
2018年 開学20周年を迎えます。2018年 開学20周年を迎えます。

10 
2017
Vol.67

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。
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まさか本当にマツダスタジアムの使用権が当たるなんて驚きでした。ガラガ

ラの中に球を入れるときは緊張しました。球場関係者の方がガラガラを回す

ときにはみんなで手を合わせて祈っていました。そして、まさかの広島国際

大学の番号が呼ばれました！すべての運を使ってしまい、これからの人生が

心配になりました。

本村さんに誘われて、軽い気持ちで抽選会に参加しました。当たるとは思っ

ていませんでしたが、ガラガラが回っている時はとてもドキドキしながら出

てくる番号を待っていました。すると、私たちの２番が呼ばれたのでとても

驚き、信じられませんでした。まさかの出来事に本当に嬉しい限りです。誘っ

てくれた本村さんには感謝しています。

　第３回目となる学長杯の種目はソフトボールで
したが、今回はその会場がマツダスタジアム（広
島市民球場）でした。なぜ、マツダスタジアムで
学長杯をするようになったか？　それは、第１回
目の学長杯の反省会のときに「今度はマツダスタ
ジアムでしましょう」という壮大な提案をしたと
ころ、学長も賛同、どんどん話が進んで行きまし
た。その後広島キャンパスのスタッフが予約申込
をし、６月８日にマツダスタジアムの抽選会に参
加した広島学友会の女子学生２名が見事当選を引
き当てました。
　７月９日（日）に、東広島キャンパスは14チー
ム、呉キャンパスは３チーム、広島キャンパスは
4チームで地区予選を行い、各キャンパス1位の
チームを選出。７月22日（土）には、その３チー
ムに教職員選抜ドリームチームが加わって準決勝
を行い、８月８日（火）にマツダスタジアムで優
勝決定戦を行いました。その結果、優勝は東広島
キャンパスの『救急救命学専攻の３年生17名と
教員２名のチーム』、準優勝は広島キャンパスの
『マスカッツ』、３位は『ＨＩＵ20』（教職員チーム）
でした。大型ビジョンには出場選手の写真と氏名
が表示され、あこがれの球場での試合はみんなプ
ロ野球選手になった気分でした。普段は客席から
しか見えないベンチに入ったり、ロッカールーム
で着替えたり、砂かぶり席での観覧など、台風一
過の熱―い１日でしたが開学20周年記念事業に
ふさわしい思い出に残る学長杯になりました。
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私達は救急救命学専攻の3年生17名と２名の先生方で構成したチーム

で、予選から決勝までの７試合を戦ってきました。日頃からみんな仲

が良く、笑顔の絶えない雰囲気の中、楽しんでプレイ出来たことが、

今回の優勝の最大の勝因だと思います。また、他学部や他キャンパス

の人達とソフトボールを通して交流できたことや、マツダスタジアム

での決勝戦は最高の思い出になりました。

キャプテン　井上さん（医療技術学科）

決勝戦の舞台に立つまでは予選、準決勝とあり

長かったですが、マツダスタジアムで試合が出

来てとても記念になりました。準優勝という結

果でしたが、キャプテンとしてチームをまとめ

ることも出来、チームの仲もより一層深まり良

かったです。

キャプテン　榎並さん（医療経営学科）

今回台風５号の影響で卒業試験が一日延期と

なり、参加出来なかったことは悔やんでも悔

やみきれません。勉強の合間をぬって雨の日

も、風の日も、暗くなるまで練習をし、お揃

いのユニフォームまで新調しましたが、その

成果を発揮することが出来なくなりとても残

念でなりません。今回培った仲間との信頼関

係を忘れずに残りの大学生活を楽しく過ごし

ていきたいと思います。
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【委員長】森吉さん（心理学科）

【副委員長】池永さん（医療福祉学科）

【広報部長】亀本さん（医療技術学科）

【模擬部長】伊藤さん（リハビリテーション学科）

【企画部長】宮口さん（診療放射線学科）

【総務部長】金安さん（リハビリテーション支援学科）
【会計部長】堀之内さん（心理学科）

　10月28日（土）、29日（日）に第16回和深祭を開催します。今年
のサブテーマ「ハピネス!!!　～colorful smile～」は、お越しになった、
すべての人にいい日になったと幸せな気持ちになっていただきたい、
という気持ちがこめられています。
　当日は、毎年恒例のステージ企画をはじめ、模擬店やゲストライブ、
工作教室など老若男女を問わず楽しんでいただけるよう、屋内・屋
外でさまざまな催しを用意しています。
　なお、29日（日）には、歌手の青山テルマさんを招き「市民交流
音楽祭」が同時開催されます。

