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◆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。

実りある学生生活を
広島国際大学 学長

秋山 實利

新入生のみなさん、
入学おめでとうございます。
期待に胸を膨らませ、
この広島国際大学へ入学されたみなさんを教職員一同、
心から歓迎いたします。
本学は、東広島市、呉市、広島市の３キャンパスにおいて、健康・医療・福祉・工学系の７学部11学科で
約4,700人の学生が学んでいます。このたび、
新入生のみなさんは見事、
難関を突破され、
晴れやかな気持
ちで大学生活への夢と希望が一杯だと思います。と同時にさまざまな不安の思いが心の中を交錯しておら
れるのではないかと思います。新たな一歩を踏み出すべく、
一日も早く新しい環境に馴染んでください。
大学生活において、学業に励むことは学生の本分であります。しかし単に知識や資格を得ることだけが全てではありません。勉学と同時に経験か
ら多くのことを学ぶことも重要なことです。大学生活ではそれができるとても大切な期間であり、何か新しいことにチャレンジすることができる期
間でもあります。これからクラブ活動やゼミ活動、
ボランティア活動など、
いろいろな活動を通じて一人でも多くの人と出会い、多くのことを学び、そ
こから生涯心の支えとなる友を見つけてください。喜びや悲しみを分かち合い、悩みを相談できる友は、みなさんにとってのかけがえのない一生の
財産となるはずです。
新入生のみなさん一人ひとりがこの広島国際大学でより多くのことを学び、自身を磨き、多くのことを経験し、充実した学生生活を送られることを
心から願っています。

学部長
メッセージ
保健医療学部長

南山

求

医療福祉学部長

岡崎 仁史

保健医療学部にご入学おめでとうござい
ます。授業が始まると、いきなりの専門的な
言葉や内容に戸惑うでしょうが、教員一同は
皆さんの理解を助けるために必要な努力・
工夫を惜しみません。楽しい学生生活を過
ごすために、孤立はいけません。家族、友達
そして教職員が皆さんを見守り、相談された
がっていることを忘れないでください。チー
ム医療の一員であるためには、他人との和が
非常に大切です。険しい道のりかもしれま
せんが、国家試験に合格し、希望に添った就
職を勝ち取るよう、
ともに頑張りましょう。
入学おめでとうございます。人の役に立
ちたいと思って医療福祉の道を選ばれたみ
なさんを歓迎します。本学は、人々が社会
経済の変動に翻弄されたり老いや子育てな
どの人生の変化に遭遇しても、人生の危機
に陥らないように、一人ひとりの生活設計
を支援し、かつ福祉社会を担う社会福祉専
門職を養成しています。教職員は、保護者
と共に、学生が自分の人生を自律的に生き
て社会に貢献する力を修得できるよう支援
しています。特に東日本の被災者のことを
覚えて共に貢献しましょう。

新入生の皆さん、御入学まことにおめで
とうございます。医療経営学部は皆さんの
御入学を、心から歓迎致します。またこれ
まで新入生を育んでこられた御家族や先生
方など、関係者の皆様にもお祝いを申し上
げます。
教員スタッフ一同は、困窮する医療を支
える優秀なマネジメント人材の育成に向
け、理論に基づいた「コミュニケーション
医療経営学部長
能力の育成」「現場重視の実践的な指導」
を実践いたします。私たちに何ができるか
を学び、豊かな人間愛を持ち、自分を大切にし、他人のために貢献
する人材、すなわち「医療人」になることを期待しています。

宇田
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淳

新入生の皆さんご入学おめでとうございま
す。ご家族の方々の喜びもひとしおだと思いま
す。広島国際大学で新しい季節が始まります。
新しい季節の中で、新しい空気を思い切り吸い
ながら、多くの経験をしてください。勉学に励
んでください。サークル活動、ボランティア活
動、アルバイト、友人や先輩との語らい、すべて
が成長につながります。戸惑うこともあるかも
しれません。悩むこともあるかもしれません。
心理科学部長
でも、
それこそが、
新しい成長の芽なのです。教
員も職員も皆さんが運んできた新しい空気を
ともに吸って行こうと思っています。新しい季節です、自分の能力を開放
してください。新しいスタートです。ともにがんばりましょう。

森本 修充

工学部長

川上 用一

工学部へのご入学おめでとうございます。
皆さんは大学という新しい環境で、社会で
仕事をするための基礎的な技術や知識を学び
ます。学校環境や授業方法の違いに最初は戸
惑うことがあるかもしれませんが、問題があ
れば何でも先生に聞いてください。
大学生活では勉学のみならず人生の糧とな
る貴重な友達や経験を得ることが出来ます。
クラブ活動、大学イベント、社会活動などに
積極的に参加してみてください。有意義で充
実した学生生活のために、新しいことに自ら
１歩踏み出してみましょう。

