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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。
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◆大学の目的 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。

◆教育の理念 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。
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和深祭

～百花繚乱～

な ご み さい

10月18日（ 土 ）～10月19日（ 日 ）に第16回和深祭
を開催します。今年はサブテーマを「 百花繚乱 」とし、
大学祭の参加者・来場者を花に見立て、一つ一つの花
が咲き誇り、大学祭が賑わい栄え、楽しく盛り上がり
のあるものに成功してほしいという思いを込めて大学
祭を開催します。
当日の各ステージでは、有名アーティストのライブ
や、学生によるダンスや演劇、バンドやアカペラライ
ブを予定しています。また、模擬店・フリーマーケッ
トはもちろん、ビンゴ大会、カラオケ大会、献血コー
ナーの設置等も行います。ぜひ遊びに来てください！

広島

キャンパス

盛幟祭


～ Keep Smiling ～
の ぼ り さい

11月１日（ 土 ）、第３回盛幟祭を開催します。３回
目 と な る 今 年 の 大 学 祭 の サ ブ テ ー マ を「 Keep
Smiling 」とし、大学と地域の方がいっしょに楽しめ、
笑顔あふれる大学祭をめざします。
当日は、軽音ライブ、仮装コンテスト、ミス・ミス
ターコン、お化け屋敷、各種模擬店の他、健康チェッ
クなどのイベントも予定しています。また、スペシャ
ルゲストのライブも計画中！みなさん、ぜひ遊びに来
てください。
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和深祭

～ Laugh it out!! ～
な ご み さい

10月25日（ 土 ）～10月26日（ 日 ）に第13回和深祭
を開催します。今年のサブテーマ「Laugh it out!!」は、
「 笑い飛ばせ 」
「 いつまでもくよくよするな。笑い飛
ばして、それにけりをつけろ 」といった解釈で和訳さ
れることがあります。今年の大学祭は「 何があっても
笑い飛ばしながら前に前に進んでいく 」そんな気持ち
を込めています。
当日は、模擬店・フリーマーケットや屋内外各会場に
て毎年恒例の来場者参加型イベント、カラオケ大会、ス
テージでの学生によるパフォーマンス等を行う予定です。
また、市民交流行事、健康フェアも同時開催予定で
す。ぜひ遊びに来てください！
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広島国際大学チャレンジプロジェクト
「ひろしま未来の育ＭＥＮプロジェクト」が未来のパパママ講座を開催！
2012年に発足した「 ひろしま未来
の育MENプロジェクト 」は、子育て
に関する既存の社会の文化や価値観に
触れていない大学生のうちから、男女
共同参画や子育てについての考えを身
につけ、自らの力で未来の育MENを
目指して、地域・社会に発信している
プロジェクトです。
これまでも『 育児に関わる男性＝育MEN 』を写真で紹介する写真
館やキャラ弁教室など、様々な企画をとおして、啓蒙活動を行って
きました。
７月５日（ 土 ）には、広市民センターにて、呉市・呉市すこやか
子育て協会と共同で、
「 未来のパパママ講座 」を開催しました。こ
のイベントは、本学学生を対象に、ワークライフバランスを視野に
入れた人生設計を、大学生の頃から考えることの重要性を伝え、家
庭を持ち、出産・子育てをするとはどういうことなのかについて、

考えるきっかけを与えるとともに、具体的なビジョンを持つ手助け
になれば、という目的で開催されたものです。会場には26名の学
生が集まり、結婚・子育てについて、講座や実際に子育てしている
親子とのふれあい、学生同士の意見交換を通じ、理解を深めました。
リーダーの井手上千春さん（ 看護学科３年 ）は、
「 今回の講座を受
講して、学生のうちに自分の未来について考える時間があるだけで、
今の自分の生き方も変わっ
ていくのだと学びました。
多くの学生が、結婚、子育
て、さらには自身の人生に
ついて考えを深め、学びを
生かした生活を送ってくれ
ると嬉しいです 」と話して
いました。
今後も様々な取組みを実
施していく予定です。

