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特集！活躍する卒業生／ 2012 年度 第１回学長表彰
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。

Start Dash 2012

「スタートダッシュ
２０１２」開催！

呉キャンパス

東広島キャンパス〈４月 日（月）
・ 日（火）
・ 日（水）
〉と呉キャ
ン パ ス〈４ 月 日（木 ）
・ 日（金 ）
〉 に お い て『ス タ ー ト ダ ッ シ ュ
２０１２』を開催しました。
このイベントは、体育会・文化会本部が新入生だけでなく、誰でも
クラブに気軽に入部できる場を提供しようという目的で企画し、クラ
ブに所属する部員が活動内容やクラブの魅力について、活動している
写真をパワーポイントやスライドを使い説明しました。
開 催 当日は、クラ ブに興 味 を 持つ新 入 生 が 多 く 参 加 し、多 彩 なパ
フォーマンスや説明を楽しく聴いている姿が見受けられました。
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東広島キャンパス

学生支援プログラム

2012年度
プロジェクト名

SSPプログラムは13企画を認定!!

障がい児・者対象のマルチメディア DAISY
英語教科書制作と英語学習支援プロジェクト

提案団体：広島国際大学マルチメディア DAISY 研究会
代 表 者：心理科学研究科 コミュニケーション学専攻 ２年 大西 毅
奨 励 金：284,000 円
プロジェクト名

「広国 PARK」制作・放送プロジェクト

提案団体：広島国際大学 心理科学部「広国 PARK」制作委員会
代 表 者：心理科学部 臨床心理学科 ２年 河原 栞
奨 励 金：321,000 円

プロジェクト名



地域を巻き込むトルネード・パワー

提案団体：高尾ゼミ
代 表 者：医療福祉学部
奨 励 金：250,000 円

プロジェクト名

〜みんなニコニコプロジェクト〜

医療福祉学科

３年

４年

小川

沙弥

ユニバーサルデザインマップ－３プロジェクト

提案団体：プロジェクトデザインＫ
代 表 者：心理科学部 感性デザイン学科
奨 励 金：135,000 円
プロジェクト名

隼人

利用者目線の車いす操作マニュアル作成プロジェクト

提案団体：TEAM BOOKA
代 表 者：医療福祉学部 医療福祉学科
奨 励 金：154,000 円
プロジェクト名

窪田

３年

熊谷

美月

ゲーム
「いきいきポン」の普及プロジェクト

提案団体：石原ゼミ
代 表 者：心理科学部 コミュニケーション学科 ４年 米永 直人
奨 励 金：164,000 円
プロジェクト名
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しましまクッキングプロジェクト

提案団体：しましまコック隊
代 表 者：医療・福祉科学研究科 医療福祉学専攻 ２年 田坂 恵梨
奨 励 金：346,000 円

「2012 年度 フレッシュマンキャンプ」開催！

東広島

キャンパス
体育会・文化会本部が、クラブ
の新入部員（１年生）を対象とし
て、クラブ活動を行ううえでの心
構え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 た、フ レ ッ シ ュ マ ン
キャンプを実施しました。日程は、
東 広 島 キ ャ ン パ ス が ６ 月 30 日
（土）〜７月１日（日）、呉キャンパ
スが６月 23 日（土）〜 24 日（日）
にそれぞれ１泊２日で、場所はと
もに広島県庄原市にある研修施設
「高原の家 七塚」でした。
両キャンパスとも、体育会・文
化会本部が趣向を凝らし、スポー
ツレクリエーション大会をはじ
め、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
しく団欒しながら参加者間との交
流を深めました。
日々のクラブ活動に取り組むう
えで、今回のキャンプから学んだ
ことをクラブ運営に活かすことが
出来る機会はたくさんあると思い
ます。この２日間で成長した参加
者が、将来、各クラブの担い手とな
ることを期待しています。

呉キャンパス

2012 年度学生支援プログラム「SSP プログラム」について、SSP プログラム選考委員会で
厳正な審査を行なった結果、次の 13 企画が決定しました！
プロジェクト名