島谷 智彦

新入生の皆さん、ご入学おめでとうござい
ます。そして保護者の皆様にも、心よりお祝
いを申し上げます。
これから皆さんは、看護師・保健師を目指
して勉強することになりますが、専門分野の
知識に偏らず、大学生としての幅広い教養を
身につけるように努めてください。そのため
には、クラブ活動やアルバイトなどで縦横の
つながりを広げることも大切です。
これから４年間、今日の気持ちを忘れずに
頑張ってください。期待しています。

薬学部長

新入生の皆さん、ご入学おめでとうござい
ます。今年３月薬学教育６年制の第１期生が
社会に旅立ち、医療人としての「薬剤師」の新
しい歴史の１ページが刻まれました。これか
らの薬剤師に寄せられる期待は益々大きなも
のとなってきます。何のために薬学部に入学
してきたのか、常に初心に返り、学問に対する
モチベーションを保ちつつ学生生活を送って
ください。６年間を長いと思うか、短いと感
じるかは皆さんの取り組み次第です。

看護学部長

宇根 瑞穂
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クラブの次期幹部学生を対象に、リーダーとしての資質向
上と各クラブ・キャンパス間の交流を目的としたリーダーズ
キャンプを、２月 20 日（月）〜 21 日（火）の１泊２日で「国立
江田島青少年交流の家（広島県江田島市）」において開催しま
した。
このキャンプは、体育会・文化会本部が主体となり毎年開
催しているもので、今回は体育会・文化会、合わせて約 80 名
が参加しました。
１日目は、各々が所属しているクラブの活動内容などを紹
介した後、西来路先生を講師に迎えて「リーダーの心得」につ
いて講演いただき、参加した学生たちは、熱心に耳を傾けてい
ました。講演会終了後は、野外でバーベキューを楽しみなが
ら、クラブ・キャンパス間の交流を深めました。
２日目は、午前中、スポーツレクリエーション大会（ドッジ
ビー）で汗を流し、コミュニケーションを図りました。午後
からは江田島消防局の方々を講師に招いて、万一の際に速や
かに対処できるよう、AED 講習会を開催しました。参加し
た学生たちは実技とDVDによる講習を熱心に受講しました。
今回のキャンプから学んだことを、今後の円滑な課外活動
の運営に活かし、各課外活動団体が活性化することを願って
います。
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新入生のみなさん、在学生のみなさん、何かもの足りなさを感じてい
る、新しいことにチャレンジしたい、より多くの友達を作りたいと思って
いるあなた !! ぜひ、クラブ活動をお勧めします！
クラブ活動を知るには、東広島・呉の両キャンパスにて行われる
「スタートダッシュ 2012」をぜひ見にいきましょう！このイベントは、
クラブに所属する学生がクラブ活動の魅力や具体的な活動内容について
様々なパフォーマンスを加えながら分かりやすく説明します。クラブに
入ろうか迷っているなら、新入生、在学生を問わず、ぜひ足を運んでみて
ください。大学生活を有意義で楽しいものにする第一歩としましょう !!

スタートダッシュ
2012の良いところ！

イベント開催日時

東広島キャンパス

４月16日（月）・17日（火）・18日（水）

１．とても楽しいイベントで、自
分の希望以外のクラブの紹介 場所：講堂 18：30～
も楽しむことができます。
呉キャンパス
２．入部前にクラブの雰囲気がわ
かるから安心できます。
３．一度に多くのクラブのことを 場所：メディアホール（１号館７階）18：10～
知ることができます。

４月26日（木）・27日（金）

広国大

スポーツの祭典

『交歓レクリエーション大会』に参加しよう！

毎年恒例のスポーツの祭典『交歓レクリエーション大
会』の開催を、体育会・文化会本部が中心となって準備
を進めています。
この大会は、学科や学年、学生や教職員、キャンパスの
枠を越えて交流を図り、ひとつの「目標」に向かって何か
に取り組むことの大切さを知ってもらうことを目的とし
て実施しており、毎年盛り上がっています。大会は、東広
島・呉の両キャンパスで開催されますので、学生、教職員
問わず積極的に参加し、さわやかな汗を流してみません
か？学生生活を充実させ、交友を広げる場として活用し
てください。広島キャンパスの学生さんも参加可能です。
開催日時や種目、参加申込等については、決定次第、掲示
やメール等でお知らせします。
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体育会本部・文化会本部

強い 絆 で結ばれる

県人会に入ろう！

県人会とは？
学内の同郷同士が
組織している会のことだよ！

部活の結成と昇格
クラブ紹介
東広島キャンパス

クラブ紹介
呉キャンパス

大学生活の案内
県人会に入ろう！
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2012 年度役職教員等紹介

