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建学の精神 世のため、人のため、地域のため、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
専門職業人を育成する。

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。



　新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
『夢』を叶えるために、広島国際大学で学生生活を始め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、全国でも有数の健康・医療・福祉分野の大学ですが、今年開学20年目を迎え、
今年度からの３年間で様々な開学20周年記念事業を展開します。「ともにしあわせに
なる学び舎」という本学の将来像のもと、キャンパス間や学部・学科間の壁を越えて、
学生さんが交流・連携して学ぶことのできるキャンパス、また、学内外の多様な人々
が交流・連携して学ぶことのできるキャンパスを目指し、ハード面、ソフト面の整備
を行います。
　疑問点や不安点、あるいはやりたいことがある時に相談する能力や、様々な人々と
交流・連携する能力は、専門的な知識や技術とともに、将来社会で活躍する際に非常
に重要です。そのため、本学では授業の他にも、様々なプログラムを用意したり、前
述のようにキャンパス整備をすすめたりと、みなさんの支援をしていきますが、何か
あれば、どんどん教職員や先輩、友人などへ相談しましょう。課題の発見、解決だけ
でなく、新たな交流・連携、より充実した学生生活、さらには社会で活躍できる力の
獲得へとつながっていきます。
　みなさんが夢の実現に向けて、充実した学生生活を送られることを心から願ってい
ます。
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　健康・医療・福祉のスペシャリストを目指すみなさん、ようこそ広島国際大学へ。
　新入生のみなさんはこれから始まる新しい環境での学修や生活に対して、期待と不
安の両方が大きく膨らんでいるのではないでしょうか。大学では、自分自身が決めた
専門領域の学修を進めていくことはもちろん、地域でのボランティア活動や課外活動
など、今までにも増して自分の可能性を拡げ、挑戦していくチャンスを作ることがで
きます。一方で、活動範囲がこれまでより大きくなり、自分で考えて行動する必要も
多くなるため、新たな悩みが出てくるかもしれません。そんなときは一人で悩まず、
ぜひ、気軽に学生相談室などを利用してください。自身の夢に向かって、周囲の『ひと』
に思いやりを持つとともに、『自分』も大切にして、充実した大学生活を送ってくだ
さい。
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　新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
　自分が目指す専門職や将来、こうありたい自分の夢を思い描いてみてください。大
学生活の今しかできないことに果敢に挑戦して、大きく成長してほしいと願っていま
す。自分の可能性を信じて、専門的知識や技術はもちろんのこと、人間としての基礎
力を身につける努力をしてほしいと思います。
　本学では、健康・医療・福祉分野のさまざまな学部があります。学部を越えた学び
や交流、さらに多世代、多文化の交流を通して自分の可能性を広げてください。みな
さんの充実した学生生活のために教職員が力を合わせて支援いたします。
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保健医療学部長
清水壽一郎

心理学部長
岩田　昇

看護学部長
島谷　智彦

薬学部長
宇根　瑞穂

医療栄養学部長
八木　典子

総合リハビリテーション学部長
山岡　薫

医療経営学部長
笹川　紀夫

学部長 メッセージ

　医療経営学部へのご入学おめでとうご
ざいます。社会や医療は今後大きな変化
を迎えようとしています。このような環
境の中、より良い医療、社会づくりに貢
献できる人材の必要性がますます重要と
なってきています。新入生のみなさんは、
本学部が掲げる６つの学びを修得し、専
門知識だけでなく幅広い教養を身につ
け、わが国における医療や社会の問題に
幅広く対応できる力を身につけた社会人
になることを期待しています。
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を迎えようとしています。このような環
境の中、より良い医療、社会づくりに貢
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本学部が掲げる６つの学びを修得し、専
門知識だけでなく幅広い教養を身につ
け、わが国における医療や社会の問題に
幅広く対応できる力を身につけた社会人
になることを期待しています。

