
生活相談，国際交流活動

グローバル化推進グループ
学生プラザ3F (8:30-17:15)

Email: kokusai-sien
@office.hiroshima-u.ac.jp



Click!



学生情報の森 もみじ

国際交流

イベント & ニュース

「Myもみじ」ログイン

緊急連絡



Myもみじ
-広島大学で重要な情報を得る方法-

掲示
休講・補講・
教室変更



〈How to get the information〉

Find us on 

Facebook
International Exchange Events in Hiroshima University

/ 広島大学国際交流イベント情報

NOIE (ノイエ)

What is NOIE?
This is the network of International 
Exchange. You can get the information 
about international exchange events , 
volunteers, and other activities hosted by 
Hiroshima University and other 
organizations!

学内交流ネットワークです。学内外の国
際交流イベント、ボランティア等の情報
をメールで提供しています！

登録はこちらから
Apply from here →

MOMIJI
(もみじ)

Please search on the Internet!
学内サイトです。
ぜひ検索してみて
くださいね！

@internationalexchange.hu

広大もみじ / hirodai momiji

国際交流活動

～広島大学 国際交流イベント情報～

International Exchange Event
in Hiroshima University

International Luncheon

International Night
Others…/他にも…

Date & Time : every Thursday
12:10~ 12:40 pm.

Venue : Student Plaza 1F Eastside
いつ：毎週木曜日 12:10~12:40
場所：学生プラザ1階東側

Why don’t you enjoy lunch together?
Bring your  lunchbox!
一緒にお昼ご飯を食べませんか？弁当は持参です！

Date & Time :one day in Fourth week
6:00~7:00 pm

Venue : one cafe
いつ：毎月第4週のどこか 18:00～19:00
場所：one cafe

International students will present own culture!
多様な国・地域の学生が、文化などについて発表します!

・Regional World Cooking / 料理イベント

〈お問合せ/Contact 〉
学生プラザ3階 国際交流グループ/ Student Plaza 3F International Group
Tel : 082-424-4541 Mail : elife@hiroshima-u.ac.jp

Discuss

なるほど! Cross cultural Discussion
Date & Time :one day in Second week

6:15~7:30pm
Venue : Student Plaza 1F
いつ : 毎月第2週のどこか 18:15~19:30
場所：学生プラザ1階

Let’s talk about various topics in English!
様々なテーマで話しましょう！英語の練習にも◎

Chat

Learn

Calligraphy

Momiji
event

Cooking

・Seasonal event / 季節のイベント

もみじ > 学生生活のサポート> 国際交流 > NOIE
登録はこちらから：



ゴミの捨て方

指定のゴミ袋を買う。
ゴミをきちんと分別する。
分別したゴミは指定のゴミ袋にいれる。
指定された収集日にゴミを出す。

日本は
とても厳しい！



国民年金と国民健康保険

…から，手紙やはがきが届いたら，
必ず中身を確認してください！
もし疑問があれば，質問に来て下さい。

◆多言語生活情報



◆国民健康保険証を持って行ってください。

◆東広島市や広島市のホームページで
外国語対応ができる病院を紹介しています。

病院



災害情報の入手方法

◆日本は、地震や台風など、自然災害が多く
発生する国です。

◆災害が起こったときは、情報を集めてくだ
さい。

【役立つウェブサイト】
・広島県防災Web リンク
・広島市防災情報サイト リンク
・東広島市ウェブサイト-災害情報を知る方法- リンク

http://www.bousai.pref.hiroshima.jp/
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/saigaiinfo/
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/seisakukikaku/1/2/1/bousai/saigaijoho/22676.html


ﾋﾛｼﾏ ﾀﾛｳ

Japan
A+

1990/1/23
Buddhism

IDEC 123-456-7890

Sensei 123-456-7891

Taro Hiroshima

N/A

Hiroshima University Hospital

緊急連絡カード
このカードは常に携帯してください。
カードの記入例：

その他，家族の連絡
先や特別な事情等が

あれば記入



禁煙
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