広島国際大学骨髄ドナーバンク登録推進プロジェクト

提案団体：しずく
代 表 者：保健医療学部
奨 励 金：200,000 円
プロジェクト名

診療放射線学科

３年

山本

敬史

うちらがこの業界を変えるんじゃけん！プロジェクト

提案団体：TEAM C.W.S（介護福祉コース）with 八木ゼミ
代 表 者：医療福祉学部 医療福祉学科 ４年 松谷 敏洋
奨 励 金：327,000 円
プロジェクト名

広彩
（いろどり）プロジェクト

提案団体：地域・学生共同実践プロジェクト
代 表 者：工学部 住環境デザイン学科 ２年
奨 励 金：350,000 円

プロジェクト名

プロジェクト名

佳奈

？

学生支援
？
プログラムを
知っていますか

４年

杭

盖

LCF プロジェクト

提案団体：小児看護ボランティア
代 表 者：看護学部 看護学科 ３年
奨 励 金：350,000 円
プロジェクト名

上田

エコミドリデザイン２プロジェクト

提案団体：チャレンジ 21
代 表 者：工学部 住環境デザイン学科
奨 励 金：340,000 円

中村

大貴

呉市との連携による読み語り隊プロジェクト

提案団体：広島国際大学呉イングリッシュクラブ
代 表 者：看護学部 看護学科 ３年 柴崎 光彦
奨 励 金：337,000 円

広島国際大学学生支援プログラムは、SSP プログラムのほかに学生の皆さん
が学内外でのイベント企画を立案し、実現を目指す「クローバープログラム」や
「金曜ゆめプログラム」があります。学生の皆さんがチャレンジしてみたいこ
とに対して、大学が資金面のサポートを行い、企画の実現をバックアップするプ
ログラムです。興味のある方は学生課、呉学務課、広島学務課の窓口までお越し
ください！
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広島国際大学
2012

春の健康フェアを開催しました。

近年人々の生活習慣の変化から、さまざまな病気や不安が私たちを取
り巻いており、健康への関心は高まる中、医療系総合大学として日々教
育・研究活動を行う本学が、地域の皆様に健康に関する講演や体験を通
して、皆様に役立つ情報を発信できればと考えて、2010 年度から始め
た取り組みです。３年目を迎える今回は、医療専門資格系の団体等から
も幅広く後援いただき、内容も充実させました。
「生活習慣病をなくそう！」をテーマとして、
５月26 日
（土）、27 日
（日）
の２日間、
開催場所は昨年に引き続き、
広島市内中心部に位置する地下街
「シャレオ中央広場」にて、市民の方々に「生活習慣病と放射線を使った
診断・治療」
「薬食同源〜食物の中のくすりで生活習慣病を予防しよう〜」
「血管年齢測定」といったブースイベントや「生活習慣病予防のための運
動療法」「自宅でもできる気功＆ストレッチ」「手話歌」といったステー
ジイベントなど体験、体感いただける内容としました。
両日とも大盛況となり、一般市民の皆様の「健康・予防」に対する関心
の高さを、改めて実感することができました。参加された方の中には、昨
年度の健康フェアにご参加いただいた方もおられ、「毎年いろいろなイ
ベントがあり、楽しみにしている」「健康を見直す良い機会になりました」

〈 福 岡 会 場〉

〈広 島 会 場 〉

などとても貴重な意見を多数いただきました。
また、本フェアに対する参加者からの高評価および継続開催のご意見
を多数いただいたことを受け、より多くの方々に本取組みを知っていた
だきたいとの想いから、今年度は６月24 日（日）、福岡県でも初開催しま
した。
福岡会場では、「始めよう！健康づくり〜今、私たちにできること〜」を
テーマに、ブース・ステージイベントのほか、健康や福祉に造詣の深いフ
リーアナウンサーの生島ヒロシ氏を招いて「心と体と財布の健康」と題
する特別講演会を開催しました。
運営スタッフとして参加した学生は、市民の皆様や、他学部・他学科の
教員・学生との交流ができ、貴重な経験になったと話していました。また、
市民の皆様からは、「学生との交流でパワーがもらえた」と喜びの声を
いただくなど、本フェアがとても重要なイベントであることを改めて教え
ていただきました。次回は、2012 年 11 月17 日（土）、18 日（日）に
広島で開催を予定しています。