夕涼み会を開催！
７月18日（ 金 ）、広島キャンパスにて「 夕涼み会 」を開催しま
した。この企画は、医療経営学部の学生が地域と交流し、多くの
地域の方に広島キャンパスを知ってもらうことを目的として、毎
年開催している企画で、今年で３回目となります。
当日は、子どもから大人まで約350名の地域の方が、スーパー
ボール掬いやヨーヨー釣り、射的、バルーンアート、綿菓子、か
き氷などで楽しみました。今年は、新しいイベントとして、氷柱
宝さがしとうちわデコレーションを実施し、多くの子どもの笑顔
を見ることができました。大人の方も童心に返って楽しめて良
かったとおっしゃっており、良かったです。今回ご支援いただい
た幟町小学校やPTAなど地域の方々に感謝し、引き続き地域の
方々とともに広島を盛り上げていきたいと思います。

学生寮初のイベント「素麺大会」を開催！ 幟町学区子ども会主催「幟へきん祭」に
学生寮初のイベントである「 素麺
医療経営学部の学生が協力しました！
大会 」を８月５日（ 火 ）に開催しま

した。イベント開催にあたり、学生
が教職員と共同して素麺を流す７
メートル程度の竹台を作成し、事前
に買い出しを行い、食材を相談しな
がら、準備をしてきました。しかし
当日は、あいにくの雨で素麺流しができなかったため、急遽場所を変
更し、２号館８階で「 素麺大会 」を開催し、約120人が参加しました。
参加者から「みんなで集まって食べると楽しい。素麺を流したかった。」
「 冬も何かイベントをしてほし
い。」といった声があがってい
ました。
今後も、学生寮の活性化に繋
がるイベントを一緒に企画・運
営してくれる方、こんなイベン
トをしてほしいという要望を募
集中です。興味のある方は学生
課までお越しください。
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８月23日（ 土 ）、中区にある幟町
小学校で子ども会主催の「 幟へきん
祭 」が開催され、医療経営学部の学
生は、事前の打ち合わせから参加し、
準備、模擬店の出店、片付けなどに
関わり、地域の方と一緒に祭りを盛
り上げました。
今年は、祭りの直前に広島市に大雨の被害があり、開催も危ぶまれ
ましたが、人が集まる機会に多くの募金を集め、被災地への支援にす
ることにし、開催することになりまし
た。当日販売したかき氷は、暑さのお
かげもあり、大盛況でした。また、熱
中症対策として、子どもに予防チラシ
と塩飴を配るなど、大忙しでした。
なお、売り上げはすべて子ども会に
寄付し、地域の活動に役立てていただ
きます。

後期もやります！ ピアサポーター相談会のお知らせ
先生や職員には聞きにくい、ちょっとした質問や疑問
を先輩や友達になら気軽に聞ける…そのように思ったこ
とありませんか？
学科を越えて、学生同士で支えあう
「★ピアサポーター」
に、様々な質問や疑問を聞いてみませんか？

★ピアサポーターとは？

同じ広国大の仲間として、大学生活のこと、授業のこ
と、就職のこと等、ちょっとした質問や疑問に答えてく
れる学生ボランティアのことです。特に新入生の方は、
新しい環境で不安を抱えることが多いと思います。そん
な後輩たちのために、力を発揮してくれる学生をピアサ
ポーターといいます。
※ピア…「 仲間 」という意味
サポーター…「 支援者 」という意味

ラーニング・コモンズへ

Let's Go

●ピアサポーター相談会開催日時・場所

2014 年 10 月１日（水）～ 10 月３日（金）
＜東広島キャンパス＞ 12 時 00 分～ 15 時 00 分
場 所：コミュニティールーム（２号館２階）
＜呉 キ ャ ン パ ス＞ 12 時 30 分～ 13 時 00 分
場 所：食堂（１号館１階）
＜広島キャンパス＞ 12 時 30 分～ 13 時 00 分
場 所：幟町カフェ（14 階）

※開催日程が変更となる場合がありますので、各キャンパスでご確認ください。

東広島キャンパスに、新しい学修スペースができました‼
学生同士のグループ学修、ディスカッション、プレゼンテーション等学生
のみなさんが主体的な学修を行うことができる空間です。