学長

秋山

實利

看護学部長
看護学研究科長

島谷

智彦

医療福祉学科長

吉川

眞

医療福祉学部長
医療福祉学専攻長

医療経営学部長

薬学部長
薬学研究科長
医療薬学専攻長

医療経営学部長補佐

診療放射線学科長

南山

宇根

求

瑞穂

医療経営学科長

笹川

紀夫

情報通信学科長
情報通信学専攻長

看護学科長
看護学専攻長

学長室長

入試センター長

寺重

宮脇

隆視

美智男

情報センター長

齋
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保健医療学部長
医療・福祉科学研究科長

礼

秋山

後藤

智

寛

保健室長

速水

啓介

岡崎

長澤

仁史

哲夫

宇田

熊谷

淳

孝三

心理科学部長
心理科学研究科長

森本

修充

工学部長
工学研究科長

川上

用一

臨床工学科長
医療工学専攻長
学生支援センター長

総合リハビリテーション学科長

焼廣

益秀

佐々木

久登

臨床心理学科長
臨床心理学専攻長

コミュニケーション心理学科長
コミュニケーション学専攻長

感性デザイン学教育研究室長
感性デザイン学専攻長

住環境デザイン学科長
建築・環境学専攻長

薬学科長

医療経営学専攻長
社学連携推進機構長

実践臨床心理学専攻長
心理臨床センター長

助産学専攻科長

キャリアセンター長

総合教育研究機構長

岩田

堀

昇

隆光

図書館長

近藤

裕子

国際交流センター長

浅沼

潤

小野寺

佐能

宮中

孝義

孝

英司

リメディアル学習支援室長

西来路

文朗

西野

海塚

村上

達夫

敏郎

照夫

教職主任

内田

信正

藤田

山崎

盟児

登志子

研究開発推進機構長

今村

信昭

★

新任教員紹介

学長付

關

客員教授

宏之

総合リハビリテーション学科
准教授

小澤

看護学科

村木

恭子

特任助教

健輔

診療放射線学科 客員教授

梶本

照穂

総合リハビリテーション学科
講師

國貞

看護学科

上野

将志

特任助手

陽子

診療放射線学科

井上

聖

臨床心理学科

鈴木

薬学科

講師

准教授

亮子

特任助教

山脇

洋輔

臨床工学科

安田

看護学科

竹山

客員教授

康晴

特任助教

広美

実践臨床心理学専攻 教授

東

斉彰

臨床工学科

教授

国分寺

晃

看護学科

中吉

特任助教

陽子

臨床工学科

川中

看護学科

堀田

特任助教

洋平

特任助教

実愛

実践臨床心理学専攻
准教授

岡野

泰子

SSP プログラム 2011 年度 認定企画「最終報告会」を開催
３月６日（火）に東広島キャンパスで、SSP プログラム 2011年度認定企画「最終報告会」を開催
しました。この SSP プログラムとは、学生が地域の方と一緒に活動することに対して大学が資金面
等でバックアップする本学独自のプログラムです。今年度は８団体が認定企画と認められ、
その各団
体がこの１年間取り組んできた活動成果をパワーポイントで発表しました。参加者も学生・教職員、
地域の方を合わせて約 100 名となり、
活気あふれる報告会となりました。
また、優秀な成果がみられた団体に贈られる「2011年度 SSP プログラム大賞」は、３団体が選出
され、コミュニケーション学科の『ゲーム「いきいきポン」を使った高齢者・障害者のＱＯＬの向上プ
ロジェクト』
、感性デザイン学科の
『ユニバーサルデザインマッププロジェクト』
、住環境デザイン学科
の
『エコミドリデザインプロジェクト』となり、
賞状と副賞が授与されました。
東広島キャンパス

呉キャンパス

プロジェクト名 HIU ハートフェルトプロジェクト
提案団体：ハートフェルトプロジェクト実行委員会
代 表 者：医療福祉学科 ４年次 古川 恵美子
奨 励 金：450,000 円

プロジェクト名 エコミドリデザインプロジェクト
提案団体：チャレンジ 21
代 表 者：住環境デザイン学科 ４年次 徐 輝
奨 励 金：450,000 円

プロジェクト名 響き合うシニアと若者〜身体とココロ〜プロジェクト
提案団体：高尾ゼミ＆八木ゼミ＆坊岡ゼミ
代 表 者：医療福祉学科 ３年次 前堀 裕太
奨 励 金：319,600 円

プロジェクト名 「ものづくり」を楽しもうプロジェクト
提案団体：呉カラクリ倶楽部
代 表 者：機械ロボティクス学科 ２年次 日隅 俊宏
奨 励 金：450,000 円

プロジェクト名 WORK・WITH・2011 プロジェクト
提案団体：關ゼミ３年生
代 表 者：医療福祉学科 ３年次 萬行 裕紀
奨 励 金：200,000 円
プロジェクト名

