
スタッフ
募集中!!
スタッフ
募集中!!
スタッフ
募集中!!

2011

Oct. vol.27

キャンパスを

歩く人たちを

Snap  Snap！

《広大の夏編》

スナップ スナップ
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取 材を終えてPROFILE

初めての取材で、憧れの内田さんに会える! 期待と不
安で取材に挑みました。実際お会いした内田さんは、笑
顔が印象的な方でした。初めは上手くできなかった質問
も、内田さんが話を上手に展開してくれたので、後半は
少しずつ落ち着いてできました。伝えたい事をまとめる
力の大切さを実感した、思い出の1日になりました。 取材/文学部2年　松本　茜　

内田恭子
キャスター

ドイツ語に縁があり
広島大学の吉満先生と共演
　生まれはドイツのデュッセルドル

フですが、ドイツ語を覚えることな

く2歳で日本に帰国しました。小

学5年の時に、シカゴに移住しま

した。「出身国の言葉を話せるよう

になりたい」と思って、ハイスクー

ルではドイツ語を履修したのです

が、それでも習得までは至りませ

んでした。NHKから「テレビでドイ

ツ語」の話があった時は、三度目

の正直と思って出演を決めまし

た。広島大学の吉満たか子先生

からは、いつも貴重なアドバイスを

いただいています。

アメリカから帰国して
カルチャーショック
高校2年で帰国した時、カル

チャーショックを受けました。帰国

1週間でアメリカに戻りたくなった

ほどです。例えば通勤ラッシュ。ア

メリカでは、スクールバスや親の

車で送迎するのが一般的なの

で、日本の満員電車は衝撃的で

した。それと印象的だったのが、テ

ストにまつわる話。アメリカでは、

少ししか勉強していなくても「私は

こんなに勉強した」と言います。日

本では勉強していても「勉強して

いない」と言うので、油断してテス

トに臨み、みんな高得点を取って

いるのに、自分だけ散々な結果で

ビックリしました。アメリカ人は、日

本人に比べて、行為に対する表

現が大きいのだと思います。

多忙を極めた
アナウンサー時代
英語を使った仕事がしたくて、

大学卒業後の進路は、通訳か

キャスターを目指しました。テレビ

局は他の業界に先駆けて採用試

験をしており、中でもフジテレビの

アナウンサー試験が最も早く行わ

れていて、最初に内定が出たの

で入社を決めました。

　入社後2カ月の研修期間は、

肉体的にも精神的にも厳しかっ

たです。会社が求める能力や適

性を一つも満たせていないことを

実感しました。それでも現場に出

ると、悩む暇はありません。一つで

も多くのインタビューを取ることを

心掛けました。取材が終わったと

思えば次の取材に向かう、多忙

な毎日。あっという間に1年が過

ぎ、生中継を担当するようになっ

たころに、ようやく仕事の楽しさが

分かりました。

憧れの
マイケル・ジョーダンを取材
入社して数年間は、報道で取

材経験を積みました。急な取材で

遠方に行って、現地に泊まり込む

こともたくさんありました。3年目か

らスポーツニュース番組「すぽる

と!」を担当しましたが、深夜の収

録だったので、夜明け前に帰宅し

て、数時間寝て再び出社するよう

な生活。肉体的な疲労が大きく、

休日に1日中寝ていたこともあり

ます。

　最もうれしかったのは、バスケッ

トボールのシカゴ・ブルズのマイ

ケル・ジョーダン選手を取材した

ことです。シカゴで過ごした高校

生の時、ジョーダン選手は爆発的

な人気で、エア・ジョーダンという

スニーカーは、男子なら誰もが履

いていました。私が高校までシカ

ゴに住んでいたことを伝えると、と

ても気さくに話してくれて、うれしさ

が込み上げてきました。

自分の考えを持ち
有意義な学生生活を
　私は些細なことでも周囲によく

相談するのですが、会社を辞める

決断をしたときなど、人生の大き

な選択は、自分だけで決断してい

ます。自分の人生は、自分にしか

決められません。他の人に決めら

れたのでは、人生を歩む意味がな

いと思います。和を尊ぶのは日本

の美だと思いますが、もっと積極

的に「私はこうしたい」と意思表

示した方が、周囲の理解も得ら

れ、道は開けるはずです。

　大学生の皆さんには、友達を

大事にしてほしいと思います。私

は大学で一生の友達に出会いま

した。社会に出ると、相性の良し

あしに関わらず、他人と付き合っ

ていかなければなりません。学生

時代は、気の合った仲間だけで

過ごせる貴重な時間です。小中

高を通じて、転校が多かった私に

とって、大学でできた友達は一生

の宝物です。自分の考えをしっか

りと持ち、掛け替えのない学生時

代を有意義に過ごしてください。

積 極 的 に 意 思 表 示 す れ ば 、道 は 開 け る !

