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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。

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。

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。

◆建学の精神

◆本学の目的

◆教育の理念
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卒業生のみなさん、卒業・修了、誠におめでとうございます。
入学以来、積み重ねてきた努力により、この素晴らしい門出の日を迎えられたことに、心からお祝い申し
上げます。また、４年ないし６年間、ご子女を物心両面で支えていただきましたことに敬意を表するととも
に、この日を待ち望んでおられましたご家族のみなさまに心からお祝い申し上げます。卒業されるみなさん
は、これまで自分たちを支えてこられたご家族の方に感謝し、その気持ちを決して忘れないでください。
さて、卒業・修了されたみなさんは、これから医療・福祉の現場や企業・自治体などで活躍される方や、
あるいは大学院へ進学し、さらなる勉学に励まれる方などもいるでしょう。
これからみなさんが進んでいく実社会はとても厳しく、学生時代には経験したことのない困難や大きな壁、
そして不安定さを多く感じることもあるでしょう。そんな激動する社会情勢の中で様々な変化に対応しなけ
ればなりません。そのために、自らを磨く強い意志を持ち、真の力をつけるべく研鑽を積み、これからも自
らを奮い立たせ、社会の荒波を乗り越えていってください。
今後のみなさんのご健闘とご活躍を心から祈念し、お祝いの言葉とします。

学長メッセージ
広島国際大学　学長　秋山　實利

　ご卒業おめでとうございます。皆さんの６
年間に及ぶたゆみない努力が見事に実を結び
ました。これから皆さんは医療の現場で活躍
されるわけですが、ご承知のように、近年の医
療技術の進展、薬物療法の高度化には目覚し
いものがあります。本学部で習得した薬剤師
としての専門知識、技能は、医療現場において
皆さんの支えとなってくれますが、それぞれ
の職場においても向上心を持ち、研鑽を積ま
れ、社会・時代をリードする薬剤師を目指し
てください。宇根  瑞穂

薬学部長

森本  修充

ご卒業おめでとうございます。社会人とし
てスタートされた方は、独立した個人として
責任と希望を持って自分の人生を歩んでいっ
てください。技術はいつも革新を求めていま
す。大学で学んだ技術や知識をベースに経験
を積み重ねて、新しいことに積極的に挑戦し
てください。これからの人生には卒業があり
ません。長い道のりを考え、地道に努力して
自分を磨いていってください。皆さんが社会
の様々な分野で活躍されることを期待してい
ます。川上  用一

工学部長

ご卒業おめでとうございます。そして今日
まで立派にご子息・ご息女を育ててこられた
保護者の皆様にも、お祝いを申し上げます。
医療の知識や技術は広範囲かつ日進月歩で
す。今までに学んだ内容はごく一部にすぎま
せんし、今日の常識が明日の非常識になるこ
とも稀ではありません。本学で学んだ自己学
習力を駆使し、生涯にわたり学び続けてくだ
さい。
立派に成長された皆さんと一緒に仕事がで
きる日が来ることを楽しみにしています。島谷  智彦

看護学部長

心理科学部長

　皆さん、ご卒業おめでとうございます。大
学で過ごした時間はかけがえのないもので
す。勉学だけではなく、たくさんのことを経
験されたと思います。習得した知識や技術も
多いと思います。でも、知っておいてほしい
ことは、学び、体験する過程で、実は最も大事
なものが身についているのです。心理科学部
は特にそうです。ものごとを見つめる力、も
のごとの関係を見極める力、問題を抱え解決
する力、未来に希望を持ち構想する力も身に
ついています。困難を乗り越えて道を切り拓
いてください。後輩もあとに続きます。

学部長から
卒業生への
メッセージ

宇田 　淳
医療経営学部長

卒業おめでとうございます。皆さんは、
広島国際大学を巣立ち、大きな希望を抱き
社会に羽ばたきます。QOLのサポーター
である専門職として、多くの人たちとの連
携、交流、助け合いを行い、これからの地
域社会や国際社会に貢献してください。本
学で学んだことを活かし、知恵と創造力、
そしてそれに伴う倫理観のもと、これから
の人生を、勇気を持って切り開いてくださ
い。皆さんが、活躍し協働する日を楽しみ
にしています。