　入学おめでとうございます。さあ、いよ
いよみなさんの学生生活のスタートです。
　これから４年間、みなさんは、本学に
集う多くの仲間たちと出会い、共に学ん
でいきます。
　自分の良さ・友のいいところ、そして
人と共に活動することの楽しさや周りの
人たちのために自ら行動することの素晴
らしさに気づける若者に成長していって
ください。
　我々と共に新たな歴史を刻んでいきま
しょう。
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　皆さん、総合リハビリテーション学部
にようこそ。皆さんはそれぞれ、将来の
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
義肢装具士を目指して入学されました。
リハビリテーションとは語源はリハビリ
スに由来し、「再び人間らしさをとりも
どす」という意味です。詳しいことはこ
れから勉強していただけばよいことです
が、皆さんは非常にやりがいのある仕事
を選ばれたことは確かです。皆さんの希
望に満ちたやる気を本気にさせるのが
我々の仕事です。ぜひこれから共に夢に
向かって頑張りましょう。
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　保健医療学部へのご入学おめでとうござ
います。みなさんが目指す専門職は臨床現
場においても患者搬送、診断、治療と迅速
かつ正確な行動が求められます。そのため
には、専門知識、他職種への理解、チーム
として行動できるコミュニケーション能力
をしっかりと身につけなければなりませ
ん。その上で、「病む人とその家族の気持
ち」に沿った医療を提供できる医療人に
なって欲しいと思います。これらを一人で
達成するのは大変困難ですが、友だちや教
員とチームを作ることで楽しく学ぶことが
できるはずです。大学での４年間で、苦楽
をともにし、お互いのしあわせを願う素晴
らしいチームを作ってください。
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らしいチームを作ってください。

　ご入学おめでとうございます。管理栄
養士は、「食」の力で人々が健やかな生
活ができるようにマネジメントするプロ
フェッショナルと言えます。私たちは、
みなさんが、４年間の学びのなかで、専
門的な知識、スキル、人間力を高め、質
の高い管理栄養士として成長されるよう
に、また、充実した学生生活を送ることが
できるように最大の支援を惜しみません。
　一日も早く大学の生活に慣れ、一人ひ
とりの力が大きく花開く学生生活となる
ことを期待しています。
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　新入生の皆さん、ご入学おめでとうご
ざいます。保護者の皆様におかれまして
も、心からお慶び申し上げます。
　大学生活では「勉学」はもちろんのこ
と、「課外活動」「アルバイト」「語学」
などにも貪欲にチャレンジしてくださ
い。そして、友達の輪を広げてください。
一流の医療人になるためには、先ず一流
の社会人にならなければなりません。
　４年間は長いようであっという間に過
ぎてしまいます。有意義に過ごされ、大
きく成長されることを期待しています。
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の社会人にならなければなりません。
　４年間は長いようであっという間に過
ぎてしまいます。有意義に過ごされ、大
きく成長されることを期待しています。

　新入生の皆さんご入学おめでとうござ
います。
　皆さんは６年後に薬の専門家として医
療現場で活躍することを胸に抱いて本学
に入学されたことと思います。キャンパ
スライフを薬剤師資格の取得目的だけに
留めてほしくはありません。医療人とし
て専門分野の探求は勿論必要ですが視野
を広げることも深化と同様に重要です。
例えば、本学には学際的学問を学べる環
境は整っています。自ら学ぶ意欲さえあ
れば教員は全力で君達をサポートいたし
ます。色々なことにチャレンジして悔い
のない学生生活を送ってください。
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境は整っています。自ら学ぶ意欲さえあ
れば教員は全力で君達をサポートいたし
ます。色々なことにチャレンジして悔い
のない学生生活を送ってください。
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学長