↓↓

あの人に会いたい
Interview with kyoko uchida

PROFILE
1976年6月9日、ドイツ・デュッセルドルフ生まれ。慶應1976年6月9日、ドイツ・デュッセルドルフ生まれ。慶應
義塾大学商学部卒業後、フジテレビへ入社。アナウン義塾大学商学部卒業後、フジテレビへ入社。アナウン
サーとしてさまざまな番組に出演したのち2006年に退サーとしてさまざまな番組に出演したのち2006年に退
社。現在はキャスターとして伝えることに重きを置き、さま社。現在はキャスターとして伝えることに重きを置き、さま
ざまな分野に活動の幅を広げている。趣味は、本屋めぐざまな分野に活動の幅を広げている。趣味は、本屋めぐ
り・ピアノ・愛犬と遊ぶこと・読書。好きな食べ物は、チョり・ピアノ・愛犬と遊ぶこと・読書。好きな食べ物は、チョ
コレート・お漬物。好きな本は、風と共に去りぬ、ジェーン・コレート・お漬物。好きな本は、風と共に去りぬ、ジェーン・
エア。エア。
official web siteofficial web site
http://www.kyokouchida.com/http://www.kyokouchida.com/

1976年6月9日、ドイツ・デュッセルドルフ生まれ。慶應
義塾大学商学部卒業後、フジテレビへ入社。アナウン
サーとしてさまざまな番組に出演したのち2006年に退
社。現在はキャスターとして伝えることに重きを置き、さま
ざまな分野に活動の幅を広げている。趣味は、本屋めぐ
り・ピアノ・愛犬と遊ぶこと・読書。好きな食べ物は、チョ
コレート・お漬物。好きな本は、風と共に去りぬ、ジェーン・
エア。
official web site
http://www.kyokouchida.com/
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https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/
information/topics/

学部生・大学院生とも、約8割以上の学生が、
アルバイトを経験しています。

0 20 40 60 80 100

学部生
大学院生

14.885.2
82.9 17.1

ある ない
（％）

学部生
大学院生

法務研究科
医歯薬学総合研究科

0 20 40 60 80 100（％）

（％）

ある ない

入学してから、アルバイトを
したことがありますか?

学部生

入入入入
し

学部生

居住形態は?

県外出身者が多いことから、学生の約7割が、賃貸ア
パート・マンション等に住んでいます。
また、広島市内にキャンパスがある学部や研究科につい
ては、自宅からの通学者が多い傾向にあります。

自宅 賃貸アパート・マンション等
本学学生宿舎または国際交流会館 その他 学費・生活費 趣味・娯楽 就職準備や社会経験

サークル活動 高額商品等購入 その他

広島大学では、学生生活実
態調査を行っています。広大

生がどんな暮らしをしているか、デー
タで見てみましょう!

飲食・接客 販売・サービス 塾・予備校の講師
重労働・危険作業 家庭教師 一般事務 技術・調査

※複数回答有り

66.7
5.05.0

33.3
95.0医歯薬学総合研究科 95 0

大学院生は研究科で意外と違う!

学部全体の内訳

学費・生活費
のため?

勉強時間

のため?

（％）

16.9 6.16.1 0.60.676.4
0.90.917.7 5.55.575.8

アルバイトの目的は何?

やはり、学部生、大学院生とも7～8割の学生が、
学費・生活費に充てているようです。

学部生
大学院生

59.870.4
84.4 47.2

51.2
42.8

19.2
15.4
12.8

10.0

10.8
（％）

学部生は「学費・生活費」「趣味・娯楽」に
使う割合が多いようです。にちな

み

学費
を稼
が

なく
っち
ゃアルアアアア

学部生 70 4

広大生のお部屋事情
初めての一人暮らしを経験している学生も多いはず。
みんなどんな部屋で生活しているの? くつろげる部屋? 勉強に集中できる部屋? それとも××な部屋?
そんな疑問を持ったHUスタイルの学生スタッフが、広大生の一人暮らしのお部屋を訪問!