テーマ：ハピネス !!! ～ colorful smile ～

東広島キャンパス
テーマ：INFINITY

呉キャンパス

　10月21日（土）、22日（日）に第19回和深祭を開催します。今
年のサブテーマ「INFINITY」は、無限、無限大の意味をもっています。
仲間で力を合わせることで無限大の力を発揮し、大学祭を成功させ
ようという意味が込められています。当日の各ステージでは、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
ライブ等を開催予定です。またその他にも、模擬店やフリーマーケッ
トはもちろん、カラオケ大会やビンゴ大会等、もりだくさんの企画
を予定していますので、ぜひ遊びに来てください！

和深祭和深祭NagoNago mimi saisai2 0 1 7  秋 告 知

【委員長】池田さん（医療栄養学科）
○○

【副委員長】平田さん（薬学科）

【渉外部長】越智さん（医療栄養学科）

【企画部長】岡﨑さん（医療栄養学科）

【設備部長】岡本さん（薬学科）

【音響部長】田中さん（薬学科）
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広国大チャレンジプロジェクト

　７月15日（土）・16日（日）に第６回大学祭『盛幟祭』
を開催しました。広島キャンパスで６回目となる大学祭の
サブテーマは『和になり、和らおう』としました。来場さ
れる方々とともに悠々とした時間と空間を共有できるよう
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、戦隊ヒーローやスウィーツ
男子など幅広く活躍されている“さいねい龍二”さんによる
現役大学生との座談会「さいねい龍二のしゃべくり007」
を開催しました。また、本学のダンス部、和太鼓部、ヒュー
マンハーモニックス部や軽音部、比治山大学の学生もス
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。

　４月15日（土）・16日（日）の１泊２日で広島市三滝少年自然の家において、医療経営
学科の新入生オリエンテーションを開催しました。初日は、入所式を経て、班対抗のドッ
ヂビーと大縄跳びで汗を流し、スポーツを通してコミュニケーションを図りました。夕方
からの野外炊飯では、水の分量などに四苦八苦しながらも、どの班もうまくカレーができ
ていました。２日目は、恒例のラジオ体操に始まり、「人の輪ゲーム」を行いました。前
日に完成させたビンゴカードを手に、イントロクイズや○ クイズ、一本足立ち競争など
様々なイベントを行い、最後まで勝ち残った人がビンゴの番号を選択していきます。それ
ぞれのイベントに趣向が凝らされており大いに盛り上がりました。新入生は皆、準備をし
てくれた先輩たちへの感謝と、とても楽しかったので、来年は自分たちがオリエンテーショ
ンを企画したいといった感想を述べてくれました。普段あまり話すことがない同級生や先
輩との交流ができ、医療経営学部の学生の絆がより深まったのではないでしょうか。

　８月19日（土）に幟町学
区子ども会主催の夏祭り
「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
子どもたちが参加する地域
の夏祭りで、世代を超えた幟町地区全体の交流の場を提供する
ことを目的としています。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、祭りの打合せからテント設
営や会場準備、模擬店としてカキ氷の出店、熱中症予防や禁煙
啓発ポスターの掲示、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。
当日は天候にも恵まれ、模擬店のかき氷は大盛況でした。当日
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としました。

　７月15日（土）の夕刻から、学生たちが浴衣に着替えて、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、バルーンアート、巨大迷路、ちぎり絵作成、ビーズ教室を
実施しました。地域の小学生も約200名が来場し、学生や子ど
も、大人も皆が一緒に楽しみ大盛況でした。

チャレンジ
プロジェクト
とは？

学生自らが企画・立案したプロジェクトを大
学が資金面でサポートするのがチャレンジプ
ロジェクトです。チームで協力し合い、失敗
を恐れずチャレンジする精神が涵養されます。

のぼりさい

わ わ

来年は私たちがオリエンテーションを企画します先輩ありがとう
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３キャンパス36団体の新入部員が集結
　６月24日（土）～25日（日）の２日間、国立江田島青少年交流の家（江田島市）で、体育会・
文化会本部、学友会企画の「フレッシュマンキャンプ」がありました。課外活動の新入部員が合
同で１泊２日の寝食を共にし、活動を行うことで、キャンパス・団体を超えた学生同士の親睦を
深めようと、毎年開催しています。１日目は、学生課職員による大学生活についての講話。友人、
先輩、教員とのつながりについて、分かりやすく説明がありました。その後、班別対抗「ドッヂビー」
を楽しみ、夕食後は、木製ブロック「カプラ」で造形に取り組みました。２日目は、「野外炊飯」
でカレー作りに挑戦。火おこしから調理まで皆が協力し合うことで自然と交流ができたようです。
他学科の友人ができた、先輩と話ができたなど、交流を深め合った２日間になりました。