〈特別講演会〉

ひがしひろしま音楽祭で学生たちが活躍 !!
６月９日
（土）
・10日
（日）
に「2012ひがしひろしま音楽祭」が開催され、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の３団体が参加しました。ボランティア部は、司会や進行
補助、
ステージの裏方と様々な場所で活躍しました。また、
ダンス部は今年度『幸せ』をテーマに
４部構成の野性的で活発的なダンスを披露しました。そして、ヒューマンハーモニックス部は、幅
広い年齢層の方に楽しんでいただける曲をセレクトし、熱いハーモニーを響かせました。３団体
の活躍で音楽祭は大いに盛り上がり、参加した学生たちの達成感も大きかったようです。

2012 年、常翔学園は創立 90 周年を迎えます。

創立90周年記念ロゴマーク
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学校法人常翔学園は90 周年を迎えます。常翔学園は広島国際大学を設置、運営している学校法人です。
学園の発祥は 1922 年に関西工学専修学校という夜間の学校が立ち上がったことに始まります。社会に
役立つ専門職業人を育てよう！当時の人の思いは、その後の日本の発展と一体化した教育事業として拡大し
ていきます。現在、学園には大阪工業大学、摂南大学、常翔学園中学・高等学校と連携校として常翔啓光学
園中学・高等学校があり、学園全体に学ぶ学生・生徒は約２万 2 千人、輩出した卒業生は約 25 万５千人に及
びます。広島国際大学の存在は実は遠い昔との絆で結びついていたということですね。
この国を動かしてきたチカラ。皆さんも、そのお一人です。そのみなさんとともに、これからも進化を続
けていきます。

活躍

広国大キャンパス特集！

す
る

卒業生

Q．簡単な自己紹介をお願いします。
A．人間環境学部 言語・コミュニケーション学科５期生（2009 年

３月卒業） 西本 春生（にしもと はるき）です。産業用機器メーカー
の巴バルブ株式会社海外営業部に所属し、イギリス支社でセールス＆
マーケティングを担当しています。

Q．現在の仕事内容について聞かせください。
A．イギリスを拠点にしていますが、ドイツ、フランス、オランダやベ

ルギーなど欧州各地で営業活動を展開しています。最近は石油関係の企
業からの注文が多く、中近東やロシアにも営業範囲が伸びつつあります。

Q．イギリスと日本との違いはどのような所でしょうか。
A．言葉の違いだけでなく、人種もさまざまで、考え方も多様であり、

日本では「当たり前」のことであっても日本とは商習慣が異なります。
ビジネスにおいても、しっかりと自己主張をしないことには、相手からの
理解は得られません。
生活面はおおむね快適ですが、食事は日本のほうが間違いなく美味し
い（笑）。イギリスではジャガイモと豆類が中心なので、毎日食べると、ど
うしても飽きてしまうので、バラエティ豊富な日本食や中華料理が食べ
たくなります。

Q．どのような大学時代どのような事を学んできましたか？
A．大学では将来、ビジネスマンとして活躍するために、ビジネスプレ

ゼンテーションの授業に力を入れてきました。ビジネスの現場でもそう
ですが、ビジネスを成功させるためには、会社ではなく、
セールスを行う私自身がお客様に評価されなければ
仕事になりません。
つまり、相手からどのように自分自身が映ってい
るのか理解することが大切ということです。大学
でも実践的な演習型の授業でコミュニケーション
訓練を積んできたお陰で、
就職してからも比較的ス
ムーズに営業の仕事に溶け込むことができました。
ニシモト ハル キ