　学生の皆さん、ご卒業おめでとうござい
ます。皆さんは、４年間の大学生活の中で
友人及び教職員と共に、学業に励み、ま
た、クラブ活動、ボランティア活動、学会
参加などを経験して、これからの自分の人
生の基盤を作り、また、医療福祉の専門職
の基盤を獲得されました。近年の社会経済
変動に翻弄されて生活の困難な状態の人々
や東日本の被災された人々のことを忘れず
に、今後はその専門職の能力を人々と社会
に貢献してください。岡崎  仁史

医療福祉学部長

　保健医療学部卒業生の皆さん、ご卒業お
めでとうございます。４年間で培った知識
や技術が発揮できるときが来ました。急激
に進歩する医療技術に追いつける知恵を学
生生活のうちに身につけていただけたこと
と思います。診療放射線技師・臨床工学技
士・理学療法士としてプロフェッショナル
であると同時に、常に弱い立場にある患者
さんへの思いやりを欠かさない医療人とし
て活躍している皆さんと医療現場でお会い
できることを楽しみしています。南山 　求

保健医療学部長
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入試センターから卒業、修了おめでとうございます。
　皆さんの今後のご活躍を心より祈念いたします。
　これからも、広国大OB・OGとして、母校の発展のため、ご支援
賜りますようお願いいたします。また、出身高校等を訪れる機会があ
りましたら、学生生活の思い出などをお話しいただき、高校の先生や
後輩の皆さんに広国大の魅力を伝えて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　e-mail：nyushi@ofc.hirokoku-u.ac.jp

キャリアセンターから広国大を巣立っていく皆さんへ。
　卒業・修了おめでとうございます。卒業後は、就職・進学といった
新たな人生がスタートし、これまでの学生生活とは大きく変わること
で、戸惑うことや不安に思うこともたくさんあると思います。皆さん
には、新たな目標を見つけ、慌てることなく、その目標に向かって、しっ
かり精進されることを期待します。また、社会の荒波にもまれて「少
し疲れたな」と感じたときは、いつでも相談に来てください。
　キャリアセンター職員一同、皆さんの新しい門出に際し、限りない
前途を祝します。

卒業生の平島英明さん（診療放射線学科）が、
難関国家資格である「技術士�第一次試験（原子力・
放射線部門）」に、見事、合格されました！
技術士は、専門分野の「高等な専門的応用能力」

を備えた専門家で、
科学技術の応用面
において、非常に権
威のある資格です。
在学中の努力が
実を結んだ平島さ
んのこれからのご
活躍を期待してい
ます。

卒業生、学外団体から表彰!!
　３月15日（金）の学位記授与式にて優等賞・課外活動賞が授与されます。在学中、学
業成績が特に優秀な学生に授与される優等賞は、各学科14名に決定しました。また、
長期にわたり活発な課外活動を行い、所属団体はもとより全学の課外活動の発展に貢献
した者に授与される課外活動賞は、７名に決定しました。
　受賞者には、学長より表彰状と副賞が授与されます。副賞（記念品）には、『卒業して
も広島国際大学で学んだことを誇りに思ってほしい。』という思いが込められています。
　受賞したいずれの学生も自分の信念を貫き通し、懸命に努力した結果が評価されまし
た。結果もさることながら、粘り強く努力するという過程を大切にし、卒業後も『広島
国際大学の学生』として誇りを持って社会でご活躍ください。おめでとうございました。
［優等賞］

所属学科 氏　名 所属学科 氏　名
診療放射線学科 阪田　美華 感性デザイン学科 川光　寛子
臨床工学科 山田　和典 建築学科 谷口　　礼
理学療法学科 野曽麻衣香 住環境デザイン学科 秋山　卓矢
医療福祉学科 黒潮めぐみ 情報通信学科 木場　通夫
医療経営学科 乗松　優花 機械ロボティクス学科 井上　翔太
臨床心理学科 前田　紗希 看護学科 広末　彩乃