熱闘！
常翔学園３大学交流戦に
広国大から６団体80人が参加

　７月１日～２日に開催された「常翔学園３大学体育会課外活動団体交流戦」に広国大から６
団体が参加しました。初日に大阪工業大学大宮キャンパス総合体育館アリーナで開会式と懇親
会が行われ、２日目に摂南大学・寝屋川キャンパス他各会場にて合同練習や交流戦、エキシビ
ジョンマッチ（大学対抗リレー）が実施されました。「交流戦」の日間は、梅雨時期とは思え
ない晴天、交流戦の熱気と相まって、まるで真夏の猛暑のようでしたが、広国大から参加した
６団体の学生達は、茹だるような暑さの中、日頃の練習の成果を発揮する激しい闘いを繰り広
げていました。学生たちの活躍に心躍り、応援にも思わず力が入りました。
　11月には、文化会の３大学交流会を控えており、体育会とは一味違った交流が行われます。
広国大から多数の文化会団体が参加し、学生たちが活躍できればと思います。広国大から参加したメンバー、人工芝の摂大グラウンドがうらやましい

ものづくり・科学体験講座の様子

職業体験講座の様子

　2017年７月～８月に東広島・呉キャンパスにて、「子ども向け体験講座（職業、ものづくり・
科学体験）」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・働き方を視野
に入れ、その芽を育むことが狙いで、ものづくり・科学体験では、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、述べ1,100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、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、「普段から子どもたちに説明する機会が少ないので、伝え方等を考え、工
夫する良い経験となりました」などのコメントがあり、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、学生の自主性、主体性、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、「講座に携わってくれた学生さんが皆優しく笑顔
で接してくださり感激しました」などの感想を多くいただきました。

HIU保護者ミーティングで成果を発揮
オープンキャンパスの司会でも大活躍
　５月12日（金）から３週連続金曜日、午後６時半から東広島キャンパスで本学コミュニケー
ション心理学科の久次弘子教授ご指導のもと、東広島キャンパス6名、呉キャンパス10名、広
島キャンパス5名の学生が参加し、学生司会講座を受講しました。内容は、立ち居振る舞い、
目線、表情、心構えについての講義や発声練習で、HIU保護者ミーティングを想定した練習では、
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、発声の抑揚や表現を学びました。

　学生生活および最新の就職情報等に関する講演、所属学科の教員と保護者の面談等を通じて、学生の大学生活
をより実りあるものとすることを趣旨として、毎年開催している後援会主催のイベントです。2017年度は、東
広島・呉・広島キャンパス・愛媛・香川・熊本・島根・山口・大阪・沖縄・広島・福岡・大分会場の全13会場
で開催しました。  

HIU保護者ミーティング
とは

心理学科
廣田さん

薬学科
西村さん

医療経営学科
森元さん

Campus Zoom inCampus Zoom in
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呉市観光振興課からの
お礼の言葉

松坂桃季さんと一緒にランチしたかったな～
　私たちは5月13日（土）に、呉市を舞台にした映画「孤狐の血」（主演：役所広司、共演：松坂桃季、2018年春公開）
のボランティアスタッフとして参加させて頂きました。初めは何をしたらよいのか分からなくて緊張しましたが、スタッ
フの皆さんが優しく気さくに接してくださり、緊張が和らぎ、楽しく活動できました。主に買い出しやセット作りを手
伝い、１番楽しかったのは烏龍茶を薄めて空き瓶に詰める偽造酒作りでした。普段の生活では味わうことができない体
験をすることができ、また呉が舞台となる映画に少しでも携わることができて忘れられない思い出になりました！

東広島キャンパス３号館に
休憩テラスがOPEN!!

呉キャンパスに
コンビニ誕生？
学生満足度向上　東広島キャンパス３号館３階に

休憩テラスがオープンしました。
テラスにはテーブルやガーデン
チェアがあり、飲食することも可
能です。なお、テラスの横は教室
ですので、授業が行われている時
は大きな声で騒がない等、配慮を
お願いします。

　呉キャンパスのブックセンター・常翔
ウェルフェア事務室・売店が、２号館１
階（旧・学生談話室）へ移転・集約し総
合サービスセンターとして営業中。
（営）月曜日～金曜日 ８：30～18：45
　　　　　　土曜日 ９：00～16：30

左から看護学科の藤井さんと國澤さん

敷地外での喫煙はマナーを守って、受動喫煙のことも考えて
　本学は、2013年９月27日から全キャンパスにおいて大学敷地内全面禁煙となっています。全面禁煙は、
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。しかし、正門
前や近隣の公園など灰皿の無い、しかも人通りのある場所での喫煙が散見されます。受動喫煙防止の観点
からも看過できない状況です。そのためそういった場所で喫煙中の学生にはイエローカードを渡し、今一度、
喫煙が及ぼす害について考えていただくようにしています。