西本 春生さん

（2009年３月言語・コミュニケーション学科卒業）
巴バルブ株式会社海外営業部 イギリス支社勤務

2012 年度

2012 年６月 29 日（金）開催
賞

受賞者・受賞団体
柔道部
弓道部

Q．社会人になって、感じたことはどんなことですか？
A．社会人になって感じることは、どのような仕事でも「ヒューマンス

キル」が大事だということです。当たり前のことですが、きちんと挨拶
をする、約束は必ず守る、相手の立場を尊重するなど、どのような仕事で
あれ、仕事をする上で基本になることだと思います。
また、大学の専門分野の必修科目だけではなく、教養科目や選択科目で
身に付けた幅広い知識の広さが、仕事を行う上で活きており、「大学で学
んでいてよかった」と思えることが多いですね。

Q．どのような就職活動をされましたか？
A．学生時代、大学３年次の８月に本学の「短期海外留学制度」を利用

して、イギリスに１カ月程度滞在しました。以前から漠然とですが、海外
と接点のある仕事を希望していました。大学の制度を利用させていただ
き、実際に海外生活を経験して、海外で活躍できる仕事を目指そう、と気
持ちが固まりました。短期留学後、帰国してすぐに就職活動が始まりま
したが、海外で活躍できる企業を中心に就職活動に励みました。

Q．就職先選びのポイントは？
A．私の会社選びのポイントは、『世界にチャレンジできる企業』であ

ることでした。
『英語力はなくても、行動力と仕事に対する熱意は誰にも
負けない！』という気持ちを前面に出し、PR を続けた結果、最終的に志
望する企業３社から内定をいただくことができました。
その中でも現在の会社に就職を決めるポイントは面接を通して、
「積極
的にチャレンジする機会を与えられる風土か」という点を非常に重視し
ました。結果として就職先選びは成功したと思います。若くてもやる気
があれば大きな仕事を任せてもらえる企業はなかなかないですから
（笑）
。

Q．後輩のみなさんにぜひエールをお願いします。
A．大学生活はあっという間です。特に一般企業を目指す方は、就職

活動に取り組むまで自分のやりたいことは何かわからない方も多いは
ず。就職先の業種を絞らず、やってみたいことの幅を広げて、積極的に
チャレンジしてほしいです。
また、医療・福祉系の学部学科に所属されている後輩の皆さんは、大学
での学びが仕事につながっていると思います。それぞれの学部・学科で
学んでいる専門的な内容に加えて、語学や教養などに日頃から関心を持
ち、社会人として幅広い知識を身につけていただきたいと思います。
頑張れ！広国大生 !!

第１回 学 長 表 彰

表彰理由
平成 24 年度中国四国学生柔道優勝大会（男子 58 回）男子一部団体戦において第３位となった。
平成 24 年度全日本学生柔道優勝大会（男子 61 回）に出場することとなった。
第 45 回中国学生弓道競技大会女子団体戦において第３位となった。
第 24 回全国大学弓道選抜大会に出場することとなった。

課外活動賞 弘岡 芹菜（弓道部）
第 45 回中国学生弓道競技大会女子個人戦において準優勝したため。
【感性デザイン学科３年】
2011年度クローバープログラムのスキルアップ企画を 2 本「TEE 初出陣：絵本読み語りたい（隊 + 語りたい）
」お
呉イングリッシュクラブ よび「TEE Let's 英語落語」を実施し、その後、企画で得たスキルを大学祭や地域社会に還元するイベントとして
継続的に繰り広げている。2012年1月に呉地域オープンカレッジネットワーク会議会長から感謝文を授与された。
学生・地域共同実践
地域と学生の交流機会の創設と地域の活性化を主目的に、広商店街振興組合に企画提案を行い、本学と「広商店
善行賞
プロジェクトチーム
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、広商店街振興組合から感謝状を授与された。
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広 国 大 I

N F O R M A T

NHK 大学セミナーを開催!!

