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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、ひとと共に歩み、こころに届く医療を実践する専門職業人を育成し、加えて
あらゆるひとの健康と幸福に資する研究を推進する。もって広く社会に貢献する。

本学における教育は、命の尊厳と豊かな人間性を基本理念とする。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修得を進めるとともに、健康、医療、福祉の分野におい
て活躍しうる職業人を育成する。

◆建学の精神

◆大学の目的

◆教育の理念



医療福祉学部医療福祉学科の加賀谷です。2013年４月より学生部長に任命されました。よろしく�
お願いします。
新入生のみなさん、入学おめでとうございます。また、在校生のみなさんも新たな気持ちで新年度を
迎えていることと思います。新入生のみなさんは大学生になった今、何をやりたいと思っていますか。
勉強はもちろんですが、「クラブを頑張りたい」、「友達をたくさん作りたい」、「一人暮らしで自立した
い」、「アルバイトをして社会経験を積みたい」など、夢や希望に満ち溢れていることでしょう。在校生
のみなさんも、「今年度は新しいことにチャレンジしよう」と考えているかもしれませんね。
夢や希望に向かって何らかの行動を起こすこと、それはみなさんの成長につながることです。一方で、
学生生活の様々な場面で不安を感じることもあるでしょうが、その不安を解消することもみなさんの成
長の糧になります。
学生部には学生課、呉学生課、保健室などがあり、みなさんの活動や心身の成長に役立つ多くのプロ
グラムを企画しています。学生のみなさん、ぜひ学生部の各部門の窓口に足を運んで、いろいろ相談し
てください。学生部の職員が一丸となってみなさんの成長を支援します。

学生のみなさんの成長をサポートします！

学生部長
加賀谷　有行

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
大きな夢と希望を持ち、この広島国際大学で学生生活をスタートさせる新入生のみなさんを教職員一同、
心から歓迎いたします。
本学は、2013年に開学15周年を迎え、新たに７つの専攻が誕生し、医療系総合大学としての一歩を
踏み出すこととなりました。大きな教育改革として、2013年度から専門職連携教育（IPE）を導入し、「健
康・医療・福祉に関わる分野の専門職の仕事についての理解を深め、専門職が連携するチーム医療」を考
える機会を設けるとともに、新たな学生支援組織として、ボランティアセンター、障がい学生支援室およ
び総合教育センターなどを設置し、これまで以上にきめ細やかな学生支援と教育サポートを行う体制を�
整えました。
さらにキャリア教育の一環として、就業力育成システムを全学に導入し、低年次から就職への高い意識
を養い、働くことの意義や重要性を考えてもらう教育を始めています。

さて、新入生のみなさんは、新たに大学生活がはじまり、不安もあると思いますが、そんな時は、学生で組織するピアサポーターや教
職員に相談してください。必ず、みなさんの支援者として、大学生活をサポートしてくれるでしょう。まずは大学生活に慣れ、失敗を恐
れず何事にもチャレンジしてください。そして数多くの経験を通して、自分の成長に結びつける努力をしていただきたいと思います。
この広島国際大学で、大きな夢の実現に向けて、実りある学生生活を送られることを心から願っています。

保健医療学部へのご入学おめでとうござ
います。みなさんは、いのちの尊厳を重ん
じて豊かな人間性を求め、診療放射線技師、
臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士
をめざして勉強することになります。また、
最先端医療に対応できる医療人として必要
な教養、基礎力、実践力、問題解決能力を
身につけなければなりません。そして、臨
床現場において常にいのちのそばにいるこ
とを思い、病む人の気持ちが分かる医療人
になることを期待しています。熊谷　孝三

保健医療学部長

　総合リハビリテーション学部へのご入
学おめでとうございます。本学部での学
修目的は高齢者や障がいのある方一人ひ
とりの問題を見つけ、その解決能力を培
うことです。そのためには専門的な言葉
や内容に出会う必要があり非常な戸惑を
感じるでしょう。そのような環境にある
みなさんの理解を助けることに、教員一
同は工夫や努力を惜しみません。みなさ
んが孤立せずに楽しい学生生活を過ごせ
るよう、家族・友人そして教職員が見守っ
ています。ともに頑張りましょう。南山　求

総合リハビリ
テーション学部長

医療福祉学部へのご入学、おめでとう
ございます。これからの４年間、みなさ
ん一人ひとりの“福祉”を高めるために、
専門の勉強はもちろんですが、ゼミ活動、
ボランティア活動、アルバイトなど、様々
なことに積極的にチャレンジしてみてく
ださい。決して楽なことではありません
が、それらの経験は“福祉”に携わる上
で不可欠なあなたの“力（Power）”を
強めるとともに、あなたが持っている“温
かさ（Hospitality）”を芽吹かせてく
れるはずです。