コミュニケーション学科 岩崎　智史 薬学科 緒方　雅臣
［課外活動賞］

団体名 氏　名 団体名 氏　名
金曜ゆめ倶楽部 岩野　勇馬 柔道部 大石　弘樹
吹奏楽部 金國　雄督 剣道部 西谷　祐紀

弦楽アンサンブル部 倉重さおり 西本　大輝
呉イングリッシュクラブ 郷原　　肇

学位記授与式にて優等賞・課外活動賞授与！
　学業に優れ、またクラブ活動およびサークル活
動、地域、ボランティア活動等に積極的であった
卒業生が学外団体から、それぞれ表彰されました。

（社）日本臨床工学技士会　会長賞

臨床工学科　山田　和典

日本臨床工学技士教育施設協議会　代表理事賞

臨床工学科　平山　奈央

（社）日本介護福祉士養成施設協会　会長賞

医療福祉学科　篠原かほり

（社）日本社会福祉士養成校協会　表彰

医療福祉学科　三宅　亜実

（社）日本精神保健福祉士養成校協会　表彰

医療福祉学科　福本　真美

快挙!!「技術士 第一次試験
（原子力・放射線部門）」に合格！

卒業生から大学へ卒業記念品を寄贈
　学び親しんだ大学に対し、各キャンパスの発起人が
卒業生全員に協力を呼びかけ、卒業記念として、東広
島キャンパス卒業生から「桜の木（オオシマザクラ）
１本」、呉キャンパス卒業生からは「テント１張」が寄
贈されました。
　東広島キャンパスでは、２月20日（水）に学長、学
生支援センター長等の出席のもと、記念植樹式が開
催され、卒業生代表の檜垣 磨理子さん（臨床工学科）
から目録が秋山学長へ手渡されました。

日本医業経営コンサルタント協会主催の、第１回となる『医業経営管理能力検定
試験』が11月24日（土）に行われ、12月10日（月）に合格発表がありました。合
格者は全国で53名となり、そのうち50名は、医療経営学科の学生で、４年生�
７名、３年生22名、２年生20名、大学院生１名が合格しました。
１月18日（金）広島キャンパスにて、２年生の合格者に対し、表彰式が行われま
した。学生たちは今回の合格を糧に、今後は、診療情報管理士や医療情報技師の資
格取得を目標に、更なるステップアップを目指します。
なお、『医業経営管理能力検定試験』とは、大学生が医療および医業経営の基礎
知識を習得することにより、医療の現場においてその知識を活用して病院経営の健
全化・安定化に寄与する者の育成を目的とした検定です。
将来、日本の医療を支える学生たちにご期待ください。

第１回医業経営管理能力検定試験合格者表彰式
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「卒業を迎えるにあ
たっての想い」

「後輩へのアドバ
イス」

卒業生からのメッ
セージ

卒業生のみなさ
ん、ご卒業おめ

でとうございます
。広国大で過

ごした4年間は、
思い出がいっぱ

いつまってる事
でしょう。そん

な卒業生から後輩
のみなさんへの

メッセージをご紹
介します。

  理学療法学科  

  医療経営学科  

  感性デザイン学科  

  豊福　咲妃 さん  

  山縣　桃子 さん  

  金井　淳 さん  

  﨑田　元紀 さん  
  石橋　賢 さん  

  片岡　誠 さん  
  髙田　佑基 さん  

  野曽 麻衣香 さん    金清　亜美 さん  

  髙松 奈々子 さん  

やらずに後悔より
 やって後悔♪

Don't worry! Be happy!