焼廣　益秀

副学長
医療福祉学部長
久保田　トミ子

保健医療学部長
医療･福祉科学研究科長
清水　壽一郎

総合リハビリテーション学部長
リハビリテーション学科長
山岡　薫

医療経営学部長
医療経営学専攻長
笹川　紀夫

心理学部長
心理学科長

臨床心理学専攻長
岩田　昇

工学部長／工学研究科長
情報通信学科長／情報通信学専攻長
情報センター長／教職主任
寺重　隆視

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

医療栄養学部長

八木　典子

心理科学研究科長
実践臨床心理学専攻長
心理臨床センター長
田形　修一

総合リハビリテーション学部長補佐
リハビリテーション支援学科長

齋　礼

医療栄養学部長補佐

坂本　宏司

診療放射線学科長
医療工学専攻長
橘　昌幸

医療技術学科長

藤原　章

医療福祉学科長
医療福祉学専攻長
小坂　哲也

医療経営学科長

林　行成

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
関口　彰

看護学科長
看護学専攻長
松本　睦子

薬学科長
学生部長
堀　隆光

医療栄養学科長

澤村　恭子

助産学専攻科長

山崎　登志子

教務部長

笛吹　修治

学長室長

中神　剛

入試センター長

杉岡　昌男

図書館長

向田　一郎

キャリアセンター長

宮中　英司

総合教育センター長

山中　浩泰

研究支援･社会連携センター長

南山　求

研究支援･社会連携センター副センター長

杉原　数美

研究支援･社会連携センター部長

後藤　寛

保健室長

三森　康世

国際交流センター長

包　敏
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医療福祉学部
医療福祉学科
客員教授

グエン　ドク

心理学部
心理学科
特任助教

山内　加奈子

看護学部
看護学科
准教授

江口　千代

看護学部
看護学科
特任助教

久保木　紀子

看護学部
看護学科
特任助教
吉原　和恵

看護学部
看護学科
特任助手
大庭　悠希

薬学部
薬学科
特任助教
清家　総史

心理科学研究科
実践臨床心理学専攻

特任教授
松﨑　佳子

助産学専攻科
特任助手
渡壁　玉喜

総合教育センター
客員教授
沖　裕貴

心理科学研究科
実践臨床心理学専攻

講師
吉川　久史

薬学部
薬学科
客員教授
今中　常雄

薬学部
薬学科
特任助教
覺前　美希

保健医療学部 
医療技術学科
准教授

楠本　智章

保健医療学部
医療技術学科

講師
坂口　英児

保健医療学部
医療技術学科
講師

中山　寛尚

総合リハビリテーション学部
リハビリテーション学科

講師
河村　あゆみ

総合リハビリテーション学部
リハビリテーション支援学科

講師
大窪　伸太郎

医療福祉学部
医療福祉学科
教授

上原　千寿子

医療経営学部
医療経営学科
教授

成清　哲也

心理学部
心理学科
講師

首藤　祐介

2017年３月23日現在

Start Dash スタートダッシュ2017 開催!!
　クラブに所属する学生が活動内容やクラブの魅力を紹介する
「スタートダッシュ 2017」に参加してみてください。
　パフォーマンスを交えて楽しく、分かりやすく先輩が紹介する
ので、あなたの不安もすぐに解消！
　また、クラブ別のブースもありますので、相談や詳しい説明
を受けることもできます。ぜひ会場へ行ってみましょう！

開催
日時

呉キャンパス

東広島キャンパス

4月5日（水）

4月11日（火）～13日（木）
場所：メディアホール（１号館７階） 17：30～ 20：00

場所：講堂 18：30～ 20：00
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　２月23日（木）、広島県立総合体育館にて
第２回学長杯争奪ソフトバレーボール大会を
開催しました。当日は、東広島キャンパス７
チーム、呉キャンパス２チーム、広島キャン
パス６チームの学生チームに加え、教職員が
４チーム、連携大学である比治山大学から１
チームの全20チーム計150名が参加し、キャ
ンパスや学生・教職員、他大学との垣根を越
えて大いに盛り上がりました。白熱した試合
を見事勝ち抜き、保健医療学部医療技術学科
救急救命学専攻の２年次生チームが優勝を勝
ち取りました。

第２回 学長杯争奪ソフトバレーボール大会を開催！

リーダー養成キャンプを開催

　今回の学長杯は、広島キャンパスの広島学友会が事前準備
から当日の運営まで行い、参加した学生、教職員みんなが笑
顔で怪我なく終えることができました。広島国際大学では、
今回のような、学内、学外を問わず「交流と連携」をキーワー
ドとしたイベントをどんどん企画していきます。

　今回参加できなかった学生のみなさんも、ぜひ、次の第３回
学長杯に参加し、みんなで気持ちの良い汗をかきながら、交
流の輪を広げましょう。もちろん、イベントを企画・運営を
したい学生も募集しておりますので、興味のある学生は、各
キャンパスの学生部署までお気軽にお越しください。

　２月18日（土）～ 19日（日）、課外活動団体の次期幹部
候補生となる学生を対象に、リーダーとしての資質向上と団
体間の交流を目的とした、１泊２日の「リーダーズキャンプ」
を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・文化会本部、広島学友会が主催し、
毎年開催しているもので、今回は総勢74名が参加しました。
　現地到着後は、10班に分かれて自己紹介を行い、午後か
らは江田島消防署の方々を講師にお招きし、３時間の「普通
救命講習Ⅰ」を受講しました。講習では様々な事故などの状
況を想定して『もしもの時』に迅速に対処できるようAED
の使い方や応急処置について学びました。講習会終了後は、
みんなでバーベキューを楽しみながら交流を深めました。

