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「 T r u t h 」̶ そ の ネ ーミング の 由 来 ̶
Since 1972

Truth 真理・真実・真相
Rapidly 速く

Universally ひろく

Thoughtfully 思慮深く
Honestly 誠実に

大学広報誌のめざすべき、
真理・真実・真相をできるだ
け速く、ひろく、
しかも思慮深

く、誠実に伝えることをモッ

トーとして、ここに「TRUTH」
が生まれました。

道 を 修 める
「修道」
という名は、古典の一つ『中庸』の「天命之謂性
性之謂道

率

修道之謂教」
（天の命ずるこれを性といい、性

に率うこれを道といい、道を修めるこれを教えという）に由
来します。
この意味は「人間にはそれぞれの天性がある。天

性を伸ばすのが人間の道である。その道をしっかりとした

ものに整えるのが教育である。」
という意味に解されます。

「地球的視野を持つ人材の育成」
「個性的、
自律的な人間の

育成」を教育の理念として掲げ、その精神をもとに、広島修
道大学はさらに未来をめざします。

広報誌「Truth」は、春・夏・秋・冬と年に4回発行し、保証人の皆さまにもお送りします。ご意見などありましたら、下記までお寄せください。本誌の記事・写真などの無断転載を禁じます。

学長室総合企画課
〒731-3195 広島市安佐南区大塚東1-1-1
T e l（082）
.
830-1102 Fax.（082）830-1324
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Webサイト（スマートフォン対応）
※対応できない機種もありますので
ご注意ください。
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新入生の皆さん
Welcome to Shudai!

ようこそ広島修道大学へ

学部長からのメッセージ

自分みがきの

ご入学

自由をささえる

商学部長

人文学部長

法学部長

大学生活に

大塚 建司（おおつか けんじ）
新入生の皆さん、ご入学おめでとう

おめでとうございます

水野 和穂（みずの かずほ）
この 4 月より人文学部は新しい体制

目標と自己管理

矢部 恒夫（やべ つねお）
入学おめでとう。法学部へようこそ。
大学生活の基本は、勉強です。サー

入学、おめでとう！
経済科学部長

太田 耕史郎（おおた こうしろう）

より良い社会を

第１期生の皆さん、

人間環境学部長

健康科学部長

作るために

中園 篤典（なかその あつのり）

入学おめでとう！
増田 尚史（ますだ ひさし）

経済科学部に入学した新入生の皆

ご入学おめでとうございます。人間

健康科学部は本学にとり実に 15 年

さん、入学、おめでとう。長年の受験

環境学部の教職員一同、皆さんを心待

ぶりの新設学部として設置され、皆さ

ちにしていました。

んを迎え入れることとなりました。たい

ございます。受験勉強も終わって、よ

（人間関係学科社会学専攻、教育学科、

うやく青春ど真ん中の時期が迎えられ

英語英文学科）
でスタートします。皆さ

クル・アルバイト、さまざまな人生経

勉強から解放され、
「晴れて大学生」、

ると、きっと期待に胸を膨らませてお

んはその新人文学部の記念すべき第 1

験があってもかまいません。人それぞ

の心境でしょうか。しかし、大学生もそ

21 世紀の環境問題は、気候変動・

られることでしょう。

期生です。各学科のカリキュラムも大

れでしょう。とはいえ、その中心にあ

う楽ではな い 筈です。経 済 学とコン

大気汚染・食糧危機・資源枯渇など自

健康栄養学科の皆さんは管理栄養

きく変わります。それぞれの専門分野

るべきは勉強です。

ピュータの勉強、クラブ活動にボラン

然科学系の問題から、都市計画・地域

士の資格をめざしておられると思いま

大学生活は、なんと言っても高校ま

へん喜ばしい限りです。

でとは自由 度 がだんぜん違 います。

についての深い知識の修得に加え、そ

大学での勉強は、履修（勉強）する

ティア活動・・・、やるに値することが

格差・里山里海保全・リサイクルなど社

す。心理学科の皆さんの中にも、臨床

つまり、自分の意思で使える時間が圧

の知識を大学卒業後に役立てることが

科目や時間割（一部を除いて）を自由

沢山あります。知識を修得し、視野を

会科学系の問題まで、広がりを見せて

心理士や公認心理師の資格をめざし

倒的に多いのです。こんなに自由な

できるよう、実践的な科目やプログラ

に選ぶことができ、自分の都合にあわ

広げるには読書も欠かせません。大学

います。大学生となった皆さんには、よ

ている方がいるでしょう。これらの目標

大学生活って、すばらしいと思いませ

ムを増やしました。従来の教室での授

せることもできます。キーワードは「自

のまだ新しく、綺麗な図書館を大いに

り良い社会を作るために、あなたが何を

に向けての努力は重要ですが、資格は

んか。でも、逆に言うと、自由度があ

業に加えて、キャンパス外での学修や

由」
です。

利用してください。国際社会に対応す

できるのか、考えてほしいと思います。

あなたの存在価値の一部でしかないこ

りすぎて、いろんな意味で自己管理が

活動（海外セミナー、交換留学、イン

できない人は、だらだらとした学生生

ターンシップ等）
に参加することでこれ

活を過ごすことになります。では、大

るために、大学が用意した留学プログ

人間環境学部では、社会経済システ

とも理解してください。社会的な生き

成果をあげるには、これまでと同じよ

ラムにも参加して欲しいものです。早々

ムを環境的な側面から統合できる
「環

物である人間にとって、さまざまな価

までにも増して多くの単位を取得でき

うに、毎日・毎週の学修が必要です。

に 4 年 間の目標を設 定し、それに向

境リーダー」、持続可能な社会につな

値観を持つ人々と互いに信頼し合える

学で何をすればよいのでしょう。毎回

ます。地元出身者の割合が高い修大

さらに加えて、学期・学年の計画も重

かって日々、精進してください。決して

がるライフスタイルを人々へ発信でき

関係を築くことの方がはるかに重要で

きちんと授業に出ることはもちろんで

生ですが、裏を返せば同じ環境と価値

要です。

糸の切れた凧のようには、あるいは大

る
「環境配慮型市民」
の育成をめざした

あり、そのような関係を築いて初めて

すが、もっと大事なのは、いろんなこ

観の中で約 20 年も暮らしているという

目標をもち、それを少しずつでも達

学生活の思い出として真っ先にアルバ

カリキュラムを用意しています。それ

資格を活かすことができます。

とにチャレンジすることだと思います。

ことになります。卒業後の実社会では

成するには自己管理が必要です。自

イトが来るようにはならないでくださ

ぞれ、日常的な実務をテキパキとこな

ぜひ、実習、留学、ボランティア、イ

それによって、社会で求められるコミュ

容易に答えの出ない問題が山積して

分の努力だけでなく、良い友人・先輩

い。学部の教員は皆さんが目標を達成

す地に足のついた知力、日常生活を超

ンターンシップなどを通じて、老若男

ニケーション力や積極性、さらには責

います。積極的に学外での各種のプロ

との相互協力が力となるでしょう。

できるよう支援していきます。大いに

えた新たな価値観を生み出す大空を

女を問わずさまざまな人との交流を経

任 感 やリーダーシップ が 身につくで

グラムに参加し、さまざまな視点から

皆さんの大学生活が充実し、大学

頑張りましょう。1703年に成立した
『全

かける知力を表します。これから環境

験してください。資格取得に向けた勉

しょう。自分みがきのために大学生活

物事の本質を見極める練習を積まれ

での時間がかけがえのないひとコマ

唐詩』に収録された雑詩、
「金鏤衣」
を

問題と人間行動の関わり合いを学び、

学に限らず、このような経験をも支援

を過ごせば、きっと4 年後にはまた新

ることを望みます。

となるよう願っています。

添えておきます。

社 会 の 持 続 的 な 発 展 に貢 献できる

するのが健康科学部の特色です。

たな世界が広がることでしょう。

「自 由」は 魅 力 的 で す が、勉 強し、

勧君莫惜金鏤衣
勧君須惜少年時
花開堪折直須折

「道」
を探す 4 年間としてください。
皆さんと授業で会えることを楽しみ

新しい学部の新しい文化をともに
作っていきましょう。

にしています。

莫待無花空折枝
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今回は、9 号館のフロアごとに、
特徴ある教室や設備についてご紹介します！

2017 年 3 月に竣工した 9 号館には、最新式の調理機器・設備が
あり、2017 年度開設の健康科学部健康栄養学科の授業を主に
行います。また、教育学科の実習施設も充実しています。2017 年
4 月から、この施設を新たな学びの場として、複数の国家資格の
取得を全面的にサポートしていきます。

〜 9 号館の紹介〜

■機能訓練室（9201 教室）

■図工室（9204 教室）

機能訓練室に隣接された観察室（マ
ジックミラー）
を使用することにより、模

人文学部

沼本 秀昭准教授

擬授業や実習指導等における援助をす

（ぬまもと ひであき）

る人と援助を受ける人とのやり取りを妨
げず、臨床的な支援方法と援助者たち
の行動を観察することができます。機能

■実習食堂

訓練室の様子を録画し、客観的な振り

■給食経営管理実習室

（9101 教室）

返りを行うこともできます。さらに、固定

（9102 教室）

座席は 100 席あります。実習で作った

ここでは 100 人規模の大量調理実習

給食を教職員や他の学生に食べていた

を行います。また、学生の実習状況をカ

だくことが可能です。

メラで撮影し、別室のモニターを見なが

家具がないため、多様な環境設定づくり
を学ぶことができます。

机や椅子など小学校の図工室と同じ環境を整えています。ここでは、クレヨンから粘土、
小刀などさまざまな材料・用具を用いた制作を通して小学校・幼稚園教諭や保育士として必
要な造形教育の知識・技術を身につける授業を行います。まずは自分自身が表現すること
を楽しみましょう。そこから
「生きる力」
を育む造形教育について一緒に考えていきましょう。

ら教員が指導できる遠隔授業 AV システ

2F

ムを整備しています。

ア
室を備えたフロ
主に調理実習

1F

■学生広報スタッフ

山本 健生（やまもと けんせい）くん
経済科学部現代経済学科4年生
（広島県・崇徳高校出身）

■保育実習室（9203 教室）
教室後方の壁一面が鏡張りになって

■栄養教育実習室
（9103 教室）

■学生広報スタッフ

原 優紀子（はら ゆきこ）さん

商学部商学科3年生
（広島市立広島商業高校出身）

この教室には、ICタグが内蔵された実
物大のフードモデルがあり、センサーボッ
クスに設置するとカロリーや塩分などの栄
養価を自動計算します。料理の栄養価や

■調理実習室

（9104-9105 教室）

おり、身体表現や絵本の読み聞かせの
ワークでは、自分の動きを確かめながら
保育指導の技術の向上と、指導内容の
修得がめざせます。電子オルガンやピ
アノを活用した模擬保育や、新生児人
形や乳児人形を用いた救急法、おむつ

バランスが直感的に理解できる体験型栄

交 換・授 乳 の 実 習も可 能で す。また、

養教育システムにより、食生活の改善策

沐浴実習や身体測定実習も行うなど、

や望ましいあり方を学びます。

ロア
習室を備えたフ

の実
主に教育学科

健康科学部

岡本 洋子教授

保育内容関連科目全般を実施します。

■臨床栄養実習室
（9205 教室）

栄養士法における管理栄養士養成施
設としての実習室で、臨床栄養学演習と
臨床栄養学実習Ⅱの授業を行います。
また、調理台が設置されているのが特
徴的です。
臨床栄養学実習では、病院内の治療
食だけではなく、在宅を含む療養のた
めの栄養ケア・マネジメントの実習も行
います。

