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第38回　全日本学生軟式野球選手権大会
第46回　全日本学生弓道遠的選手権大会

優勝

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。

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



大学祭2015

呉キャンパス

NAGOMI

～がむしゃRun～

～和を以て尊しとなす～

10月17日（土）・18日（日）
に第17回和深祭を開催します。
今年のサブテーマ「和を以て
尊しとなす」は、人々がお互い
に仲良く、調和していくことが
最も大事であるという意味であ
り、賑わったり、楽しく盛り上
げるだけでなく、それぞれが協
力し合い、一致団結して大学祭
の成功を目指していきたいとい
う思いを込めています。
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
アカペラライブ等を予定してい
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、
カラオケ大会等も予定していま
すので、ぜひ遊びに来てくださ
い！

10月24日（土）・25日（日）
に第14回和深祭（なごみさい）
を開催します。
今年のサブテーマ「がむしゃ
Run」は、みんなでがむしゃら
に同じ目標に向かって協力し
合っていこうという思いを込め
ています。
当日は、さまざまな模擬店や
毎年恒例のステージ上での学生
によるパフォーマンスなどを行
う予定です。いろいろな団体が
カを合わせて大学祭を盛り上げ
ていきますので、みなさん、ぜ
ひ遊びに来てください。
また、健康フェア・献血バス
などのイベントも同時に開催を
していますので、そちらにもぜ
ひご参加ください。

※�呉キャンパス大学祭実行委員
会が「平成27年度広島県献
血推進功労者」として日本赤
十字広島県支部から表彰を受
けました。

東広島キャンパス
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【出場予定者】
・有福　祐奈　・伊藤　美佳　・大畑　江梨奈
・古林　舞果　・宮地　彩花
（以上、救急救命学専攻３年次）

・川本　依里　・澄岡　千尋　・友近　里穂
・噺　悠莉亜　・松本　華穂　・杉元　萌
（以上、救急救命学専攻２年次）

祝！全国大会ベスト４!! 軟式野球部 祝！全日本学生弓道遠的選手権大会 優勝！
　　　弓道部 平本衣里賀さん

へコマを進めました。
準決勝では文教大学（東京）と対戦し、善戦するも１－５で敗北しました。
主将である川上拓真君（医療福祉学科3年次）からは「初めての全国大会で

は自分たちの野球ができました。やはり全国はレベルが高かったです。そん
な中、粘りの野球で一つ勝てたことはチームにとって大きな自信になりまし
た。このメンバーで野球ができて幸せでした。後輩たちは全国大会を経験し、
どのようなチームが勝てるチームか、よくわかったと思います。そのレベル
を目指して頑張ってもらいたいです。チームとしての形ができるまで大変だ
とは思いますが、新チームに期待しています。」という感想と後輩へのメッ
セージをいただきました。

創部16年目にして「広島県六大学学生軟式野球　春季リーグ戦」で初優勝し、
念願の全国大会への切符を手にするとともに、全国大会でも初出場ながらベス
ト４という好成績を残した軟式野球部の今後の更なる活躍を期待しています！