東広島キャンパス２号館５階の「 ラーニング・コモンズ 」には、学修するグループの人数によっ
て、自由に組み合わせが可能な可動式の机・椅子、ホワイトボード、電子黒板などが整備されて
います。みなさんの日々の学修にご利用ください。今後、呉キャンパスと広島キャンパスにおい
ても整備を計画中です。
また、ラーニング・コモンズにおいては、すべての部屋においてWi-Fi環境が整備されており、
パソコンやスマートフォンをインターネットに接続することができるため、様々なメディア・資
料を活用して能動的な学修を行うことが可能です（ Wi-Fiの接続方法は情報センターの学内専用
ページに掲載してあります。マニュアルをご参照ください ）。
http://int-www.hirokoku-u.ac.jp/gakunai/centerweb/gakunai/index.htm
●利用時間 月曜日～金曜日 9：00～18：00
土曜日
9：00～17：00（ 日曜・祝日は閉鎖 ）
※総合教育センターオープンスペース、図書館横の自習室は、月曜日～土曜日8：00～23：00までご利用い
ただけます。

●電子黒板の利用について
ラーニング・コモンズ内での使用を希望する場合は、教務課へ申請してください（ 2号館2階 ）。
●遵守事項
◦ラーニング・コモンズ内での飲食は禁止です。
◦学修目的以外で使用しないでください。
◦学修に関係のない大声での会話等の禁止（ 利用にかかるマナーを遵守してください ）。

【 お問い合わせ先 】 総合教育センター（ 東広島キャンパス1号館2階 ） 0823-70-4901

呉市内の小中学生が制作した
禁煙ポスターで禁煙啓発
7月14日（月）
～ 25 日（ 金 ）、
呉 キ ャ ン パ ス
１号館エントラ
ン ス ホ ー ル で、
子ども達が制作
した禁煙ポス
タ ー を 展 示 し、
禁煙意識の啓発
を行いました。
ポスターは、呉市が平成25年度に呉市内の小中学生を
対象に募集し、そのうちの８点を展示しました。
本学は、2013年９月27日（ 金 ）から、全キャンパス敷
地内が全面禁煙となっています。喫煙は、喫煙者本人の健
康に深刻な影響を与えるだけでなく、非喫煙者に対しても、
受動喫煙というかたちで健康へ重大な影響を与えます。
本学は、健康・医療・福祉に携わる専門職業人を育成す
る大学であるため、健康管理・指導に関して率先して取り
組む立場にあり、将
来にわたって禁煙す
ることを推進してい
ます。喫煙者の方、
そろそろ本気で禁煙
に取り組んでみませ
んか？

夜間の一人歩きに注意！

全国を問わず悪質な事件は後を絶ちません。本学キャンパス周辺でも暴行事
件の発生や不審者の報告が寄せられています。これは決して他人事ではありま
せん。夜間の外出はできるだけ避け、やむを得ず外出する場合は、一人よりは
複数人で外出するよう心掛けるなど、自衛手段を徹底してください。
また、大学としても事件等の情報を入手次第みなさんにお知らせするととも
に警察へ周辺のパトロール強化を要望するなど、学生の皆さんの安全を第一に
考えて、対策を講じていきます。
もし、不審者や不審車両を見かけたり、事件に巻き込まれた場合は、まずは、
自分の身の安全を確保し、速やかに警察（ 110番 ）や下記の各キャンパス連絡
先まで通報してください。

連絡先
【学生課】0823-70-4536
東広島キャンパス
【防災センター（夜間窓口）】0823-70-4520
呉キャンパス

【呉学生課】0823-73-8283
【呉防災センター（夜間窓口）】0823-73-8339

広島キャンパス

【医療経営学部事務室】082-211-5101
【広島防災センター（夜間窓口）
】082-511-2624

すぐにできる被害防止の工夫
○夜間の一人歩きは避け、
複数人で行動する、
または家族の迎えなどを利用する。
○歩きながらの携帯電話の使用は、危険を察知することが難しくなるので控える。
○暗くなったら、遠回りでも明るく広い道路を通り、短
い距離でも暗い道や細い道はなるべく通らないように
する。
○尾行されていないか、時々後ろをふり返る。
○防犯ブザーを手に持って歩く。
○見知らぬ人に声を掛けられても、ついて行かない。
5