■音楽実習室 B（9212 教室）
グランドピアノが設置されたこの教室
は完全防音で、ピアノ・弾き歌いの個別
レッスンや、小グループによる模擬授業・
保育を実施します。隣にはピアノ実習室
（4部屋、ピアノ12台）が併設されており、
授業時間外に個人練習を行うことができ
ます。

（おかもと ようこ）

この実習室には、講師の手元を投影する大型モニターが複数配置されており、細かな調
理工程や技術の理解を深めることができます。ここで、調理技能と調理法、食材の選び方、
安全な作業の進め方、衛生管理の方法などを学びます。調理プロセスを科学的な視点でと
らえながら、“おいしい食事づくり”について一緒に学んでいきましょう。
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■生理・生化学実験室（9303 教室）

■食品学実験室（9302 教室）
さまざまな理化学分析を行うための
機器・器具が多数備わっており、基礎分

健康科学部

山内 有信教授

析実験や食品学実験など化学的な実験

（やまうち ありのぶ）

を行う場所です。食品成分の抽出・分析

Topics

などを通して、食品成分の性質や特徴
などを理解するだけでなく、生化学分析
にも応用されるような分析理論と方法を

「生化学実験」
で細胞レベルの化学反応、
「解剖生理学実験」
で人体の構造と機能に関する実

学ぶための理化学実験を行います。

験・実習を通じて講義で得た知識を定着させ、
「栄養生理学実験」
で、生理学と生化学を統合し
た実験を通じて栄養と健康の関係について確認します。高校での授業を大切にして基礎をしっ
かりと固め、健康と栄養の関係を科学的に捉える管理栄養士をめざして学んでいきましょう。

3F

備えたフロア
教員研究室を
主に実験室と

3 階 に は 3 つ の 教 室 が あり、

健康科学部スタート

4月1日に新入生を迎え、いよいよ健康科学部（心理学科・

成施設指定、食品衛生管理者養成施設指定等、資格課程も

健康栄養学科）がスタートします。10 月 31 日に文部科学省

整いました。新入生の皆さん、自らの目標に向かってしっか

より学部設置認可、その後、教職課程認定、管理栄養士養

りと歩んでください。

Topics

2

9 号館竣工式を挙行（3/7）

3月7日、9号館の竣工式を挙行しました。林正夫理事長、市
川太一学長、宇野伸浩副学長、弓瀬航学友会執行委員長による
新たな教育・研究の拠点としての9号館の役割について説明し、
財務部より工事概要の報告を行いました。

藤井 祐太（ふじい ゆうた）くん
法学部国際政治学科4年生
（広島県立安芸高校出身）

ハサップ

竣工式終了後、給食経営管理実習室（HACCP※準拠）、調理
実習室、食品学実験室など、充実した教育、研究施設設備が

■実験室

ゼミなどの少人数教育を行います。

1

Hiroshima Shudo University

テープカットの後、9206教室において、林理事長と市川学長が

■学生広報スタッフ

■教室（9304-9306 教室）

Topics

公 開されました。竣 工 式 に

共同実験室（9301 教室）が 1 部屋

は、学内外の関係者 110 名

と、実 験 室（9311-9316）が 6 部 屋

が出席、今後の本学のさら

あります。

なる発展を祈念しました。

■テラス

※HACCP：NASA が開発した衛生管理基準

テラスでは、ハーブや
ヨモギ、ドクダミなど
「食

Topics

べられる植物」
を栽培して

3

います。
※2 階にもあります。

9号

3 月に協創館 2 階フロアに4 教室並びに語学自習室が整備され、Global

！
と詳しく
っ
も
を
館

各フロアのカラー
各フロアのカラーは｢食物五色分類法｣

Learning Studios（グローバル・ラーニング・スタジオ：GLS）
と名付けられ
ました。

鍋照明

Global Learning Studios は、多様なメディアや情報コミュニケーション

自習ができるスペース

個性的なペンダントライトが各フロアに

3階に自習スペースがあり、教室以外でも勉

あります。実は、これらは｢鍋｣（寸胴鍋と

強に取り組むことができます。時間が空いてい

3 階が緑色です。鮮やかな色を楽しむこ

雪平鍋）
でできています。ぜひ、探してみ

るときは、積極的に利用してみてください。

とができます。

てください。

をテーマとし、1 階は赤色、2 階は黄色、

協創館 2 階に Global Learning St udios を開設

技術を活用し、言語や文化、さらには社会・政治・経済などについても学
べる空間、創造性（creativity）
と生産性（productivity）
を生みだす環境で
あることを基本コンセプトとしています。
（教室名称）
協創館 2 階フロア：Global Learning Studios（グローバル・ラーニング・スタジオ：GLS）
教室等：8201 Studio 1（マルチメディア遠隔教室）、8202 Studio 2（マルチメディア通訳教室）、
8203 Studio 3（マルチメディア教室）、8204 Studio 4（マルチメディア教室）、ことばラボ
（語学
自習室）、GLS 事務室

Topics
設備（エアーシャワー、バリオクッキングセンター（多機能自動調理機器））
高速ジェットエアーを人に当てて、付着した汚染物を調理エリアに持ち込むこ
とを防止します。バリオクッキングセンターは、
「茹でる」
「炒める」
「焼く」
「煮る」
「揚
げる」
を 1 台で行える多機能自動調理機器です。料理に合

6

いよいよ
9 号館で
の
学びが
始まりま
す！

4

第一生命保険株式会社との
提供講座に関する協定を締結（3/10）

3 月 10 日、本学と第一生命保険株式会社（以下、第一生命）
との間の講座
提供に関する協定書の調印式を行いました。この協定は、第一生命が本学

わせてパネルを操作し食材を入れるだけで、セミオートマ

商学部の正規の授業科目として
「寄付講座」
を開設し、生命保険業務の社会

ティックな調理が可能です。

的役割やその実際について学ぶ機会を提供することを目的としています。

Hiroshima Shudo University
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Campus News ①
Hiroshima Shudo University

Hiroshima Shudo University

広島経済同友会との連携事業「企業見学バスツアー」
を開催（2/14･2/20）
広島経済同友会との「包括的連携協力に関する協定」の一環として、1・2 年生対象の「企業見学バス
気や活力を肌で感じる企画です。2月14日には、広島市に本社を置く三光電業 ( 株 )、( 株 )アンデルセ

生または団体が、学術・芸術・社会・体育・文化活動などの

ンサービス、(株)セイエルを15名が訪問。2月20日は、(株)原色美術印刷社、日本銀行広島支店、(株)

分野において他の模範となり、本人または団体並びに本

石﨑本店を14 名が訪問。参加学生からは「挨拶や人間関係の大切さを学んだ」、
「企業によって働き方

学の栄誉になるものを表彰する制度です。

地 域つながるプロジェクト成果報告会・
ひろみら F E S 2 0 1 6 を開催（2/11･3/14）

なお、本学では課外活動スカラシップ制度を設けてお
り、学業、人物ともに優れ、特に文化・体育などの活動に顕
著な実績をあげた者（対象・学長賞受賞者）に奨学金を支
給しています。金額は団体30万円、個人10万円で、今回は
1団体と9個人に対して支給することとなりました。

学

2 月11日、5 号館 1 階にて｢2016 地域つながるプロジェクト成果報告会｣が開催され、16プロ
ジェクトのプレゼンテーションとポスターセッションにより、この 1 年間の活動内容と成果を報告

●団体（1）

しました。プレゼンテーションでは、2つの教室に分かれて発表、各教室にて審査が行われました。

■軟式野球部（計29名）
代表者

どのプロジェクトも力を入れたことや苦労など、実感が込められた成果発表となりました。また

【審査結果】 ●最優秀賞
●優 秀 賞

豊平どんぐり村ハッピープロジェクトʻ16
地域の小中高と世界をつなぐ多文化交流プロジェクト
うらぶくる？．．．うらぶくろうや！
LR2-little regional reporter-

地域つながるプロジェクト成果報告会の様子

国際的な仕事やキャリアに興味のある学生を対象とした国際派就活セミナーを、全 3 回シリー
ズで開催しました。第 1 回は、株式会社マイナビのグローバルキャリアサポーター増田ゆうこ氏に
お越しいただき、
「留学経験や語学力を就活・キャリアに活かす方法」
をテーマに、最新の情報・
データを交えながらお話いただきました。第 2 回は、広島県内の企業を中心に、グローバルに展
開している企業を具体的に紹介しました。第 3 回では、留学した学生や国際交流に力を入れた学
生７名が、その経験を就職活動にどう活かしたかについて体験したことを話しました。現在就職活
動を行っている学生はもちろん、その他の学生にとっても視野を広げる機会になりました。

Topics

8 「 4 学 期 制 」を導 入

本学では 2017 年度から
「4 学期制」を部分的に導入しま

学長奨励賞受賞

す。4 学期制とは、授業実施期間を 4 つの授業学期（1 授業

体験活動への参加機会が増えることが期待されます。当面、

学 期あたり 8 週 間）に区 分し、授 業 実 施をする制 度です。

新学部を中心に運用され、漸次的に展開の予定です。

岩戸 大樹（人文学部人間関係学科2年）軟式庭球部
第60回中国学生ソフトテニス選手権大会春季リーグ戦男子個人戦におい
て、森田・岩戸ペアでベスト8に入り、全国大会出場権を獲得。その後、森田が
諸事情により出場を辞退、代わりに園田が出場することになった。第71回
三笠宮賜杯全日本学生選手権大会に園田・岩戸ペアで出場し、1回戦突破。
■東 奈々香（商学部商学科3年）テコンドー部
第28回全日本学生テコンドー選手権大会（12月11日）成年女子マッソギ有
級-51㎏の部に出場、3回戦突破。大会結果3位。
■吉川 直哉（商学部経営学科2年）
テコンドー部
第28回全日本学生テコンドー選手権大会（12月11日）成年男子マッソギ有
級-64㎏の部に出場、3回戦突破。大会結果3位。

学長奨励賞
●団体（6）
代表者

水呉 仁哉（商学部商学科3年）

にて2位となり、全国大会出場権を獲得。第60回全日本大学空手道選手権

●個人（9）

記念大会（11月19日〜20日）男子団体組手に出場。

■越智 愛梨（人間環境学部人間環境学科2年）空手道部

○1997〜1998年・2002年・2011年〜2015年

学長奨励賞受賞

平成28年度春季中四国学生テニス選手権大会（5月15日〜25日）女子シング
ルスの部において優勝し、全国大会出場権を獲得。第53回全日本学生室内
テニス選手権大会（12月1日〜4日）女子シングルスにおいて1回戦突破。
■川本 隆浩（商学部経営学科4年）広島修道大学スカッシュ部
第35回関西学生スカッシュ選手権大会（10月8日〜10日）においてベスト8
に入り、全国大会出場権を獲得。第44回全日本学生スカッシュ選手権大会
（12月8日〜12日）選手権男子の部に出場し、1回戦突破。
○2013年

学長奨励賞受賞

■中本 千晶（商学部経営学科4年）広島修道大学スカッシュ部
第35回関西学生スカッシュ選手権大会（10月8日〜10日）において3位とな
り、全国大会出場権を獲得。第44回全日本学生スカッシュ選手権大会（12
月8日〜12日）選手権女子の部に2回戦から出場し、2回戦突破。ベスト32の
結果を残した。
○2013年

