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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。

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。



　10月22日（土）・23日（日）に第15回和深祭を開催します。
　今年のサブテーマ「一期一会 cherish the moment」は、
一瞬一瞬の出会いを大切に、ご来場いただいた方との出会
いを大切にしたいという気持ちが込められています。
　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
な団体が力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。

～一期一会 cherish the moment ～

和和和和和和和和和和和和和和和和和 祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和 祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭深祭深祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭深深深深祭深祭深祭深深深祭深祭深深深深祭深深深深深深深深深祭祭祭祭祭祭祭祭深祭深祭祭祭深祭深祭深祭祭祭祭祭祭祭祭祭深深深深深和深和深和深和和深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深祭深祭深深和和和和和和深和和和和和和和和和和深深深深深深深深和深和深深和深和和和和和深深深深深和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和和深深深深深深深深祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭深深深深深和和和和和和和和和和和和和和和和和深祭mgggN 祭深祭深祭深深深深深深深祭祭祭祭祭祭祭祭祭深祭深祭深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深和和和和和和和和和和和和深深深深深深mm深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深和和和和和和和和和和和和和和深深深深深深深深深深深深深深和深深和和深深和和和和和和和和和和深深和和和和深深祭深祭深深深深深深深祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭深祭深祭深祭深祭祭祭深祭深深祭深深深深深深深深深深深深深深深深深和和和和和深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深祭深祭深祭深祭深深深深深深祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭N a g om i s a i

なごみさい

いち　ご　いち　え チェリッシュ モーメントザ

東広島キャンパス
～ 躍 進 ～

Higashihiroshima

呉キャンパス
Kure

大学祭開催告知
2016 秋秋秋

　10月15日（土）・16日（日）に第18回和深祭を開催します。
　今年のサブテーマ「躍進」の意味は、めざましい勢いで進出・発
展するということです。この言葉に先輩たちが今まで作ってきた素
晴らしい大学祭の伝統を守りつつ、一人ひとりが力を合わせて一つ
の大きな力となって発展させていき、僕らの時代らしく今まで以上
の大学祭を創り、そして、大学祭を通して一人ひとりが少しでも成
長してもらいたいという願いを込めました。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。
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　７月９日（土）・10日（日）に第５回大学祭『盛幟祭』を開催しました。
　広島キャンパスで５回目となる大学祭のサブテーマは
『TRIANGLE』としました。「大学」「地域」「学生」を繋ぐ三角形、「東
広島キャンパス」「呉キャンパス」「広島キャンパス」の３キャンパ
スの学生を繋ぐ三角形など、広島キャンパスを中心とした様々な繋
がりを大切にし、交流の場として学生も子供も大人も楽しめるよう
な大学祭にしたいという思いを込めました。

　当日は、15階の幟町カフェにメインステージや模擬店を
設置し、特別ゲストとして、近年は海外でも活躍されている
マジシャンRYOさんによる驚異のマジックショーや広島で誕
生したアイドルグループ「MAPLEZ」の“城谷るり”さんがボー
カルを努める4ピースバンド「すきゃんだらす」のライブを
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のアンサンブル演奏、比治山
大学や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真夏の大学祭を大いに盛り上げてくれま
した。

　９日（土）の夕刻からは、学生たちが
浴衣に着替えて、広国大チャレンジプロ
ジェクト『夕涼み会in広島国際大学』を
大学祭と同時開催しました。「夕涼み会」
では、学生たちが趣向を凝らし、無料で
遊べるスーパーボール掬いやヨーヨー釣
り、射的、輪投げ、うちわデコレーション、
缶バッチ作成、バルーンアート教室を実
施しました。今年も200名以上の方に参
加いただき、学生も子どもも大人もみん
なが楽しみ大盛況でした。

広島キャンパス大学祭～盛幟祭～『TRIANGLE』
　　　　　　 ＆『夕涼み会 in広島国際大学』を開催！国際大学』を開催！
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　４月４日（月）東広島キャンパス、23日（土）呉キャンパスで、学生寮（学生
研修棟）に入寮する新入生を対象に歓迎会を開催しました。
　歓迎会には、先輩の在寮生や教職員も参加。
　吹奏楽部やアコースティックギター部による歓迎パフォーマンス、ご当地キャ
ラのサプライズ登場など、趣向を凝らした企画で大いに盛り上がりました。