●家賃：52,000円
●1カ月の生活費：約50,000円
●主な収入
◎仕送り：50,000円
◎奨学金：50,000円
◎アルバイト：約50,000円

●白をメインに、差し色にオレンジ。
●おしゃれな壁掛け。

部屋は、一人で住むにはもったいないくらいの広さで、それを有効に活用した
生活空間です! 中でも、壁に向けない机の並べ方がとても印象的でした。ま
た、所々に取り入れられたおしゃれなインテリアも映えていました。

とても落ち着いた雰囲気で、大人の部屋を思わせ
ます。壁に掛けられたポストカードや手作りの照明な
ど、細かい所にまで工夫がいっぱいです。ロフトベッ
トの下にソファーを置くアイデアなど、部屋を広く活
用するのに生かしたいですね♪

●家賃：42,000円
●1カ月の生活費：約10,000円
（家賃と学費、光熱費や水道代を除く）

●主な収入
◎仕送り：70,000円
◎奨学金：50,000円

●ベッドのマットレス。程良い厚さでごろごろしてて快適!
●段ボール箱に入っている父親から借りたたくさんの本と、組み立てたプラモデル。
●よくお世話になる電気ポット。（夜中にお湯を沸かして飲み物を入れるので）

●家賃：38,500円（水道光熱費別）
●1カ月の生活費：約90,000円（水道光熱費込み、4月～ 8月の平均）
●主な収入
◎仕送りは、適宜振り込んでもらっています。

●目の前がバス停!
●教科書を学年ごとにまとめた本棚。
●狭いながらも、テレビやプリンターなど家電が充実!

かわいいクッションやシンプルに整理された部屋
に、好感が持てました。バス停に近く、立地条件
の良さもポイントです。

●家賃：非公開
●1カ月の生活費：50,000円
●主な収入
◎仕送り：70,000円

きれいに片付いていて、スッキリした印象の部屋でした。美術系のサークルに所属している
そうで、部屋にはキャンバスに鉛筆で描いた模写が置いてあります。プラモデルが趣味とい
う意外な一面もありました。

大学とスーパーマーケットからかなり近い所なので、と
ても便利だと思います。実用書などがたくさんあり、勉
強家の印象を受けました。

スタッフが見た部屋の印象

お気に入りや特長、こだわり

お気に入りや特長、こだわり

お気に入りや特長、こだわり

お気に入りや特長、こだわり

お気に入りや特長、こだわり

Yさん（3年/女子）宅
必要な物を最小限に。プラモデルが大好き女の子!

Tさん（2年/男子）宅
寝坊しても、バス停が目の前だから大丈夫!?

Uさん（2年/女子）宅
ビタミンカラーで
元気ハツラツ!

Wさん（2年/男子）宅
勉強家だけに、机の上はいつも整理整頓

●家賃：25,000円
●1カ月の生活費：約80,000円
●主な収入
◎仕送り：80,000円
◎アルバイト：約30,000円

●ロフトベットで部屋を広く活用。
●ディスプレイラック!
●色は黒と茶色で統一。

Kさん（1年/男子）宅
シックに黒と茶色でまとめて
オシャレ～

ヒゲソリ

テレビ
↓プリンター

↓

オリキャンジャンパー→

掃
除
機
↓

↓

●好きな本がたくさん!

下記ホームページに詳細データがあります。

広島大学では、学生生活実

広 大 生の

生 活実 態は ?

今年の夏は扇風機が
大活躍!
　↓

今年の夏は扇風機が
大活躍!
　↓

↑
父親から
借りた本

↑
父親から
借りた本

←女の子には必需品?
　姿見

整理された本棚→

家電が充実

↑
自分で作った
カーテンです!

電車に乗
って

どこ行く
の〜

←好きな本が詰まった棚

自分で作った照明

←ギターは練習中!

机の上に
殺虫剤?

机の上に
殺虫剤?

アルバイトをしてなくても、
アルバイト情報を
貼っています!

→

→

スタッフが見た部屋の印象

スタッフが見た部屋の印象

スタッフが見た部屋の印象

スタッフが見た部屋の印象

0 50 100 150 200 250

17.2

※複数回答有り

0 30 60 90 120 150

48.6 34.7 20.1 11.2
10.5 9.6

7.67.6

にちな
み
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コアラがマ
ーチ!