　２日目は、午前９時から、住環境デザイン学科の西来路教
授を講師に迎えて「リーダーの心得」についての研修を行い
ました。内容は、「五省の唱和」、「リーダー論の一般論」、
「AKB48高橋みなみさんの『リーダー論』の朗読」、「今回の
幹部のリーダー論」が前半40分、後半の２時間は、ワール
ドカフェ形式でのグループディスカッションでした。初日の
緊張もほぐれ、活発な意見交換が行われました。主催した学
生は、この研修を実りあるものにしたいという思いから、１
月に２回、西来路教授と事前打ち合わせをし、当日の進行も
スムーズで、参加した学生からの評価も高く、主催者・参加
者ともに満足度の高い研修になりました。
　午後からは、体育館で班対抗ドッヂビーを行い、汗を流し、
スポーツを通してコミュニケーションを図りました。
　主催した学生も、本部運営にかかるノウハウを学ぶことが
でき、それぞれが貴重な経験を積むことができました。
　今回のキャンプで学んだ多くのことを、今後の課外活動の
運営に活かし、それぞれがリーダーとして各課外活動団体を
牽引していくことを願っています。
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2017年度　広国大チャレンジプロジェクトの募集について

　充実した大学生活を送るために、自分の想いをカタチにする『プロジェクト』に
取り組んでみませんか？
　興味がある学生は、各キャンパス学生担当部署まで相談してください。
　みなさんの応募をお待ちしています！

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。

※10万円以上かつ２カ月以上のプロジェクトについては、実施期間半ばに、中間決算報告
を行っていただきます。
※１件につき、原則50万円までとするが、プロジェクト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。

内 容

選 考 基 準

手 続 き 方 法

申請相談部署

備 　 　 考

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のうち、２つ以上を満たす企画とします。
【選考除外】原則、課外活動団体からの応募、または、ゼミでの研究あるいは卒業論文等の作成を直接の目的とするものは応募

できません。

①興味がある方は、各キャンパス窓口（学生課、医療経営学部事務室）まで申し出てください。
　上記に該当しない企画もご相談を！
②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ます。　
③申請書を提出し、学内で審査を行い、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。

東広島キャンパス（学生課）、呉キャンパス（学生課） 、広島キャンパス（医療経営学部事務室）

①各プロジェクトは、原則2017年４月から2018年２月末日までの間にプロジェクトを完了してください。
②特に優秀なプロジェクトがある場合は、表彰を行うことがあります。
③各プロジェクトに取り組む際は、必ずアドバイザー（本学教職員）を置いてください。
④プロジェクトは必ず認定後に準備を開始してください（プロジェクト認定前に、認定されることを想定して業
者等と支払い契約などを結び、プロジェクト申請が事後となった場合は、申請が認められません）。
⑤企画認定まで時間がかかる場合があるので、希望者はできるだけ早めに申請窓口で相談してください。
⑥当該年度３月に、報告会を開催する場合がありますので、その際はパワーポイント等プレゼン資料を作成いた
だきます。

募 集 時 期

奨 励 金
（１企画上限）

2017年３月22日から新年度受付を開始しています！

上限：50万円まで

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…「小学生サッカー教室」、「瀬戸田町ボランティア（海開き）」「瀬戸田町ボランティア（夏祭り）」など
学内外活性化にながるもの】

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…「広国ＰＡＲＫ」、「しましまサロン」、「義肢パーツ再生」「骨髄バンクを支援する会 ―しずく―」
「子ども食堂」などの地域課題解決や地域活性化に取り組むもの】

「HIUキャンパスマイレージ制度」を活用しよう！
　「HIUキャンパスマイレージ制度」とは、日頃から学
生のみなさんが自主的・自発的に行っている学内外での
ボランティア活動や地域社会貢献活動、大学の各種イベ
ントの運営ボランティアなどに対して、ポイントを付与

する制度です。貯まったポイントは、QUOカードに交
換することができます！各キャンパスの学生支援担当部
署でポイントカードを配付していますので、積極的に
チャレンジしてください。

[ 対象となる活動の一例 ]
●オープンキャンパスの補助
●健康フェアの補助
●広報スタッフとして取材および記事掲載
●ピア・サポーター
●こども図書館の読み聞かせボランティア

●日本文化体験会の補助
●内定者から後輩へ就職体験談の発表
●街頭啓発活動ボランティア
●子供向け体験講座のボランティア
●地域からの依頼による祭りの補助
●エイズ予防啓発活動キャンペーンのボランティア
●学科主催の講演会の受付 など

プロジェクトを企画・立案し

TopicsTopics
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学内ボランティアにチャレンジしよう！