楽しいことも辛いこともあった学生生活！
今ではかけがえのない思い出です！

  井上　駿世 さん  

  感性デザイン学科  

  コミュニケーション学科  
  一井　海人 さん  

  薬 学 科  

  川邉　美宏 さん    鈴木　崇史 さん    中川　尚 さん  

  山根　一祥 さん  

  西野　嘉晃 さん  
  賀屋　恭平 さん  

出会った全ての人たちに感謝 !!
これからも人との出会いを大切に頑張ります。
みなさんも頑張ってください。

  看護学科  

  名嘉　綾乃 さん    加勢　明美 さん    光岡　夏季 さん  

  山川　悠希 さん    松田 侑花子 さん  

虎はなにゆえ強いと思う？
もともと強いからよ。
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「卒業を迎えるにあ
たっての想い」

「後輩へのアドバ
イス」

卒業生からのメッ
セージ

卒業生のみなさ
ん、ご卒業おめ

でとうございます
。広国大で過

ごした4年間は、
思い出がいっぱ

いつまってる事
でしょう。そん

な卒業生から後輩
のみなさんへの

メッセージをご紹
介します。

  医療福祉学科  

  医療経営学科  

  臨床心理学科  

  感性デザイン学科  

  上田　真帆 さん  

  三谷　郁恵 さん    森重 有香子 さん  

  藤丘　早希 さん  

  新田　奈美 さん  

  渡邉　春樹 さん  

  岩野　勇馬 さん    山田　信明 さん  

  戸谷　晋也 さん  

ちょ～楽しかった ＼(＾０＾) ／

もっと遊べば良かったなぁ～。

「だいにんき」と「おとなげ」は
どっちも「大人気」だけどね。
緊張した時は息を吸ってはいて、
吸って、吸って、吸って!!

先生ありがとうございました♥立派な臨床工学技士になりまーす Ξ└(┐卍^o^)卍ﾄﾞｩﾙﾙﾙ

  臨床工学科  

  桃井　沙理 さん  

  平山　奈央 さん  

  田口　未来 さん  

  藤本　麻里 さん  

本 学 に 留 学 し、 大 変 
多くのことを学ぶこと
ができました。

  診療放射線学科  

  范
ハン

　明
メイ

彪
ヒョウ

 さん    

  情報通信学科  
  松本　和也 さん  

あっという間の大学生活でした。
今しかできない事をたくさん 
しておいてください!!

国家試験は団体戦だ!!
力を合わせて頑張って！
悔いのない学生生活を
送ってください。

  看護学科  
  山﨑　翔一 さん    屋田　直哉 さん  

  木下　綾 さん  

  広末　彩乃 さん    益　真穂 さん  
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  宮崎　貴壮 さん    上田　悠貴 さん  

  奥平　将幸 さん    坂口　夏希 さん  

  冨岡 万里衣 さん  

  上本　葵 さん  

  木原　都 さん    森本　悟史 さん  

  高橋　愛佳 さん    名田　萌 さん  

  仲村渠 由美 さん  

  湯浅　捺仁 さん  

  山形　仁美 さん  

  中内　彩華 さん  

  近江　真依 さん  

  神田　里菜 さん    井川　詩絵 さん  

  惣田　星美 さん  

  山口　真由 さん  

  上野山　葵 さん  

  医療経営学科  

  コミュニケーション学科  

コミ科　サイコー☆

ご卒業おめでとうございます。私たちも
先輩方のように、これからも日々学業に
専念したいと思います。就職されても、
お身体に気を付けて頑張ってください。

先輩 !!一度広島キャンパスに遊びに来てください。

就職活動のこととか教えてください。

  臨床心理学科  

  花木　貴生 さん  

  大濱　忠人 さん  

  松村　健吾 さん  

だいちゅき♥先輩

これからもがんばってください。
 私たちも大学生活を楽しみます！

輝く社会人に
　　なってください！

  重常　杏奈 さん    井上　歩弓 さん  

  谷澤　志保 さん    門脇　知美 さん  

「おめでとうございます」

後輩からのメッセージ

これから社会という大海原へ、新たな旅立ちを迎えよ
うとする卒業生へ、後輩から卒業を祝福するメッセージ
が多数届いていますのでご紹介します。

  理学療法学科  

  百出　伊織 さん  

  戎本 真奈美 さん    中西 香音莉 さん  

  山田　早記 さん  

  吉金　悠人 さん  

打腱器をなくさないように
 気を付けます（笑）!!