学長奨励賞受賞

○2015年

学長賞受賞（1回戦突破）

■萩原 直（商学部経営学科4年）広島修道大学スカッシュ部

これにより短期海外留学や長期インターンシップ、学外の社会

■園田 大城（人文学部英語英文学科3年）軟式庭球部

○2013年

学長賞受賞

■岡田 優香（商学部商学科1年）硬式庭球部

国 際 派 就 活セミナーを開催（11/18・25、1/ 12）

学長奨励賞受賞

第54回中四国大学空手道選手権大会（9月11日）において、男子団体組手

○2015年

ひろみらFESの様子

○2013年

■空手道部（計6名）

て優勝し、全国大会出場権を獲得。第60回全日本学生空手道選手権大会

て｢広島とポートランドをつなぐ̶海外先行都市から学ぶ社会課題解決の手法̶｣をテーマとしたトーク

会（12月8日〜12日）選手権男子の部に出場し、1回戦突破。

〜30日）に出場、1回戦突破。

（7月3日）女子個人組手の部に出場、1回戦突破。

カル・イノベーションセミナー
（アメリカ）
に参加した学生と広島経済同友会代表幹事の森信秀樹氏によっ

7

春季リーグ戦において準優勝し、

第41回中四国学生空手道選手権大会（5月8日）女子個人組手の部におい

し、教員による地域研究の成果についても報告を行いました。
また、2月12日〜23日にポートランド・グロー

16に入り、全国大会出場権を獲得。第44回全日本学生スカッシュ選手権大

牧原 優輝（法学部法律学科3年）

○2010年・2014年

による地域活動および｢地域つながるプロジェクト｣で受賞した4つのプロジェクトの1年間の成果を報告

Topics

賞

全国大会出場権を獲得。第39回全日本学生軟式野球選手権大会（8月27日

3月14日、協創館（8号館）
にて開催された｢ひろみらFES2016」
では、地域イノベーションコース学生

セッションを行いました。学んだことを広島でどのように活かせるのか、考えを深めることができました。

長

平成28年度広島六大学学生軟式野球

ポスターセッションでは、各プロジェクト自作のポスターを前に、来場者に向けて報告しました。

8

2016年度学長表彰受賞者が以下の通り決定しました

（敬称略、学部・学年は2016年度）。学長表彰は、本学の学

会、受入にご尽力いただいた会員各社の皆さまに、心よりお礼申し上げます。次回は8月に実施予定です。

6

第35回関西学生スカッシュ選手権大会（10月8日〜10日）においてベスト

ツアー」
を実施しました。県内の魅力ある企業を訪問し、地元企業への理解を深め、実際の職場の雰囲

も雰囲気も違うことに驚いた」等の感想が寄せられました。本企画にご理解をいただいた広島経済同友

Topics

■井上 健太（人文学部人間関係学科4年）広島修道大学スカッシュ部

news 1 学 長 表 彰 者

第35回関西学生スカッシュ選手権大会（10月8日〜10日）においてベスト8
に入り、全国大会出場権を獲得。第44回全日本学生スカッシュ選手権大会
（12月8日〜12日）選手権男子の部に出場し、1回戦突破。
○2013年・2015年

学長奨励賞受賞

○2005年

学長賞受賞

■空手道部（計4名）
代表者

学長奨励賞受賞

小河 理沙（商学部商学科3年）

第54回中四国大学空手道選手権大会（9月11日）において、女子団体組手
にて3位となり、全国大会出場権を獲得。第60回全日本大学空手道選手権
記念大会（11月19日〜20日）女子団体組手に出場。
○2005年

学長賞受賞

○1997〜1998年・2002年・2011年〜2015年
■テコンドー部（計6名）
代表者

学長奨励賞受賞

戸毛 泰晟（法学部国際政治学科3年）

第28回全日本学生テコンドー選手権大会（12月11日）男子団体マッソギに
出場、1回戦突破。大会結果3位。
■ボクシング部（計5名）
代表者

大元 悠暉（法学部国際政治学科3年）

第41回中国大学ボクシング選手権秋季大会（11月11日〜13日）において
団体総合1位。

○2003年・2005年〜2006年・2008年〜2009年
■陸上競技部（計38名）
代表者

学長奨励賞受賞

河野 一伯（経済科学部経済情報学科2年）

広島市の「Do スポーツ体育指導者招へい事業」の講師として、2016年2月
24日に陸上指導会を実施。2002年から年1回近隣の広島市立五月が丘小学
校で陸上競技の実技指導を15年継続。

○2002年〜2006年・2011年・2013年〜2015年

学長奨励賞受賞

■うらぶくる？．．．
うらぶくろうや！プロジェクト
（動画班）
（計4名）
代表者

中谷 彰宏（経済科学部経済情報学科3年）

広島インターネットビジネスソサイエティ主催、第20回HiBiSインターネッ

トビジネスフォーラム（10月21日）において、学生の部優秀ビジネス事例と
して表彰された。

Hiroshima Shudo University
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●個人（29）
■古賀 巧（法学部法律学科2年）空手道部

第41回中四国学生空手道選手権大会（5月8日）男子個人組手の部におい

てベスト8に入り、全国大会出場権を獲得。第60回全日本学生空手道選手
権大会（7月3日）男子個人組手の部出場。

■平野 友理（経済科学部経済情報学科1年）硬式庭球部

平成28年度夏季中国四国学生テニス選手権大会（9月7日〜17日）女子ダ

ブルス平野・岡田ペアで優勝し、全国大会出場権を獲得。第53回全日本学
生室内テニス選手権大会（12月1日〜4日）女子ダブルスに出場。
■雨矢 奨平（人文学部人間関係学科4年）硬式野球部

第99回広島六大学野球2016年春季リーグ戦（4月2日〜5月22日）において
の活躍が認められ、2016ハワイ・インターナショナルベースボールチャン

ピオンシップトーナメント
（8月5日）に広島六大学選抜野球チームとして選
抜出場。

○2015年

学長奨励賞受賞

■渡邊 謙太朗（経済科学部現代経済学科4年）硬式野球部

第99回広島六大学野球2016年春季リーグ戦（4月2日〜5月22日）において
の活躍が認められ、2016ハワイ・インターナショナルベースボールチャン

ピオンシップトーナメント
（8月5日）に広島六大学選抜野球チームとして選
抜出場。

■中矢 晃平（経済科学部現代経済学科2年）水泳部

第20回広島県学生選手権水泳競技大会（5月15日）において、男子200M個
人メドレーにおいて優勝。

■上川 結衣（経済科学部現代経済学科4年）広島修道大学スカッシュ部

第35回関西学生スカッシュ選手権大会（10月8日〜10日）においてベスト8

に入り、全国大会出場権を獲得。第44回全日本学生スカッシュ選手権大会

（12月8日〜12日）選手権女子の部に出場し、1回戦突破。
○2013年
○2015年

学長奨励賞受賞

学長賞受賞（1回戦突破）

■岡本 佳織（商学部商学科3年）広島修道大学スカッシュ部

第35回関西学生スカッシュ選手権大会（10月8日〜10日）においてベスト
16に入り、全国大会出場権を獲得。第44回全日本学生スカッシュ選手権大
会（12月8日〜12日）選手権女子の部に出場。
○2014年

学長奨励賞受賞

■堀越 賢来（経済科学部現代経済学科3年）広島修道大学スカッシュ部

第35回関西学生スカッシュ選手権大会（10月8日〜10日）においてベスト
16に入り、全国大会出場権を獲得。第44回全日本学生スカッシュ選手権大
会（12月8日〜12日）選手権男子の部に出場。
○2014年

学長奨励賞受賞

■岩谷 周（人間環境学部人間環境学科3年）広島修道大学スカッシュ部

第35回関西学生スカッシュ選手権大会（10月8日〜10日）においてベスト8

に入り、全国大会出場権を獲得。第44回全日本学生スカッシュ選手権大会

（12月8日〜12日）選手権男子の部に出場。
○2014年

学長奨励賞受賞

■蔵崎 朱音（商学部商学科1年）広島修道大学スカッシュ部

第35回関西学生スカッシュ選手権大会新人戦（9月5日〜6日）においてベ

スト8に入り、全国大会出場権を獲得。第44回全日本学生スカッシュ選手権
大会（12月8日〜12日）新人女子の部に出場。

■池田 圭佑（人文学部英語英文学科1年）広島修道大学スカッシュ部

第35回関西学生スカッシュ選手権大会新人戦（9月5日〜6日）においてベ

スト16に入り、全国大会予選出場権を獲得。第35回関西学生スカッシュ選

手権大会（10月8日〜10日）において、全国大会出場権を獲得。第44回全日
本学生スカッシュ選手権大会（12月8日〜12日）新人男子の部に出場。
■小池 正真（法学部法律学科1年）広島修道大学スカッシュ部

第35回関西学生スカッシュ選手権大会新人戦（9月5日〜6日）においてベ

スト16に入り、全国大会予選出場権を獲得。第35回関西学生スカッシュ選

手権大会（10月8日〜10日）において、全国大会出場権を獲得。第44回全日
本学生スカッシュ選手権大会（12月8日〜12日）新人男子の部に出場。
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■新川 紘己（法学部法律学科1年）広島修道大学スカッシュ部

第35回関西学生スカッシュ選手権大会新人戦（9月5日〜6日）においてベ

スト8に入り、全国大会出場権を獲得。第44回全日本学生スカッシュ選手権
大会（12月8日〜12日）新人男子の部に出場。

■末武 幹央（経済科学部現代経済学科1年）広島修道大学スカッシュ部

news 2 資 格 取 得 表 彰 者

2016年度資格取得学生表彰者が以下のとおり決定しました

第35回関西学生スカッシュ選手権大会新人戦（9月5日〜6日）においてベ

（敬称略、学部・学年は2016年度）。資格取得学生表彰は、本学

手権大会（10月8日〜10日）において全国大会出場権を獲得。第44回全日

す。本人の名誉となり、他の模範となるものについて表彰してい

スト16に入り、全国大会予選出場権を獲得。第35回関西学生スカッシュ選
本学生スカッシュ選手権大会（12月8日〜12日）新人男子の部に出場。
■川田 智弥（経済科学部経済情報学科3年）軟式野球部