卒業後も一生精進を
続けるという弓道の精
神を大切にしたいと
思っている平本さん、
看護師としても弓道家
としても活躍されるこ
とを期待しています！

「第22回全国女性消防操法大会」に女子学生が出場

課外活動で全国大会等へ出場する学生に対し、学長表彰を開催しました。
学長から中国大会や全国大会へ出場する学生に激励の言葉が贈られ、学生か

らは大会での決意が述べられました。
皆さんおめでとうございます。これからの一層の活躍を期待しています。

2015年度「学長表彰」を開催！

賞 受賞者・受賞団体 表彰理由

課
外
活
動
賞

軟式野球部 第38回全日本学生軟式野球選手権大会に出
場するため。

村田　　輝さん　
【医療技術学科２年次】

平成27年度全日本ジュニア柔道体重別選手
権中国地区予選会に出場するため。

岩本　耕輔さん　
【臨床工学科４年次】

第63回全日本学生弓道選手権大会男子個人
戦に出場するため。

森　　祐介さん　
【診療放射線学科３年次】

第63回全日本学生弓道選手権大会男子個人
戦に出場するため。

宮岡　幸代さん　
【医療福祉学科３年次】

第63回全日本学生弓道選手権大会女子個人
戦に出場するため。

巽　　勇人さん　
【医療経営学科３年次】

平成27年度全日本学生テニス選手権大会の
男子シングルス本戦に出場するため。

岡崎　光恭さん
【総合リハビリテーション
学科４年次】

第91回日本学生選手権水泳競技大会　男子
50m自由形・男子100mバタフライに出場す
るため。

８月24日（月）～27日（木）に、福岡県で開催された「第
38回　全日本学生軟式野球選手権大会」に軟式野球部が
初出場し、ベスト４に輝きました。

１回戦はシードのため、初戦が2回戦となった８月26日
（水）は愛知大学と対戦し、序盤に４点リードされながら
も８回に同点に追いつき、そのまま延長戦へ。延長11回
裏にタイブレークの末、５－４でサヨナラ勝ちし、準決勝

８月14日（金）に、愛知県で開催された「第46回　全日
本学生弓道遠的選手権大会（女子）」で弓道部の平本衣里
賀さん（看護学科4年次）が本学初の快挙となる全国優勝
を成し遂げました。

平本さんが出場した遠的競技は、60ｍ先にある直径1ｍ
の的を狙う競技で、１次予選では２射１中（２回矢を放つ
うち１本当たれば通過）、２次予選では２射２中（２本と
も当たれば通過）となっており、予選を通過した決勝では、
射詰（１射ずつ矢を放ち、的中させ続けた者が勝ち）とい
う内容で行われました。

平本さんは１次予選の１射目を外したものの、続く２射
目から決勝まで６射連続で的を射ぬき、300人超の出場者
の頂点に立ちました。

10月15日（木）に横浜で開催される「第22回全国女性消防操法大会」に、東広島市消防団員として活躍中
の本学学生が広島県代表として出場します。

学生たちは、日ごろから地域消防団の方々と一緒に訓練し、着実に消防技術を修得するとともに、全国大
会に向けても厳しい訓練を積み重ねてきました。

8月22日（土）には、湯崎英彦広島県知事と藏田義雄東広島市長がその訓練を視察するため東広島キャン
パスに訪問され、湯崎知事からは「特に若い世代の消防団員が不足する中、とても頼もしい。これからもい
ろいろな形で地域に貢献してもらいたい」との激励の言葉をいただきました。

訓練の成果を発揮し、全国大会での活躍を期待しています！

宮岡 幸代さん、森 祐介さん、軟式野球部の皆さん

巽　勇人さん

村田 輝さん 岡崎 光恭さん
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幟町ギャラリー『幟町と佐々木禎子展』特別講演会を開催

講演会に先立ち、黙祷を捧げました

かき氷

学生たちに佐々木禎子さんの
思いを語る川野さん

幟町学区子ども会主催「幟へきん祭」に参加し地域貢献！

そして中学には一度も登校できず、12歳の若さでこ
の世を去りました。」「病室でどんな思いで鶴を折って
いたのか？」、「なぜ禎子さんは12歳の若さで亡くな
らなければならなかったのか？」など、当時の思い出
とともに友人への思いを語られました。

講演会には、医療経営学科の学生だけでなく、地域
の方々にもご参加いただき、川野さんの語りに熱心に
聴き入り、被爆70年を迎えた今年、今一度、広島で
生きることの大切さを学ぶことができました。

運営し、盛り上げました。
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。バルーンアート教室では、学生が子ども達と一
緒に子犬や花などの作品を作り、子ども達の楽しそうな
顔が見られました。また、熱中症対策として、子どもに
予防チラシと塩飴を配布しました。学生の模擬店での売
り上げは、すべて幟町学区子ども会に寄付し、これから
の地域の活動に役立てていただくことにしました。

７月18日（土）・19日（日）に第４回大学祭～盛幟祭～を開催しました。
広島キャンパスにて４年目となる大学祭のサブテーマを「memory」

としました。地域の方との関係を深め、さらにその関係を強め、学生の
みならず、地域の方々の良い思い出を作れるような大学祭にしたいとい
う思いを込めました。

今年は、初の試みとして、真夏に大学祭を２日間開催し、15階の幟
町カフェにステージや模擬店を設置し、特別ゲストとして、広島FMラ
ジオなどで活躍の「大窪シゲキ」さんによる特別講演会＆ディスカッショ
ンや「安芸戦士メープルカイザー」によるヒーローショーを開催しまし
た。また、本学のヒューマンハーモニックス部やダンス部、エリザベト
音楽大学や比治山大学、広島文化学園大学の学生もステージイベントや
模擬店出店に参加するなど、大いに盛り上がりました。