「臨床工学科 業界研究会」を初開催！
４月25日（ 金 ）に、東広島キャンパスにおいて、臨床工学科４年次生、３年次生を対象に学生が
就職後のイメージを膨らませ、
希望に沿った進路選択の後押しをすることを目的に、
今年度初めて
「臨
床工学科 業界研究会 」を開催しました。
臨床工学科業界研究会には、国立病院機構、大学病院、公的病院、民間病院、検査センターや企業で、
臨床検査技師や臨床工学技士として第一線で活躍されている方々をお招きし講演いただきました。
当日は、講演を担当いただいた先生方から、それぞれの病院や企業の特徴とともに、社会で求め
られる能力や人材、将来の進路をいかにして決めるべきか、医療専門職として働く際に必要な心構
えなどについて学生に語っていただきました。
学生からは、
「 とても有意義な研究会だった 」、
「 多くの話をお伺いでき大変勉強になった 」、
「進
路についてよりイメージが明確になった 」などの感想があり、これから始まる就職活動や国家試験
に向けての勉強の意欲がより一層高まっていることが窺えました。
今回のイベントに参加した臨床工学科（ 臨床工学専攻・臨床検査学専攻 ）の学生のうち、臨床検
査学専攻の４年次生は第１期生となります。
臨床工学専攻の学生も含め、今回のイベントが学生たちの進路選択の一助となればと思っています。

講演会終了後の質疑応答

看護学部４年次生対象『 実習病院対象学内病院説明会 』を開催！
５月８日（ 木 ）、呉キャンパスにおいて看護学部４年次生を対象とした『 実習病院対
象学内病院説明会 』を開催しました。本学の看護学部生が日頃、実習でお世話になって
いる地元広島県の病院を中心に26病院にご参加いただきました。
看護学部生の就職活動がいよいよ本格化する中、参加学生はブース訪問の際、病院の
方々の説明をメモを取りながら真剣なまなざしで聴いていました。また、今回お越しい
ただいた病院の方々の中には、本学看護学部の卒業生もいらっしゃり、後輩の就職相談
に親身になってアドバイスをいただきました。参加学生たちは「 実習だけでは分からな
いことを詳しく知ることができ、就職先の視野を広げることができた。」
「 先輩の話を直
接聞くことができたので、今後の就職活動の参考になった。」
「 数病院の説明を聴くこと
で、他病院と比較することができたので今後の進路選択に活かしたい。」と感想を述べ
ていました。この催しにより学生達は進路について真剣に考える良い機会となりました。

心理科学部の学生が広島ホームテレビを企業訪問！
６月６日（ 金 ）に広島ホームテレビ本社（ 広島市中区 ）をコミュニケーションの現
場視察の一環として企業訪問しました。心理科学部コミュニケーション心理学科・
臨床心理学科の学生28名と教員４名が参加しました。
現役アナウンサーとのセミナーでは、報道する内容を取材することの大切さにつ
いて、看板番組「 地球派宣言 」制作スタッフとのセミナーではテレビという媒体を
視聴者との相互コミュニケーションツールとして捉える番組づくりのコンセプトの
大切さについて、丁寧に説明していただきました。また、学生と説明するスタッフ
の間で活発な質疑応答が行われました。さらに、情報番組「 Jステーション 」の生放
送番組収録中のスタジオ内にも招待していただきました。学生たちは、伝えるプロ
としての仕事に対する真摯な姿勢を目の当たりにする機会に恵まれ、改めてコミュ
ニケーションの奥深さを実感するとともに、感激のうちに訪問を終えることができ
ました。

