を行うなど、禁煙推進・マナー
向上の啓蒙活動を５月 28 日（金）ま
で展開しました。
啓蒙活動として、キャンパス内の巡
回清掃や館内放送等を行い、健康で秩
序のあるキャンパスライフならびにク
リーンなキャンパスを実現するため、
学生・教職員が協力して禁煙・マナー
向上を呼びかけました。

薬物乱用防止講演会の開催
７月６日（火）東広島警察署 刑事第二課 暴力薬物犯係 長通
節司先生を講演者にお迎えし、
「ダメ。ゼッタイ。～薬物乱用防止に
向けて～」と題した薬物乱用防止講演会を開催しました。近年増加
している若年層の薬物汚染や、広島県内で実際に起こった事件など
をお話いただき、薬物が身近に忍び寄ってきていることが、よく分
かりました。
また、大麻や
覚せい剤は、身
体・精神を破壊
する恐ろしい薬
物であること
を、お話や映像
を通して再認識
することができ
ました。


キャリアセンターより

朗報！就職活動の旅費を50％ OFFします!!

就職活動中の皆さんに朗報 !! 就職活動の交通費の半額を大学側が援
助します！これまでは交通費の 20％ OFF（年間２回まで）の援助を行っ
てきましたが、本学後援会のご厚意により、この６月から交通費援助を
50％ OFF
（年間５回まで）
に拡大し、
ご利用いただけるようになりました！
昨今の厳しい経済情勢から、新卒採用数を減らす企業が増加してい
るため、学生の皆さんの就職活動は大変なものになっております。そ
ういった中で、首都圏・関西圏など遠方で就職活動を行う場合、高額

大学体験学習
「Let's Try Campus Life」を開催！

な旅費が必要となるため、受験を諦めざるを得ない場合もありました。
しかし、今回のサポートは積極的に就職活動を行う上で、大きな味
方となること間違いナシです !! 利用にあたっては利用条件があり、旅
行業者のチケット手配も必要となりますので、希望者は旅程が決まり
次第、早めにキャリアセンターへ説明を聞きに来てください。就職活
動中の４年次生、これから就職活動が始まる３年次生の皆さん、是非
ご活用ください。

弓道部・柔道部が全国大会に出場!!
柔道部は、５月に開催され
た予選を勝ち抜き、６月 26
日（ 土 ）、27 日（ 日 ） に 日
本武道館で行われた平成 22
年度全日本学生柔道優勝大会
（男子 59 回）に３年連続で
出場しました。１回戦で東京
の強豪中央大学と対戦し、惜
しくも初戦敗退となりまし
た。
弓道部も中国四国地区の予
選を突破し、６月 27 日（日）
に全日本弓道連盟中央道場お
よび明治神宮武道場至誠館弓
道場で行われた第 22 回全国
大学弓道選抜大会へ出場しま
した。結果は、惜しくも予選
敗退となりました。

６月 15 日（火）から 17 日（木）の３日間、高大連携事業の一
環として、呉市立呉高等学校の２年生 159 名を対象に、本学呉キャ
ンパスにて、大学体験学習「Let's Try Campus Life」を昨年に
続き開催しました。この体験学習では、インターンシップの大学版
として、呉キャンパスにある３学部の講義を本学学生と共に生徒が
受講、講義だけでなく図書館や談話室等も利用することにより、キャ
ンパスライフを満喫して
もらいました。最終日に
は、 ８ グ ル ー プ の 生 徒
代表に終了証と記念品を
森永学長が授与。さらに
17 日が誕生日の２人の
生徒にはサプライズイベ
ントありと、大いに盛り
上がった３日間でした。

ひがしひろしま音楽祭で学生たちが活躍!!
６月 12 日（土）、13 日（日）に「2010 ひがしひろしま音楽祭」が中央公民館の大ホー
ルとドレミ広場（中央公民館ロビー）で開催され、本学のボランティア部、ダンス部、ヒュー
マンハーモニックス部、フォークギター部の４団体が参加しました。
中央公民館の大ホールでパフォーマンスしたのはダンス部。お祭りをイメージしたダンスで、
お祭りの賑わいや楽しさを披露し、観客の皆さんを魅了していました。
ドレミ広場（中央公民館ロビー）でパフォーマンスしたのは、ヒューマンハーモニックス部
とフォークギター部。自慢の歌声やフォークギターの音色で、そ
れぞれの団体らしいパフォーマンスを行い、観客の皆さんと楽し
く時間を過ごすことができました。
会場での受付や楽器の運搬、ドレミ広場（中央公民館ロビー）で
司会を行ったのは、ボランティア部。ステージの運営が安全かつ円
滑に進み、ステージが盛り上がるよう積極的に役割を果たしました。
４団体とも、大きなステージで活躍し、一体感や達成感を得る
ことができたようでした。