「いわゆるマルチ取引」について、20 代以下の学生
等の若年層が契約を行っているケースが他の年代に比
べ多くなっています。また、若年層は他の年代よりも
本人が相談している比率が低く、身近な人が気づくま
で、トラブルを抱えたままになり、状況を一層悪化させ
てしまうケースもあります。このことから、消費者庁
が『マルチ取引の被害に遭わないための５つのポイン
ト』を公表しました。ついては学生のみなさんも十分
気をつけてください。
【マルチ取引の被害に遭わないための５ポイント（消費者庁）】
◇
「マルチ取引」は、友人、職場や学校の知人、親戚など
の身近な人から誘われ、話を聞いているうちに、断り
にくい状況に陥る特徴があります。身近な人からの
勧誘に対し、あいまいな態度をとり続けると、被害に
遭い、結果的に人間関係も損なわれることがありま
す。契約の意思がない場合は、毅然と断ること。
◇十分なお金がないのに、「すぐに儲かる」「簡単に儲
かる」などの甘い言葉を信じて、安易に契約しない
こと。借金までして契約し、多重債務等のトラブル
になるケースもあります。
◇特定の商品の取引とは別に、事業者への投資を勧誘
される場合もありますが、安易に信じると、思いもよ
らない被害に遭うことがあります。十分に注意する
こと。
◇若年層や高齢者など、トラブルを抱えたまま誰にも
相談できず、状況を一層悪化させてしまうケースが
あります。身近な人の様子に不審な点があれば、積
極的に声をかけ、相談にのるなど、トラブルを抱えて
いる人を救う努力をしてください。
◇少しでも不安なことがあれば、遠慮せずに各地の消
費生活センターにご相談を。
※広島県生活センター（消費生活相談）

☎ 082-223-6111
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学生支援プログラム「金曜ゆめプログラム」

５月 25 日（金）、元 NHK エグゼクティ
ブアナウンサーの山本 浩先生（現・法政
大学スポーツ健康学部教授）をお招きし
て、「NHK 大学セミナー」を開催しまし
た。これは NHK と本学が共催で実施し、
学生・教職員合わせて約 200 名が参加
しました。山本先生は「スポーツの原則
〜安心して戦え〜」と題して、オリンピッ
クやサッカーワールドカップなどのス
ポーツの舞台裏を通して、スポーツの世
界で今求められていることは何か、ご自身の経験に基づき、熱く語ら
れました。学生たちも真剣な表情でメモをとり、積極的に質問をす
るなど、大いに盛り上がりました。

いわゆるマルチ取引の
被害に注意!!

I

「フラワーアレンジメント講座」
を開催しました。
５月８日（火）に東広島キャンパスで金曜ゆめ倶楽部主催の「ママ
ンにダンケ！フワラーアレンジメント講座」を開催しました。
当日は、学生・教職員を合わせて 20 名が参加しました。初めて
参加する学生も多く、最初は初めての作業に戸惑っていたようです
が、最後にはカラフルなカップにカーネーションやミント等をアレ
ンジし、『母の日』の贈り物に相応しい個性溢れる作品を完成させ
ました。
今後も、「こんなイベントを実施したい！」といった要望等があ
りましたら、学生課・呉学務課・広島学務課窓口へお越しください。

こころと体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。
５月 22 日
（火）
に広島キャンパスにて
「大学生の食生活に大切なこと」
というテー
マで栄養バランスや食事量のことなどフードサンプルを見ながら学びました。
また、６月 19 日（火）に東広島キャンパスにて「自分のこころと体を知ろう」
というテーマで、アルコールパッチテストや健康チェック（体組成・体脂肪など）
を行い、保健室長の速水先生より心臓のしくみを学んだ後、実際に聴診器を使用
して血圧測定をしました。
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。

エリザベト音楽大学の大学祭に参加
５月 19 日（土）
、20 日（日）にエリザベト音楽大学で行われた大学祭に、医療
経営学科の１・２年生が参加しました。１年生は模擬店を出店し、２年生は医療経
営学科の学びを活かし、救急法の実演・体験コーナーを設けました。
当日は多くの方が来場され、広島国際大学の学びを紹介する良い機会となりまし
た。学生たちも、地域の方やエリザベト音楽大学の学生たちと接し、学内だけでは
得られない貴重な経験にこころを弾ませ、楽しい２日間となりました。

