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緊急連絡カードについて 

Regarding the Emergency Contact Card 

 

 緊急連絡カードとは，留学生の皆さんが事故などに遭遇した際に，助けを求められる連絡先を記入

しておくカードです。カードには，国際センターの電話番号の他に，所属部局の学生支援窓口，自分

の指導教員，学生情報，教会やモスクなどの電話番号，医療情報を書き込んでください。油性ボール

ペンなどで記入し，財布に入れるなどして常に携帯するようにしてください。 

“Emergency Contact Card” provides concise details on who should be contacted in the event of an 

incident. Aside from the International Center, you can fill in the phone numbers of your 

School/Graduate school’s student support office, supervisor, religion, student information, medical 

information, church/ mosque, etc. When you fill in the information, please use an oil-based 

ballpoint pen. Carry this card with you at all times.  

◇留学生支援窓口電話番号／Phone numbers of the student support offices  

学部／研究科名等 School/Graduate school etc. TEL 

総合科学部 School of Integrated Arts and Sciences  082-424-7988 

総合科学研究科 Graduate School of Integrated Arts and Sciences 082-424-6318 

文学部 School of Letters  082-424-6613 

文学研究科 Graduate School of Letters 082-424-6615 

教育学部／教育学研究科 School of Education / Graduate School of Education 082-424-3706 

法学部 School of Law 082-424-7215 

経済学部 School of Economics 082-424-7217 

社会科学研究科(法政システム) Graduate School of Social Sciences(Law and Politics) 082-424-7148 

社会科学研究科(社会経済システム) Graduate School of Social Sciences(Economics) 082-424-7189 

東千田学生支援グループ Higashi-Senda Campus Student Support Office  082-542-6962 

理学部／理学研究科 School of Science / Graduate School of Science 082-424-2044 

医学部／歯学部／薬学部 School of Pharmaceutical Sciences / Dentistry / Medicine 
082-257-1705 

医歯薬保健学研究科 Graduate School of Biomedical and Health Sciences 

工学部／工学研究科 School of Engineering / Graduate School of Engineering 
082-424-3503 

情報科学部 School of Informatics and Data Science 

生物生産学部 School of Applied Biological Science   
082-424-7908 

生物圏科学研究科 Graduate School of Biosphere Science 

先端物質科学研究科 Graduate School of Advanced Sciences of Matter 082-424-7008 

国際協力研究科 Graduate School for International Development and Cooperation 082-424-6909 

高等教育研究開発センター Research Institute for Higher Education 082-424-3540 

森戸国際高等教育学院 Morito Institute of Global Higher Education 082-424-6184 



記入例 Examples of description 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先／Contact Address＞ 

広島大学国際交流グループ  

Hiroshima University International Exchange Group 

吉盛，桑原（学生プラザ 3F） 

YOSHIMORI, KUWAHARA (Student Plaza 3F),  

TEL: 082-424-6184, 4541 

E-mail: kokusai-ryugaku@office.hiroshima-u.ac.jp 

裏面の留学生支援窓口電話番号表を参考にして，
自分の所属する学部・研究科の電話番号を書き込
んでください。 
Fill in the phone number of your School/Graduate 
school’s student support office by referring to the 
table on the reverse side. 

 指導教員の氏名と電話番号を書き込んでくださ
い。 

Fill in the name and phone number of your 
supervisor. 

あなたの個人情報（氏名，出身国，血液型，   

生年月日）を記入してください。 
Fill in your personal information: name, 
country, blood type and birth date. 

可能な範囲で，宗教，通っている教会・モスク

等の情報を記入してください。 
If possible, fill in your religion, information of 
your church/mosque etc. 

可能な範囲で，あなたの医療情報を記入してく

ださい。 
If possible, fill in your medical information. 

その他，家族（及び家族が話せる言語）やサポー

ターの連絡先を記入してくだい。また、特別な事

情などがあれば備考欄に記入してください。 

Fill in the other information, for example phone 
number of your family (and languages that can be 
used in the emergency)/supporter, etc. 
Special remarks, if any. 

Yes に〇を付けた場合，詳細をご記入ください。 
If you circle “Yes”, fill in the details. 