吉川　真
医療福祉学部長

～実りある学生生活を～

学  長
秋山　實利

学部長
メッセージ
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②�『GPA（Grade�Point�Average）』制度とは、授業科目ごとの成績評価を成績ごとに、表１のGP（Grade�Point）に従ってポイント化し、
以下の計算式によって算出した単位あたりの平均ポイント（GPA）により成績管理等の基準として用いる制度です。
　GPAは、自分自身の学内での成績を客観的に判断する指標や、履修申請や学修計画をたてる際の判断基準として活用できます。

4×Sの単位数＋3×Aの単位数＋2×Bの単位数＋1×Cの単位数＋0×Dの単位数＋0×Eの単位数
履修登録科目の総単位数（成績が「＊」の科目の単位数も含む）GPA＝

③�『キャップ（CAP）』制とは、単位の過剰登録を防ぐため、１学期間に履修科目登録できる単位の上限を設ける制度です。履修申請した�
科目をすべて受講し、成績評価を受けるための十分な学修時間を確保することが目的です。

森本  修充
心理科学部長

みなさん、ご入学おめでとうございます。
新しい季節が始まりますね。教員、職員とも
ども新たな気持ちでみなさんをお待ちしてい
ました。これから新しいこと、新しい人との
出会いの中で、みなさんは多くのことを学び
経験していくことになります。心理科学部で
は、社会で「生きる」知識としての心理、コ
ミュニケーションを学びます。自己を知り、
他者を知り、自他の関係や置かれている状況
を理解し、適切な判断と決定を行い、希望を
持つための心理とコミュニケーションです。
まったく「新しい」始まりです。

宇田 　淳
医療経営学部長

新入生のみなさん、ご入学おめでとうござ
います。今は、きっと医療経営学部において
学んでいくことに、大きな期待を抱いている
ことでしょう。困窮する医療を支える優秀な
マネジメント人材として、自ら考え、判断し、
行動することができるよう、自己を磨いて
いってほしいと思います。教員一同は、現場
重視の実践的な指導および教育と学生生活を
サポートします。今後の４年間で、どれだけ
成長するか、教職員一同、楽しみにしてい
ます。

ご入学おめでとうございます。教職員一同、
みなさんを心から歓迎いたします。
大学では、専門分野の知識に偏らず、幅広
い教養とコミュニケーション能力を身につけ
てください。友人や教職員との触れ合い、課
外活動、ボランティア活動、アルバイトなど
のさまざまな経験は、すべて人生の糧になる
ことでしょう。
「光陰矢の如し」ということわざのように、
４年間はあっという間です。今日のこの気持
ちを忘れずに頑張ってください。島谷  智彦

看護学部長

　新入生のみなさん、ご入学おめでとうござい
ます。
　薬学部６年制も定着し、薬剤師に寄せられる
社会の期待も大きくなってきました。みなさ
んには６年間多いに勉学に励んで専門的知識
を深めて頂くことを期待しておりますが、幅広
い教養を身に付けて人間的にも大きくなって
頂きたいと思います。サークル活動やボラン
ティア活動を通して、多くの仲間と交流するこ
とも大切なことです。１０年目を迎えた本薬
学部の伝統を共に築いていきましょう。宇根  瑞穂

薬学部長

『専門職連携教育（IPE:Interprofessional Education）』がスタート！

表1【2013年度入学生から適用します】
合否基準 評価 評価基準 GP

合　格

Ｓ 100～ 90点 ４
Ａ 89～ 80点 ３
Ｂ 79～ 70点 ２
Ｃ 69～ 60点 １

不合格
Ｄ 59～30点 ０
Ｅ 29～���0点 ０
＊ 評価不能 －

表2【2012年度以前入学生は変更ありません】
合否基準 評価 評価基準

合　格
５ 100～ 80点
４ 79～ 70点
３ 69～ 60点

不合格
２ 59～30点
１ 29～���0点
＊ 評価不能

表紙イラスト

 川崎 亜衣さん
（感性デザイン学科４年次）

①�『成績評価基準』の変更に伴い、成績評価は「５・４・３・２・１」から「Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ」になります。

「専門職連携教育」とは、健康・医療・福祉分野の専門職者が連携およびケアの質を改善するために、同じ場所で
共に学び、お互いから学び合いながら、お互いのことを学ぶこと。チーム医療に欠かせないスキルを向上させます。

東広島キャンパス（１号館２階）を拠点に、呉キャンパスと広島キャンパスにも総合教育センターが開設されます！
英語が得意で海外留学を考えている方、あるいは英語が苦手という方も、ぜひ、総合教育センターをご活用ください。
また、これまでリメディアル学習支援室を利用されていた方も、引き続き総合教育センターをご利用ください。