また、18日（土）には、４回目の開催となる「夕涼み会」を同時開催
しました。「夕涼み会」では、スーパーボール掬い、ヨーヨーつり、射的、
輪投げ、うちわデコレーション、缶バッチ作成などを無料で楽しめるイ
ベントを開催し、学生も浴衣に着替えて子どもたちや地域の方々と一緒
に楽しみ、今年も大盛況でした。

７月29日（水）、幟町ギャラリー『幟町と佐々木禎子展』の特別講演会を開催し、「原爆の子の像」のモデルとして知られる佐々木禎子さん
の小学校時代の友人である川野登美子さんを招聘し、講演していただきました。
「当時、貞子さんは足が速く、リレーの選手で一緒に練習をしていたのに、急に病院へ入院することになり、小学校に来なくなりました。

バルーンアート

８月22日（土）、幟町小学校グラウンドで幟町学区子ども会主催の「幟へきん祭」が開催され、医療経営学部の学生は、事前打合せから参
加し、祭りの準備、模擬店（かき氷）の出店、バルーンアート体験教室、後片付けなどに関わり、子どもたちや地域の方々と一緒に祭りを企画・

広島キャンパス大学祭『盛幟祭』 ～memory～
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学長Cafeを開催

広島城 広島縮景園

７月18日（土）に「留学生日本文化見学会」
を開催し、東広島、呉、広島の３キャンパス
から留学生７名が参加しました。

今回は、５月の留学生歓迎会で訪れた岩国
城に続いて、広島城、そのほかに広島縮景園、
広島県立美術館を見学して、日本式庭園の風
景や歴史的建築物などを見学しながら、３つ
のキャンパスに分かれて在籍している留学生
たちの交流を図りました。

広島県立美術館では、特別展「生誕80周
年記念　藤子・Ｆ・不二雄展」を鑑賞し、留
学生たちも知っているドラえもんやパーマ
ン、オバケのＱ太郎など、46年に及ぶ漫画
家生活の中で数々の人気キャラクターを生み
出した、藤子・Ｆ・不二雄氏について知るこ
とができました。

留学生からは、「展示室内に設置された４
Dプロジェクションマッピングから創り出さ
れた映像では、ドラえもんたちと一緒に、タ
イムマシンにのって、少し不思議な冒険の旅
を体験できて、すごく楽しかった」と感想が
ありました。

５月25日（月）に東広島キャンパス、６月23日（火）に呉キャン
パス、７月２日（木）に広島キャンパスで「学長Cafe」を開催しま
した。

今回の学長Cafeでは各学科、各学年の学生から多数の参加申し
込みがありました。お昼に開催したキャンパスではお弁当を、夕方
に開催したキャンパスではケーキやコーヒーなどの軽食を摂りなが
ら、学長との懇談が行われ、学生からは大学やクラブ活動への要望
や質問が挙げられました。

また、学長から「自己紹介の場で人の名前を覚えない傾向がある
が、出会いを大切にしなければならない。私は常にメモをとって名
前を覚えるようにしています。また、物事をメモにとって相手につ
たえる事は医療の現場でも必要になります。」などのお話があり、
参加学生からは「貴重な時間を過ごす事が出来ました」といった声
が聞かれました。学長Cafeは今後も各キャンパスで開催しますの
で、興味のある方は学生課・呉学生課・医療経営学部事務室までお
越しください。

～「留学生日本文化見学会」実施～
参加した留学生からは、「縮景園を見学し

て、今後の卒業作品を作成する際に、すごく
勉強になりました」と感想がありました。

日本の文化に触れ、普段は会うことがない
３つのキャンパスの留学生同士との交流を
深めたことで、皆が仲良くなって、今後の
勉強と生活にも役立ったのではないでしょ
うか。

５月30日（土）に留学生新入生歓迎会を山口県岩国市で開催しました。
新入生を含めた学生31名と教職員７名が参加し、錦帯橋や岩国城など
の歴史的建造物を見学し、昔ながらの情緒あふれる町並を散策すること
で、日本文化の一端を学ぶ機会を、留学生と日本人学生が共有すること
ができました。

昼食は、大きな「山賊むすび」などで知られている、いろり山賊に行き、
山賊むすびや、山賊焼（とり肉）、山賊うどんを食べ、最初は知らない
者同士だったので物静かだった学生たちも、食事を通して、自然に会話
が生まれてゆく様子が見られました。