2010年度新入生オリエンテーションを実施!!
４月 10 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 222
人、在学生 13 人、教職員 48 人が参加しました。
到着後、副学長、学部長から挨拶があり、各グループで弁当を食べた後、
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８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 10 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、学部長より県民の浜周辺産
のデコポン等がプレゼントされました。

４ 月 24 日（土 ）、「工 学
部新入生オリエンテー
ション」が開催されました。
当日は、新入生のほか在
学生・教職員も加わり、前
半はドッジボール、後
半はバーベキューを行
いました。入学して間
もないということで肩
の力が抜けずにいた新
入生も、ドッジボール
では新しくできた友達
と共に楽しそうに汗を
流していました。


掲示板
試験での注意事項

2010 年度
こころとからだの健康教室を開催しました
保健室と学生相談室では、一人暮らし
の学生生活を応援するために健康教室を
開催しています。今年度は、「自分のこ
とを知ろう」というテーマで、アルコー
ルパッチテストや体組成計・血管年齢測
定器による測定、簡単な心理テスト、睡眠
状態チェックリストを通して、現在の心身の健康状態を把握しま
した。また、「フィジカルトレーニング」では、医師会・体育協会
認定スポーツドクターでもある保健室長 中島先生（臨床工学科
教授）から正しいウォーキング方法やウォーキングが心身に及ぼ
す効果などを学んだあと、学内にある散策コース（みどりいっぱい
コース 1.83 ㎞）を歩きました。さらに「料理教室」では、簡単に
できる栄養バランスのよい献立を紹介し、調理しました。こうし
た健康教室を通して、学生のみなさんが健康への意識を高め、自己
管理ができるようになることを
お手伝いしています。
今後の開催予定については随
時、ポスター掲示やホームペー
ジなどでご案内しますので、是
非ご参加ください。

本誌は大学ホームページでも閲覧できます

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。すべて
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（試験用）」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
理

由

病気・傷害

条

件

添付書類

医師が就学に耐えられないと診断し
医師の診断書
たもの

忌

引

二親等以内の親族の死亡

災

害

台風、水害、地震、火災等

死亡を証明する書類
または会葬礼状
（死亡日明記のもの）
罹災証明書

代替交通機関のない通学区間における
交通機関の
交通機関の運休、停滞によるもの、
また 運休または延着証明書
支障
は交通機関が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。

表 紙 紹 介
ソリダ

反田

看護学部

ミ

キ

未希さん
看護学科

４年生

大学祭実行委員会など
の課外活動団体に積極
的に加入し、他学部の
学生との「絆」を築き、
人間関係の輪を広げま
しょう！

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

常に成長 ! 前進 !
広がる常翔教育 !

大規模地震や火災が発生した場合
に、冷静かつ適切な行動がとれるよ
う、６月９日（水）、東広島キャンパス
で防災訓練を実施しました。東広島
市で大規模地震が発生、その後１号
館２階生物・化学実験室から出火し
たという想定のもと、消防署への通
報・屋内消火栓を利用しての消火・学生の避難誘導・負傷者の救
出など一連の訓練を実施、学生・教職員約 170 名が参加しました。
今回は教職員で組織する自衛保安隊を機能させて訓練を実施、
学長を隊長とし、隊長からの指示のもと、初期消火班・避難誘導班
など６つの班がそれぞれの任務に当たりました。
訓練に参加した光下絵里子（医療経営学科２年）さんは、「今回
初めて訓練に参加しましたが、こういった機会を通して、有事には
落ち着いた行動が取れるよう真剣に取り組む必要があると感じま
した。また、消火器の使用方法についても、実演の中で知ることが
でき大変良かったと思います。」と話していました。
今後も本学では、定期的に訓練を実施し、防災意識の高揚を図っ
ていく予定です。

広国大キャンパス 7 月号

防災訓練を実施！
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