健康・医療・福祉分野で相互に連携できるプロフェッショナルの輩出

2013年度入学生から『成績評価基準』が変わります。
これに伴い、 GPA制度およびキャップ（CAP）制を導入します！
（注：2013年度入学生から適用、2012年度以前入学生は変更ありません）

▼

『総合教育センター』が開設されます！

Step1  他職種理解「専門職の仕事を理解する」
Step2  チーム医療の理解「チーム医療の定義や知識を学ぶ」
Step3  コミュニケーション「専門的な用語を用いたコミュニケーション」
Step4  専門職連携演習「サービス利用者のケアについて議論する」
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学長

秋山　實利

保健医療学部長

熊谷　孝三

総合リハビリテーション学部長
医療・福祉科学研究科長

南山　求

医療福祉学部長

吉川　真

医療経営学部長

宇田　淳

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

看護学部長　　
看護学研究科長
島谷　智彦

薬学部長　　　
薬学研究科長　
医療薬学専攻長
宇根　瑞穂

診療放射線学科長

清水　壽一郎

医療技術学科長
教務部長　　　
焼廣　益秀

リハビリテーション学科長

山岡　薫

リハビリテーション支援学科長

佐々木　久登

医療福祉学科長　
医療福祉学専攻長
矢原　隆行

医療経営学科長

笹川　紀夫

臨床心理学科長　
臨床心理学専攻長

岩田　昇

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
小野寺　孝義

感性デザイン学教育研究室長
感性デザイン学専攻長　　　

西野　達夫

住環境デザイン学科長
建築・環境学専攻長　

坂本　淳二

情報通信学科長　
情報通信学専攻長
寺重　隆視

看護学科長　
看護学専攻長
秋山　智

薬学科長

堀　隆光

医療工学専攻長

笛吹　修治

医療経営学専攻長　
地域連携センター長

佐能　孝

実践臨床心理学専攻長
心理臨床センター長　

海塚　敏郎

助産学専攻科長

山崎　登志子

学生部長

加賀谷　有行

学長室長

中神　剛

入試センター長

後藤　寛

図書館長

近藤　裕子

キャリアセンター長

宮中　英司

総合教育センター長

村上　照夫

研究支援センター長

今村　信昭

情報センター長

齋　礼

保健室長

速水　啓介

国際交流センター長

浅沼　潤

教職主任

内田　信正

学長付
客員教授

生島　ヒロシ

医療技術学科
客員教授

江戸　修一

医療技術学科
客員教授

工西　利治

2013年度
役職教員等

紹 介

新任教員
紹 介
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第２回学長表彰　2012 年 12 月 21 日（金）開催
賞 受賞者・受賞団体 表彰理由

学芸賞 三輪　幸喜　【感性デザイン学科 ４年次】 2012年度広島平和ポスター展学生コンペティショングランプリ　受賞

課外活動賞

弓道部 第60回全日本学生弓道選手権大会男子団体戦　出場

剣道部
第66回関西薬学生連盟剣道大会女子団体戦　第３位
第59回中四国学生剣道優勝大会男子団体戦　第３位
第60回全日本学生剣道優勝大会　出場

岡崎　光恭
【総合リハビリテーション学科 １年次】

第88回日本学生選手権水泳競技大会　出場

FINA競泳ワールドカップ東京2012 男子個人50mバタフライ　出場
井上　和哉〈弓道部〉【臨床心理学科 ３年次】 第６０回全日本学生弓道選手権大会男子個人戦　出場

第３回学長表彰　2013 年２月 20 日（水）開催
賞 受賞者・受賞団体 表彰理由

学芸賞

中村　直樹
【心理科学研究科感性デザイン学専攻 １年次】 ①2012年度キャンパスベンチャーグランプリ中国ビジネス部門　最優秀賞　受賞

②2012年度キャンパスベンチャーグランプリ全国大会　出場中川　和明　【感性デザイン学科 ３年次】
新多　遼平　【感性デザイン学科 ３年次】
松坂　美貴　【医療経営学科 ３年次】 学生ケータイあわ～ど2012　アイディア部門　優秀賞　受賞