ゲーム「いきいきポン」を使った
高齢者・障害者のＱＯＬの向上プロジェクト
提案団体：石原ゼミ
代 表 者：コミュニケーション学科 ３年次 米永 直人
奨 励 金：204,580 円

広島キャンパス
プロジェクト名：東日本大震災被災者に向けて平和の祈り
〜ヒロシマから音楽メッセージ〜プロジェクト
提案団体：The Survivors（社会人入学者有志）
代 表 者：実践臨床心理学専攻 ２年次 吉田 みどり
奨 励 金：330,000 円

プロジェクト名 ユニバーサルデザインマッププロジェクト
提案団体：プロジェクト デザインＫ
代 表 者：感性デザイン学科 ２年次 川崎 亜衣
奨 励 金：164,600 円
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同実践するイベント
共
が
」
街
店
商
広
「
と
」
学
大
際
国
島
「広
「七福祭」を開催しました！
呉キャンパスは、2002 年４月に開設され、今年 10 周年の節目
を迎えるにあたり「学生・地域共同実践プロジェクトチーム」を発
足させ、広商店街振興組合に企画提案を行い、
「広島国際大学」と「広
商店街」が共同実践するイベント「七福祭」を３月 11 日（日）に開催
しました。
当日は、呉軽音楽部と呉アコースティックギター部のライブや呉
ボランティア部が輪投げやボーリングゲームの会場を担当し、地域
の方々や子どもたちと交流を図っていました。また、呉イングリッ
シュクラブは「紙芝居読み聞かせ（七福レンジャー物語）」を披露し
ました。この紙芝居は英語と日本語で物語を読み、多くの
保護者と子どもたちで会場は盛り上がっていました。
この七福祭は、昨年３月 11 日の東日本大震災の鎮魂も
兼ねての行事ということもあり、呉写真部による「東日本大
震災取材報告会」が行われました。呉写真部の部員が２月
下旬に東北地方を訪れ、現地の方への取材と大震災から１
年経過した被災地の現状を写真に記録し、地域の住民に伝
え、被災者の思いを共有しました。当日はテレビ局の取材
を受け、翌日のニュースで放送されました。

看護学部生が【LCF<〜 Let's enjoy with Children &
Family〜 > 活動】
で

クリスマス会を実施

この活動【LCF< 〜 Let's enjoy with Children & Family 〜 >】は、学
生が考案した“CHERISH”というキーワードに基づいて活動しています。
※ CHERISH とは以下の頭文字を結合したものです。

Communication：ふれあいを通して、
コミュニケーションの仕方がわかる
Happy：こどもとふれあうきっかけを大切にし、学ぶ
Enjoy：お互いに楽しい時間を共有する
Receive：活動の輪に積極的に入る
Idea：学生ならではのアイディアを出す
Smile：お互い笑顔になれるようにかかわる
Hearty：心を込めた子育てについて、実践を通して学ぶ
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看護学部看護学科 48 名の学生が、地域の子どもたちや
その家族に愛情をこめて接していくということを目的とし
て、
【LCF< 〜 Let's enjoy with Children & Family 〜 >
活動】を行いました。
これまでの活動として、７月の七夕会では、ハンドベル演
奏やアンパンマン体操により、音の変化や音色を親子一緒
に楽しみました。９月のチャイルドフェスタでは、
約1,000
人の親子が集まり、色塗り・貼り絵ができる絵本を利用し、
子供たちに、帰宅時の靴の整理整頓・手洗い・うがいの方
法について一緒に取組みました。また、保護者には、乳幼児
救急法体験として、パンフレットと乳幼児の人形を使用し、
心肺蘇生法・AED・窒息時の処置についての勉強会も行い
ました。12 月のクリスマス会では、親子と学生が一体とな
り、歌や踊りを通じてコミュニケーションをはかり、楽しい
会となりました。
この活動において、たくさんの子供たちと保護者の方々
とふれあうと共に１〜３年生の学生同士（先輩・後輩）の
絆を深めています。また、地域で看護学の実践を積み重ね
ることにより、将来、看護師として働くうえでの
『やりがい・
たのしさ』を身につける活動を行っています。この活動に
興味のある在学生の方は、是非、
【LCF 活動】に参加してく
ださい！
CHERISH とは、子どもたちやその家族、地域の人に愛
情をこめて接していくという意味を込めています。この
活動により、学生は小児実習や小児の講義などを聞いて
理解するのではなく、自主的に地域との関わりを設け、実
践を積み重ねることで看護学の幅広い知識を身につけて
います。