錦帯橋

「2015年度
留学生新入生歓迎会」開催

いろり山賊
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７月25日（土）、26（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、家族一人一人が健康増進への取り組み・健康管理について考える一つのきっかけにしたく、「みんなで健康～家族ではじめる健康

生活」をテーマとして、地域の方に関心のある「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。
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をいただくと

ともに「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
いイベントとなりました。

また、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。

今年度も、健康フェアを東広島キャンパス大学祭〈10月18日（日）〉、呉キャンパス大学祭〈10
月25日（日）〉で同時開催します。

地域連携センターは、地域社会との交流および地域や行政からの協力依頼に応じ、本学の教育・
研究の成果をもって、地域の発展にかかる活動を推進し社会に貢献し続ける大学を目指します。

「2015年度 広島国際大学　健康フェア」を開催

【ブース名：眠気や疲れ、ストレスたまっていませんか?】

学生用メールシステムの変更について
Yahoo! メール Academic Editionのサービス終了（2016年6月30日まで）のため、2015年度後期より、学生用メール

システムをマイクロソフトが運営しています、Office365を活用したWEBメールサービスに移行します。
これに伴い、メールアドレスおよび、メール使用方法が変更になります。

【メールアドレスの変更】	 現在のメールアドレス　：sXXXXXX@ym.hirokoku-u.ac.jp
	 変更後のメールアドレス：sXXXXXX@ms.hirokoku-u.ac.jp
【Office365Webサイト】	 https://outlook.office365.com/
◦ Yahoo!メール　Academic Editon サービス終了後は、sxxxxxx@ym.hirokoku-u.ac.jpでのログイン、メールの送受信等はできなくな

ります。（sxxxxx@ym.hirokoku-u.ac.jpにひもづくYahoo! JAPAN IDでのログインや、メール、その他のサービスは、継続して利用可
能です。）

◦ 利用方法等、詳細についてはポータルサイト、情報センター事務室ホームページ等でお知らせします。
◦ ポータルサイトのメッセージ転送設定で登録されている大学のメールアドレス（アドレス1）は新メールアドレスに変更する予定です。

変更日程等、詳細については別途お知らせします。

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ことを
狙いとし、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。

今年度の体験講座も昨年度に引き続き、述べ2,000名を超える方からの申込
みをいただき、大好評のイベントとなりました。

当日の体験講座は、教員と学生が中心となり実施しました。実際に参加した
学生ボランティアスタッフに感想を聞いたところ、「子ども達の発想の豊かさ
に驚かされた」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」などの要望を多くいただきました。

「2015年度 子ども向け体験講座」を開催

科学・ものづくり体験講座
「レモン電池を作ってみよう」の様子

職業体験講座
「救急救命士のお仕事」の様子

学生短期海外研修のお知らせ
本学には、学生短期海外研修という制度があり、「海外で勉強した

いという学生の希望」の支援・実現を目的に大学が学費・渡航日・滞
在費などを全額もしくは一部を援助しています（2015年度の援助限
度額は30万円です）。

この制度は、学生自身が研修先を見つけ、研修計画書と必要書類を
揃えて申請して、書類審査通過後、面接選考を経て採用の可否を決定
します。

2015年度の申請は既に終わっておりますが、2016年度の申請期
限は、2016年５月初旬頃を予定しています。

2016年度の募集要項は2016年１月頃にお知らせする予定です。
毎年度、申請期限直前に学生から相談を受けることがありますが、

海外の研修先を見つけ、自分で受け入れの交渉などを行うことは日数
がかかるものです。

早目に国際交流センターに相談することが、申請の第一歩になります。

2015年度は１名採用(アメリカ・ミシガン州　ミシガン州立大学)
されました。

その他、国際交流センターでは、全学科対象に以下の海外研修プロ
グラムを来年度に向けて準備を進めています。

海外研修スタート・アップ(アメリカ・シアトル)
海外語学研修(英語)(カナダ・バンクーバー)
海外語学研修(韓国語)(韓国・大田大学校)
海外医療研修(カナダ・バンクーバー)　
また、学内進学者の大学院生を対象に「海外留学支援事業」も準備

を進めています。

上記の研修企画は2015年度のものです。
2016年度は変更・中止・新規企画追加が発生する場合があります。
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９月からアクセシビリティリーダー
２級を受講できるようになりました！