学生の国家資格等の取得を奨励するために設けられた制度で

ます。なお、本学では資格取得スカラシップ制度を設けており、

平成28年度広島六大学学生軟式野球春季リーグ戦において、ベストナイ

本学学生で学業、人物ともに優れ、特に難易度の高い資格を

■奥田 慎梧（法学部法律学科2年）軟式野球部

学生は資格取得表彰最優秀賞または、
優秀賞の学部生が対象で、

ン（遊撃手）を受賞。

平成28年度広島六大学学生軟式野球春季リーグ戦において、ベストナイ

ン（捕手）を受賞。また、秋季リーグにおいてベストナイン（二塁手）を受賞。
■柏 嘉倫（法学部法律学科1年）軟式野球部

取得した者について奨学金を支給しています。
この資格取得奨

最優秀賞には5万円、優秀賞には3万円が給付されます。今回、
20名（21件）の学生が本奨学金を受給することになりました。

平成28年度広島六大学学生軟式野球秋季リーグ戦において、本塁打王、

資格取得学生表彰

打点王を受賞。

■下田 恭平（商学部経営学科3年）テコンドー部

第28回全日本学生テコンドー選手権大会（12月11日）成年男子マッソギ有
級-57㎏の部に出場、2回戦突破。

■田中 信行（商学部経営学科1年）テコンドー部

第28回全日本学生テコンドー選手権大会（12月11日）成年男子トゥル黄・
緑帯の部に出場、2回戦突破。

■山肩 優輝（商学部経営学科3年）テコンドー部

第28回全日本学生テコンドー選手権大会（12月11日）成年男子マッソギ有
段-57㎏の部に出場、1回戦突破。大会結果3位。

■杉田 旬之介（人文学部人間関係学科3年）テコンドー部

第28回全日本学生テコンドー選手権大会（12月11日）成年男子マッソギ有
級-64㎏の部に出場、1回戦突破。

■山根 将裕（商学部商学科2年）テコンドー部

第28回全日本学生テコンドー選手権大会（12月11日）成年男子マッソギ有
級-50㎏の部に出場、1回戦突破。大会結果2位。

■大元 悠暉（法学部国際政治学科3年）ボクシング部

第41回中国大学ボクシング選手権秋季大会（11月11日〜13日）においてラ

イト級で優勝、同大会で最優秀選手賞受賞。
○2014年

学長奨励賞受賞

■舟渡 太志（経済科学部現代経済学科3年）ボクシング部

第43回中国大学ボクシング選手権春季大会（6月3日〜5日）においてライ

トウェルター級で優勝、同大会で最優秀選手賞受賞。
■斎藤 昌典（法学部国際政治学科2年）ボクシング部

第41回中国大学ボクシング選手権秋季大会（11月11日〜13日）においてフ

ライ級で優勝。

■竹下 一誠（法学部国際政治学科4年）
ラクロス部

第24回中四国学生ラクロスリーグ戦（8月13日〜10月22日）において、ベス

ト11を受賞。

■大鼻 梨々子（法学部国際政治学科4年）
ラクロス部

第24回中四国学生ラクロスリーグ戦（8月13日〜10月22日）において、ベス

ト12を受賞。
○2014年

学長奨励賞受賞

■岡本 珠希（経済科学部現代経済学科4年）
ラクロス部

第24回中四国学生ラクロスリーグ戦（8月13日〜10月22日）において、
ド

ロー賞を受賞。

■藤本 侑希（法学部法律学科1年）個人

第71回国民体育大会フェンシング競技広島県予選会成年男子の部におい

て優勝し、広島県代表に選抜。第71回国民体育大会フェンシング競技会

（10月2日〜5日）に成年男子サーブル、成年男子フルーレに出場。

●優秀賞
■TOEIC
笹井 剛史（895点）
（商4）、大谷 唯（880点）
（商3）、伊藤 万将（975点）
（人文3）
植村 俊介（870点）
（人文3）、村上 愛未（880点）
（人文3）
■実用英語技能検定（1級）
青山 修（人文4）、伊藤 万将（人文3）
■宅地建物取引士
土井 拓也（商4）、滝本 祥之（法4）、廣江 優（法4）
西本 茜（法3）、前田 剛（法3）、川村 亮介（経済科3）
高橋 孝明（人文2）
■日商簿記検定（1級）
水野 脩矢（人間環境4）
■日商PC検定試験（文書作成）
（1級）
井上 友美（人文3）、清水 智紀（人文3）、高橋 優実（人文3）
日高 万由子（人文3）、藤井 裕衣子（人文3）
■心理学検定（特1級 ）
中原 三永子（人文4）、河口 英里香（人文3）、城元 美冴樹（人文3）
藤本 真由美（人文3）
■税理士（簿記論）
王 澤超（商4）

●努力賞

■法学検定（スタンダード
〈中級〉）
若田 壮一（法4）、滝本 祥之（法4）、山岡 慶祐（法4）、井上 紗里（法3）
大峰 豪（法3）、小林 史奈（法3）
■リテールマーケティング（販売士）
（2級）
坂根 雅人（商4）、白築 拓也（商3）、松井 一将（商3）
■ERE（経済学検定試験）
ミクロ・マクロ
（A）
中光 優太（経済科4）、谷本 康平（経済科3）
■Word文書処理技能認定試験（1級）
弘中 美鈴（人文4）、江川 奈津美（人文4）、松岡 大地（人文4）
寺尾 みちる
（商3）、高橋 優実（人文3）、竹田 翼（人文3）、安達 瞳（人文2）
上本 佳奈（人文2）、黄幡 奈菜子（人文2）、折本 穂乃香（人文2）
川本 紗耶加（人文2）、楠戸 あかり
（人文2）、栗原 なるみ（人文2）
齊藤 茉奈（人文2）、中村 紗也花（人文2）、西田 莉奈（人文2）
原 美幸（人文2）、播野 江理子（人文2）、松浦 史歩（人文2）
丸子 綾仁（人文2）、本 悠希奈（人文2）、門田 太貴（人文2）
和田 茜（人文2）
■保育士
鍛治原 咲季（人文3）
■総合旅行業務取扱管理者
田中 皓（経済科2）
■パソコン整備士（2級）
向井 正俊（人間環境3）
■MOS Master
坂本 雅也（商4）
■MOS Excel 2013（Expert）
坂本 雅也（商4）
■MOS Word 2013（Expert）
坂本 雅也（商4）
■MOS Word 2010（Expert）
岡崎 朋（法3）
■ITパスポート
有田 航（商4）、冨田 将貴（商3）、田中 啓太（商2）、前田 瑞樹（商2）
衣笠 佑基（人文2）
■PowerPointプレゼンテーション技能（上級）
森田 奈々
（人文4）、藤井 咲希（人文4）、森田 真美（人文4）、山岡 慶祐（法4）
持田 千里（商3）、村本 真衣（人文3）、森田 悠水香（人文3）
渡部 亜美（人文3）
■福祉住環境コーディネーター（3級）
古田 三七子（商3）
■心理学検定（1級）
左柄 希実子（人文3）、山岡 凌雅（人文3）、渡部 亜美（人文3）
松尾 純奈（法3）
■医療事務技能審査
貫名 奈々
（商3）、三成 春菜（人文2）

■TOEIC
森田 奈々
（800点）
（人文4）、橋岡 良（810点）
（経済科4）
青木 新之介（775点）
（人文4）、吉村 充弘（770点）
（商3）
岡本 琴奈（790点）
（人文3）、山中 樺菜（820点）
（人文3）
■実用英語技能検定（準1級）
笹井 剛史（商4）、植村 俊介（人文3）
■日商簿記検定（2級）
貫名 奈々
（商3）、山藤 美柚紀（商3）、持田 千里（商3）
■Excel表計算処理技能認定試験（1級）
藤井 ありさ
（人文4）、貫名 奈々
（商3）、山本 量大（商3）、沖 勇人（人文3）
清水 智紀（人文3）、安達 瞳（人文2）、上本 佳奈（人文2）
黄幡 奈菜子（人文2）、渡川 公都（人文2）、折本 穂乃香（人文2）
川本 紗耶加（人文2）、衣笠 佑基（人文2）、楠戸 あかり
（人文2）
栗原 なるみ（人文2）、杉田 里菜（人文2）、玉谷 星香（人文2）
中村 紗也花（人文2）、西田 莉奈（人文2）、野地 美紗穂（人文2）
播野 江理子（人文2）、松浦 史歩（人文2）、丸子 綾仁（人文2）
三成 春菜（人文2）、和田 茜（人文2）、
■秘書技能検定（準1級）
森田 奈々
（人文4）、貫名 奈々
（商3）
■ファイナンシャル・プランニング技能士（2級）
川上 由真（人文3）、川村 亮介（経済科3）
■ビジネス実務法務検定（2級）
山岡 慶祐（法4）、大峰 豪（法3）、岡崎 朋（法3）、廣橋 佳樹（法3）
三浦 拓也（法2）

Hiroshima Shudo University
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news 3 名 誉 教 授 の 称 号 を 授 与

news 4 特 別 客 員 教 授 紹 介

内劦教授、井上徹教授、北原宗律教授、廣光清次郎教授、藤

した。

2016年度に退職された金原達夫教授、今石正人教授、川

田哲雄教授、池田克俊教授、植田博教授、竹内俊子教授、渡

辺直行教授へ、本学での長年の功績に対して名誉教授の
称号が授与されます。

（渡辺直行教授は、2017年1月22日逝去されました。心

よりお悔やみ申し上げます。）

2017年度、新任4名を含む特別客員教授18名が決定しま

市原

則之氏

信教氏

本原

仁志氏

坪井
宏氏
佐々木 茂喜氏

廣光 清次郎教授

川内 劦教授

藤田 哲雄教授

井上 徹教授

池田 克俊教授

渡辺 直行教授

news 5 Spring English Campを開催
（2/21~24）

ミュンヘンオリンピック競技大会水泳金メダリスト
㈱リクルートホールディングス常務執行役員

（グローバル派遣事業担当）
広島信用金庫会長

オタフクホールディングス㈱代表取締役社長
広島経済同友会代表幹事

秀樹氏

細川

匡氏

金井

誠太氏

全国信用協同組合連合会会長
森信建設（株）代表取締役

広島経済同友会 特別幹事

デリカウィング（株）代表取締役会長
廿日市商工会議所会頭

廿日市市文化スポーツ振興事業団理事長

国連ユニタール広島事務所
作家

所長

頼山陽記念文化財団理事

JOIN(移住・定住推進機構）大使
茶道上田宗箇流

家元

（公財）上田流和風堂理事長

※2017年度新規就任

news 6 第11回教職フォーラムを開催（2/18）
2月18日、協創館にて第11回教職フォーラムを開催しまし

のコミュニケーションを楽しみ、たくさんの仲間を作ること
ができました。来年度の

Spring English Camp

も、より多くの学生の皆

さんの参加をお待ちし
ています。

現場で活躍するOB・OG教員と教職をめざす学生との交流を

科
目
人件費支出
（内数）
教員人件費支出
（内数）
職員人件費支出
（内数）
退職金支出
教育研究経費支出
管理経費支出
借入金等利息支出
借入金等返済支出
施設関係支出
設備関係支出
資産運用支出
（内数）
退職給与引当特定資産繰入支出
（内数）
減価償却引当特定資産繰入支出
その他の支出
〔予備費〕
資金支出調整勘定
翌年度繰越支払資金
支出の部 合計

本年度予算額
4,168,506
2,684,657
1,194,972
288,877
2,096,701
332,257
0
0
5,376
315,567
1,233,319
307,973
871,089
317,425
50,000
△ 123,153
3,690,719
12,086,716

前年度予算額 前年度比
1.09
3,829,752
2,516,729
1.07
1,173,642
1.02
139,381
2.07
1.18
1,778,375
1.05
317,637
0
―
0
―
745,399
0.01
260,859
1.21
1,192,960
1.03
342,858
0.90
794,734
1.10
1,418,241
0.22
50,000
1.00
0.76
△ 161,407
3,895,192
0.95
13,327,008
0.91

（単位：千円）

事業活動
収入の部

事業活動
支出の部

事業活動
収入の部
事業活動
支出の部

経常収支差額

科
目
学生生徒等納付金
手数料
寄付金
経常費等補助金
付随事業収入
雑収入
教育活動収入計
人件費
（内数）
退職給与引当金繰入額
教育研究経費
（内数）
減価償却額
管理経費
（内数）
減価償却額
徴収不能額等
教育活動支出計
教育活動収支差額
受取利息・配当金
その他の教育活動外収入
教育活動外収入計
借入金等利息
その他の教育活動外支出
教育活動外支出計
教育活動外収支差額

資産売却差額
事業活動
その他の特別収入
収入の部
特別収入計
資産処分差額
事業活動
その他の特別支出
支出の部
特別支出計
特別収支差額
〔予備費〕
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額
翌年度繰越収支差額

参考

かしく慣れない様子でしたが、時間が経つにつれ、英語で

事業活動収入計
事業活動支出計

本年度予算額
6,213,959
185,262
7,762
687,755
22,030
230,449
7,347,217
4,371,195
421,129
2,878,013
776,455
427,248
44,635
1
7,676,457
△ 329,240
125,332
191,229
316,561
0
8,300
8,300
308,261
△ 20,979
159,570
48,365
207,935
2
0
2
207,933
53,000
133,954
△ 243,338
△ 109,384
1,102,011
0
992,626
7,871,713
7,737,759