新入寮生歓迎会

　４月６日（水）、全キャンパスの学生を対象に、「広国DAY」を開催しました。2014年
度から始まった本イベントでは、広国大で実施する専門職連携教育（IPE）への理解を深
めるとともに、健康・医療・福祉現場の最前線に立つ講師から、今求められている専門職
業人の姿を学びます。今回は、先進事例を学ぼうと学生1,055人が参加しました。
　IPEについて説明した清水壽一郎教授（診療放射線学科）は、専門職連携の意識が乏しかっ
た過去を振り返りながら、今の医療現場にはチームで協働できる専門職業人が不可欠と強
調。メンバーが互いに尊重し、闊達に議論できるチームを目指して、IPEに取り組んでほ
しいと語り掛けました。

　講演会では、中山間地域の北広島町で在宅緩和ケアに力を入れ、看取り
文化を支える医師として注目されている東條環樹氏（芸北ホリスティック
センター長・北広島町雄鹿原診療所所長）を講師に迎え、専門職連携が地
域医療を支える実例について紹介していただきました。
　医師として働く中で、医療行為のみを注視して診療にあたっていること
に、疑問を抱いたという東條氏。自宅で家族に看取られながら最期を迎え
たい、と考える患者やその家族の希望を叶えるために、東條氏が代表を務
める施設では専門職がチームを組んで、在宅緩和ケアを実施しています。
　「国家資格の取得をゴールだと思わずに、自分が医療の現場から社会を
変えるんだ、という思いを持ってほしい」と、将来、チーム医療の一翼を
担う学生たちに向けて、熱いエールが送られていました。

～今求められる専門職連携の在り方を学ぶ～
「広国 DAY」開催

「医療従事者には患者に寄り添う
気持ちが大事」と語る東條氏　

会場の呉キャンパスでは多くの学生が参加

在寮生から歓迎のあいさつ

アコースティックギターの
音色に乗せた歌声が会場を魅了

すっかり打ち解けた様子の新入寮生たち 華やかな吹奏楽部の調べ

テーブルを囲んで談笑
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広島刑務所から感謝状～入所する透析患者に人工透析を実施～

　7月7日（木）、2号館8階カフェで、焼廣益秀学長
就任後初めての学長カフェに参加してきました。
　この取り組みは、焼廣学長が学生の要望を聴き、
より良い大学にしていくためのものです。
　学生からは、「学校でもっと勉強したいので、広島キャンパス行き無
料バスの最終便の時間を遅く延ばしてほしい」「生活用品などを売って
いる店が、寮から近いところにほしい」などの要望がありました。
　参加した学生からは、「学長と普段、お話する機会がないので、間近
で話せて良かったです」との声が寄せられました。
　会場が広く開放的で、私ものびのびと意見を述べることができ、焼廣
学長のことを身近に感じられる機会でした。

学生の声を学長が聴く
学長カフェ開催

料
い
　
で
　
学

ささやかなお菓子と
　コーヒーを囲んで
　笑顔も混じり
　　終始和やかムード

　５月13日（金）、20日（金）、27日（金）に東広島キャンパスにおいて、
学生司会講座を開催しました。
　東広島キャンパス９名、呉キャンパス５名、広島キャンパス６名の
学生が参加し、コミュニケーション心理学科の久次弘子教授のご指導
のもと、司会としての立ち振る舞い、目線、表情、心構えについての
講義や発声練習を行いました。
　また、HIU保護者ミーティングでの司会を想定した司会練習では、
参加者が司会原稿と自己紹介文をもとに読み方の練習を行い、発声の
抑揚や表現方法を学びました。
　５月29日（日）から始まったHIU保護者ミーティングでは、東広島・
呉・広島キャンパスを皮切りに10箇所の地方会場において16名の学
生が司会を務め、保護者のみなさんからも大変高評でした。
　学生司会講座は毎年実施していますので、興味のある方や人前で話
す技術を身に付けたい方は、右記担当窓口までお越しください。

臨床心理学科４年次
吉田 愛純さん

臨床心理学科４年次
近藤 志保さん

西原 雄大さん
（リハビリテーション支援学科4年次）

本学学長室にて。金本所長（右）、焼廣学長（左）

授与された感謝状

「HIU保護者ミーティング」で成果を発揮
学生司会講座開催

　７月28日（木）、広島刑務所（広島市中区）から広島国際大学に
感謝状が授与されました。
　これは、本学の臨床工学技士の資格を持った教員と大学院生が
10年以上にわたり、広島刑務所で透析が必要な受刑者に人工透析を
処す活動を行ってきたことに対して贈られたものです。