ボランティア情報の提供について

ピア・サポート相談会

現在活動中の学内ボランティア

　ボランティアセンターからのお知らせです。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。
「ボランティア活動をしてみたいけど移動手段がない」「身近なところで活動したい」「広島国際大学の
ことをもっと知りたい」といった方にお勧めです！
　みんなで一緒に何かに取り組んでみたい方は、担当部署（東広島キャンパス　ボランティアセンター、
呉キャンパス　学生課、広島キャンパス　医療経営学部事務室）までお越しください！

名　　　　称

ピア・サポーター

障がい学生支援スタッフ

学生広報スタッフ

キャリアサポーター

就職活動版ピア・サポーター

キャンパスガイドスタッフ

学生司会スタッフ

学生図書委員

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

障がい学生支援室、
学生課（呉キャンパス）、医療経営学部事務室

学期始めに、学生生活や履修申請方法等に対する疑問や不安
を抱える学生の相談役として活躍しています。

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）
で活躍しています。

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「とれたてヒロコク便」に掲載しています。

図書の選書、企画展示などのイベント立案および実施、広報
活動、書評の作成などを行い、利用しやすい図書館を目指し
て活動しています。

HIU キャリアフェアや学内合同企業説明会等への参加・運営
等で活躍しています。

就職内定後、就職支援行事における体験談発表を行ったり、
就職活動に取り組む学生の相談役として活躍しています。

来学者に対して、東広島キャンパス大学祭等におけるキャン
パス見学ツアーの案内役で活躍しています。広島国際大学の
他学科のことを知る良い機会にもなります。

学内行事（HIU 保護者ミーティングやオープンキャンパス等）
において学生司会として活躍しています。実際に司会をする
前にはプロの講習を受けますので、安心して取り組めます。

広報室　TEL0823-27-3102

キャリアセンター

キャリアセンター

ボランティアセンター（東広島キャンパス）
学生課（呉キャンパス）

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

図書館事務室

担　当　部　署 概　　　　　　　　　要

　ボランティアセンターでは、全学生にボランティア情報をリアルタイムに提供し、
団体または個人が、ボランティア活動に参加しやすいようにしています。毎年学外か
らのボランティア活動依頼が100件程度届いており、多くの学生が参加しています。
学外から大学にボランティア活動依頼があった場合、もしくは学内ボランティアを募
集する場合等には、学内ポータルサイト等を通じて、ボランティアセンターからお知
らせします。なお、情報の提供が不要の方は、右記担当部署に申し出てください。

　先生や職員の人には聞きにくい、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？

　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　
　サポート…「支援」という意味

担　当　部　署
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　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）

Pick-UP

★ピア・サポーターとは？

＜東広島キャンパス＞ 2017年４月10日（月）、11日（火）
　時間：12時20分～ 12時50分
　場所：コミュニティールーム（２号館２階）

＜呉　キ　ャ　ン　パ　ス＞ 2017年４月10日（月）、11日（火）
　時間：12時20分～ 12時50分
　場所：食堂（１号館１階 西側）

＜広　島　キ　ャ　ン　パ　ス＞ 2017年４月15日（土）、16日（日）1泊２日
　医療経営学科では、宿泊を伴った新入生オリエンテーション
　時に相談会を開催します。
　場所：広島市三滝少年自然の家

※開催日時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。

●ピア・サポート相談会開催日時・場所

どんなことでも結構です。個人の秘密は固く守ります。

TopicsTopics
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2017年度　海外研修プログラム募集について

キャンパス 場　所　等 利用可能時間 自動販売機
キャンパス 場　所　等 利用可能時間 自動販売機

東広島

１号館２階

１号館４階
１号館７階

２号館２階

２号館８階

談話コーナー

談話コーナー
談話コーナー
コミュニティー
ルーム

カフェ

―

―
―

7：00～ 23：00

7：00～ 23：00

飲料２台
カップラーメン１台
飲料２台
飲料１台
飲料４台
菓子１台
飲料４台

アイスクリーム１台

呉

広島

５号館１階

６号館６階

１階

14階

15階

ロビー
コミュニティー
ルーム

コミュニティー
ルーム

幟町カフェ

7：00～ 23：00

7：00～ 23：00

7：00～ 23：00

7：00～ 23：00

7：00～ 23：00

飲料２台

飲料１台

飲料１台
（ロビー）
飲料１台
菓子１台
飲料２台

アイスクリーム１台

各キャンパスには、学生・教職員がくつろげる憩いの広場があります。
ぜひ、利用してください。

※大学行事等で利用できない場合もあります。

2017年度に国際交流センターが取り扱う全学科対象海外研修は、下記の４企画になります。
現在調整中の企画もあります。決まり次第掲示板でお知らせします。

１．学生短期海外研修(学生が自ら企画し、採用されれば支援金を支給)
２．海外語学研修【韓国語】(韓国・大田大学校<学園三大学合同プログラム>)
３．海外語学研修【英語】(カナダ・バンクーバー )
４．海外語学研修【英語】(フィリピン・セブ)