課外活動賞 柔道部 平成24年度第57回広島県学生柔道大会男子団体戦の部　優勝
※年次は2013年３月末現在。

2 0 1 2 年 度 学  長  表  彰

医療技術学科
教授

安田　康晴

医療技術学科
准教授

諌山　憲司

医療技術学科
准教授

竹井　豊

リハビリテーション学科
教授

國末　和也

リハビリテーション学科
講師

津島　靖子

リハビリテーション学科
講師

叢　麗

リハビリテーション学科
特任助教

平澤　玲

リハビリテーション学科
特任助教

内田　茂博

リハビリテーション支援学科
教授

茂木　定之

リハビリテーション支援学科
准教授

本窪　義親

リハビリテーション支援学科
講師

山田　哲生

リハビリテーション支援学科
特任准教授

谷ロ　公友

医療福祉学科
准教授

岡本　晴美

医療福祉学科
特任講師

北本　明日香

医療経営学科
客員教授

長澤　哲夫

医療経営学科
客員教授

久保田　秀男

医療経営学科
特任准教授
田村　潤

臨床心理学科
特任助教

大島　聖美

住環境デザイン学科
客員教授

藤谷　義信

情報通信学科
客員教授

大串　哲朗

看護学科
客員教授

河野　保子

看護学科
特任助手

佐藤　綾野

看護学科
特任助手

萬田　智子

薬学科
准教授

竹田　修三

薬学科
特任助教

小田　啓祐

薬学科
特任助教

猿渡　辰郎

実践臨床心理学専攻
准教授

小畠　啓子
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『広島国際大学チャレンジプロジェクト』がスタートします‼

海外研修プログラム参加者の募集について

国際交流センターでは、全学部生・大学院生を対象に夏期休業期間を利用した海外研修プログ
ラムを実施しています。詳しくは、国際交流センター、呉教務課、医療経営学部事務室の窓口ま
でお尋ねください。

募集プログラム
◦海外語学研修（韓国・大田大学校）
◦海外語学研修（アメリカ・ベルビュー大学）
◦海外ボランティア研修（カンボジア）
◦海外研修スタートアップ（アメリカ・シアトル）
◦学生短期海外研修（支援給付上限30万円）
　�詳しくは「留学のススメ」をご覧ください。

応募について
◦締　　切　５月10日（金）
◦応募方法　�国際交流センター、呉教務課、
　　　　　　医療経営学部事務室に申請書類
　　　　　　を提出。

　みなさんは「大学時代にチャレンジしてみたいこと」はありますか？
　これまでの学生支援プログラム（SSP・クローバー・金曜ゆめプログラム）が、
今春から「広島国際大学チャレンジプロジェクト」として大きくリニューアル
し、より自由度が高く利用しやすいシステムに変わりました！
　学生のみなさんが充実した大学生活を送るために、大学時代に「やってみた
いこと」をカタチにするために本学が資金面でバックアップします！
　興味のある方は、奮って応募してください！
※エントリーシートは、ホームページからダウンロードできます。

理 念
本学園の建学の精神に基づき、人のため、社会のため、地域のため、学生自らがプロジェクトを企画・立案し、その
実現を果たすために、失敗を恐れずチャレンジすることで、社会人基礎力にある「前に踏み出す力」、「考え抜く
力」、「チームで働く力」の向上を目指します。

内 容

①イベント実施型プロジェクト（※１週間～１カ月程度の短期間の取り組み）
【例えば…「陶芸教室」、「フラワーアレンジメント教室」、「映画鑑賞会」、「小学生サッカー教室」、「こども
音楽教室」など学内外活性化につながるもの】

②地域課題解決型プロジェクト（※１カ月～半年程度の中・長期間の取り組み）
【例えば…「まち創り」や「まちおこし」「小児ボランティア」などの地域課題解決や地域活性化に取り組むもの】

奨 励 金
（１企画上限） 上限：50万円まで

※10万円以上のプロジェクトについては、申請時に別途相談します。
※�１件につき、原則50万円までとしますが、プログラム内容を精査した結果、�
妥当性があれば、50万円を超えて支給する場合もあります。

認 定 指 針

①プロジェクト実施により、自己成長につながる企画
②社会・地域の人々との協働を行う企画
③国際的な視野に立って社会貢献に取り組む企画
④キャンパスライフをより楽しく、大学をより活性化させる企画
⑤学部・学科・学年の枠を越え協働して取り組む企画
※①～⑤の認定指針のうち、２つ以上を満たす企画とします。

手続き方法

①興味がある方は、各キャンパス申請相談窓口までお気軽にご相談ください。
②窓口で相談後、プロジェクト内容および予算計画などをエントリーシートに記入して提出してください。
③�学内で審査を行い、問題がなければプロジェクトが認定されます。
　認定後、本格的にプロジェクトがスタートします。

申請相談窓口 学生課（東広島キャンパス）、呉学生課（呉キャンパス）、医療経営学部事務室（広島キャンパス）

国際交流センターでは、学生国際交流委員を募集中！
 活動内容は、国際交流イベントの企画・運営などなど…個人に限らず、課外活動団体の協力もお待ち
しています。興味のある方は国際交流センター（東広島キャンパス２号館２階または i-center@ofc.
hirokoku-u.ac.jp）まで、お気軽にお問い合わせください。

New!!
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Start Dash
スタートダッシュ2013開催!!