コアラがマ
ーチ!

ブタはきれい好きなんだブヒー

広くて、使いやすいキッチン

広くて、使いやすいキッチン

観覧車のような→
写真立て　

マッチョなカレンダー↑

↑
オ
リ
キ
ャ
ン

　

ジ
ャ
ン
パ
ー

↑
オ
リ
キ
ャ
ン

　

ジ
ャ
ン
パ
ー

高校の体育祭で着た衣装

↓↓

高校の体育祭で着た衣装

↓↓

プレゼントされた品々↓

ミステリーから啓発本まで→
カープ!

↑
緒方選手の

引退記念Tシャツ!

↑
緒方選手の

引退記念Tシャツ!

ムーミンエリア!
↓

ゲームのコント
ローラーがいっ

ぱい!

ゲームのコント
ローラーがいっ

ぱい!

ち
ゃ
ん
と
新
聞
も
↓

なぜソファーが2つ?
なぜソファーが2つ?

東広島のお酒もあるよ!

ハイジ?

1カ月の生計費の支出は?1111カ11カ月の生計費（収入）は?
1番多い収入は?

景気後退のためか、10万円未満でやりくりして
いる学生が約6割以上います。

0 20 40 60 80 100

学部生
大学院生

（％）

0～5万円未満
5万円以上～10万円未満
10万円以上～15万円未満
15万円以上

27.7 20.8 4.14.147.4
41.218.9 26.3 13.6

1位
2位
3位

仕送り
奨学金
就労・
アルバイト

学
部
生

1位
2位
3位

奨学金
仕送り
就労・
アルバイト

大
学
院
生

1位

2位

3位

住居費
（アパート等の家賃）
生活費
（衣食住に必要な経費）
娯楽費

学
部
生

1位

2位

3位

住居費
（アパート等の家賃）
生活費
（衣食住に必要な経費）
修学費
（授業料は含まない）

大
学
院
生やっぱり住居費（家賃など）が、生計費の中心

となっているようです。
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学部生
大学院生

（％）

1万円以上～5万円未満
5万円以上～10万円未満
10万円以上

34.2 11.953.8
55.518.9 25.6
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理学部
医学部
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生物生産学部
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法務研究科

総合科学研究科
文学研究科

教育学研究科
社会科学研究科

理学研究科
先端物質科学研究科

保健学研究科
工学研究科

生物圏科学研究科
医歯薬学総合研究科

国際協力研究科
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16.3％
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生物生産学部
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法務研究科

総合科学研究科
文学研究科

教育学研究科
社会科学研究科

理学研究科
先端物質科学研究科

保健学研究科
工学研究科

生物圏科学研究科
医歯薬学総合研究科

国際協力研究科
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29.3％ 53.8％

大学
院生学部生 大学

院生学部生

下記グラフを見ると、大学院生は学部生に比べ、15万
円以上収入のある学生が多いことが分かります。

にちな
み

1番多い支出は?
※授業料は除く

にちな
み

下記グ下記グ下記グ記記記 ラフを見ると 大学院生は学部
大学院生はリッチ?!

●1カ月に15万円以上の収入がある人の割合

下記グラフを見ると、「収入」と同様、「支出」も大学院
生の方が多いのが分かります。
下記グ下記ググ下記グ下記グラフを見ると「収入」と同様「支

大学院生はお金を使ってる?!

●1カ月に10万円以上の支出がある人の割合

1

●家賃：48,000円
●1カ月の生活費：約60,000円
●主な収入
◎仕送り：50,000円
◎アルバイト：約32,000円

●大好きな帽子。
●ゼミの友達からもらったメッセージ。
●他の人とかぶらないような部屋。

かわいらしい小物がいっぱいで、とても女の子らしい部屋でした。ま
た部屋の中では、学部のオリエンテーション行事やゼミの友達から
もらったというプレゼントがたくさん。思い出いっぱいの部屋です。

お気に入りや特長、こだわり

Tさん（2年/女子）宅
カラフルで、かわいく。思い出いっぱいの部屋!