海外研修プログラム
お  問  い  合  わ  せ

東広島キャンパス　２号館２階　国際交流センター
呉　　キ　　ャ　　ン　　パ　　ス　１号館１階　学生課
広　島　キ　ャ　ン　パ　ス　１階　医療経営学部事務室　　　

大学生活での心配ごとや悩みごとがあれば、気軽に学生相談室に相談してください。
相談員がゆっくり話を聴いて、みなさんと一緒によりよい方向を考えていきます。

相談時間

憩いのスペース一覧

月曜日～土曜日９：00～ 17：00
※ただし、土曜日は月１回の開室となります。
※ 各キャンパスで曜日が異なる場合があります。

申込方法
１．メールで申込む
　《メールアドレス》
　【東広島キャンパス】 HIU.Sodan@josho.ac.jp
　【呉　キ　ャ　ン　パ　ス】 HIU.Sodan.k@josho.ac.jp
　【広　島　キ　ャ　ン　パ　ス】 HIU.Sodan.h@josho.ac.jp
　　メールには、①学生番号②名前③連絡先④希望相談日時
　　（第２希望まで）を記載してください。

２．直接、来室して申込む
　《申込窓口》
　　各キャンパス保健室、学生課、医療経営学部事務室

３．電話で申込む
　【東広島キャンパス】＜学　　生　　課＞☎0823-70-4536
　【呉　キ　ャ　ン　パ　ス】＜学　　生　　課＞☎0823-73-8283
　【広　島　キ　ャ　ン　パ　ス】＜医療経営学部事務室＞☎082-211-5101

相談場所
【東広島キャンパス】
　学生相談室（２号館２階・学生課内）
　保健室（１号館２階）

【呉キャンパス】
　学生相談室（１号館２階保健室隣り）

【広島キャンパス】
　応接室（１階保健室隣り）

学生相談室のご案内

どんなことでも結構です。個人の秘密は固く守ります。どんなことでも結構です。個人の秘密は固く守ります。
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　本学は、大学敷地内全面禁煙です。これは、喫煙が学生の身
体に及ぼす影響と健康増進法で定められている受動喫煙の防止
が目的です。大学正門前や近隣の公園など灰皿のない場所での
喫煙や吸殻のポイ捨てをする学生の姿が目立ち、地域住民の方
からもクレームが寄せられています。大学正門前や近隣の公園
などは敷地外であっても公道や公的な場所であり、学外者も通
行・利用します。灰皿が設置されていない場所や喫煙にはふさ

　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ず、
自分で管理してください。
　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。

わしくない場所での喫煙は他の方への迷惑となりますので控え
てください。ご理解とご協力をお願いします。
　また、広島キャンパス周辺は、喫煙制限区域となって
おり、路上等での喫煙は条例により禁止されています。
　なお、学生寮・学生研修棟・国際会館の居室内も大学敷地内
のため、禁煙です。居室およびベランダで喫煙しないでください。

　東広島キャンパスに隣接するコンビニエンスストアや、
近隣のスーパー、飲食店の駐車場において、本学学生と思わ
れる迷惑駐車・駐輪が報告されています。「授業１コマだけな
ら駐車しても良いだろう」「誰の車か分からないから良いだろ
う」といった気軽な気持ちで駐車されている方もいるようで
すが、そのような方が多いと他のお客さんが駐車するスペー
スがなくなるため、店舗にとっては営業妨害にあたります。

　また、店舗の駐車場は大学の敷地ではありません。
店舗の利用を主目的としない駐車は、迷惑駐車にあた
り、悪質と見なされる場合は、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、相手側の立場に立っ
て自分が何をしているのかを十分に理解し、迷惑駐車・駐輪
は絶対にしないでください。そのような行為をされる方には、
厳しく指導等を行います。

　毎年新学期に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。
　特に、原付バイクでの二人乗りやヘルメットをかぶらず
運転することは、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運転免許証を携