　取り組みが始まったのは2003年４月。当時、保健医療学部長だった前学長の秋山實利
学園顧問・名誉教授が、刑務所内での透析患者の増加と医療従事者不足について、同所
医務部長から相談を受け、大学院生を紹介したのがきっかけでした。以来、医療技術学
科の教員と医療工学専攻の大学院生がバトンを受け継いできました。今も週に1回、広
島刑務所に出向き、受刑者に人工透析を行っています。

突撃★学生広報スタッフ!!

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）

学
医
科
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　８月20日（土）に幟町学区子ども会主催の夏祭り「2016幟へきん祭」が
幟町小学校グラウンドで開催され、広島キャンパスの広島学友会の学生達
が参加しました。この夏祭りは、多くの子どもたちが参加できる地域の夏
祭りで、世代をこえた幟町地区全体の交流の場を提供することを目的とし
たものです。今回広島学友会の学生が広国大チャレンジプロジェクトとし
て参加し、祭りの実行委員会打合せからテント設営や会場準備、模擬店の
カキ氷店の出店、翌日の後片付けなどに関わり、子どもたちや地域の方々
と交流を深め、一緒に夏祭りを盛り上げました。
　当日は、猛暑日で熱中症対策として「塩分チャージキャンディ」を配り、
模擬店のカキ氷は、大盛況で夏祭り終了を待たずに完売しました。なお、
このたび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。

幟町学区子ども会主催
「2016幟へきん祭」に参加し地域貢献！

　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。

2016年度「学長表彰」を開催！

平成28年度　全日本学生柔道優勝大会（男子65
回）に出場するため。
平成28年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大
会中国地区予選会に出場するため。

平成28年度全日本学生テニス選手権大会男子シ
ングルス・男子ダブルスに出場するため。
第39回全日本学生軟式野球選手権大会に出場す
るため。

第28回全国大学弓道選抜大会に出場するため。

柔道部

浅川　悠晴さん
【リハビリテーション学科1年次】

弓道部

巽　勇人さん
【医療経営学科４年次】

軟式野球部

賞

課 

外 

活 

動 

賞

受賞者・受賞団体 表　彰　理　由

「2016年度 広島国際大学
　子ども向け体験講座」を開催しました！
　2016年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、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。
　今年度の体験講座も昨年度に引き続き、述べ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、「普段子ども相手に説明することがないので、良い経験に
なりました。」などのコメントがあり、学生にとっても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、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、「職業体験は特に、普段の生活では体験でき
ないので、この機会に体験できてよかったです。」など多くの感想をいただきました。

�



学生短期海外研修のお知らせ

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTopicssssssssssssssssssscsscscscsccccccccccsscTTTTTTopics

　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・渡航費・滞在費
などを全額もしくは一部を援助しています（2016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。
　2016年度の申請は既に終わっておりますが、2017年度の申請期限
は、2017年５月初旬頃を予定しています。
　2017年度の募集要項は2017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。早め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。

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25日（土）に
行い、３キャンパス合計68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10月29日（土）、第３回は12月10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ん。

　2016年度は１名採用（アメリカ・ネバダ州　ネバダ大学）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。

　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2016年度のものです。
　2017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。

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53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３万２千400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？

2020年度
学びの場を集約します
　本学は、健康・医療・福祉分野の異なる専門職を目指す学生が
協働して学修する専門職連携教育（IPE）を行っています。この連
携教育をさらに充実させるため、また各キャンパスに所属してい
る学生が学修や課外活動等を行う上で、さらにつながりがもてる
ように、2020年４月より、医療経営学部の学びの場を広島キャ
ンパスから東広島キャンパスへ移し、学びの場を東広島と呉の２

キャンパスへ集約します。
　また、今後は専門職連携教育（IPE）に加え、地域、行政、病院、
福祉施設、企業、高校などの関係機関と連携し、地域の実情に応
じた専門職の役割を実践的に学ぶ教育を展開します。
　特に、これからの社会に求められる「地域包括ケア」を担う人材
の育成を目指し、大学内だけでなく、地域もキャンパスと捉え、
地域が抱える課題をテーマとした連携教育やフィールドワークな
どを行うことで、医療・福祉の現場に必要な実践力を養います。
　さらに、他学科・他専攻間の学生や地域の方々との交流を促進し、
地域が抱える課題に対応する取り組みの充実を図っていきます。