前年度予算額 前年度比
6,026,894
1.03
178,028
1.04
2,352
3.30
588,496
1.17
23,469
0.94
120,491
1.91
6,939,730
1.06
3,890,863
1.12
134,301
3.14
2,578,033
1.12
756,210
1.03
417,689
1.02
38,524
1.16
1
1.00
6,886,587
1.11
53,143
―
161,516
0.78
42,522
4.50
204,039
1.55
0
―
0
―
0
―
204,039
1.51
257,182
―
156,150
1.02
2,601
18.59
158,751
1.31
2
1.00
0
―
2
1.00
158,749
1.31
54,000
0.98
361,931
0.37
△ 1,320,615
0.18
△ 958,684
0.11
2,060,695
0.53
0
―
1,102,011
0.90
7,302,520
6,940,589

1.08
1.11

（備考）
上記表中「前年度比」
は、各科目ごとの2017年度予算と2016年度予算を比較したものである。
端数処理をしているため、合計額が一致しない場合がある。

渙発とをめざすものです。今回は、学生47名、OB・OG教員

10名(講演講師を含む)、本学教員5名の62名が参加しました。
第1部では、広島市立牛田小学校教諭の矢本学先生に

「教師として大切にしたいこと〜学び続ける教師をめざし

news 8 卒業生フォーラムを開催（2/25）

2月25日、本学2号館にて第25回広島修道大学卒業生

て〜」、広島市立幟町中学校教諭の駒井高治先生に「生徒

フォーラムを開催しました。
このフォーラムは、広島修道大

教育部会と中等教育部会

業生による懇談会です。今年度は、20にのぼる業界から約

OGの先生方を囲んでの研

会長から、3年生への激励がありました。その後、47のテー

指導について」
と題して、
ご講演いただきました。
また、初等

学と広島修道大学同窓会が共催している、本学3年生と卒

に分かれて行われたOB・

100名の卒業生にお越しいただきました。最初に、松井同窓

究会や、第2部の情報交換

ブルで懇談会が行われました。35分毎に3年生たちはテー

師をめざす気持ちをより強

り、積極的に質問をしたりするなど、活気のある卒業生

会も通して、学生たちは教
固なものにしたようです。

12

支出の部

通して、教職をめざす学生の資質能力の一層の向上と意欲

をする学生も多く、最初はなかなか英語で話すことが恥ず

前年度予算額 前年度比
6,026,894
1.03
165,801
1.02
2,351
1.17
591,096
1.16
156,150
1.02
23,469
0.94
161,516
0.78
120,491
1.91
0
―
1,117,625
1.05
2,321,607
0.37
137,661
2.09
780,644
0.20
△ 1,275,383
1.13
3,915,391
0.99
13,327,008
0.91

（単位：千円）

株式会社広島銀行代表取締役会長

この4日間セミナーハウスに宿泊し、屋内外でのゲーム、
われました。今回のキャンプでは、初めて英語でディベート

本年度予算額
6,213,959
169,752
2,761
687,755
159,570
22,030
125,332
230,449
0
1,173,690
849,716
287,993
152,487
△ 1,443,489
3,895,192
12,086,716

広島商工会議所副会頭

た。教職フォーラムは、有識者の講演を聴き、初等、中等教育

スキット、ディベートなどグループに分かれ、全て英語で行

科
目
学生生徒等納付金収入
手数料収入
寄付金収入
補助金収入
資産売却収入
付随事業・収益事業収入
受取利息・配当金収入
雑収入
借入金等収入
前受金収入
その他の収入
（内数）
退職給与引当特定資産取崩収入
（内数）
減価償却引当特定資産取崩収入
資金収入調整勘定
前年度繰越支払資金
収入の部 合計

マツダ（株）代表取締役会長

2月21日〜24日の4日間、23名の本学学生がSpring

English Camp に参加しました。参加者は講師8名とともに

■ 2017年度 修道学園本部・広島修道大学事業活動収支予算書 総括表
（単位：千円）

収入の部

森信

宗冏氏

■ 2017年度 広島修道大学資金収支予算書 総括表

特別収支

竹内 俊子教授

鹿屋体育大学教授（2017年4月1日より名誉教授）

伴勅氏 ひろしま美術館常務理事兼副館長
隆行氏 坂町町長
孝昭氏 ※ （株）ドリーム・アーツ代表取締役社長
博之氏 ※ （株）JTB中国四国代表取締役社長
豊氏 三島食品㈱代表取締役社長
明弘氏 広島市信用組合理事長

上田

人件費は、定期昇給や専任教職員数の増減を踏まえ、合計343名分を計上しています。

物件費では、教学システム更新をはじめとした重点事業を計上し、経常的経費については前年度並みとする基本方針を踏襲しました。

（学）広島山陽学園理事長

川平
吉田
山本
大小田
三島
山本

角廣
勲氏 ※
隈元 美穂子氏 ※
見延 典子氏

植田 博教授

（一般社団）日本トップリーグ連携機構専務理事

教育活動外収支

北原 宗律教授

今石 正人教授

収入では、学生納付金（学費）において、2017年度開設の健康科学部健康栄養学科における入学定員純増分を加え、5,926名で

教育活動収支

金原 達夫教授

2017年度予算編成にあたっては、大学の中長期事業計画および財政計画を念頭に策定いたしました。

計上しています。

（公財）日本オリンピック委員会名誉委員
（公財）日本ハンドボール協会特別顧問

田口

news 7 2 0 1 7 年 度 広 島 修 道 大 学 予 算

ブルチェンジをし、希望する企業の先輩達から話を聞いた
フォーラムとなりました。

Hiroshima Shudo University
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Hiroshima Shudo University

新入生の皆さんようこそ

1

教学センター

修 大 の 部 局 を の ぞ い て み よ う！
5号館

サポート内容
●時間割、
履修、成績などについての相談

●教職課程などの資格課程についての支援

2F

●休学・退学などの身分異動の手続き

●自習のためのパソコン利用

（6号館3階、協創館2階）
●無線LAN
（Wi-Fi）の使い方の案内
●パソコンの操作やネットワークドライブの利用方法を案内
●パスワードの再発行
●カラー印刷をしたい時

6号館
3F

大学生活では、履修登録から始まり、授業やレポート作成等でパソコンや
ネットワークを利用する機会が多くあります。そんな時、情報センターや
Global Learning Studiosでは自習利用できるパソコンがありますので、
ガイ
ダンスや利用案内でお知らせしている所定の手続きを行い、
どんどん利用し
てください。
また、学内では各自のノートパソコンやスマートフォンから無線LANを利用
することもできます。わからないことがあれば、いつでも情報センターまで聞
きに来てください。

14

本 館

●奨学金に関する手続き

5

図書館

図書館

6

サポート内容

2F

●図書・雑誌・新聞・視聴覚資料・電子資料の提供

●国際交流イベントの開催

学生生活の中で学習面以外に困ることがあるかもしれません。例えば、奨
学金の申込みや入通院を要するケガをしたとき、
トラブルに巻き込まれそう
になったときなどどうしたらよいか分からないことがあるかもしれません。そ
んなときは学生センターへ相談してください。その他、
スポーツ用具の貸出、
サークル活動の支援、
トレーニングルームやプールの利用手続き、弔慰金・災
害見舞金などさまざまなことに対応しています。
また、保健室・学生相談室では、心と体のサポートを行っています。体の調子
が悪いときや専門家に話を聞いてもらいたいときは気軽に利用してください。

「人と本との出会いを演出する」
という理念のもと、図書館では多様な資
料・施設・設備の提供と人的支援を行っています。
約84万冊ある図書をはじめとして、電子資料等各種の資料の利用ができ、
本学に無い資料は他大学から取り寄せることも可能です。1人でも、
グループ
でも、学習シーンに合わせて使える施設も充実しています。
さまざまな本と出
会えるイベントも随時開催しておりますので、ぜひご参加ください。
また、施設の利用や資料の探し方に関して分からないことがあれば、職員と
図書館ピア・サポーターまでお気軽にご相談ください。皆さんの学びを全力
でサポートします！

キャリアセンター

本 館

サポート内容
●就職・進路に関する相談

●エントリーシート・履歴書・集団討論や

採用面接などの相談
●公務員試験に関する相談
●キャリア支援講座や資格に関する相談
●インターンシップ
（単位認定なし）の手続き

7

学習支援センター

●留学生の修学上および生活上のサポート
●インターナショナルハウスの運営

協創館（8号館）

一人ひとりの夢（大学生活・就職・人生）の実現にむけ、キャリア形成と就職
の両面からの支援を展開しています。
1年次の「修大基礎講座」、2年次の「大学生活とキャリア形成」の授業で、大
学生活を充実したものにすることの大切さを知っていただきます。その他、イ
ンターンシップ（単位認定なし）や資格講座、公務員対策などの相談も受け付
けています。3年生から始まる就職活動の支援としては、個別相談はもとより、
全10回シリーズの就職ガイダンス、年間700社を招いての学内合同企業説明
会、業界･企業研究セミナーの開催のほか、さまざまなガイダンスを展開して
皆さんを応援します。

大学生活の中で留学するためには、早めに情報収集を行い、計画していく
ことが大切です。本学では英語圏の国々をはじめ、
アジア・ヨーロッパ・オセア
ニアなど14カ国・地域の31大学と提携を結び、多様な留学プログラムを用意
しています。留学に興味がある方はぜひ国際センターに聞きに来てください。
また、
さまざまな国の人と学内で交流してみたいという方には、学内にいな
がら国際的な雰囲気を味わえる空間、iCafeが8号館の1階にあります。留学生
による語学講座や提携校のある国々を知るためのGlobal Weeksなど多彩な
交流イベントを行っていますので、お気軽にiCafeにも来てくださいね。

8

ひろしま未来協創センター

●地域イノベーションコースについて

●学び方のハンドアウト
（レポートの書き方、

●地域つながるプロジェクトをはじめとした

●学習スキルに関するワークショップ

英語の学習法、法律の学び方等）提供

協創館（8号館）

サポート内容

●学習アドバイザーによる学習相談

●パソコンとプリンターの使用

1F

●iCafeの使用に関すること

サポート内容

2F

協創館（8号館）

●留学プログラムに関する情報提供・手続き

●研究個室、
グループ学習室、
ラーニング・コモンズ、

●通学定期・学割の手続き

4

国際センター

サポート内容

フリーPC等施設・設備の提供
●職員によるレファレンス、
文献検索ガイダンスの実施
●図書館ピア・サポーターによる利用サポート
●Book Huntingや読書会等のイベントの開催

●忘れ物、
落とし物の問い合わせ

教学センターでは、学修に関することで、学生の皆さんをサポートしていま
す。新入生ガイダンスで、教学センターが新入生の皆さんに一番長く接する
のはこのためです。教学センターの仕事は、成績や卒業に直結します。公平公
正が第一であり、時には真剣なやり取りを交わすことにもなりますが、上手に
付き合うことで、
もっとも頼りにできる部局にもなります。授業計画の立案、教
職課程等の資格課程の履修といった相談があればいつでも訪ねてください。
教学センターを賢く使って、有意義で充実した4年間を過ごしましょう。

サポート内容

●駐車場・駐輪場利用許可および安全講習
●学生証紛失または汚損したときの手続き

●各種証明書の発行

情報センター

学生センター

サポート内容

●教室利用、
ピアノ実習室利用の手続き

3

2

広島修道大学には12の部局があります。落とし物をしたとき、ボランティア活動に参加したいとき、
レポートの書き方を学びたいとき、どこへ訪れたらよいでしょうか。
今回は、学生の皆さんが特に訪れる機会の多い部局を8つご紹介します。