県人会

防犯教室

東広島・呉・広島キャンパス

県人会講演会と合同懇親会
を開催しました！
２月 22 日（水）に東広島・呉・広島キャンパス合同で県人会講演
会・懇親会を東広島キャンパスで開催しました。講演会では、客員
教授の中村良三先生が『アストラムラインとまちづくり 〜白島新
駅計画〜』と題して、「問題を見つけた時には、その問題を調査分析
し、ねばり強く訴え続けることが大切である。」と話されました。そ
の後、懇親会が行われ、学生および教職員 124 人が参加し、出身県や
他県出身者との交流を深めました。
乾杯の挨拶を島根県人会 臨床心理学科３年 岩野勇馬さんが行
い、「高いところから、またラフな格好で失礼します。県人会の更な
る発展と島根県民の増員を願って…乾杯！」という挨拶に、会場が
笑いに包まれ学生たちの距離も縮まったようでした。
参加者からは、
「同郷から来ている学生がいたことに驚いた。」「今
度一緒に、食事会をしよう。」「次回、友人を誘って参加したい。」な
どの声がありました。
また、会の終わりには、各県人会同士や近隣の県人会の学生で連絡先
の交換を行っている姿が多く見られ、
今後の活動に期待が膨らみました。

2 0 1 1 年 度
第４回学長表彰

賞
学芸賞

田村

受賞者・受賞団体
隆行

防犯教室を開催しました！
２月 13 日（月）に「女子学生の安全・安心を守る防犯講座」を東
広島キャンパスで開催しました。これは、
「防犯について学びたい！」
と学生からの申し出があり、実現しました。講座は、県民活動課の細
川主幹・北倉主査、警察本部安全安心推進課の高橋巡査部長にお越
しいただき、講座と実技（護身術）の２部構成で行い、学生８名と教
職員５名が参加しました。特に広島県内の事件・事故発生状況の説
明や防犯のポイント、後ろから抱きつかれた場合を想定した護身術
の方法等を２人１組になって行いました。
参加した学生からは、
「身近で犯罪が起きている意識がなかった
が、身近で犯罪が起きていることを聞き、普段から気をつけることが
大切だと思った。
「
」また、
護身術を学びたい。
」
などの声がありました。
防犯教室は継続的に行う予定ですので、興味のある方は学生対応
部署（学生課、呉学務課、広島学務課）まで申し出てください。

学

長

2011 年 12 月 21 日（水）開催

表

彰

表彰理由
第 39 回日本磁気共鳴医学会大会において、一般講演（ポスター）で優れた研究発表を行い、学術奨励賞

【医療・福祉科学研究科
を受賞した。
医療工学専攻 博士後期課程 ３年次】

柔道部
伊藝 麻人〈柔道部〉

【コミュニケーション学科 ２年次】

岡田 尚也〈柔道部〉
課外活動賞 【医療福祉学科 １年次】
河野 智也〈柔道部〉

【コミュニケーション学科 ３年次】

一井

海人〈柔道部〉

濱松

受賞者・受賞団体
雄希

平成 23 年度第 56 回広島県学生柔道優勝大会男子の部（団体）において優勝した。
平成 23 年度第 56 回広島県学生柔道選手権大会男子の部において優勝した。
平成 23 年度第 56 回広島県学生柔道選手権大会男子の部において準優勝した。
平成 23 年度第 56 回広島県学生柔道選手権大会男子の部において第３位となった。

【コミュニケーション学科 ３年次】

第５回学長表彰
賞
学芸賞

【感性デザイン学科 ４年次】

弓道部
山本兼之郎〈柔道部〉

【感性デザイン学科 ３年次】

西本

大輝〈剣道部〉

課外活動賞 【薬学科 ５年次】
石原 憧弥〈剣道部〉
【看護学科 ２年次】

若村

遥〈弓道部〉

【看護学科 １年次】

第４回学長表彰

2012 年２月 22 日（水）開催

表彰理由
第 10 回キャンパスベンチャーグランプリ中国「テクノロジー部門」において、優秀賞（広島ガス賞）を
受賞した。
第 39 回広島県学生弓道新人戦女子団体の部において優勝した。
第８回湊谷杯全国学生柔道体重別選手権大会男子 66 ㎏級において第３位となった。
第 65 回関西薬学生連盟剣道大会男子個人の部において優勝した。
第５回広島県学生剣道選手権大会男子個人の部において優勝した。
第 39 回広島県学生弓道新人戦女子個人の部において第３位となった。

第５回学長表彰
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広 国 大 I

N F O R M A T

広島国際大学公式ブログ
「とれたてヒロコク便」に
記事の執筆をしてみませんか？

I

O N

学長 Cafe のご案内

（http://www.hirokoku-u.ac.jp/hirokokubin/index.html）
「とれたてヒロコク便」は、広島国際大学の旬な話題を学生と職員
が一緒に学内だけでなく、一般の皆様にもお届けすることを目的に、
本学主催のイベントや教職員・学生の活躍を掲載しています。
このブログの最大の特徴は、学生参加型のブログという点です。
職員による投稿はもちろんのこと、学生が直接リポートし、記事を投
稿できるようにしています。実際に学生による活き活きとした記事
がブログに掲載されていますので、ぜひご覧ください。
自分の取り組んでいること、イベント等の情報がありましたら、取
材に伺いますのでぜひお知らせください。さらに意欲がある学生さ
んは、ぜひブログ記事の執筆に挑戦してみませんか。詳しくは、学長
室 企画課（東広島キャンパス １号館７階）までご連絡ください。
連絡先：企画課 ☎ 0823-70-4922
（E-Mail）kikakuka@ofc.hirokoku-u.ac.jp