●家賃：60,000円
●1カ月の生活費：約70,000円
●主な収入
◎仕送り：100,000円

●物は少なく、シンプルに。
●ブタの小物集め。
●毎日掃除する。

白を基調とした、すっきりとした部屋。
探せばいろんな場所にブタがいます。掃除好きということもあって、キッ
チンまでしっかり整理整頓されていました。

お気に入りや特長、こだわり

Kさん（3年/女子）宅
シンプルで、きれいに整理整頓。

●家賃：43,000円
●1カ月の生活費：約60,000円
●主な収入
◎仕送り：なし（学費、家賃を負担してもらっている）
◎奨学金：50,000円　◎アルバイト：約60,000円

●カープ、サンフレッチェグッズ（マエケン、佐藤寿人、李忠成、
青山敏弘のサイン色紙、佐藤寿人のサイン入りユニフォーム
など）
●これまでに読みまくった本たち。

広島出身のKさんの部屋は、カープ・サンフレッチェのグッズが
たくさんありました。広島のスポーツに対する愛着が感じられる、
うらやましい部屋でした。棚にはいろんな種類のお酒があって、
おしゃれな雰囲気でした。

お気に入りや特長、こだわり

Kさん（M1年/男子）宅
広島の愛が詰まってる～!
K

●家賃：34,000円
●1カ月の生活費：約50,000円
●主な収入
◎仕送り、奨学金、アルバイトなど：
　約100,000円

●テレビが大きい。
●くつろげる。

大きなテレビが印象的でした。
ソファーが2つあって快適な空間です。デスク
とセットの椅子も、クッションと背もたれが大きく
て、座り心地が良さそうでした。本棚にはいろん
な種類のマンガがありました。

お気に入りや特長、こだわり

Kさん（3年/男子）宅
ソファーも椅子もデカッ!

●家賃：52,000円（水道費、ネット通信料込）
●1カ月の生活費：
120,000 ～ 130,000円（家賃込み）

●主な収入
◎仕送り：50,000 ～ 60,000円
◎アルバイト：70,000 ～ 80,000円

●お気に入りの本を納めた本棚。
●周りが住宅街なので、夜は静か。

マンガや文庫本のたくさん入った本棚が印象的です。本
棚にはカーテンが付いていて、見た目もスッキリしていま
した。今、はまっている作家は、沼田まほかると乾ルカだそうです。ベッドが高い
位置にあり、その下が収納スペースになっているところもポイントでした。

お気に入りや特長、こだわり

Uさん（3年/男子）宅
男らしく、力強く、パワー全開?

●家賃：40,000円
●1カ月の生活費：約40,000円
●主な収入
◎仕送り：10,000円
◎奨学金：30,000円
◎アルバイト：約30,000円

●家具を木でそろえる。
●赤のチェックで小物をそろ
える。

きれいに片付いていて、女の
子らしい部屋でした。高さが低い家具でまとめられていて、実際よりも部屋が広
く感じられました。ユニークなワッペンが印象的でした。

お気に入りや特長、こだわり

Kさん（3年/女子）宅
手作り小物で、部屋を明るく元気に!

家賃で
お金が飛んで行く〜

ショ
ッピ
ング
は

楽し
いわ
〜!

資格を生かし、働く
機会が多いようです。

スタッフが見た部屋の印象
スタッフが見た部屋の印象

スタッフが見た部屋の印象

スタッフが見た部屋の印象

スタッフが見た部屋の印象

スタッフが見た部屋の印象
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Knock on the door PROFILE

川　島　　健
文学研究科
准教授文学研究科　川島研究室訪問

常に思考し、チャレンジする。

東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。早稲
田大学高等研究所助教を経て、2009年本学文学研究
科准教授に就任。専門は欧米文学・言語学。20世紀
を代表する作家サミュエル・ベケットを研究。生涯を通じ
て英語とフランス語の両言語で創作を続けた作家の越
境体験と外国語執筆に興味を持っている。博士（学術）。

※各研究室の皆さん！ 紹介したい先生を広報グループに推薦してください（連絡先は、P18を参照）。※各研究室の皆さん！ 紹介したい先生を広報グループに推薦してください（連絡先は、P18を参照）。※各研究室の皆さん！ 紹介したい先生を広報グループに推薦してください（連絡先は、P18を参照）。