「 リハビリテーション常翔会 」を開催！
６月29日（ 日 ）、リハビリテーション学科（ 旧：理学療法学科、総合リハビリテーション学科 ）の卒業生による講習会「 リハビリテーショ
ン常翔会 」が広島キャンパスにて開催されました。卒業生の一期生から五期生40名と在学生６名が参加し、アドバイザーとしてリハビリテー
ション学科の木藤伸宏准教授が招かれました。
午前の部は、卒業生による発表を行い、日常業務で遭遇した症例のうち３例が報告されました。
苦労した点や解決に至った道筋などが紹介され、お互いに有意義な意見交換の場となりました。
午後の部は、
“ 疼痛に苦しむ患者に対する問題解決法クリニカル・リーズニングの技法を用いて ”
と称し、グループワーク形式での勉強会が行われました。卒業生が症例を提示し、それぞれのグルー
プ内では症例に対する議論や意見交換が行われました。また、それらの議論に混じって卒業生が学
生にもわかりやすく説明している場面も多々みられ、学生にとっても現役の理学療法士から臨床の
話を具体的に聞ける貴重な場となりました。
講習会終了後は、懇親会が開催され、昼間のディスカッションの続きや、自分たちの将来につい
て大いに語り合いました。今後もより多くの卒業生や在学生が交流し、広島国際大学リハビリテー
ション学科の卒業生による実力集団が形成されることを願っています。
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医療福祉学部
「学内合同就職説明会」を開催！
７月５日（ 土 ）に東広島キャンパスにおいて、医療福祉学部「 学内合同就職説明会 」を開催しました。
当日は、18施設から64名の採用担当者の皆様に本学へお越しいただき、医療福祉学部３年次生～４年次
生および他学部の福祉施設への就職を希望している４年次生を対象に、各福祉施設の事業内容や取り組みに
ついてご説明いただきました。
今回お越しいただいた福祉施設では多くの卒業生が活躍されており、採用担当者として参加されている施
設も多くありました。学生からは「 先輩から話を聴くことができ施設のことを深く知ることができた 」
「 各領
域の話をしっかり聴くことができて、自分が何をすべきかが分かった 」
「 たくさんの施設の話を聴くことで進
路選択の幅が広がった」
などの感想があり、
自分たちと年齢の近い卒業生から職場の生の声も聴くことができ、
より一層就職について身近に感じた様子でした。
特に就職活動中の４年次生は、各施設の採用担当者から仕事内容や研修制度、処遇について熱心に聴き、
積極的に質問する場面も多々ありました。また、３年次生は実習でこれからお世話になる福祉施設や興味の
ある福祉施設の説明に聴き入っており、説明会終了後に施設の担当者様へ挨拶をしている姿もありました。
今回の説明会をきっかけとして就職活動に向け、それぞれの学生が卒業後のイメージを明確に持ち、自ら
が思い描いている理想の進路を選択することを期待しています。

料理教室を開催しました！
保健室では、常翔ウェルフェアの協力のもと、一人暮らしの
学生を対象に健康の基本である食事の大切さを学ぶことができ
るように、料理教室を定期的に開催しています。
今回は、５月29日（ 木 ）18：10から東広島キャンパス調
理実習室で手軽に作れる栄養バランスのよい献立を考え、実際
に調理・実食しました。
当日のメニューは、
「 エビピラフ・野菜たくさん生春巻・パ
ンプキンスープ・牛乳ゼリー 」を作り、多くの学生が参加しま
した。
参加者からは、
「 少し工夫するだけで栄養バランスのいい料
理が作れること、とても簡単だったので家でも実際に作ってみ
たい 」、
「 皆と楽しく料理ができてよかった 」という声が聞かれ
ました。
後期も、料理教室を企画いたしますので、ぜひご参加ください。