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2013」に参加しましょう！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‼

１．全クラブ団体が参加するの
で、自分に合ったクラブと出
会えます。

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 度に多くの人と出会えるの
で新しい友人ができるかも？

スタートダッシュ
2013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（火）・17日（水）・18日（木）
場所：講堂 18：30～
呉キャンパス

４月23日（火）・24日（水）
場所：メディアホール（１号館７階） 18：10～

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、
体育会本部と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て、さわやかな汗を流しませんか？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
生のみなさんも奮って参加してください。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。

『交歓レクリエーション大会』に参加しよう！

クラブに興味がある人も、そうでない人も！ クラブのことがわかる！ 知りたいことがわかる！

スポーツの祭典広国大
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学内ボランティアスタッフを大募集中！
現在、以下の学内各部署で学生ボランティアスタッフを募集しています‼学内ボランティアは気軽に始められるボランティアです。
この春、何かにチャレンジしてみたい人、みんなで一緒に取り組んでみたい人は是非チャレンジしてみては？興味のある方は各担当部署窓口まで！

分　野 ボランティア名 担当部署 登録学生数 概　要 活動内容・実績例

学生支援
ボランティア ピアサポーター

◦ボランティアセンター
（東広島キャンパス２号館２階）
◦呉学生課
（呉キャンパス１号館１階）
◦医療経営学部事務室
（広島キャンパス１階）

合　計　45名
東広島：14名
　呉　：24名
広　島： 7名

学生生活や履修申請方法等を支援する。 学期始めに疑問や不安を抱える学生の�
相談役として支援する。

障がい学生支援
ボランティア

障がい学生支援
スタッフ

障がい学生支援室
（東広島キャンパス２号館２階） 東広島：12名 授業の中で障がい学生の修学機会を�

保障する。
障がい学生への授業支援（ノートテイ
ク、パソコンテイク等）を実施。

広報ボランティア 学生広報スタッフ 企画課
（東広島キャンパス１号館７階）

合　計　18名
東広島：15名
　呉　： 3名

大学の行事やニュースを学生がレポー
ト、情報収集して学内外に向けてホーム�
ページ等で情報発信する。

大学の行事やニュースを取材し、記事に
して大学ホームページ内のブログを通
じて情報発信する。

国際交流支援
ボランティア 学生国際交流委員 国際交流センター

（東広島キャンパス２号館２階）

合　計��　8名
東広島：� �４名
　呉　：���２名
広　島：���２名

外国人留学生と日本人学生が交流する
“場”と“機会”をつくり、お互いの考え
や意見交換、協力しあう環境を作る。

イベントの企画や実施・協力等
　・新入生歓迎会
　・日本文化体験会
　・国際交流研究報告・送別会等

キャリア支援
ボランティア キャリアサポーター キャリアセンター

（東広島キャンパス２号館２階）

合　計　40名
東広島：23名
　呉　：17名

就職活動に対する早期からの意識醸成
および就職活動を見据えた就活スキル
の向上を目指す。

HIUキャリアフェア及び学内合同企業�
説明会への参加・運営等。

キャンパス案内
ボランティア

キャンパス
ガイドスタッフ

学生課
（東広島キャンパス２号館２階）

東広島：13名 来学者に対して所属キャンパスを案内
する。

東広島キャンパス大学祭時に希望者に�
対してキャンパス内を案内した。

学内行事
司会ボランティア 学生司会スタッフ

合　計　36名
東広島：32名
　呉　：���１名
広　島：���３名

学内行事の際に学生が司会を務め、�
プレゼンテーション能力を鍛える。

後援会主催の教育懇談会において学生
が司会を担当している。

防犯ボランティア 防犯パトロール 呉学生課
（呉キャンパス１号館１階） 　呉　：85名 キャンパス内･外の防犯パトロール 毎月１回、広警察署と連携しキャンパス

周辺をパトロールしている。

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18日（月）～19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、体育会本部と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60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、住環境
デザイン学科の西来路先生を講師に迎えて「リーダーの心得」と題した講演が
行われ、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・キャンパス間を越えた交流を�
深めました。
２日目は、午前中に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署の方々を講師に招
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。
今回のキャンプから学んだことを、各参加者は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。

リーダーズキャンプを開催しました!!
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2012年４月、広島国際大学の学生と教職員による「ひろしま未来
の育MENプロジェクト」が始動しました。
本プロジェクトは育MENが先進県である広島県ならではの活動であ