帯し、警察官から運転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。常に運転免許証は携帯しましょう。
　その他にも、自転車での事故も多発しています。道路の
左側を走行し、携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわ
ゆる「ながら運転」をしないようにしましょう。

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ロッカーの上や床に荷物を置きっぱなしにしない！

ロッカーはこの３つを守って使用しよう！

2017年度レジデント・リーダー（ＲＬ）の募集について2017年度レジデント・リーダー（ＲＬ）の募集について
１. 目　的
　本学では2017年度より新たに学生寮の入居者を対象としたレジ
デント・リーダー（RL）制度を導入いたします。
　RL制度ではその活動を通して、対人的な業務に就くための
人間力＊を醸成することを第一の目的としています。
　また、新入生の寮生活へのスムーズな適応支援や、寮内のコミュ
ニティ作りによる孤立学生の支援をはかり、さらには寮生の自主的
学修の促進などそれぞれの学力が共に向上することも目指します。
＊対人関係、コミュニケーション力、ファシリテーション力

４. 募集方法・人数
　RL制度の目的に賛同する寮生から募集します。
　原則として、２、３年次生を対象として選抜します。

　東広島キャンパス　学生寮（６棟）　１２名
　呉キャンパス　学生研修棟（３棟）　　６名
　　各棟から２名程度
　募集期間　2017年4月1日～ 2017年4月28日

５. 備　考
① 申込書は東広島・呉キャンパスの学生課にあります。
② RL活動のために、研修室を２室程度確保します。RL採用者に
はRLの研修を行います。また、定期的に教職員との情報交換の
機会を設けます。

６. 問い合わせ先
学生課（東広島・呉キャンパス）

３. 活動期間
　2017年４月１日～2018年３月31日（年度更新）

２. 活動内容
　寮内のイベントの企画（新入生歓迎イベント、寮祭、寮対抗スポー
ツ）、寮生同士の学修支援、寮生の意見集約および大学との繋ぎ役
　などを基本的には自分達で企画し、実行します。

TopicsTopics
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『学内ポータルサイト』の活用について

図書館利用説明の個別対応について

広島国際大学提携教育ローンについて

学費減免について

広島国際大学教育ローン金利助成奨学金制度について

　このシステムは、みなさんがお持ちのパソコンや携帯電話を利用し、
授業の履修登録を行ったり、成績確認等ができます。また、大学から
みなさんへお知らせしたい情報をリアルタイムに確認できます。
　休・補講のお知らせ、臨時休講、講義連絡や学生の呼び出しなど大
学生活に役立つ多岐にわたる情報を配信していますので、ぜひ登録し
て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右記のとおりアクセスしてください。

　下記の３社については、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。このローンを借入される

方は、在学中に元本の返済を据え置き、利息のみの支払いが可能です。
　申込手続については、下記指定金融機関へお問い合わせください。

　在学中に学費支弁者の死亡、住居の罹災、家業の破産などによって経済的
に著しく困窮して、学業継続が困難となった学生に対しては、申請によりそ
の理由の発生した直後の学費（半期）の半額または全額を減免することがあり

ます。学生課（東広島キャンパス・呉キャンパス）または医療経営学部事務室
で取り扱っておりますのでご相談ください。

前期分学費の納入について 2017年度前期分の学費納入期限は、４月20日（木）です。
　学費振込依頼票は、４月上旬に学費支弁者宛に送付します。
　４月７日（金）になっても届かない場合は、学長室 会計課へお問い合わせください。
　なお、2017年４月に入学された方は、入学手続時に2017年度前期分の学費
を納入済のため上記納入期限は関係ありません。

　図書館を有効に活用していただくため、図書館では、
利用説明の個別対応を随時受け付けております。
　簡単な蔵書検索方法から、レポート、卒業論文作成の
ための文献や電子ジャーナル・データベースの活用方法

まで、出来る限りご要望に応じてご説明いたします。
　個人でもグループでも結構ですので、各キャンパスの
図書館カウンターまでお気軽にお申し込みください。　

　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（上表）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
でお問い合わせください。

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（2018年３月）
６．申請期間　2017年10月２日（月）～ 11月30日（木）（予定）
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．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　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）
９．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、上記申請期間に従って申請してください。

アクセス先
　パ　ソ　コ　ン：https://hiu.hirokoku-u.ac.jp/portal/top.do
　携　帯　電　話：https://hiu.hirokoku-u.ac.jp/portal/ktop.do
　スマートフォン：https://hiu.hirokoku-u.ac.jp/portal/sptop.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「学内ネットワーク利用許可書」を確認ください（２年次以上の学生
には、入学時に配付済です）。なお、通信費用等は、利用者の自己負担です。