さまざまな質問の受付

1F

●個人、
グループでの学習スペース

大学では自ら問いを発し、答えを導く方法を考え、自分で答えを見つけるこ
とが学びの中心となります。そのためには、学びの進め方＝学習スキルの修
得が必要です。
例えば、講義の聴き方、
ノートの取り方、
レポートの書き方、英語の学習方
法、時間管理の方法などです。
これらは、主体的に行動しないと、いつまでも
身につきません。取り組み方で迷ったときや、
さらに学びを次のステップに進
めたいと思ったとき、ぜひ、学習支援センターの学習相談やワークショップを
利用してください。

地域を舞台にした自主企画活動の支援

●ボランティア活動の知識や情報提供
●教員の研究に関わる情報提供

B1F

大学生だからこそできること、大学生の今しかできないことをしてみたいと
思ったとき、ひろみらセンター（正式名称：ひろしま未来協創センター）では、
そのやる気を後押しします。地域と連携した部局であることを活かし、学内は
もちろん、学外においても、さまざまな体験・活動の支援をしています。授業、
自主企画活動、ボランティア活動を通して、地域と連携しながら学生の成長を
サポートします。社会に出る前に、コミュニケーション能力を身につけたい、
企画力を磨きたいと考えているあなた、ぜひ一度ひろみらセンターに来てみ
ませんか。

Hiroshima Shudo University
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Open Academy

刊行物

Hiroshima Shudo University

生涯を通じて学びをサポートします！

books

本 学 の 先 生 方 の 著 書を紹 介します

2017年度前期
修道オープンアカデミー開講講座

生涯を通じた学びに対応するため、
「修道オープンアカデミー」を開講しています。
「修道オープンアカデミー」は、高校生以上の
一般市民を対象としており、無料講座の「公開講座」
と、教養系、語学系などの有料講座「エクステンション講座」で構成されてい
ます。詳細は、ひろしま未来協創センターまでお問い合わせください。

公

開

講

座

ヴィルヘルム・ディルタイ 著、宮坂 和男 翻訳 法政大学出版局 2016年11月25日 1260ページ 26,000円（税別）

シュライアーマッハーは、テクストの理解や解釈に関する体系的な理論を構築しようと

無料講座

4講座

した人物である。ディルタイは、理解や解釈をテクストだけでなくあらゆる表現に関わる
事柄と考え、理解や解釈に関する理論を精神科学の方法的基礎学として位置づけた。ディ

新 規 ひろしまカレッジへの提供講座

コーヒー都市“TAKENGON”̶世界的な珈琲流行をスマトラ島アチェ州GAYO 地域から考える
【2回】
（5月･7月）

新 規 ひろしまカレッジへの提供講座

ドイツ文学̶ゲーテとシラー

講師：中根 光敏（人文学部教授）

新 規 ひろしまカレッジへの提供講座

【2回】
（6月〜7月）

チェコの歴史とクラシック音楽

【1回】
（7月）

初めてのチェコ語

【10回】
（5月〜8月） 講師：矢田部 順二（法学部教授）

楽しむ科学
【6回】
（5月〜8月）

『古事記』から読み解く宗教文化Ⅱ̶広島の神社に触れながら̶
【10回】
（5月〜7月） 講師：中道 豪一（本学非常勤講師）
継続

はじめての韓国語
【10回】
（5月〜7月） 講師：李 賛任（本学非常勤講師）

「国際化の政治経済学」では、直接投資および統合という視点を通して、中国の市場経済
化の現状と展望についての分析が行われている。そして、本書では、中国の市場経済化の
特徴が、通常の市場経済における仕組みとは基本的に違ったものであることが明らかに

食と健康
講師：鉄穴森 陽子（管理栄養士、NPO法人ヘルスケアプロジェクト代表）

継続

中級スペイン語
【10回】(5月〜8月)

森田 憲 著 多賀出版株式会社 2017年3月10日 312ページ 5,000円（税別）

経 済 学」で は、バブ ル の 発 生 および 崩 壊をマクロ経 済 学 の 修 正・拡 大を通して、第 Ⅱ 部
講師：松崎 雅広（人文学部教授）

新規

【6回】
（5月〜6月）

『中国市場経済化の政治経済学』

本書は中国の市場経済化の特徴をとらえようとする試みである。第Ⅰ部「バブルの政治

新規

※定員となり締め切りました。

継続

集してドイツ語版全集に収めた。本書はその邦訳である。

講師：新田 由美子（健康科学部教授）

有料講座

15講座

新 規 ひろしまカレッジへの提供講座

した。本書はその研究の記録である。かなりの部分が草稿にとどまっていたが、弟子が編

森•オオカミ•ヒトの良い関係を考える

講師：相馬 伸一（人文学部教授）
ゲストスピーカー：中畝 みのり
（本学非常勤講師）

エクステンション講座

講師：山尾 涼（人文学部助教）

ルタイは、シュライアーマッハーを自分の先駆者と見なし、その生涯と思想を周到に研究

新 規 ひろしまカレッジへの提供講座

〜チェコ人といえば音楽家だ(ツォ・チェフ・ト・ムジカント)〜
【4回】
（5月〜7月）

『ディルタイ全集第10巻 シュライアーマッハーの生涯 下』

されている。

1

講師：Santiago Ferran（本学非常勤講師）

継続

やさしいデッサン

継続

やさしい韓国語（初級)
【10回】
（5月〜8月） 講師：朴 大王（商学部教授）
継続

やさしい韓国語（中級）
【10回】
（5月〜8月） 講師：朴 大王（商学部教授）
継続

Dr'sカウンセラー流女大学
『40才からの人生は自分で創る！〜QOLへの道〜』講座
【6回】
（5月〜8月）

講師：盛矢 澄香（本学非常勤講師）

継続

生き方ソムリエ流 中・高・大学生を持つ親のための自分育て
自分と大切な人のための
『勇気づけ育自講座』
【8回】
（5月〜7月）

講師：盛矢 澄香（本学非常勤講師）

【6回】
（5月〜7月）

講師：沼本 秀昭（人文学部准教授）

※定員となり締め切りました。

日本の音楽
新規

茶の湯講座
【6回】
（5月〜9月）

講師：中畝 みのり
（本学非常勤講師）
河口 和也（人文学部教授）

裏千家流
講師：高橋

佐恵子（学校茶道教授者適格証取得者）

継続

【3回】
（5月）

文法もチェックしながら、無理なく自発的な学習を進められる構成です。パートナー／グ
ループ練習は、シンプルで気軽に取り組めるものを厳選しました。各課末に、
ドイツ語圏
の文化に関するクイズと表現力を向上させるための作文練習を盛り込んでいます。初学
者が苦手意識を持つことなくドイツ語に取り組める教科書をめざしました。

講師：関根 幸雄（商学部教授）

継続

Snap Shots of British History
講師：Steven Rosen(本学非常勤講師)

受講希望の方には、
「2017年度前期修道オープンアカデミー」の冊子をお送りいたします。
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各課にコミュニケーションや語彙のテーマを置き、パートナー／グループ練習を中心に、

英語の看板や案内表示から学ぶ英語

【4回】
（5月〜9月）

お問い合わせ先

山尾 涼 著 第三書房 2017年3月31日 85ページ＋別冊教授用資料集 2,500円（税別）

多彩なアクティヴラーニングを通じて、コミュニケーション力と文法の基礎を育みます。

継続

【6回】
（5月〜7月）

『Viel Glück! ドイツ語でチャレンジ』

広島修道大学ひろしま未来協創センター 〒731-3195 広島市安佐南区大塚東1-1-1
TEL 082-830-1114（直通） FAX 082-830-1932 メールアドレス gakukou@js.shudo-u.ac.jp

ご寄附いただきました方々へ
心より御礼申し上げます
学 園 へ の 寄 附 （2016年12月〜2017年2月）

長谷川体育施設株式会社中国支店
取締役支店長 羽田野 徹
¥200,000

今後寄附をお考えの方は
総務課まで
お問い合わせください。
（Tel.082-830-1104）

Hiroshima Shudo University
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商学部 教授
金原 達夫（きんばら たつお）
[2009.4.1〜2017.3.31]

教員

教員

法学部 准教授
井上 実佳（いのうえ みか）
[2010.4.1〜2017.3.31]

教員

人文学部 教授
池田 幸夫（いけだ ゆきお）
[2012.4.1〜2017.3.31]

教員

法学部 教授
今石 正人（いまいし まさと）
[1982.4.1〜2017.3.31]

教員

教員

経済科学部 教授
井上 徹（いのうえ とおる）
[2001.4.1〜2017.3.31]

教員

経済科学部 教授
北原 宗律（きたはら むねのり）
[1991.4.1〜2017.3.31]

教員

経済科学部 教授
廣光 清次郎（ひろみつ せいじろう）
[1989.4.1〜2017.3.31]

経済科学部 教授
藤田 哲雄（ふじた てつお）
[1996.4.1〜2017.3.31]

教員

経済科学部 教授
矢野 貴之（やの たかし）
[2013.4.1〜2017.3.31]

教員

人間環境学部 教授
松田 克進（まつだ かつのり）
[1997.4.1〜2017.3.31]

教員

法務研究科 教授
池田 克俊（いけだ かつとし）
[2008.9.1〜2017.3.31]

教員

法務研究科 教授
植田 博（うえだ ひろし）
[1989.4.1〜2017.3.31]

教員

法務研究科 教授
竹内 俊子（たけうち としこ）
[1990.4.1〜2017.3.31]

教員

法務研究科 教授
渡辺 直行（わたなべ なおゆき）
[2004.4.1〜2017.1.22]

教員

商学部 契約教員
勝田 佳裕（かつた よしひろ）
[2013.4.1〜2017.3.31]

教員

人文学部 契約教員
大隅 尚広（おおすみ たかひろ）
[2014.4.1〜2017.3.31]

教員

法学部 契約教員
馬場﨑 賢太（ばばさき けんた）
[2011.4.1〜2017.3.31]

教員

人間環境学部 契約教員
増田 由佳（ますだ ゆか）
[2015.4.1〜2017.3.31]

教員

法務研究科 実務家契約教員
青谷 智晃（あおや ともあき）
[2014.4.1〜2017.3.31]

教員

法務研究科 実務家契約教員
岩西 廣典（いわにし ひろのり）
[2004.4.1〜2017.3.31]

教員

法務研究科 実務家契約教員
奥野 修士（おくの しゅうじ）
[2014.4.1〜2017.3.31]

教員

法務研究科 実務家契約教員
戸田 慶吾（とだ けいご）
[2004.4.1〜2017.3.31]

職員

図書館 次長
社家 彰夫（しゃけ あきお）
[1979.4.1〜2017.3.31]

職員

情報センター 専門職員
清家 博（せいけ ひろし）
[1983.2.1〜2017.3.31]

職員

財務課 第Ⅱ種契約職員
寺川 和成（てらかわ かずなり）
[2014.4.1〜2017.3.31]

職員

図書館 専門職員
日原 容（ひはら やすし）
[1980.4.1〜2017.3.31]

職員

図書館 専門職員
若宮 寿仁（わかみや かずひと）
[1976.4.1〜2017.3.31]

職員

監査室 専門職員
渡辺 要（わたなべ かなめ）
[1975.4.1〜2017.3.31]

職員

総務課 第Ⅰ種契約職員
今田 彩（いまだ あや）
[2012.4.1〜2017.3.31]

職員

図書館 第Ⅰ種契約職員
外山 典子（とやま のりこ）
[2012.4.1〜2017.3.31]

教員

法学部 教授
川内 劦（かわうち つとむ）
[1981.4.1〜2017.3.31]

教員

商学部 助教
中園 宏幸（なかぞの ひろゆき）
[経営組織論]

教員

人文学部 教授
光本 弥生（こうもと やよい）
[保育原理]

教員

人文学部 教授
松崎 雅広（まつざき まさひろ）
[生活科教育法]

教員

人文学部 准教授
小長野 隆太（こながの りゅうた）
[音楽科教育法]