大学PR動画「Cheatable Exam?」
WEBで絶賛公開中
　ＩＰＥ（専門職連携教育）をコンセプトにした大学ＰＲ動画を６月から一般
公開中。新聞やインターネットメディアなどにも取り上げられ、９月現在、
Twitterで約50万回、Youtubeで約１万２千回も再生されています。　「試験で
カンニング？」という意味のタイトルにあるように、動画はある試験中の風景
からスタート。しかし、問題を解く学生たちが次々にカンニングと疑われるよ
うな行動をし始め、それがどんどんとエスカレートしていき・・・という内容。
撮影に協力してくれたのは50名の学生の皆さん。動画の終盤には圧巻のダンス
シーンもあります。ダンスの振付けは「きゃりーぱみゅぱみゅ」さんを担当す
る振付師MAIKO MASAIさんによるもの。

ダンス部「アフロ」　副部長　松嶋さん（心理学科）

インターネット で 検索Cheatable Exam?

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24日（土）に行い、３キャンパス
合計82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14日（土）、第３回は12月９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。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57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、本学で受講すると３万２千円で受講できます。
　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試験を受講しましょう。

必見

 です!
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�



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
　2017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する学生は、下記担
当窓口まで申し出てください。

　１．貸与始期　2017年10月～ 2018年３月より希望月を選択
　２．締　切　日　2017年10月６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い合わせください。

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（2018年３月）
６．申請期間　2017年10月２日（月）～ 11月30日（木）
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］　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
る家計支持者（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業、
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ヶ月以内）奨学金を申し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・応急採用を希望する学生は、下記担当窓口へご相談く
ださい。

学費減免について
　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。

学内の熱狂的なカープファン11人に、33年ぶりの日本一予想をしていただきました。

学長杯争奪３キャンパス交流ソフトボール大会（撮影：情報センター　郷原さん） 表 紙 紹 介

CAMPUS掲示板

４勝３敗でカープ
ソフトバンクは強い！強すぎる!!１・２・６戦はヤフードームで３敗、３－
５戦はマツダで３勝。最後に1979年の江夏の21球じみた鈴木誠也のHRの
奇跡が起こり、カープ逆転日本一だ!!! （医療栄養学科　尾形先生）

４勝３敗でカープ
今年の相手はソフトバンクに決まりでしょう。4－0と言いたいところですが、
似かよったチーム。ジョンソンの復帰は不可欠です。 （薬学科　宇根先生）

４勝０敗でカープ
①宮島さんの神主がついているから②クーちゃんの通訳がかわいいから③広
国がマツダスタジアムでソフトボール大会をしたから④広陵のリベンジをし
てくれるから （会計課　山岡さん）

４勝３敗でカープ
黒田投手の引退の影響力は大きかったですが、投手・野手陣すべてが好調な
ので、33年ぶりの日本一、そして緒方監督の胴上げを見たい！

（教務課　檜垣さん）

４勝２敗でパのチーム（おそらくソフトバンク）が日本一
①緒方は短期決戦での選手起用が下手②大差なら勝てるが１点を守りきる試合が
苦手③軸になる先発投手が不在。過去３度の日本一にはいずれも山根の活躍が
あった（古い話ですみません）④鈴木誠也の故障が痛い（看護学科　島谷先生）

４勝３敗でカープ
夏場からの疲れにより投手陣がピリッとしないが、最終的には打ち勝つ!!

（キャリアセンター　尾木さん）

４勝０敗でカープ
ピンチを恐れず、皆で一致団結し、仲間と絆をもって活躍している選手達が
大好き。絶対日本一！ （保健室　山田先生）

４勝３敗でカープ
岡藪ジョン野らの投、豪華な田菊丸の俊足巧打とエル松らの長打で33年ぶ
りの日本一は夢ではない。 （診療放射線学科　高井先生）

４勝１敗でカープ
33年振りの日本一は地元マツダスタジアムで胴上げ！タナ・キク・マルの
トリオが打線を牽引し、野村、大瀬良らの投手陣がパリーグ打線をシャット
アウト！ （キャリアセンター　木村さん）

４勝３敗でカープ
相手チームやそのファンにも思いやりのあるカープだから、相手チームにも
しっかり勝たせてあげるのでは。 （学長　焼廣先生）

４勝３敗でカープ
新井の逆転打で日本一!!!　自ら引退の花道を演出。 （学生課　正司さん）

緊急
特集
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