「2014 年度 広島国際大学 健康フェア」を開催しました！
７月13日（ 日 ）に、広島市内中心部に位置する地下街「 シャレオ中央広場 」で健康フェアを開催しま
した。
今年度は広島県からも後援をいただき、県民一人一人の健康増進への取り組み・健康予防について考
える一つのきっかけにしたく、
「 あなたは本当に健康ですか？～今から始める健康づくり～ 」をテーマ
として、地域の方が特に関心のある「 健康・予防 」に関する情報や様々な体験イベントを展開しました。
また、参加された方からのアンケートによると、約95％の方から役に立ったとの回答や「 学生の感
じがよく、とても親切であった 」等のコメントをいただき、非常に満足度の高いイベントとなったと同
時に、将来、医療専門職をめざす学生たちにとっては、市民の方々との交流、ふれあいを通じて、人と
共に歩み、心に届く医療を実践することができる専門職業人としての人間性を育む場にもなりました。
今年度は、昨年から引き続き東広島キャンパス大学祭〔10月19日
（日）〕での同時開催に加えて、呉キャ
ンパス大学祭〔 10月26日（ 日 ）〕においても開催しますので、ぜひご参加ください。

「2014 年度 子ども向け体験講座」を開催しました！

科学・ものづくり体験講座
（ スライムをつくってみよう ）の様子

７月～８月に東広島キャンパス・呉キャンパスにて、子ども向け体験講座（ 職業体
験、科学・ものづくり体験 ）を開催しました。
職業体験では、大学の実習室等で医療従事者の仕事を理解してもらうとともに、働
くことの厳しさや楽しさに気づき、自分らしい生き方・働き方を考えてもらうことが
狙いで、科学・ものづくり体験では、科学実験やものづくり等の面白さを体験するこ
とにより、子どもたちの豊かな心と未来への関心を育むことを目的としています。
今年度より各講座の申込みを完全WEB申込みとしたところ、延べ1,000名を超え
る方からの申込みをいただき、大好評となりました。
当日の体験講座は、教員と学生が中心となり実施し、学生にボランティアスタッフ
として働いた感想を聞いたところ、
「 子ども達に喜んでもらえて嬉しかったです！保
護者の方も楽しんでおられ、やりがいを感じました！ 」などのコメントがあり、学生
にとって、参加された子どもから大人まで幅広い方とのふれあいを通じて、人間性を
育む場となりました。
また、参加された子どもたちや保護者からは、
「 是非来年もこのような体験講座を
開催してほしい 」などの要望をたくさんいただきました。
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広島市土砂災害等により被災された学生の皆様へ

この度の災害で被害に遭われた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
本学では、被災により経済的に困窮された学生を対象に学費減免制度を設けています（ 本学の基準があ
ります ）。また、日本学生支援機構奨学金は、災害救助法適用地域の世帯に対する緊急採用（ 無利子貸与 ）
・
応急採用（ 有利子貸与 ）の出願が可能です。お問い合わせ、ご相談、お申し込み先は学生担当部署（ 学生課、
呉学生課、医療経営学部事務室 ）です。詳細は掲示板をご確認ください。

学内の AED 設置場所について
広島キャンパスを含め、AEDは全て１階に設置しています。

広国大キャンパス 9 月号

学費減免制度等のご案内

Ａ棟１階の中央の管理人室内に
AED があります。

【東広島キャンパス】
屋外トイレ横の
野球場倉庫内に
AEDがあります。

広島国際大学学生部学生課

このマークは AED 設置場所を示す

【呉キャンパス】

このマークは AED 設置場所を示す
⑨

①住環境デザイン学科３年

菅

②情報通信学科３年

池田

僚さん

青木

麻友さん

⑪医療技術学科２年

野崎

太佑さん

③薬学科３年

実穂さん

⑫医療技術学科２年

小林

美孔さん

多賀

⑬医療技術学科２年

柏木

太陽さん

砂川

⑤看護学科 2 年 坂井
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豊和さん ⑩医療技術学科２年

一磨さん

晴香さん

⑭コミュニケーション心理学科２年

五島

⑥薬学科３年 平町 隆明さん

⑮医療経営学科１年

宮内

京佐さん

⑯医療経営学科１年

宮内

美緒さん

⑧薬学科３年 川本 詩織さん

⑰医療経営学科１年

廉野

麻衣さん

⑨診療放射線学科２年

⑱医療経営学科１年

西谷

優樹さん

正好さん

本誌は大学ホームページでも閲覧できます
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④

⑬

裕里奈さん

⑦薬学科３年 何松 亜美さん
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⑫
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