学内ポータルサイトについて
みなさんがお持ちのパソコンや携帯電話を利用し、みなさんと大
学各部署間で情報の送受信をリアルタイムに行うシステムです。休
講のお知らせや学生の呼び出し、履修情報など多岐にわたる情報を
配信していますので、有効活用してください。
〈利用方法〉パソコンや携帯電話から以下のとおりアクセスしてください。
アクセス先

パソコン：https://hiu.hirokoku-u.ac.jp/portal/top.do
携帯電話：http://hiu.hirokoku-u.ac.jp/portal/ktop.do
ログイン ID・パスワードは、新入生ガイダンス時に情報センター
から交付される（２年次以上の学生には、入学時にすでに配付済み）
「学内ネットワーク利用許可書」を確認ください。なお、通信にか
かる費用は、自己負担となっております。

図書館は皆さんの学習を
サポートします!!

学長 Cafe とは、秋山学長が学生に
教育方針や学長方針の浸透を図るとと
もに学生の生の声を聞き、今後の大学運営の活性化やアメニティー
充実の参考とするために開催される Cafe のことです。
2012 年１月に開学以来初めて東広島・呉キャンパスで開催さ
れ、参加した学生からは、
「始めは緊張していたが、とても楽しかっ
た。」「大学のトップが自分たち学生のために何かをしたいという気
持ちが伝わってきて、嬉しかった。」といった声がありました。
2012 年度も随時開催する予定ですので、興味のある方は、学
生課・呉学務課・広島学務課へお越しください。

呉ボランティア部が

防犯パトロール実施
地域の防犯意識向上を目的に、2012 年１月 10 日（火）
［110
番の日］に、呉ボランティア部が防犯パトロール活動を行いました。
当日は、広警察署・呉市職員・部員らが新広駅前で防犯パトロー
ル開始式を行った後、新広駅から呉キャンパス周辺（1.5 ㎞）を二
手に分かれてパトロールしました。地域の方とすれ違う際に小さな
子どもたちに対して、「自動車などに気をつけてください！」と声
をかけていました。なお、この模様は「中国新聞」「読売新聞」に
掲載されました。
この防犯パトロールについて部長の瀬戸君は、「地域の人が安心
して過ごせるよう、今後もこの活動を継続したい。」と話しており、
部内での議論の結果、定期的にパトロールを行う事が決定しました。

図書館では、図書館をより身近に、より活用していただくために、
蔵書の検索方法・文献の探し方・館内で利用できる機器の操作方法
など、皆さんの日々の学習や研究の手助けとなるような図書館利用
説明を行っています。
新入生の方は、基礎ゼミ図書館利用説明会でよく理解できなかっ
たこと、在学生の方は、より高度な蔵書検索・文献の探し方など何
でもご相談ください。
受付は随時行っていますので各図書館カウンターにてお申込みく
ださい。

ご入学、おめでとうございます。
大学生活が充実したものになるよう、１日１日を大切に過ごして
ください。
また、何かの折に出身高校等に戻られる際には、ぜひご一報くだ
さい。その際、本学のパンフレット（大学案内）等を持参いただけ
れば幸いです。
※お知り合いの方で大学案内等の資料や入学案内（願書）をご希望の場合は、
お気軽に下記までご連絡ください。無料で送付させていただきます。

【入試センター】 0120-55-1659（フリーダイヤル）
nyushi@hirokoku-u.ac.jp（e-mail）
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常翔ウェルフェア
 事務室からのお知らせ
新入生の皆さん、本学へのご入学おめでとうございます。私たち
は大学内で食堂・売店等を運営している部署になります。
さて、充実した学生生活を送る上で非常に大切なのが食事ですが、
本学の食堂では専任の管理栄養士が献立を考案している栄養バラン
ス定食というメニューがあります。また、規則正しい食生活を送り
やすいよう、朝定食を 200 円（毎月 19 日はなんと 100 円！）
で提供しております。食事が不規則になりがちな一人暮らしの学生
の方はもちろんのこと、自宅生も栄養満点でヘルシーな栄養バラン
ス定食と、安くてボリュームのある朝定食を是非味わってください。