  医療経営学科  

  診療放射線学科  

  看護学科  
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  末広　美怜 さん    溝上　夏乃 さん  

  医療経営学科  

  医療経営学科  

OB・OGとしてまたいつでも遊びに来てください。
ご卒業おめでとうございます。

　すでにお知らせしておりますが、2012年度後期より、学生メールシステムを
Yahoo�JAPANが運営しています、Yahoo!�メール�Academic�Editionを活用し
たWEBメールサービスに移行しました。新メールシステムにて、初期設定（初期
パスワードの変更、秘密の質問の登録等）を行っていない方は、2013年3月31
日（日）までに設定を行ってください。
　Yahoo!メールのアカウント登録確認書を紛失した方は、学生証を持って各キャ
ンパス情報センターまでお越しください。
　在学中に使用していたYahoo!メールアドレス（sXXXXX@ym.hirokoku-u.
ac.jp）については、卒業後も継続して使用可能です。Yahoo!グループや、
Yahoo!プロフィール等、先生や後輩との情報交換、卒業後の友達同士との交流等
に利用できる便利な機能もあります。ぜひご活用ください。
【メール利用についての注意事項】
・�パスワード管理はしっかりと行ってください。パスワードを忘れた場合、新パス
ワードを発行するまでに１～２週間かかります。秘密の質問を活用するなどして、
パスワードは忘れないようにしてください。
・�Yahoo!メールアカウントは大学を卒業後も使用可能です。ただし、パスワード
を忘れた際の問い合わせ方法等が変わります。また、卒業後はメール画面にて広
告主からの広告が表示されるようになります。
・�2013年4月1日からは旧メールアドレスを使用できません。メールの転送もで
きません。Active�Mail!にもアクセスできなくなります。受信メールやアドレス
帳の保存やバックアップや、旧メールアドレスを連絡先に設定している方は
2013年3月31日までに設定変更等を行ってください。
・�Active�Mail!にて携帯電話等へメールを転送している方は、Yahoo!メールでも
同様の設定を行ってください。�但し、Yahoo!メールでは、メールの転送設定を
行った場合、転送されたメールはYahoo!メールの受信箱には残りませんので、
注意して転送設定を行ってください。
　以上の注意事項をよく理解し、新メールシステムを利用してください。
　※�メール移行に関してご不明な点等ありましたら、各キャンパス情報センター事
務室までお問い合わせください。

学生用メールシステムの変更について

建築学科・住環境デザイン学科
� 卒業制作展開催！
　工学部�建築学科・住環境デザイン学科合同の卒業制作展が２月24日（日）～27
日（水）の間、呉市の大和ミュージアム�市民ギャラリーにて開催されました。
　本展覧会は、卒業制作に取り組む４年生達が、企画から審査員への打診、会場の
手配、ポスター制作といった全ての運営作業を主体的に行っております。特に、今
年は運営費の捻出に苦労したようでしたが、学科をはじめ呉市、そして総合資格学
院からご支援を頂き、無事に開催することができました。
　最終日には、建築家の末光弘和氏を審査員にお招きして公開審査会も開催されま
した。今年は、26点の出展作品がある中、12点が一次審査を通過。公開審査会で
は、優秀賞など４点が選ばれました。
　この世に絶対評
価なんてものはあ
りません。晴れて
受賞した学生も残
念ながら逃した学
生も、この経験を
今後に活かせるか
どうかが肝要で
す。この経験を大
いに活かして社会
で活躍してくれる
ことを願っていま
す。

  大坪　由佳 さん  

  今津　貴子 さん    藤原　典子 さん  

  西田 美沙子 さん    中島　健太 さん  

  藤野　綾音 さん    木村　文香 さん  

社会でも、燃やせ！
　　　　　君の小

コ

宇
ス

宙
モ

☆☆

  臨床心理学科  

  薬 学 科  

  岡田　尚也 さん  
  後藤　義章 さん  

  コミュニケーション心理学科    医療福祉学科  

社会人になっても
　　逃げちゃダメ!!

ご卒業おめでとうございます!!
頑張れ新社会人＼（＾〇＾）／ 折れない心!!!!!