り、男女共同参画の視点から、子育てについて学生らしい意見を交換
しあい、学生自身が未来の育MENを目指すために立ち上げたものです。
2012年度は実際に育児をされている「育メンパパ」への取材や、
学生対象に育児に対する意識調査を行い、呉地域において「育MEN�
写真館」と題したパネル展示を行いました。
また、本プロジェクトは平成24年度呉地域オープンカレッジネッ

トワーク会議地域活性化研究助成による助成金によって活動してい
るため、先日３月６日（水）には、研究報告会に参加し、活動結果を�
報告しました。
この活動は今年２月17日（日）に広島県の育メン休暇を応援する
番組、TSS「ひろしま満点パパ」で「若い世代が学ぶ育メン休暇!」と
して取り上げていただきました。現在もHP（http://www.tss-tv.
co.jp/manten_papa/）でこの放送を見ることができます。機会が�
ありましたらバックナンバー19をご覧になってください。

2013年４月からは、本プロジェクトも２年目を迎え、学生を対象
とした婚学や育児に興味を持てるような体験型イベントを計画してい
こうと考えています。学びを深めるだけでなく、メンバー同士が仲良
くなれるような楽しい活動を計画しています。
みなさん、私たちと一緒に「未来の育MEN」を目指しませんか？
興味がありましたら下記メールアドレス宛てにメッセージをおよせ

ください。みなさんの参加、お待ちしています！

２月20日（水）に東広島・呉・広島キャンパス合同で県人会合同懇親会を
東広島キャンパスで開催しました。懇親会には、学生・教職員88名が参加し、
同県出身者や他県出身者との交流を深めました。懇親会中に、各県民だから
こそ感じる「あるある」な話を各県ごとに聞いて回ると、「広島県民の『たわん』
という言葉の意味が初め分からず、戸惑った。」「愛知県民は、机を運ぶことを
『机を釣る』と言う。」「沖縄県民は『ヘチマを食べる』ので、ヘチマを他県の人
がタワシとしか見ないことに驚いた。」等といった、各県民それぞれの話を聞く
ことができ、会場は大いに盛り上がりました。
現在、発足している県人会は23団体ですが、新しく県人会を設立したい方は、

学生課、呉学生課、医療経営学部事務室までお越しください。

県人会合同懇親会を開催しました！

2012年度 SSPプログラム認定企画「最終報告会」開催しました！
　３月12日（火）、東広島キャンパスにて、
2012年度�SSPプログラム認定企画「最終報告
会」開催しました !この「SSPプログラム」は学
生が地域の方と一緒に活動し、地域の問題解決を
行う等に対して大学が資金面等でバックアップを
行う本学独自の制度です。今年度は13団体（東
広島キャンパス９団体、呉キャンパス４団体）が
参加し、この１年間の集大成として活動成果を発
表し、活気溢れる報告会となりました。

　また、優秀な活動に贈られる「2012年度SSPプログラム大賞」については、審査の結果、「障がい児・者対象のマルチメディアDAISY
英語教科書製作と英語学習支援プロジェクト（代表者 :心理科学研究科 大西�毅さん）」と「呉市との連携による読み語り隊プロジェクト（代表者 :
看護学科 柴崎�光彦さん）」が選ばれ、賞状と副賞が授与されました。
　なお、SSPプログラムは2013年度より「広島国際大学チャレンジプロジェクト」（P6参照）という新名称で内容もパワーアップします！
受付や相談は学生課、呉学生課、医療経営学部事務室で行っておりますので、奮ってチャレンジしてください。

一緒に学ぼう「未来の育MEN」プロジェクト！

ひろしま未来の育MENプロジェクト
メールアドレス：ikumen_naritai@yahoo.co.jp
①名前　②所属学部　③メールアドレス を記入してください。
「ひろしま未来の育MENプロジェクト」　
学生実行委員長　�井手上�千春（看護学科�2年次）
実 行 委 員 長　�梅田　�弘子（看護学科�講師）
HP・Facebook:「ひろしま未来の育MENプロジェクト」で検索
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広島キャンパス15階の食堂名称は『幟
のぼり

町
ちょう

カフェ』に決定！
2013年４月１日、広島キャンパス15階に食堂がオープンします。今回その名称が『幟町カ
フェ』に決定しました！昨年、学生から名称を公募し、49件の応募がありました。今回決まっ
た『幟町カフェ』という名称を提案したのは、檜山美希さん（心理科学研究科実践臨床心理学専攻）。
広島キャンパスのある「幟町」で、学生や一般の方などたくさんの方が気軽に利用できるような
スペースにしたい、という思いからこの名称を名付けたそうです。
『幟町カフェ』では、広島市内を眺望しながら、自慢の定食、どんぶりなどのメニューのほか、
焼きたてパン、デザートなどがリーズナブルな値段で楽しむことができます。東広島・呉キャン
パスの方も近くに来られた際は、ぜひお越しください。