2012年度 新入生オリエンテーション開催！！
■ 医療経営学科
４月 14 日（土）、東広島キャンパスにて医療経営学科の新入生
オリエンテーションを行いました。当日は、新入生、上級生含めて
約 160 名が参加し、昼食会やソフトバレーボールを行い、交流を
深めました。
新入生は、上級生から勉
学・履修についてのアドバ
イス、クラブ活動、大学祭、
大学生活のことなどを聞
くことで不安を解消する
よい機会となりました。

■ 総合リハビリテーション学科
４月 14 日（土）、新入生・上級生・教職員との交流を目的に総
合リハビリテーション学科新入生オリエンテーションを東広島キャ
ンパス１号館１階のレストラン野呂（学生食堂）で行い、新入生
101 名、上級生 154 名、教職員 22 名が参加しました。
事前準備や当日の司会・進行等の大部分を２年生と３年生が行い
ました。チュートリアル対抗ゲームでは、大学にまつわるクイズが
出題され、新入生は、上級生や教員の力を借りて答えを考えていま
した。その後、上級生から勉強や大学生活の過ごし方などのアドバ
イスがありました。
昼食は、新入生・上級生・教員が一緒になり会話を楽しみながら、
お弁当を食べました。また、午後に行ったビンゴ大会では、景品が用
意されていたため、リーチになると会場は盛り上がり、そして、見事
ビンゴがそろった人には景品
としてお菓子や文房具などが
贈られました。このオリエン
テーションを通して、新入生
と上級生の絆が強まりました。

■ 診療放射線学科
４月 21 日（土）、新
入生・上級生・教職員と
の交流を目的に診療放
射線学科新入生オリエ
ンテーションを東広島
キャンパス１号館２階の
121 教室で開催し、新
入生 98 名、上級生４名、教職員 21 名が参加しました。
まず、学科長から新入生へのあいさつがあり、その後、メインイ
ベントのチュートリアル対抗クイズ大会を行いました。
クイズ大会では、
大学や東広島に関連した問題が出題され、
メンバー
同士で話し合いながら、一生懸命答えを考えていました。クイズに正
解するとメンバー全員で喜ぶ姿も見られ、会場は盛り上がりました。
正解数の多かった上位チームには、景品として大学生活で役に立
つ賞品が手渡されました。
■ 臨床工学科
４月 14 日（土）、新入生・上級
生・教職員との交流を目的に臨床工
学科新入生オリエンテーションを東
広島キャンパス２号館８階の大会議
室で行い、新入生 92 名、上級生７
名、教職員 29 名が参加しました。
このオリエンテーションでは、模
造紙に、「①出身地 ②高校時代の所属クラブ ③ 10 年後の自分
④お国自慢」をチュートリアルごとに分かれて、メンバー一人ずつ
が書き出し、新入生と教員が協働で壁新聞を作成しました。
また、壁新聞の完成後に行われた発表会では、発表時間５分以内
で、各グループのリーダーが内容を説明し、他のグループが評価を
行いました。様々な壁新聞が出来上がった中で、一番評価の高かっ
たグループには、賞品が手渡されました。

2012 年 5 月
「禁煙推進・

マナー向上」イベントを実施
本学では、クリーンで健康
的なキャンパスライフを実現
するため５月と 11 月を「禁
煙推進・マナー向上強化月間」
としています。強化月間では、
教職員および学生が協働しパ
トロール隊として学内を巡回
しながら、喫煙マナーやゴミ
のポイ捨て等に対して注意喚
起を行います。
東広島キャンパスでは５月
16 日（水）、呉キャンパスでは５月 18 日（金）にキックオフセレモニーを開催し、
学生たちが「自分たちのキャンパスが少しでもクリーンで気持ちよく過ごせるよう
に、これから頑張って巡回します！」と宣言し、元気よくパトロール隊が巡回に出
発し、禁煙の推進とマナー向上の呼び
かけを行いました。
また、広島キャンパスでは、定期的
に医療経営学科の学生と教職員が広
島キャンパス内や地域の清掃活動を行
い、３キャンパスそれぞれの啓蒙活動
を行いました。クリーンで快適なキャ
ンパスライフの実現のため、皆さんの
ご理解とご協力を引き続き、よろしく
お願いします！