　海外語学研修（英語）（カナダ・バンクーバー，フィリピン・セブ島）
　海外語学研修（韓国語）（韓国・大田大学校）
　海外医療英語研修（フィリピン・セブ島）　

アクセシビリティリーダーの
　　　　　　　　育成について
『アクセシビリティ』ってなに？
　障害の有無や身体特性、年齢や言語・文化などの違いに関係なく『情
報』『サービス』『製品』『環境』など様々なものへの「利用しやすさ」や「参
加しやすさ」を意味する概念であり、「アクセスのしやすさ」のことを「ア
クセシビリティ」と言います。
　現在、社会の多様化が進む中，「アクセシビリティ」の普及･推進は、
潜在する多様なニーズ、才能、人材の開拓にもつながることから、多
くの人々が「利用しやすいか？」「参加しやすいか？」「使いやすいか？」
など、これからの時代において様々な局面で重要な概念となりつつあ
ります。

『アクセシビリティリーダー』ってなに？
　多様な人々の社会参加を円滑にして可能性を活かし、多様な環境や
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人材のことをアクセシビリティリー
ダーといいます。

『アクセシビリティリーダー育成プログラム』とは？
　『アクセシビリティリーダー育成プログラム』とは「教育課程」「資格認
定」「インターンシップ」「キャンプ」で構成される、総合的な人材育成・
活用プログラムです。教育課程は、高等教育機関が開発し提供する質
の高い教育プログラムです。
　アクセシビリティに関連する「基礎概念」「多様性理解」「情報・環境・

制度」を体系的に学び、意識・知識・経験に立脚した、アクセシビリティ・
コーディネートの技術・方法論を修得していきます。資格取得後は更
なる実践の場として、企業でのインターンシップと大学を越えてリー
ダーが共に学ぶリーダーキャンプが用意されています。

まずは、アクセシビリティリーダー２級の資格取得を目指そう！
　アクセシビリティリーダー２級の資格取得には、オンライン講座・
①導入編『意識』、②基礎編『知識』の教育課程を修了し、年１回（12月）
実施される認定試験を受験し、合格点に達すると資格取得となります。

アクセシビリティリーダー２級の資格取得後は？
　『アクセシビリティリーダー育成プログラム』に従い、アクセシビリ
ティリーダー１級の資格取得を目指し、アクセシビリティリーダーキャ
ンプやアクセシビリティインターンシップなどに参加し、情報やサー
ビス、製品や環境の利便性を誰もが享受できる豊かな社会を創出する
コーディネート能力を持った『アクセシビリティリーダー』を目指しま
しょう。
　また、この資格は「日本マイクロソフト株式会社」「富士通株式会社」
といった企業や「広島大学」「九州大学」「関西学院大学」などの大学でも
取り入れられています。今からでも遅くないので、ぜひ、12月の試験
に向けて学んでみよう！

申  し  込  み  先
［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）

�



分
【1便】00 新白島駅発→広島C 15発　【2便】10 広島C発

10

00・40

00

00

分
15

00

50

15

日本学生支援機構奨学金
第二種奨学金「臨時採用」にかかる
希望調査について
　2016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　2016年10月～2017年３月より希望月を選択
　２．締　切　日　2016年10月７日　（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。

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/profile/pr/hirokoku.html

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（2017年３月）
６．申請期間　2016年10月３日　（月）～ 11月30日　（水）
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。

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）

緊急採用・応急採用について
　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、下記担当窓口にご相談く
ださい。

無くそう! 迷惑駐車‼ 守ろう! キャンパスマナー‼
　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。

広島国際大学　 無料巡回バス　出発予定時刻表

運行期間
2016年9月26日　（月）
～ 2017年2月8日　（水）
※土・日・祝日は運行しません。
※2016年12月27日　（火）
　～ 2017年1月9日　（月）
【冬季休業期間】は運行しません。

備　　考
事前予約の受付けはしませんの
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） ※1　広島C到着後→新白島駅→中筋駅（終点）

2016年9月26日改正
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2016年度広島キャンパス大学祭「盛幟祭」 表 紙 紹 介
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