全ての学生に優しい歩道へ
　今年、学士会館とローソンを結ぶ歩道が整備されたのを知ってい

ますか? 整備に関わったアクセシビリティセンターの山本幹雄准教

授にお話を伺いました。アクセシビリティセンターは、障害のある学

生を支援する拠点で、点訳などの教材支援や、

支援学生によるノートテイク（代筆、筆記通訳）

といった授業支援の他、移動しやすいキャンパス

整備にも取り組んでいます。障害の有無や、年

齢・文化の違いに関係なく、誰もが学びやすい

就学環境・大学教育の構築を目指しています。

　もともとこの歩道は、起伏に富み、朝のラッシュ時には自転車や

人の通行が多く、以前から危険という声がありました。そこで先生は、

歩行者と自転車の分離を基本路線に、歩行に困難がある学生や、

「障害学生支援ボランティア実習」の受講生など、約60人の学生

に意見を聞きました。学生からは、「分離しても守らない人はいるだろ

う」「さまざまな人の利用を考えると、何色が効果的なのか?」「カーブ

ミラーを置いたらどうか?」などの意見が出ました。その結果、道は自

転車用を灰色に、歩行者用をオレンジ色に分け、カーブミラーが設

置されました。造成で起伏は緩やかになり、道幅も広がっています。

　「どんなに工夫して歩道を分離しても、それに従わずに通行する

人はいます。しかし少しずつですが、学生が意識してくれるようになっ

ていると思います。何より、通行に困難があった人たちが、以前より

歩きやすくなったことは、とてもうれしいことです。これからも、困難を

感じている人、そうでない人、より多くの人の声を取り入れ、全ての

人に優しいキャンパスをつくっていきたいです」と山本先生。

　今回整備された歩道の他に、教育学部と総合科学部を結ぶ通

路（通称:けもの道）にもスロープを付けたり、階段に手すりを付け

たり、「学内のユニバーサルデザイン化」が各所で行われています。

　私たちもアクセシビリティを意識し、キャンパスを利用していけたら

いいなと思いました。

取材・記事/教育学部2年　野元　祥太郎　

広島大学における震災への支援
　広島大学が行っている、震災関連の取り組みを知っていますか?