キャリアセンターからの
お知らせ

①TOEIC IPテストと資格取得奨励金のお知らせ
今年度もTOEIC IPテストを実施します。第１回は６月27日（土）
に行い、３キャンパス合計183名が受験しました。
TOEIC IPテストで550点以上のスコアで、資格取得奨励金制度を
利用し奨励された方もいます。
第２回は12月５日（土）、第３回は２月13日（土）です。受験日ま
でまだ時間があるので、是非この機会を利用して受験しませんか？
また、受験料は外部で受験する受験料より安価です!!
資格取得奨励金制度対象資格はTOEIC IPテストだけではありませ

アクセシビリティリーダーとは？
現代の社会的ニーズであり、だれにとっても身近な話題である「ア
クセシビリティ」。アクセシビリティリーダーは、多様な社会の「ア
クセシビリティ」を推進する人材です。また、多様な人々の社会参
加を円滑にし、その可能性を活かしていくために、様々な環境やニー
ズの特性を良く理解し、分野を超えた柔軟な知識と発想で社会のア
クセシビリティをリードする役割を担う人材のことを『アクセシビ
リティリーダー』と言います。
※ アクセシビリティ… 年齢や身体障害の有無に関係なく、誰でも必要とする

情報を簡単にたどり着け、利用できること。

どのような内容を勉強するの？
『アクセシビリティリーダー２級』では、アクセシビリティに係る
【意識】【知識】をオンライン講座で学ぶことができます。講座を受
講するためには、障がい学生支援室に申し込みを行い、パスワード
とIDを取得する必要があります。オンライン講座は、自宅でも大
学内でも受講することができます。

〔後期〕無料巡回バスの運行時刻について

広 島 キ ャ ン パ ス 発
東広島　行き 呉　行き

時 分 時 分
７ 00 新白島駅発→　広島C15・20 ７ 15
８ ８
９ ９ 00
10 10
11 00 ・ 40 11 00
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16 50
17 17
18 15 18
19 19
20 00 20
21 21

呉 キ ャ ン パ ス 発
東広島　行き 広島　行き

時 分 時 分
７ ７ 20
８ 30 ８
９ ９
10 00 10 35
11 11
12 20 12
13 13
14 00 ・ 40 14
15 40 15
16 16
17 00 17
18 10 18 40
19 19
20 30 20
21 21 50

東 広 島 キ ャ ン パ ス 発
広島　行き 呉　行き

時 分 時 分
７ ７
８ ８
９ 00 ９ 20
10 10
11 11 00
12 12
13 13 15
14 14 50
15 20 15
16 30 西条駅経由 16 25
17 17
18 05 ・ 10 18 05
19 19 45
20 20
21 10 ※ 21 20

●運行期間：2015年９月28日（月）～2016年２月８日（月）
　　　　　　※土・日・祝日は運行しません。
　　　　　　※2015年12月26日（土）～2016年１月６日（水）【冬期休業期間】は運行しません。
●備　　考：事前予約は受付けませんので、満席により、乗車できない場合があります。
　　　　　　また、交通渋滞等で遅れが生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

運行時間：広島～東広島・広島～呉キャンパス間（約60分）、東広島～呉キャンパス間（約25分）

※22:00広島Ｃ発→新白島駅→中筋駅
※＿部分…前期ダイヤとの変更箇所

New
!

認定試験ってどうやって受験するの？
アクセシビリティ２級のオンライン講座を修了し、年１回（12月）
行われるマークシート方式の試験を受験し、合格点に達すると資格
取得となります。

その他にも！
「最新の技術、社会のニーズを知り、人にやさしい未来を考える」
をテーマに、課題解決型研修合宿が東京で開催されます。この合宿
には、２級アクセシビリティリーダーの取得が参加要件となります。
また、キャンプにはアクセシビリティ育成プログラムを実施する全
国の大学から参加者が集いますので、新たな出会いや学びを得るこ
とができます。
この資格は、「マイクロソフト」「富士通」といった企業でも取り入
れられ、就職活動の資格欄に記載することができる資格です！ 今
からでも遅くない！ぜひ、12月の試験に向けて学んでみよう！

導入している大学および企業等 
◦広島大学　◦関西学院大学　◦広島文教女子大学　◦富山大学　
◦札幌学院大学　◦マイクロソフト　◦富士通　◦日本IBM
◦イフ　◦日本学生支援機構

ん。エクステンション講座の秘書技能検定や専門分野の健康食品管
理士など計60資格が奨励される対象です。学生のうちにしか出来
ないことに取り組んで、資格取得を目指して、頑張りましょう。