東広島市
学生消防団員募集！

障がい学生支援室を
新設‼
　2013年４月、障害を持つ学生の方
がその障害により学ぶ機会の平等性が損
なわれないよう、修学支援を希望する学
生の方に対して支援を行う障がい学生支
援室を新設します。また、障がい学生を
サポートする支援学生を募集し、ノート
テイク養成講座等の講習会を行います。
詳細について聞きたい方は、各キャンパ
ス窓口までお越しください。

問い合わせ窓口
　【東広島キャンパス】
　　　障がい学生支援室（２号館２階）
　【呉 キ ャ ン パ ス】
　　　呉学生課（１号館１階）
　【広島キャンパス】
　　　医療経営学部事務室（１階）

　「地域の力になりたい」「災害に備えて
知識を得たい」などと思っているあなた！
公務員を目指す方は、まず、学生消防団員
として、活躍してみませんか？学生消防団
員に興味のある方は、学生課（東広島キャ
ンパス２号館２階）までお越しください。

【災害時の活動】�
消火活動
救助・救出活動
防災活動
避難誘導

【平常時の活動】�
防火啓発活動
高齢者住宅の訪問
消火・防災訓練
応急手当の指導

みんなに朗報！「ピアサポーター制度」が本格始動します！
　2013年４月から、「学生ピアサポーター制度」が本格始動します！この制度は、学生が同じ立場の学生を支援するものであり、新入生や
在学生のみなさんが抱える「大学生活」や「授業や単位取得」、「進路や就職活動」等についての、ちょっとした質問や疑問に対し、学生ピアサポー
ターが自分の経験をもとにアドバイスを行うなど、学部・学科を越えて学生同士が相互に助け合う制度です。以下の日程でピアサポートを�
行いますので、お気軽に相談に来てください！

≪お知らせ≫
　�現在、ピアサポートボランティアを大募集！興味のある人は学生課、呉学生課、医療経営学部事務室まで！

≪実施予定日・場所≫
【東広島キャンパス】
場所：コミュニティールーム（２号館２階）
〔前期〕�� 2013年�４月��８日（月）～���４月20日（土）
� � ５月13日（月） ～���５月15日（水）
� � ５月22日（水）～���５月24日（金）
〔後期〕�2013年�９月30日（月）～10月���４日（金）

【呉キャンパス・広島キャンパス】
〔 呉 〕場所：談話室（２号館１階）、コミュニティールーム（６号館６階）
〔広島〕場所：幟町カフェ（14階）
〔前期〕�2013年�４月��８日（月）～���４月20日（土）
〔後期〕�2013年�９月30日（月）～ 10月���４日（金）

大学生ボランティアチーム「ワクワク学び隊」
の実戦交流会に参加しました！
　広島県教育委員会が主催し、学習・スポーツ・文化・
芸術活動を通して、地域の子どもや住民と交流を図
ることを目的とした大学生ボランティアチーム「ワ
クワク学び隊」に本学の課外活動団体も参加してい
ます。１年間の活動の総決算として、２月27日（水）
広島県庁にて『活動成果報告会』が開催され、本学か
らは３団体（ヒューマンハーモニックス部、芸術部、
呉カラクリ倶楽部）が出席し、各課外活動団体による
活動説明や質疑応答が活発に行われました！課外活
動に参加するみなさんも「ワクワク学び隊」の活動に
参加してみませんか？興味ある方は「広島県立生涯
学習センター」のホームページをご確認ください。

ボランティアセンターも新設‼

　2013 年４月、ボランティア活動を推進し、ボランティア精神を醸成することを目的に、
ボランティアセンターを新設します。ここでは、学内外のボランティア活動の情報収集、学生の
みなさんへの情報提供および紹介、ボランティア活動に参加する学生のみなさんへの助言と支援
を行います。ボランティアに参加することで、「感謝される喜び」「達成感」「人とのつながりが
広がる」などの経験をすることができるでしょう。ボランティア活動に興味のある方は、各キャ
ンパス窓口までお越しください。

問い合わせ窓口
　【東広島キャンパス】ボランティアセンター（２号館２階）
　【呉 キ ャ ン パ ス】呉学生課（１号館１階）
　【広島キャンパス】医療経営学部事務室（１階）
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★みなさん、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
かり治療をうけた学生さんもいます。2013年度の定期健康診断の日程は、掲示でお知らせしています。
　また、健診をうけていない方は、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。

2013年度定期健康診断のお知らせ ★留意事項
　 当日受診しなかった方は、外部
受診用の健康診断個人票を保健
室で受け取り、最寄りの医療機
関で受診し４月19日（金）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。