広島大学が地震発生直後から行っている、さまざまな支援活動の

中から、主な取り組みを紹介します。

　まず、文部科学省と厚生労働省から

の要請で、地震の発生当日から、広島

大学病院の医師らが、DMAT（災害

派遣医療チーム）に参加し、被災地で

医療活動を行いました。

　また、東京電力福島第1原子力発

電所事故の対応に、緊急被ばく医療

チームを派遣しています。広島大学病

院は、重篤な患者を受け入れる西日本ブロックの三次被ばく医療

機関に選定されていて、高度な被ばく医療を行える専門家がいま

す。9月13日までに、のべ1,091人の医師などを継続して派遣して

います。現地で、神谷緊急被ばく対策委員会委員長による、放射

線影響についての講演活動も行っています。

　さらに広島大学が蓄積している、被ばく医

療や放射線研究のノウハウを現地で役立て

てもらうため、福島県立医科大学や福島大

学と連携協定を結びました。今後、健康や社

会に与える放射線の影響などの分野で、教育・研究の発展に協

力していくそうです。

　支援は広島でも行われていて、広島

大学病院では被災者などのサーベイ検

査を実施し、8月から内部被ばく特別検

診も開始しています。その他にも学生・

教職員に義援金の募金を呼び掛け、総額19,822,748円を日本

赤十字社広島県支部へ寄託しています。在籍中の被災学生への

支援として、入学料・授業料免除なども行っています。

　被災地から遠く離れた広島大学ですが、さまざまな支援に取り組

んでいます。夏季休業中に、震災復興のボランティアへ参加した学

生も多くいるようです。被災地のために何ができるのか、これからも

探していきましょう。

取材・記事/教育学部3年　鍋島　唯衣　

はやりのネタや時事問題、ちょっと気になる先生など、
あなたの「知りたい」を学生取材班が調べてリポートします。

学生取材班が行く

思考することの面白さを求めて
　川島先生の専門は、欧米文学・言語学です。学生時代、友人の演劇の手伝いが

きっかけで、サミュエル・ベケットという作家に興味を持ちます。以来、アイルランド出身

でありながら、パリに住みフランス語で創作を続けたサミュエル・ベケットを通し、言葉と

思考の関係について研究しています。「私たちは普段自国の言葉で考えますが、海外

に行って異国の言葉で思考するとは、どういうことなのでしょうか」

　研究の面白さは、情報処理できないもの、選択できないものに遭遇し、思考すること。

プライベートでは水泳で体を動かすという先生は、どうしたら効率的に体を動かせるかを

考えながら泳いでいるそうです。常に思考されているんですね。

下地になった学生時代
　学生時代の先生は、大学の授業に真面目とはいえず、友達と喫茶店で話したり、哲

学の本を読んだりする方が好きだったそうです。大学院時代にイギリスへ留学しますが、

当時は留学の制度が今ほど整っておらず、手続きなどはほとんど自分で行うことに。

　「最初はロンドンのコックニーなまり※が理解できず、コミュニケーションに苦労しました

が、異文化に接することで強くなりました。イギリスには幅広い世代の学生がいて、知識

に対して貪欲な態度が良い刺激になりました。留学経験は、現在の研究の下地になっ

ています」

　今でもたくさんの洋書や雑誌を読んでいる先生は、言葉の解釈や語源を細かい所ま

で調べるので、複数の辞書を同時に引ける電子辞書は手放せないそうです。

　本を読んだり、論文を書いたりするのが好きで、大学教員の道へ。大学教員じゃな

かったら、翻訳家を目指していたとか。好きな本を尋ねると、英語の本かと思ったら、村

上春樹の『1973年のピンボール』との答えが返ってきました。

学生にも思考する楽しさを
　ゼミは、学生が主体的に発表し、討論します。内容も、文学作品からマンガまで広範

囲です。「学生には、自分の考えを押し付けるのではなく、批判精神を持ち、相手を論理

的に説得する力を身に付けてほしいです。だから、ゼミでは私がしゃべりすぎないようにし

ています。即答は求めず、考える時間を与えるように気を付けています」

もっと野心的になってほしい
　川島先生から見た広大生の印象は、良い意味でも悪い意味でもおとなしくて、いい

子だそうです。「食って掛かる位の生意気さがほしいですね。学生にはもっと野心的に

なって、知らないことにもっと積極的にチャレンジしてほしい。若い頃にしかできないこと

をどんどんやってほしいです」。先生も、学生時代は生意気だったと言います。学生は生

意気なくらい活発な方がいいのかもしれないですね。

※ロンドンの下町言葉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取材・記事/法学部4年　香田　千尋　

研究に集中する合間に植物を見てリラックス

愛用の電子辞書 読書量は毎月20冊以上

サミュエル・ベケットのDVD（左）と先生の共訳書（右）

お話を伺った
山本先生

分かりやすく安全になった歩道

http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/
news_events/2010nendo/tohokujishin/

福島大学と協定

オフサイトセンターを学長が訪問

福島での放射能サーベイ検査

支援物資を送りました

HP
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機内で病人が出た時の対応な

ど、保安に関わる訓練のほうが

多いです。また、客室乗務員の

仕事では、体調管理が非常に

大事です。勤務はシフト制です

し、国際線では長時間のフライ

トがほとんどです。時差もあっ

て、生活リズムは不規則になり

がちですが、体調を崩さないた

めに、しっかりと食べて、睡眠を取ることを心掛けています。

　フライトでは「お客さまの安心」を一番に考えます。出発

が遅れたときは、それぞれのお客さまに、乗り継ぎの電車や

飛行機の時間を案内します。些細なことですが、そんな心

配りがお客さまの安心につながります。

　客室乗務員は、フライトごとにメンバーが替わります。そ

れぞれのフライトで、客室乗務員の意思疎通を図り、チー

ムをまとめ、指示を出すのがチーフパーサーです。私は最

近、国内線のチーフパーサーの資格を取りました。チーフ

パーサーの力量次第で、チームの雰囲気が変わります。今

までは、一人前の客室乗務員になることを意識してきたの

ですが、これからはチームをまとめる能力を培っていきたいと

考えています。

―広大生へメッセージを

　私が就職活動をしていた時に感じたのは、広大生は保

守的だということです。職業や企業を選択する時、受験す

る前から諦めてしまう人もいます。広大生は経験も能力もあ

るので、とてももったいないことだと思います。自分のやりた

いことを、自信を持って納得がいくまでやってみることが大

事です。何事もやってみないと始まりませんよ!