2012年度定期健康診断のお知らせ
★皆さん、必ず受診しましょう！
本学では、学校保健安全法に基づき、毎年４月に定期健康診断を行っています。
自己の健康管理をきちんとするためにも、健康診断を受けましょう。この健診により、早期に疾患がみつかり治療を受けた学生さんもいま
す。2012 年度の定期健康診断の日程は、次のとおりです。
また、健診を受けていない方は、健康診断証明書（就職活動時や学外実習時等に必要）の発行ができませんので必ず受診してください。
東広島キャンパス

呉キャンパス
実

施

日

実

施

時

間

9:00 〜 11:00

４月２日（月）

12:30 〜 16:00

４月３日（火）

9:00 〜 11:00

４月３日（火）

12:30 〜 16:00

４月４日（水）

9:00 〜 11:00

４月４日（水）

12:30 〜 16:00

４月９日（月）

9:00 〜 11:00

４月９日（月）

12:30 〜 16:00

学部・学年等
薬
学
部
５年次生
看 護 学 部
４年次生
薬
学
部
６年次生
工
学
部
４年次生
大 学 院 生・ 助 産 学 専 攻 科
薬
学
部
３年次生
薬
学
部
４年次生
看 護 学 部
３年次生
工
学
部
３年次生
薬
学
部
２年次生
看 護 学 部
２年次生
工
学
部
薬
学
部
１年次生
看 護 学 部
１年次生
大学院生・研究生
（新入生）
助産学専攻科
工
学
部
１年次生

広島キャンパス
実

施

日

実

施

時

間

４月４日（水）

13:00 〜 16:00

４月７日（土）

14:30 〜 16:00

施

日

実

施

時

間

9:00 〜 11:00

４月２日（月）

12:30 〜 16:00

４月２日（月）
４月３日（火）

12:30 〜 16:00
9:00 〜 11:00

４月３日（火）

12:30 〜 16:00

４月４日（水）

9:00 〜 11:00

４月４日（水）

12:30 〜 16:00

４月９日（月）
４月９日（月）

9:00 〜 10:00
10:00 〜 11:00

４月９日（月）

9:00 〜 11:00

４月９日（月）

13:00 〜 14:30

場所

場所

保健協会
広島県環境

学部・学年等
医療経営学部
２年次生
大
学
院
生
医療経営学部
１年次生
大 学 院 生（ 新 入 生 ）

実

４月２日（月）

呉キャンパス体育館

４月２日（月）

場所
東広島キャンパス体育館

学部・学年等
心理科学部
４年次生
大
学
院
生
保健医療学部
４年次生
医療福祉学部
心理科学部
３年次生
保健医療学部
３年次生
医療福祉学部
心理科学部
２年次生
保健医療学部
２年次生
医療福祉学部
心理科学部
１年次生
大学院生・研究生（新入生）
保健医療学部
１年次生
医療福祉学部

★留意事項

 日受診しなかった人は、外部受診用の健康診断個人票を保健
当
室で受け取り、医療機関で受診し４月 20 日までに保健室に提
出してください。なお、受診料は個人負担になります。

「こころと体の健康教室」について
“こころ”と体に関する健康教室を保健室・学生相談室・学生課の共催
で学生を対象に毎年開催しています。2011 年度は、「自分のこころと
体を知ろう」「冷えからくる身体の不調」「大学生の食生活に大切なこと」
「AED による救急処置」「世界エイズデーキャンペーン」などを開催しま
した。
“こころ”と体は密接な関係にあり、両者大切です。2012 年度もいろ
いろな内容の健康教室を企画予定しています。内容や詳細はその都度掲示
しますので、是非参加してください。

ＡＥＤによる救急処置

こころと体の健康

世界エイズデーキャンペーン

健康チェック

大学生の食生活に大切なこと

とんど作りボランティアに参加しました！
１月 22 日（日）、28 日（土）、29 日（日）の３日間に中黒瀬小学校の
とんど作りのボランティアに延べ 32 名の学生が参加しました。
とんどとは、長い竹を３・４本組んで立て、そこにしめ飾りや書き初めを
持ち寄って焼き、その火で焼いたお餅を食べ、健康を祈る地域の伝統行事で、
中黒瀬小学校では 20 年以上続く恒例行事となっています。
学生は、竹だし、枝落とし、とんどを組む作業やお餅を焼く竹棒の準備等
を中黒瀬小学校の保護者や地域の方々と共に行い、最終日には美しく大きな
３基のとんどが完成しました。
協力した学生は「筋肉痛になるほど力が必要だったが、楽しくできた。」
「地
元、島根のとんどとの違いを感じることができた。」などの言葉が寄せられ
ました。
このとんどは、１月 31 日（火）に火がつけられ、小学生がお餅を焼いて
食べました。中黒瀬小学校長から、「大変、力になっていただきありがとう
ございました。」と感謝の言葉がありました。
来年もこのとんど作りボランティアを募集しますので、ぜひ参加してくだ
さい。
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掲示板
大麻・覚せい剤使用・所持等は犯罪です！