東広島キャンパス

呉キャンパス 広島キャンパス

調理教室の１コマ

“こころ“と体に関する健康教室を保健室・学生相談室・学生部の共
催で学生を対象に毎年開催しています。2012年度は、「自分のこころ
と体を知ろう」「ストレスや緊張を和らげる方法」「睡眠について」「食
生活に大切なこと」「調理教室」「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。2013年度もい
ろいろな内容で健康教室を企画予定しています。内容や詳細は随時掲示
でお知らせしますので、ぜひ、参加してください。

「こころと体の健康教室」について

１月27日（日）に中黒瀬小学校で行われた、『とんど』作りのボランティアに、ボランティア部と大学祭実行委
員会の８人が参加しました。参加したボランティア部部長の大濱 忠人さん（臨床心理学科３年次）は、「小学生や
地域の方と交流を図ることができ、とても楽しかった。自分たちが手伝った『とんど』が完成し、完成した感動を
参加者全員で味わうことができた。来年も、ぜひ参加したい。」と感想を聞かせてくれました。
このような地域でのボランティア活動が他にも沢山あります。ボランティアを始めたい方や興味のある方は、�
ボランティアセンターの掲示板に掲載されていますので、ぜひ、参加してください。

『とんど』作りボランティアに参加しました‼

CAMPUS掲示板
学内ポータルサイトについて 図書館の利用説明会について

大学のパンフレットや入学案内（願書）について
　新入生のみなさん、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】　東広島キャンパス２号館４階
　　　　　　　　 0120-55-1659
　　　　　　　　e-mail：nyushi@ofc.hirokoku-u.ac.jp

　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。
休補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。

図書館を有効に利用していただくため、図書館利用説明会の申し
込みを開館時間中随時受付しております。簡単な蔵書検索方法か
らレポート、論文作成のための文献や電子的資料活用方法まで出
来る限りご要望に応じて説明いたします。個人でもグループでも結
構ですので、各キャンパス図書館へお気軽にお申し込みください。
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CAMPUS掲示板

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

広島国際大学
提携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（ただし、給付額は年間授業料の３％を
上限とします）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。

＜広島国際大学提携教育ローン金利助成奨学金に関するお問合せ先＞
　●学生課（東広島キャンパス2号館2階）

TEL（0823）70-4536
　●呉学生課（呉キャンパス1号館1階）

TEL（0823）73-8351
　●医療経営学部事務室（広島キャンパス1階）

TEL（082）211-5101

●2013年度前期分の学費納入期限は、4月22日（月）です。
※ 2013年4月に入学された方は入学手続時に2013年度前期分学費を

納入済のため上記納入期限は関係ありません。
　学費等振込依頼票は、学費支弁者宛に送付します。4月8日（月）
になっても届かない場合は、会計課へお問合せください。

● 学費等振込依頼票は4月上旬に「全期・前期・後期」分をまと
めて送付します。
　前期分および後期分を分けて納入される方は、後期分学費納
入時まで大切に保管してください。

＜学費納入に関するお問合せ先＞
　学長室 会計課（東広島キャンパス1号館７階）
 TEL（0823）70-4676

前期分学費の納入について

　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。

広島国際大学提携教育ローンについて

指定金融機関 広島銀行 オリエントコーポレーション ジャックス

ローン名 広島国際大学教育ローン 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）

お 問 い
合わせ先

〈ひろぎん〉ダイレクト
マーケティングセンター 学費サポートデスク ジャックス・

コンシュマーテスク

0120-038-238
平　　　日　9:00 ～ 21:00
土日祝休日　9:00 ～ 17:00

0120-517-325
（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。　　　

学校用コード：13759022
申込コード：7755

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

　平成25年３月１日より、新たに６物質（「α-PVP」「JWH-
122」）等が麻薬指定されました。しかし、これらの物質は、指定
薬物に指定後も「合法ハーブ」「合法アロマリキッド」「合法パウ
ダー」等と称して流通することが懸念されています。
　麻薬に指定された物質は、製造・輸入・販売・所持・使用・譲
受け等についても禁止され、違反すると罰則が科せられます。興
味本位で違法薬物を使用せず、断る勇気を持ちましょう！

　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。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。

交通事故多発！

　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。

ツイッターやソーシャルネットワーク
（Facebook等）の適切な利用について

　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。

飲酒運転および未成年の飲酒は厳禁!!
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!!

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
④未成年には飲ませない

　年間を通して、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。
　また、ロッカー室等で不審者を見かけた場合
は、防災センターや教職員に通報してください。
※�特にトイレにサイフを忘れる事例が最も多
いので、気を付けてください。

～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！

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!!

違法ドラッグ・脱法ハーブ等は
「買わない」「使わない」「かかわらない」‼

表 紙 紹 介 東広島キャンパス
ボランティア部「つぶ」

12