工学部では、
「新入生研修会」
を実施しました!!
４月 10 日（火）、工学部では、大学の専門的な分野
を新入生にいち早く学んでもらうことを目的とした
「新入生研修会」を実施しました。研修会には新入
生 80 名が参加しました。
当日は各学科に分かれ、午前中に「大学ではどのよ
うなことを学ぶのか」という疑問を上級生が解決す
るキャンパスライフ入門講座と基礎学力向上を目的
とした数学パワーアップ講座を行いました。昼食会
を挟んだ午後からは、各学科の専門分野をより深く
学ぶ専門学科入門講座を行いました。その後は夕食
を兼ねた懇親会を行い、新入生は新しくできた友達
や、当日サポートをしてくれた上級生との交流を深
めました。
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掲示板

就勝合宿開催決定！

試験での注意事項

●就勝合宿
・合 宿 日：2012 年９月 24 日（月）〜 25 日（火）１泊２日
・合宿場所：広島キャンパス（広島市中区幟町 1-5）
・参 加 費：3,000 円程度
・申 込 先：キャリアセンター
・対
象：企業就職を希望する１〜３年生
・定
員：30 名（先着順）
※参加費につきましては変更する場合もあります。

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
合いに中学生・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。
【広島キャンパス】
対象学部：医療経営学部
第３回 8/19（日）、第４回 9/9（日）
開催時間 13：00 〜 16：00
【東広島キャンパス】
対象学部：総合リハビリテーション学部・医療福祉学部・
心理科学部・保健医療学部
第３回 8/18（土）、第４回 9/9（日）
開催時間 10：00 〜 15：00
【呉キャンパス】
対象学部：看護学部・薬学部
第３回 8/19（日）、第４回 9/9（日）
開催時間 10：00 〜 15：00

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に注意してください。
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、
証明書自動発行機（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、広島キャンパスは１階ロ
ビー）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してください（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方
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申請窓口 東広島キャンパス…教務課（２号館２階）
呉キャンパス………呉学務課（１号館１階）
広島キャンパス……広島学務課（１階）
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

忌

引

二親等以内の親族の死亡

災

害

台風、水害、地震、火災等

交通機関の
支
障

添付書類

医師が就学に耐えられないと診断 医師の診断書
したもの
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
ける交通機関の運休、停滞によるも 運休または
の、または交通機関が 30 分以上延 延着証明書
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。

［オープンキャンパス情報 ]
大学紹介や各学科の体験イベント、模擬講義など高校生が知り
たい情報が満載のオープンキャンパスは、
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、大学紹介、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も実施します。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………遠方から参加の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…当日は中四国、北九州など各地域から無料送迎
バスを運行します。
お問い合わせ先
入試センター［フリーダイヤル］0120-55-1659
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表 紙 紹 介

関藤 今日子さん、梶山 貴未さん、赤田 亜美さん、
上原 真穂さん、埴岡 綾子さん、峠本 美穂さん、
大西 玉姫さん、藤田 麻衣さん （看護学科２年）

（左から）

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

常に成長 ! 前進 !
広がる常翔教育 !

１年生から３年生を対象とした「就勝合宿」を 2010 年よりス
タートし、今回で３回目の開催となります。就活合宿ではなく「就
職」に「勝つ」と書いて就勝合宿。希望する企業に就職することを
目標にする人や、憧れの職業を目指す人、就職活動においての「勝
利のカタチ」は人それぞれです。就勝合宿では、
早期に就職に対す
る意識付けをするのはもちろん、就職について自信のない人、どん
な仕事に自分が向いているのか分からない人、やりたいことがま
だ見つかっていない人もぜひ参加してください。１泊２日の SPI
対策や面接対策、グループワーク、その他、様々な企画に参加する
ことで実践的な就活
スキルも修得するこ
とができます。皆さ
んも就勝合宿に参加
して自分の未来に
「勝利」しましょう！

広国大キャンパス 7 月号
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