●学費等振込依頼票は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大切に保管ください。
●学費等振込依頼票の送付先氏名・住所等に変更がある場合は、
速やかに教務課（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）、あるいは広島学務課（広島キャンパス
１階）へ届け出てください。

学長室会計課（東広島キャンパス１号館７階）
TEL（0823）70-4676【直通】

広島国際大学
教育ローン金利助成奨学金について
広島国際大学教育ローン金利助成奨学金とは、広島国際大学提
携教育ローンにより借入をして授業料等を納めた場合、申請年度に
支払われる利息額と同額を奨学金として給付するもので、
返還の必
要はありません。（給付額は、授業料（年間）の３％を上限とします。）
問い合わせ先
【東広島キャンパス】学生支援センター学生課（２号館２階）

TEL（0823）70-4536
【呉 キ ャ ン パ ス】学生支援センター呉学務課（１号館１階）

TEL（0823）73-8987
【広 島 キ ャ ン パ ス】学生支援センター広島学務課（１階）

TEL（082）211-5101

広島国際大学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「広島国
際大学提携教育ローン」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。
指定金融機関

広島銀行

ローン名 広島国際大学教育ローン

オリエントコーポレーション

ジャックス

学費サポートプラン

悠裕プラン

資金使途 授業料、入学金、諸会費、学生寮・学生研修棟部屋料（入居申込金・共益費含む）
〈ひろぎん〉ダイレクト
マーケティングセンター
お 問 い
合わせ先

学費サポートデスク

ジャックス・
コンシュマーデスク

0120-517-325
0120-038-238
平日 9:00 ～ 21:00
土日祝休日 9:00 ～ 17:00

（受付時間 9:30 ～ 17:30）
【Web申込】http://www.orico.tv/

gakuhi/login.php

お申し込みには下記コードの入力が必要です。

0120-338-817
平日 9:30 ～ 17:30
土日祝日 10:00 ～ 18:00

学校用コード：13759022 申込コード：7755

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。
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
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本誌は大学ホームページでも閲覧できます

ツイッターやソーシャルネットワーク
（ミクシィ等）の適切な利用について
インターネットは非常に便利なツールですが、利用に伴うトラ
ブルも実際に起きています。不適切な表現・記述などにより、社
会的問題にまで発展し、他大学では逮捕者まで発生しているとい
う現実もあり、残念ながら、本学でも懲戒処分を受けた学生がい
ます。ブログや掲示板への書き込みは、多くの人の目に触れるこ
とを意識し、特段の慎重さが必要です。何事も法令を遵守し、良
識ある行動が求められています。

学生のみなさんへ
ロッカー室での盗難や置き引きに注意!!
最近、ロッカー室での盗難や置き引き事件が多発しています。
荷物を保管する際は、必ずカギをかけ、財布やパソコンなどの貴重
品はロッカーに入れないでください。
〜ロッカーはこの３つを守って
使用しよう！〜
①貴重品
（財布やパソコンなど）は保管しない！
②必ずカギをかける！
③ロッカー内は清潔に！
また、ロッカー室等で不審者を見かけた場合
は、防災センターや学生課、また、近くにいる教
職員に通報してください。

交通事故多発！
交通事故が多発しています。ちょっとした不注意や油断から事
故は起こります。これから年末になり、道路も混雑してきます。
時間にゆとりを持って行動することも事故防止につながります。
最近、構内で原付バイクでの二人乗りやヘルメットをかぶらず運
転する姿が見受けられます。このような行為は、死につながる大
変危険な行為です。日頃から交通ルールを遵守し、安全運転を心
がけましょう。
また、運転時に運転免許証を携帯していない人がいます。道路
交通法では、自動車等を運転する時は免許証を携帯し、警察官から
免許証の提示を求められたときは、提示しなければならないと義
務づけられています。
少しの距離だからと
いって、事故が起こら
ないわけではありませ
ん。常に免許証は携帯
しましょう。

表 紙 紹 介

大河ドラマ「平清盛」の広島県推進協議会


マスコットキャラクター制作者

心理科学部 感性デザイン学科 ４年


シン リキ

新力

作品名

ミ ズ カ

瑞佳さん

「ひろしま清盛」

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

常に成長 ! 前進 !
広がる常翔教育 !

※新入生は入学手続時に前期分学費を納入済のため、９月に後期分の学
費等振込依頼票を送付します。

近年、大学生においても大麻所持による逮捕者が相次いでいま
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。

広国大キャンパス 4 月号

前期分学費納入について
● 2012 年度前期分の学費納入期限は、４月 20 日（金）※ です。
学費等振込依頼票は４月上旬に学費支弁者宛に発送します。
必ず学費等振込依頼票が届いたかどうかの確認をしてください。
４月中旬になっても届かない場合、
会計課へお問合せください。

問い合わせ先


2012 Vol.49

CAMPUS

