東北地方太平洋沖地震により、被災された皆さまに、心からお見
舞い申し上げます。
広島国際大学には、今回のような震災により学費支弁が困難に
なられた方を対象に、授業料の減免等の経済的支援を図る制度が
ありますのでお知らせします。
該当する方は、右記担当部署までご相談ください。

提携教育ローンについて

各キャンパスで消防訓練を実施

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・学生寮研修棟部屋料 学生寮・学生寮研修棟部屋料
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
学院含む）もしくは入学 広島国際大学在学生（大
が決まった学生および 学院含む）もしくは入学
が決まった学生および
その父母。
18 歳未満または高校生 その父母。
※未 成 年 の 場 合 は 親 権 者 の
の場合は、親権者の代理（法定代理人）
同意が必要
申込。
申込方法 広島銀行窓口
郵送
郵送または web
申込時期 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 納入時期に合わせた都度申込
上限設定なし
500 万円
500 万円
上限金額
（在学中繰返し利用可能）
原則不要
原則不要
保 証 人（保証機関保証、保証料不要）（未成年の場合は、親権者の 原則不要
広島国際大学在学生（大
学院含む）もしくは入学
申
込 が決まった学生および
対 象 者 その父母

※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

東広島・呉・広島の各キャンパスで、消防訓練が実施されました。
これは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
毎年実施されているもので、呉キャンパスでは 11 月 24 日（水）、
東広島キャンパスでは 12 月 10 日（金）、広島キャンパスでは 12
月 14 日（火）に順次実施、３キャンパスで教職員・学生をあわせ
約 330 名の参加がありました。
東広島・呉の両キャンパスでは、教職員で組織された自衛保安
隊を機能させての訓練を行い、通報・避難・消火・誘導訓練など
の一連の訓練を連携して実施しました。
訓練に参加した本村麻衣子（医療福祉学科２年）さんは、「今回
で２回目の訓練への参加ですが、初めて消火器の使用方法を体験
しました。消火器は、普段目にはしていますが、有事の際に正しく
使用できるかどうか不安でした。しかし使用方法は意外に簡単で、
自信がつきました」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。

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
返済期間 年以内（据置期間６年以内 在学中据置可。最長 10 年。在学中据置可。約 12 年。
返済期間５年以内）

前期分学費納入期限は４月20日！

※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 学校の指定口座へ直接振込
振
込
合格証明書写し（新入生）、
本人確認資料、年収確認資
学生証写し（在学生）、納付 合格（在学）証明書写し
料、合格（在学）証明書写し、
額の記載書類の写し
納付額の記載書類の写し
納付額の記載書類の写し
納付額の記載書類の写し ※学 生寮・学生研修棟部屋料の
必要書類 ※学 生寮・学生研修棟部屋料の
借入申し込みには、大学の「部
借入申し込みには、大学の「部 ※学 生寮・学生研修棟部屋料の
屋料等振込依頼書」が必要で 借入申し込みには、大学の「部
あり、東広島：会計課 呉：呉 屋料等振込依頼書」が必要で
あり、東広島：会計課 呉：呉
学務課で発行します。
学務課で発行します。

屋料等振込依頼書」が必要で
あり、東広島：会計課 呉：呉
学務課で発行します。

広島銀行の窓口
ジャックス・
学費サポートデスク
〈ひろぎん〉ダイレクトマー
コンシュマーデスク

0120-517-325
お 問 い ケティングセンター

0120-338-817
（受付時間／平日
9:30 ～ 17:30
合わせ先 
0120-038-238
※PC http://www.orico.co.jp/gakuhi
（受付時間／平日 9:30 ～ 17:30
（受付時間／平日 9:00 ～ 21:00 
土日祝日 10:00 ～ 18:00）

土日祝日 9:00 ～ 17:00）
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問い合わせ先
【東広島キャンパス】 学 生 課 （0823）70-4536
Ｅメール：soudan@ofc.hirokoku-u.ac.jp
【呉 キ ャ ン パ ス】 呉 学 務 課 （0823）73-8351
Ｅメール：gakumu@ofc.hirokoku-u.ac.jp
【広 島 キ ャ ン パ ス】 広島学務課 （082）211-5101
Ｅメール：h-gakumu@ofc.hirokoku-u.ac.jp

からも問い合わせできます

本誌は大学ホームページでも閲覧できます

2011 年度前期分の学費納入期限は、４月 20 日（水）です。
学費納入票は４月１日に学費支弁者宛に届くように発送しま
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、
または呉学務課へ届け出てください。

※学費納入票は、４月に前後期分をまとめて送付します。後期分の再送付は行
いませんので、納期まで大切に保管してください。なお、新入生については、
既に前期分学費は納付済ですので、
９月に後期分学費納入票を送付します。

表 紙 紹 介
2010 年度リーダーズキャンプ集合写真



「国立江田島青少年交流の家」

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

常に成長 ! 前進 !
広がる常翔教育 !

１．対象地域
災害救助法適用地域
２．対象者
災害救助法適用地域の被災された世帯のうち、本学の新入生・
在学生（学部・大学院）の方です。今回の被災により学費支弁
者が亡くなられたり、住居が罹災し、経済的に困窮されている場
合を想定しています。様々なケースがあると思いますので、お
気軽にご相談ください。
３．特別措置
【イ～ハの２つ以上に該当する場合】
①2011年度前期学費を全額減免します。
【イ～ハのいずれかに該当する場合】
②2011年度前期学費を半額減免します。
イ 学費支弁者が、死亡または重度の心身障害者となり、他
に支弁者がない者

ロ 住居が罹災し、経済的に困窮している者
ハ 家業が破産または学費支弁者の責に帰せざる理由に
よって、その職を失い経済的に著しく困窮している者
③新入生および在学生の学費納入期限を７月 20 日まで猶予
します。
④帰省に必要な旅費実費相当額の就学継続奨学金を支給しま
す。【一人当たり 10 万円を限度】
４．必要書類
必要に応じて、罹災証明書等の提出を求めることがあります。
５．その他
①日本学生支援機構の緊急貸与や応急貸与奨学金の利用も可
能です。
②経済的支援に加え、本学の研修施設（宿泊施設）等を開放す
ることも検討しておりますので、ご相談ください。

広国大キャンパス 4 月号

被災された新入生・在学生の皆さまへ
－学費減免等制度のお知らせ－
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