教員

人文学部 准教授
谷口 直隆（たにぐち なおたか）
[国語科教育法]

教員

人文学部 准教授
西森 章子（にしもり あきこ）
[初等教育方法論、中等教育方法論]

教員

人文学部 准教授
沼本 秀昭（ぬまもと ひであき）
[図画工作科教育法]

教員

人文学部 准教授
平田 香奈子（ひらた かなこ）
[知的障害者の心理・生理・病理]

教員

人文学部 准教授
三木 由美子（みき ゆみこ）
[肢体不自由の教育と指導]

教員

法学部 教授
TOWNSEND, Jana M.（タウンゼント ジャナ マリ）
[英語]

教員

法学部 教授
HOY, Keith C.（ホイ キース チャールズ）
[英語]

教員

法学部 准教授
JAMES, Daniel（ジェイムズ ダニエル）
[英語]

教員

法学部 准教授
篠原 新（しのはら はじめ）
[日本の政治、政治過程論]

教員

経済科学部 准教授
出木原 裕順（できはら ひろゆき）
[情報ネットワーク概論]

教員

経済科学部 助教
高橋 新吾（たかはし しんご）
[計量経済学]

教員

健康科学部 教授
内野 悌司（うちの ていじ）
[心理臨床・実践職能論]

教員

健康科学部 教授
大森 彰人（おおもり あきひと）
[健康科学部特別講義(生命と倫理)]

教員

健康科学部 教授
岡本 洋子（おかもと ようこ）
[調理学]

教員

健康科学部 教授
河本 肇（かわもと はじめ）
[学校臨床心理学]

教員

健康科学部 教授
黒田 美保（くろだ みほ）
[障がい者（児）心理学]

教員

健康科学部 教授
酒元 誠治（さけもと せいじ）
[公衆栄養学]

教員

健康科学部 教授
島田 和子（しまだ かずこ）
[食品学]

教員

健康科学部 教授
長谷 信夫（ながたに のぶお）
[英語]

教員

健康科学部 教授
新田 由美子（にった ゆみこ）
[公衆衛生学]

教員

健康科学部 教授
藤井 文子（ふじい ふみこ）
[給食経営管理論]※2017年9月1日採用

教員

健康科学部 教授
山内 有信（やまうち ありのぶ）
[基礎栄養学]

教員

健康科学部 准教授
児玉 恵美（こだま えみ）
[心理査定論]

教員

健康科学部 准教授
横田 晋大（よこた くにひろ）
[応用心理学]

教員

商学部 外国語契約教員(講師）
HEAD, Philip（ヘッド フィリップ）
[英語]

教員

法学部 学部契約（教授）
AZIMI, Nassrine（アジミ ナスリーン）
[International Organization Ⅰ・Ⅱ
International Development
Seminar on International Relations AⅡ]

教員

経済科学部 外国語契約教員(講師）
辰己 明子（たつみ あきこ）
[英語]

健康科学部 助手
荒木 彩（あらき あや）

健康科学部 学部契約（教授）
多山 賢二（たやま けんじ）
[食品微生物学]

教員

健康科学部 助手
鈴木 麻希（すずき まき）

職員

学生課 主幹
大谷 恒司（おおたに つねし）

職員

教員

健康科学部 学部契約（教授）
武藤 徳男（むとう のりお）
[生化学Ⅰ・Ⅱ、生化学実験]

教員

健康科学部 助手
三浦 康平（みうら こうへい）

職員

財務課 書記
櫻井 祐花（さくらい ゆうか）

情報システム課 主事
中田 輪香子（なかた わかこ）

職員

職員

教務第2課 第Ⅰ種契約職員
武田 雅美（たけだ まさみ）

職員

教務第2課 第Ⅲ種契約職員
森久 瞳（もりひさ ひとみ）

教員

健康科学部 心理学基礎教育担当契約（講師）
中嶋 智史（なかしま さとし）
[心理学研究法、心理学実習Ⅰ・Ⅱ]

職員

教務第2課 主事
阿部 典子（あべ のりこ）

職員

ひろしま未来協創センター 主事
髙木 智（たかき さとる）

職員

経理課 主任主事
滝本 貴子（たきもと たかこ）

総務課 書記
水戸 しのぶ（みと しのぶ）

職員

教務第2課 主事
山田 綾乃（やまだ あやの）

職員

図書課 第Ⅰ種契約職員
遠藤 妙子（えんどう たえこ）

職員

図書課 第Ⅰ種契約職員
中嶋 さやか（なかしま さやか）

職員

教務第2課 第Ⅰ種契約職員
宮本 景子（みやもと けいこ）

職員

人事課 第Ⅰ種契約職員
森下 美奈子（もりした みなこ）

職員

教務第1課 第Ⅰ種契約職員
山本 舞子（やまもと まいこ）

June

6/ 7（水）学長表彰・資格取得学生表彰 表彰式
ニュージーランドセミナー募集説明会
6/10（土）公開講座「チェコの歴史とクラシック音楽
〜チェコ人といえば音楽家だ（ツォ･チェフ･ト･ムジカント）」②
6/11（日）第1回オープンキャンパス・Culture Jam〈
〈
〈 GUIDE
6/13（火）交換留学募集説明会
6/14（水）アリゾナセミナー募集説明会
6/15（木）ベトナム交流学習セミナー募集説明会
6/17（土）公開講座「ドイツ文学―ゲーテとシラー」①
6/19（月）ニュージーランドセミナー募集説明会
6/24（土）公開講座「チェコの歴史とクラシック音楽
〜チェコ人といえば音楽家だ（ツォ･チェフ･ト･ムジカント）」③
TOEFL-ITP試験
6/28（水）LSCドキュメンタリー・アワー
アリゾナセミナー募集説明会
6/30（金）広島修道大学同窓会奨学金応募締切
図書館整理休館日
（セルフラーニングルーム使用可）
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教員

教員

5/ 3（水）〜5（金）ひろしまフラワーフェスティバル 広島修道大学ひろば･さつきステージ出展
5/ 7（日）TOEFL-ITP試験
5/ 8（月）イギリス･カンタベリーセミナー応募締切
5/ 9（火）バレンシアカレッジ･ディズニーセミナー応募締切
5/ 9（火）〜12（金）定期健康診断〈
〈
〈 GUIDE
5/11（木）公務員試験対策講座模擬授業
5/11（木）
・12（金）第1回就職ガイダンス
5/12（金）韓国･啓明セミナーなど応募締切
5/13（土）水曜日授業日
5/15（月）広島修道大学修学奨学金応募締切
5/18（木）交換留学募集説明会
5/18（木）
・19（金）
・22（月）広島修道大学合同企業説明会2018
5/20（土）公開講座「コーヒー都市 “TAKENGON″
―世界的な珈琲流行をスマトラ島アチェ州GAYO地域から考える」①
後援会総会、保証人向けガイダンス〈
〈
〈 GUIDE
5/27（土）公開講座「チェコの歴史とクラシック音楽
〜チェコ人といえば音楽家だ（ツォ･チェフ･ト･ムジカント）」①
5/31（水）図書館整理休館日（セルフラーニングルーム使用可）
LSCドキュメンタリー・アワー

6

商学部 准教授
山中 逸郎（やまなか いつろう）
[経済学]

人間環境学部 外国語契約教員(講師）
川下 剛（かわした たけし）
[英語]

April

4/ 1（土）入学式、学生センターガイダンス、教育懇談会（新入生保証人対象）
ニュージーランドセミナー中期出発（9/16帰国）
4/ 1（土）〜4（火）教養科目Web履修抽選エントリー
（学生センター･教学センター･学友会等）
4/ 1（土）〜5（水）新入生ガイダンス・オリエンテーション
4/ 3（月）
・4（火）
・5（水）新入生総合案内所開設
4/ 4（火）日本学生支援機構予約奨学生「進学届」提出説明会
4/ 4（火）
・5（水）･10（月）
・11日
（火）･13（木）定期健康診断〈
〈
〈 GUIDE
4/ 5（水）Web履修抽選発表
留学生ガイダンス
学友会（クラス）ガイダンス
4/ 6（木）前期授業開始
一人暮らしの新入生のための夕食会
4/ 6（木）〜12（水）前期履修登録
4/ 7（金）奨学金新規応募説明会（日本学生支援機構奨学金･広島修道大学学習奨学金）
4/10（月）〜14（金）自動車継続者対象安全講習会〈
〈
〈 GUIDE
4/11（火）･12（水）キャリア支援講座ガイダンス
4/12（水）長期貸出図書返却日
（新2〜4年次生）
4/12（水）新入留学生歓迎会
4/13（木）韓国セミナー（啓明･仁川）募集説明会
4/14（金）バレンシアカレッジ･ディズニーセミナーなど募集説明会
4/17（月）韓国セミナー（啓明･仁川）など募集説明会
自動車新規対象安全講習会〈
〈
〈 GUIDE
4/18（火）自動二輪・自転車安全講習会〈
〈
〈 GUIDE
バレンシアカレッジ･ディズニーセミナー募集説明会
4/19（水）ベトナムRMIT英語セミナー募集説明会
4/20（木）･21（金）前期履修登録確認
4/20（木）･24（月）イギリス･カンタベリーセミナー募集説明会
4/24（月）春季公務員ガイダンス
4/25（火）アメリカ･PIAセミナーなど募集説明会
奨学金新規応募書類提出締切（日本学生支援機構･広島修道大学学習奨学金）
4/27（木）ベトナムRMIT英語セミナー募集説明会
公務員試験対策講座説明会
4/28（金）図書館整理休館日（セルフラーニングルーム使用可）

May

新任教職員紹介

教員

教員
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Welcome
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退職教職員紹介

4

Thank you

Event Gu ide

July

7/ 1（土）公開講座「ドイツ文学―ゲーテとシラー」②
7/ 6（木）
・7（金）第2回就職ガイダンス
7/ 8（土）公開講座「チェコの歴史とクラシック音楽
〜チェコ人といえば音楽家だ（ツォ･チェフ･ト･ムジカント）」④
TOEIC-IP等試験
7/14（金）前期試験時間割発表
7/15（土）公開講座「コーヒー都市“TAKENGON″
―世界的な珈琲流行をスマトラ島アチェ州GAYO地域から考える」②
7/17（月）
（海の日）月曜日授業日
7/18（火）〜20（木）広島修道大学合同企業説明会2018
7/22（土）第2回オープンキャンパス〈
〈
〈 GUIDE
7/23（日）第3回オープンキャンパス〈
〈
〈 GUIDE
7/26（水）前期試験（8/1迄）
7/29（土）公開講座「森･オオカミ･ヒトの良い関係を考える」

Hiroshima Shudo University

GUID E

修 大オープンキャンパス2 0 1 7
日

時

第 1 回 6月11日(日)
第 2 回 7月22日(土)
第 3 回 7月23日(日)
第 4 回 8月20日(日)

プログラム（予定）

●各学部学科説明 ●模擬講義 ●個別相談コーナー
●保護者プログラム ●キャンパスツアー
キャンパスランチ無料試食もあります。また参加者には、
大学案内、オリジナルグッズなどのプレゼントがあります。

プレ・オープンキャンパスを2018年3月18日
（日）開催！詳細は決まり次第お知らせします。
〈対 象〉どなたでも自由にご参加いただけます。最新情報は入試情報サイトでご確認ください。
〈問合先〉入学センターTel（082）830-1100
Web サイト http://www.shudo-u.ac.jp/admissions/

後援会総会、保証人向けガイダンス
〈修大講堂他〉
5月2 0日（ 土 ）
● 後援会総会 10：00〜10：40
● 講演会 11：00〜12：20
● 昼食会 12：30〜13：10
● 保証人向けガイダンス 13：20〜15：00