②公務員講座のご案内
エクステンション講座では、公務員を目指す人のサポートをするた
めに公務員講座（数的推理、判断推理）の開講を予定しています。
学外で公務員試験の講座を受講した場合、格安プランでも９万円程
度はかかりますが、本学で受講しますと４万８千600円で受講でき
ます。
３年次生はもちろん！将来公務員合格を目指す！公務員試験の勉強
方法を学びたい！と考えている１、２年次生も早期から公務員講座
を受講しませんか？
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日本学生支援機構奨学金

広島国際大学教育ローン金利助成奨学金制度について
本制度は、学費支弁者の経済的負担の軽減を図り、学業成就を助成することを目的としており、授業料等納入のため本学が提携する金融機

関の指定する教育ローン制度により借入をした学生を対象に、金利の一部を教育ローン金利助成奨学金として給付する制度であり、返還の必
要はありません。申請を希望する学生は、各担当窓口までお問合わせください。

１．資　　格　 本学が提携する金融機関の指定する教育ローン借入者　※学内奨学金との併用不可
２．対象機関　広島銀行、ジャックス、オリエントコーポレーション
３．給 付 額　 申請年度に支払う金利の内、申請年度の授業料の３％を上限として給付
４．給付期間　 １年。ただし翌年度以降も申請を希望する者は在学期間中申請可
５．給付時期　年度末（2016年３月）
６．申請期間　2015年10月１日（木）～11月30日（月）
７．手続方法　 申請書（担当窓口で配布）に必要書類を添付のうえ提出してください。
　　　　　　　 なお、本件への申請を希望される場合は、下記担当窓口までお越しください。
８．そ の 他　 昨年度以前および前期学費を教育ローン制度で納入した学生も、上記申請期間で申請してください。

　2015年度の奨学金定期採用については、すでに申し込みを終了
しましたが、このたび日本学生支援機構から第二種奨学金（有利子）
の「臨時採用」を実施する予定である旨のお知らせがありました。
つきましては、貸与希望調査を行いますので、希望者は下記担当窓口
へ申し出てください。
１．貸与始期　2015年10月～ 2016年３月より希望月を選択
２．締 切 日　2015年10月９日（金）

　生計を維持する者（父及び母又は、これに代わって生計を維持する
者）のうち、父若しくは母又はこれに代わって生計を維持する者の
失職、破産、事故、病気、死亡等若しくは震災、風水害、火災、その他災
害等により、家計が急変し、修学資金を緊急に必要とする場合に、随
時（家計急変後12カ月以内）奨学金を申込むことができます。なお、
緊急採用は第一種（無利子）、応急採用は第二種（有利子）での採用と
なりますが、重複して申し込むことはできません。
　緊急採用・応急採用を希望される方は、下記窓口にご相談ください。

第二種奨学金「臨時採用」にかかる
希望調査について

緊急採用・応急採用について

大学に隣接するコンビニエンスストアや、
近隣のスーパーや飲食店の駐車場において、
本学学生と思われる迷惑駐車・迷惑駐輪が報
告されています。

駐車場の利用が、本来の「店舗の利用」で
はなく「大学に近い駐車場の利用」となって
いませんか？『後で何か買えばいい』『自分
はお客様』などと自分に都合の良い様に主張
し、迷惑な駐車・駐輪をしていませんか？

店舗の駐車場は大学の敷地ではありませ
ん。店舗の利用を目的としない駐車は、迷惑

無くそう! 迷惑駐車‼  守ろう! キャンパスマナー‼
駐車にあたり、悪質とみなされる場合は強制
撤去される可能性もあります。車両を運転さ
れる学生は、相手の立場に立ち、自分が何を
しているのか、自身の行動を振り返り、迷惑
駐車・迷惑駐輪は絶対にしないでください。

また、学生の車両の利用方法（通学での使
用や寮生の車両登録）については各キャンパ
スにおいて許可の内容が異なります。詳細に
つきましては学生便覧または、各キャンパス
の学生課（広島キャンパスについては医療経
営学部事務室）にて確認してください。

★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

ピア・サポート相談会のお知らせ
後期もやります！

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・サポート相談会開催日時・場所
2015年9月28日（月）・29日（火）

＜東広島キャンパス＞16時30分～ 18時30分
　場　所：コミュニティールーム（２号館２階）
※ 開催日程が変更となる場合がありますので、掲示板等でご確認ください。

担当窓口　［東広島キャンパス］　学生課（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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