  住環境デザイン学科  

  村上　沙季 さん    佐川　卓哉 さん  
  藤本　悠 さん  

卒業おめでとうございます。
センパイを見習ってがんばります！

国際交流送別会を開催
今春、本学を旅立つ外国人留学生の卒業を祝し、２月22日（金）呉キャンパスに
おいて、学生国際交流委員の企画による国際交流送別会を開催し、学生生活を共に
した在学生および教職員の40名が参加しました。また、研究成果報告会を併せて
開催しました。
まず行われた研究成果報告会では、卒業生６名が報告をしました。普段はなかな
か聴くことができない先輩の卒業研究の報告を聴くことは、出席した在学生にとっ
て刺激となったようでした。
続いて行われた送別会では、在学生が司会進行を務め、学生国際交流委員がアト
ラクションとしてクイズを行うなど、大いに盛り上がりました。
楽しい時間はあっという間に過ぎ、別れが名残惜しいなか、最後に在学生から卒
業する留学生へ「広島
国際大学での思い出を
大切に、夢の実現に向
かって頑張ってくださ
い。」とエールが送ら
れました。
外国人留学生の卒業
生のみなさん、今後の
ますますのご活躍を期
待しています！
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本誌は大学ホームページでも閲覧できます　http://www.hirokoku-u.ac.jp

●�学生寮・学生研修棟部屋料等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。

〈学生寮・学生研修棟部屋料等に関するお問合せ先〉
　会計課（東広島キャンパス１号館７階）
　　TEL（0823）70-4676【直通】

謝恩会開催のお知らせ

●利用を希望される方は、以下の登録手続きを行ってください。
・�「図書館利用登録申請書」の記入、押印、証明写真（よこ2.5㎝
ｘたて3.0㎝）1枚貼付の上、図書館へ提出してください。
・�提出の際、住所・氏名が確認できるもの（運転免許証など）を
提示ください。
・�「登録申請書」は、図書館ホームページの「利用案内」からダウ
ンロードできます。
●�利用可能なサービスは、①館内閲覧、②館外貸出（２週間・５
冊まで）、③資料のコピー（有料）、④相互貸借（学内のみ）の
４つです。
　※詳しくは、各図書館の係員にお問い合わせください。

卒業後の図書館利用について学生寮・学生研修棟部屋料
および退去後の補修代等について

１．卒業（確定）後に必要な国家試験にかかる証明書等について
　国家試験にかかるつぎの①～⑦の証明書については、大学から
一括して関係機関に提出いたします。
①看 護 学 科…修業証明書（看護師、保健師）
②診療放射線学科…修業証明書（診療放射線技師）
③臨 床 工 学 科…卒業証明書（臨床工学技士）
④理学療法学科…修業証明書（理学療法士）
⑤医療福祉学科…�卒業証明書・社会福祉士指定科目履修証明書

（社会福祉士）、卒業証明書・精神保健福祉士
指定科目履修証明書（精神保健福祉士）卒業
証明書（介護福祉士）

⑥薬 学 科…卒業証明書（薬剤師）
⑦助産学専攻科…修業証明書（助産師）
２．卒業後の証明書の請求方法について
　卒業後に各種証明書（卒業証明書等）が必要になった場合は、次
のいずれかの方法により請求してください。

（１）窓口での請求方法
　各種証明書は、できる限り即日発行しますが、国家試験等の時期
や英文証明書等の特殊な証明書には相当な日数（英文証明の場合
は約１週間）を要しますので、改めて来学の必要があります。なお、
発行時に本人確認のできるもの（運転免許証等）をご提示くださ
い（ない場合は発行できません）。代理人による請求の場合は、委
任状（書式任意で本人と代理人の押印のあるもの）と代理人の身
分証明書（運転免許証等）をご提出（提示）ください。
〈窓口取扱時間〉
［教　務　課］　月曜日～金曜日　９：00～18：00
　　　　　　　土曜日　　　　　９：00～17：00
　　　　　　　（日曜日・祝日は取り扱っていません。）
［呉 学 務 課］　月曜日～金曜日　９：00～18：00
　　　　　　　土曜日　　　　　９：00～11：30
　　　　　　　　　　　　　　　12：30～17：00
　　　　　　　（日曜日・祝日は取り扱っていません。）
［広島学務課］　月曜日～金曜日　９：00～18：00
　　　　　　　土曜日　　　　　９：00～11：30
　　　　　　　　　　　　　　　12：30～17：00
　　　　　　　（日曜日・祝日は取り扱っていません。）
　なお、時期によって取扱時間の変更や窓口休止となることもあ
りますので、予め電話で確認のうえご来学ください。