■学生センターより
《自転車・バイク通学が登録制に変わります》
2017年4月より、自転車・バイクによる通学者に対して、駐輪場利用許
可制度（有料：1台につき年額500円）を導入します。学生の交通マナー
を向上させるため、定期的な講習の受講を義務付け、所定の手続を
行った者に駐輪ステッカーを発行します。自転車・バイクによる通学を
行う在学生については、2017年4月18日以降に申請手続（安全講習）を
実施しますので、必ず参加してください。
《自動車通学による学内駐車場の利用について》
自動車通学に関し、一定条件を付して駐車場利用許可制度(有料)を設
けています。学生センターで手続きを行っており、年度毎に更新が必
要です。学部生は年額6,000円、大学院生は半期毎に3,000円の駐車場
利用料を払い、駐車許可証取得後、学内駐車場を利用してください。
【問い合わせ先】学生センター

Tel（082）830-1117

■保健室より

《定期健康診断について》
定期健康診断は学校保健安全法により必ず受診しなければなりません。
病気の予防や早期発見につながり、健康状態を把握するうえで役立ちます。
ガイダンス配布物、Webサイト、掲示にて詳細を確認して受診してください。
場
所 … 修大講堂
検診項目 … 身長、体重、血圧、検尿、視力検査、内科検診、胸部レントゲン、貧血検査
＊学年によって検診項目が異なります。
＊新入生、卒業年次生はガイダンスで検尿容器を配布します。２･３年次生は健康診断日
までに保健室に検尿容器を取りに来てください。

実施日

対象者

4月 4日(火)･5日(水)
4月10日(月)･11日(火)･13日(木)
5月 9日(火)〜12日(金)

新入生、新入大学院生、科目等履修生
研究生･編入生他

卒業年次生、大学院生、法務研修生
2･3年次生

《トレーニングルーム利用者のメディカルチェックについて》
健康管理や事故防止のために、トレーニングルームを使用する際に保健室で検査と
学医の診察が必要です。以下の日時よりメディカルチェックを保健室にて開始します。
･新規にトレーニングルームを利用する人･･･5 月1 日 ( 月) 以降
･前年度から継続して利用する人･･･6 月1 日 ( 木 ) 以降
【問い合わせ先】保健室 Tel（082）830-1118

■情報センターより

《学内パソコン、ネットワークの利用について》
下記の場所に「ネットワーク利用申請書」
を提出すると、利用者IDと初期パス
ワードが発行されます。発行後、初期パスワードを指定の方法により変更してく
ださい。各自のIDとパスワードで学内パソコン、
ネットワークの利用ができます。
※利用者IDとパスワードを覚えていないと、授業等でパソコンを利用することができません。
【学部新入生】
新入生ガイダンス会場（学生証持参）
【その他の新入生（院生･編入生他）、在学生（利用者 ID 未取得者）】
情報センター事務室（学生証持参）
【問い合わせ先】情報センター Tel（082）830-1126

■図書館より

Hiroshima Shudo University

下記のとおり授業日に合わせて開館します。
・5月13日
（土）
：水曜日授業日 ・7月17日
（月）
（海の日）
：月曜日授業日

■ひろしま未来協創センター（ピア・カウンター）より
Hiroshima Shudo University

ボランティア講習会を4月下旬（4月27日予定）に開催いたします。
詳細は掲示板でご案内します。
【問い合わせ先】ひろしま未来協創センター（ピア・カウンター） Tel（082）830-1409
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Circle Information
学 友 会「 率

先垂範」

リー ダ ー 研 修 会 開 催

率先垂範とは、全学友の先頭に立ち、模範を示す存在となり、学友の代表であるということに責任を持ち行動していくということを
目標に掲げたスローガンです。学友会第59期では、58期が作り上げてきた基盤を基に、学友会のさらなる発展をめざします。

学友会

新入生の皆さんへ

〜サークルガイダンスのご案内〜

3月6日に、
リーダー研修会が行われました。このリーダー
研修会は、新入生に学友会のことを教えるリーダーを育成
するために毎年行われています。今回は約100名の学友が

第59期執行委員会

参加し、協議会の成り立ちや学生自治の重要性、学友会の
仕組みについて学びました。4月のクラスガイダンスで、実

●書記局

際に新入生へ学友会のことを教えることになります。今後の

学友全体が関わる行事を主として

リーダーの活躍に期待しています。

様々な事業を行っています。大学祭実
行委員会、卒業アルバム編集委員会、
広報委員会などがあります。

●4月5日(水)14:50〜18:00 【場所】体育館

後列左より 次長：長戸 彩音、次長：佐々木 静香、次長：和田 敦子、広報室長：多田 美咲
前列左より 次長：郷原 綾太、局長：三浦 時生、次長：山本 貴裕

学友会では、新入生の皆さんに、自分に合ったサークル・団

●会計局

体を見つけてもらうため、サークル選びの場を提供していま
す。今回は4月5日に、文化局・体育局・書記局・厚生局からサー

学 友 会 活 動 に経 済 的 基 盤を与え、

クル・団体・小委員会がブースを出展し、それぞれの活動を紹

サークルの財政面の指導監査を行いま

介します。新入生には、
このガイダンスを通じ、
「学友会」につい

す。学友会が所有する複写機、車輌など

弓 瀬 航（ゆみせ わたる）くん

人 文 学 部 人間関係学科心理学 専攻4年

（広 島 市 立沼田高校出身）

学 友 の 皆 さん 、こん にち は 。学 友
会 第 5 9 期 執 行 委員会 執 行 委員長 の
弓 瀬 航と申します。
「 学 友 」とは 皆さ
ん の ような 修 大 生 全 員 の ことを 言
い 、そ れ によって 構 成 さ れ 、大 学 か
ら は 独 立し た 学 生 自 治 組 織 の こと

修 大 文 化を社 会 へ 発 信、還 元 する

新入生を中心に学友会のことを知っ

動できるように支援します。

てもらうために機関誌『学友』を発行し

左より
次長：梶谷 智子、局長：小西 健太、次長：瀬戸口 騎士

ています。
『 学友2017』は、4月1日より

●体育局
体育系のサークル・団体が明確な目
標に向かって切磋琢磨し、日々の活動
に励んでいます。イベントを企画運営

れに努 めています。

し、体育局を盛大に盛り上げています。

また、学 友 会 に所 属 する執 行 委員

食堂棟1階学友会本部前に配置します
ので、ぜひご覧ください。

修 大 文 化 の 発 信と還 元！ C u ltu re J a m 2 0 1 7 開 催
● 6月10日（土）1 s t Jam 修大講堂
● 6月11日（日）2nd Jam 修大講堂
Culture Jamとは、修大の文化局サークル・団体が日頃の活動の成果を発揮する
一大イベントで、今回で15回目を迎えます。1日目の1 s t J a mでは、各サークルによ
る演奏や演劇、映像作品などの発表で大いに会場を盛り上げます。2日目の2nd
Jamでは、修大講堂のステージで、ライブやダンスの発表、豪華賞品の当たる来場
者参加型の「ビンゴ大会」などを行います。また、プレイグラウンド内の会場には多
くの屋台が出店し、サークル活動を体験できる「チャレンジサークル」などもありま
すので、ぜひ参加してみてください！皆さんのお越しを心よりお待ちしています。

左より
次長：神原 美範、局長：山肩 優輝、次長：尾川 大和

会 は 、学 友 の 皆さんとより身 近 な 距

親身になってサ ポートします。

サークル・学友会の情報満載

サークル・団体が十分かつ円滑に活

を 反 映 することを 主 な 業 務とし、そ

に相 談 に来てください。2 1 名 全員が

『学友2017』を刊行しました！

た め に活 動しています。文 化 局 所 属

活 動 を 通じて 学 友 の 皆 さん の 意 見

たことがあれ ば、気 軽 に 学 友 会 本 部

しいと考えています。

●文化局

大 学 側と協 議 することやさまざまな

行っています。大 学 生 活で 何 か 困っ

員会を見つけ、修大での大学生活をより充実したものにしてほ

左より 次長：向井 将人、次長：古田 三七子、
局長：井上 愛貴、次長：刀祢 隆星

を「 学 友 会 」と言 い ま す 。学 友 会 は

離で、学 友 の 代 表として組 織 運 営を

て理解してもらうとともに、自分に合ったサークル・団体・小委

の備品の管理・維持も行っています。

●執行委員長

●厚生局
学内の厚生面における改善、充実、
発展を目標に、講習会などさまざまな
活動を行っています。献血推進委員会
では、献血の重要性を伝えています。
左より
次長：三堂 武仁、局長：上田 研司、次長：中西 智之
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Campus Photo Message

PRESENT

Hiroshima Shudo University

❶

ク イ ズ に 答 え て プ レ ゼ ント を も ら お う

❹

Q

9号館には、さまざまな施設・設備がありますが、その

中で｢100人規模の大量調理実習が可能な実習室｣は
次の3つのうちどれでしょう？

1
2

給食経営管理実習室
栄養教育実習室

3

臨床栄養実習室

正解者の中から6名の方に、修大オリジナルグッズ「クルティア
（修正

テープ）」
（3色の中から1色）をプレゼント。※色は選べませんので

ご了承ください。ハガキに、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、

クイズの回答をご記入の上、
〒731-3195広島修道大学総合企画課宛

までご応募ください。
（住所表記なしで届きます）。締切りは、5月31日

（水）／消印有効。
プレゼントの発送をもって発表に代えさせていた

だきます。正解は6月5日（月）以降、本学ホームページにて発表！な
お、応募に関する個人情報は本目的以外には使用いたしません。

TRUTH冬号の問題と答えを発表します。

Q 地域活動を行う拠点「ちぃスタ」は広島県内に 3 箇所あ
ります。次の 3 つのうち、実際にちぃスタが置かれてい
る地域はどこでしょう？

❶西広島駅周辺

❷

❸

❶2016 年度学位授与式を挙行（3/22）
3 月 22 日、本学体育館にて学位授与式を挙行し、学部・大学院総

❷大崎上島町

❸尾道市

答えは
「❶西広島駅周辺」
です。
多数のご応募ありがとうございました。

計 1,353 名に学位記が授与されました。卒業生の新たな旅立ちを
祝しました。
❷合同企業説明会を開催（3/9・10・13・14）
3月9日・10日・13日・14日に、本学にて合同企業説明会を開催し、
計 3,350 名の学生が参加しました。4日間で約 360 社の企業・団体か
ら人事担当者にお越しいただきました。個別に設けた各会場では、企
業・団体から事業紹介および採用に関する説明をしていただきました。
❸入学準備学習プログラム（第 2 回キャンパス学習）を実施（3/4）
12月17日の第1回キャンパス学習に引き続き、3月4日、AOインター
アクション入試および推薦入試の合格者を対象に、第 2 回キャンパ

「旬」な情報を発信中！
大学の最新ニュースや何気ない１コマをtwitterやFacebookで紹介し

ています。
またYou Tubeでは大学紹介ムービーやテレビCM、修大の
学歌などを視聴いただけます。
twitter

http://twitter.com/shudo̲u

ス学習を開催しました。参加者は、講義やグループワーク、英語プ
ログラム、新聞の読み方講義などを受講しました。先輩アシスタン
トとも交流し、1ヶ月後の入学に向けて有意義な一日を過ごしました。

You Tube

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m/ us er / s hudo ki kaku

❹入学試験を実施（2/1 〜 2/5、3/2）
2 月 1 日から5 日にかけて一般入試（前期日程）が、3 月 2 日に一般
入試（後期日程）が行われました。2017 年度学部入学試験の志願

Facebook

https://www.facebook.com/HiroshimaShudoUniversity

者数は 11,506 名、合格者は 4,251 名でした。
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