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）　☎0823-70-4676

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
資金使途

問合わせ先

広島国際大学教育ローン

広島銀行黒瀬支店

☎0823-82-7111
【受付時間】
平日　9：00～ 17：00
（土日祝日及び正月３が日は除く）

学費サポートプラン

学費サポートデスク

☎0120-517-325
【受付時間】 　9：30～ 17：30
【Web申込】
http://orico.jp/gakusapo
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0418

悠裕プラン

ジャックス・
コンシュマーデスク

☎0120-338-817
【受付時間】 　10：00～ 19：00
【Web申込】
http://www.jaccs.co.jp/yuyud/
ログイン時には下記IDが必要です
ID：M153　パスワード：08258929

授業料、教育充実費、入学金、諸会費、学生寮・学生研修棟・学生宿舎・幟寮部屋料（入居申込金・共益費含む）

QRコード

パソコン 携帯 スマートフォン
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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/profile/pr/hirokoku.html

2016年度リーダーズキャンプ集合写真 「国立江田島青少年交流の家」にて 表 紙 紹 介

　2017年度 日本学生支援機構奨学金貸与にかかる説明会を、下記の日程で開催しますので、同機構の奨学金貸与
を希望する学生は必ず出席してください。

１．対象者：日本学生支援機構奨学金予約採用者 （新入生ですでに、高校の時に採用候補者となっている方）
２．開催日時・場所　※いずれか１回出席してください。

３．持参物

４．その他
①予約採用者であっても、手続きをしないと奨学生となりませんので必ず説明会に出席してください。
②予約採用者は、下記の新規出願者対象説明会に出席する必要はありません。ただし、現在の採用種別（第一種・第二種）の
移行または併用貸与を希望する場合は出席してください。
③奨学金の初回振込予定日は、５月16日（火）です。

３．持参物：筆記用具
４．貸与月額
　◇第一種（無利子） 自宅通学者　：30,000円、54,000円から希望する月額
 自宅外通学者：30,000円、54,000円、64,000円から希望する月額
　◇第二種（有利子） ３、５、８、10、12万円から希望する月額 ※薬学部の学生は、12万円に月額２万円の増額が可能
５．その他：無断欠席者には、出願書類を配付しませんので、説明会に出席できない学生は、必ず事前に学生課・医療経営学

部事務室に申し出てください。

※４月10日（月）については、オープン科目日のため、所属キャンパス
以外のキャンパスでも出席できます。

〔東広島キャンパス〕
日　　　時

４月10日（月）
４月14日（金）

18：00～ 19：00 125教室
（１号館２階）

開　催　場　所

〔広島キャンパス〕
日　　　時

書　　　類　　　名 備　　　考

４月10日（月）
４月12日（水）

平成29年度大学等奨学生採用候補者決定通知
第一種奨学金制度改正に伴う平成29年度大学等奨学生採用候補者決定・変更通知
日本政策金融公庫の『国の教育ローン』を利用できなかったことについて（申告）
国の教育ローン借入申込書（お客さまの控え）コピー
融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー

18：00～ 19：00 700教室
（７階）

開　催　場　所

〔呉キャンパス〕
日　　　時

４月10日（月）
４月12日（水）

全　　員
該　当　者

入学時特別増額貸与希望者

18：00～ 19：00 1301教室
（１号館３階）

開　催　場　所

１．対象者：初めての出願、もしくは貸与中の種別 （第一種・第二種）の移行または併用貸与を希望する者。
２．開催日時・場所　※いずれか１回出席してください。
〔東広島キャンパス〕

日　　　時
４月　7日（金）
４月12日（水）

18：00～ 19：00 231教室
（２号館３階）

開　催　場　所

〔広島キャンパス〕
日　　　時

４月　7日（金）
４月13日（木）

18：00～ 19：00 700教室
（７階）

開　催　場　所

〔呉キャンパス〕
日　　　時

４月13日（木）
４月14日（金）

18：00～ 19：00 1301教室
（１号館３階）

開　催　場　所
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2017 V ol.66日本学生支援機構奨学金説明会の開催について日本学生支援機構奨学金説明会の開催について日本学生支援機構奨学金説明会の開催について日本学生支援機構奨学金説明会の開催について

予約採用者（高校時に採用候補者となっている方）対象説明会予約採用者（高校時に採用候補者となっている方）対象説明会

新規出願希望者対象説明会新規出願希望者対象説明会
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