卒業後の証明書等について （２）郵送による請求方法
　郵送の場合は、便箋等につぎの必要事項を記載し、本人確認ので
きるもの（運転免許証等）の写し、手数料（郵便局の定額小為替【受
取人記入不要】に限る）、返信用封筒（長形３号）（返信先住所を明
記、郵便切手【１通80円、２～３通90円】を貼付したもの）を同
封のうえ、日数に余裕をもってご請求ください。
〈必要事項〉
①氏名（ふりがな）、（英文証明書の場合はパスポート記載のローマ字氏名）、
②生年月日、③卒業年月・学生番号（ご記憶の場合）、④卒業学部・学科、
⑤現住所、⑥電話番号、⑦請求する証明書の種類・必要枚数・使用目的、
⑧�国家試験用「修業証明書」の場合は、㋑本籍地（都道府県のみ、外
国籍の場合は国名）および㋺漢字氏名が常用漢字以外の場合は、
その旨を必ず明示してください。

（３）証明書一覧
　証明書の発行手数料はつぎのとおりです。

証明書の種類 発行手数料 発行日数 備　　考
卒 業 証 明 書（和文） 300円 即　日
卒 業 証 明 書（英文） 600円 １週間
学業成績証明書（和文） 300円 即　日
学業成績証明書（英文） 1,000円 １週間
単位修得証明書（和文） 300円 即　日
在 学 期 間 証 明 書 300円 即　日 中退者用
修 業 証 明 書 300円 １週間 国家試験用
調 査 書 300円 １週間 大学院受験用

（４）請求先
　東広島キャンパス
　　〒739-2695� 広島県東広島市黒瀬学園台555-36
� 広島国際大学　教務課宛
� TEL（0823）70-4510
　呉キャンパス
　　〒737-0112� 広島県呉市広古新開5-1-1
� 広島国際大学　呉学務課宛
� TEL（0823）73-8351

（５）注意事項
①電話・FAXでの請求は、受け付けておりません。
②上表発行日数に郵送日数は、含まれておりません。
③�上表発行手数料は、改定されることがありますので、予め電話で
確認のうえご請求ください。
④�その他ご不明な点は、教務課（東広島キャンパス）または呉学務
課（呉キャンパス）までお問い合わせください。

表 紙 紹 介 【前列：左から】
保健医療学部臨床工学科4年（卒業）

竹
タケ

内
ウチ

�佳
カ

奈
ナ
さん

檜
ヒ

垣
ガキ

�磨
マ

理
リ

子
コ
さん

【後列：左から】
医療福祉学部医療福祉学科4年（卒業）

美
ミ

川
カワ

�翔
ショウ
さん

森
モリ

本
モト

�浩
ヒロ

夫
オ
さん

萬
マン

行
ギョウ

�裕
ヒロ

紀
キ
さん

衣装協力

学　　　科 場　　　　　所 開催時間
診療放射線学科 リーガロイヤルホテル広島 18：00
臨 床 工 学 科 グランドプリンスホテル広島 18：00
理学療法学科 リーガロイヤルホテル広島 18：00
医療福祉学科 オリエンタルホテル広島 18：30
医療経営学科 シェラトンホテル広島 17：30
臨床心理学科 ANAクラウンプラザホテル広島 18：00

コミュニケーション学科 広島アンデルセン 18：00
感性デザイン学科 シェラトンホテル広島 18：00
建　築　学　科

グランドプリンスホテル広島 18：00
住環境デザイン学科
情報通信学科

機械ロボティクス学科
看　護　学　科 オリエンタルホテル広島 18：30
薬　　学　　科 クレイトンベイホテル 18：30
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