取 材を終えて
横林さんは笑顔がとてもすてきな方でした。「命とは時間である」という言葉がとても印象的でした。自分の意志で自由に時間を使
える学生時代。これからは、私も「周りをハッピーに」できるように、行動していきたいと思いました。

取材・記事/経済学部2年　一木　星　
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すらっとしていて、きれいな方でした。お話を聞いていくうちに、國分さんの行動力や積極性を感じました。同じ学科の先輩で共通の話
題もあり、とても充実した時間でした。実は、國分さんは学生時代にも『HU-style』に登場されています（2005年10月号体感地球）。
私にとってすてきな出会いの一つとなりました。

取材・記事/教育学部2年　阿部　翠　

羅
針
盤

―医師という仕事を選んだきっかけは?

　昔から、いろんな人の人生に深く関わる仕事がしたいと

いう気持ちがありました。中学生の時は、医師（まちのお医

者さん）か教師になりたいと思っており、結局今は両方の

仕事をさせていただいています。

―どのような仕事ですか?

　教員として学生教育に関わりながら、大学病院で診療を

行っています。私が取り組んでいるのは、家庭医という領

域です。病気は、ストレスや生活環境など、さまざまな要因

が関わって発症します。具合の悪い部分だけを治療して終

わりというのではなく、患者さんの家庭や住んでいる地域社

会を含め、一人一人の人生と深く関わりながら、トータルに

診療を行うのが家庭医の仕事です。仕事は大変ですが、

患者さんに、心からありがとうと言ってもらえる、すてきな職

業だと思います。患者さんから頂いた感謝の言葉が、がん

ばる気力になります。

―社会人になって思うことは?

　アジアの発展途上国に行って、インターネットが普及し、

引きこもりやいじめが増えているのを知りました。それは、

ちょっと前の日本社会そのもので、社会環境が人に与える

影響の強さを表しています。

　社会にはいろんな人がいますが、自分とちょっと違う人を

「変わった人」「世界が違う人」と決め付けて、拒否してしま

うのは良くありません。どんな人にも、その人格を形成した

環境があるので、それを気に掛けて、知ろうとする態度が大

事だと思います。大学生の皆さんは、いろんな人に出会っ

て、いろんな世界を知ることで、社会性を身に付けてほしい

と思います。

―今後の目標は?

　専門分化した研究により、医学は飛躍的な進歩を遂げ

ました。そんな中私は、多くの方がかかる、よくある病気に

ついて研究したいと思っています。

　また家庭医として、地域の診療所・中小病院での、住

民と密着した医療の在り方を追求しています。住民や医療

関係者、行政や企業など、地域が一緒になって、地域の

問題を解決していく。そういう領域で、医学の知識を生かし

ていきたいと思っています。

―広大生へメッセージを

　皆さんにとって命とは何でしょうか? 僕は、尊敬する医

師、日野原重明先生の「命とは時間である」という言葉に

共感します。命は時間に置き換えることができます。大学生

の特権は、時間を自由に使えるということ。限られた時間を

自分のために使っても、自分以外の誰かのために使っても

自由です。ただ漫然と過ごすのではなく、自分の意志で、命

に等しい貴重な時間を有効に活用してほしいと思います。

―現在の仕事を選んだきっかけは?

　大学時代に、どんな仕事に就こうかと考えた時、もともと

好きだった旅行に関係があり、いろんな人と関わる仕事が

したいと思いました。航空会社の他に、旅行会社などを何

社か受けましたが、最終的にANAへの就職を決めました。

客室乗務員は、昔からの憧れの仕事というわけではありま

せんでしたが、外国へ行けて、いろんな人との出会いがあ

る客室乗務員の仕事は、大変魅力的に感じました。

―どんな大学生活でしたか?

　大学2年生の夏から1年間、スウェーデンに留学しまし

た。海外旅行の経験はあったものの、書類手続きや旅券

の発行など、自分1人で調べて手配したのは、この留学が

初めてでした。スウェーデンの学生は日本への関心が高く、

現地では多くの学生と知り合いになれました。彼らとのコ

ミュニケーションを通じて、いろんな考え方に触れ、刺激を

受けました。大学で学んだ日本語教育の知識を生かし、日

本語を学ぶ学生の授業をサポートできたのも、貴重な経験

でした。

―客室乗務員はどんな仕事ですか?

　客室乗務員というと、華やかな仕事を想像すると思いま

すが、実際は地味で目立たない仕事もたくさんあります。特

に、お客さまを安全に目的地までお届けするために、保安

面での訓練は欠かせません。接客やマナーの研修よりも、

國 分 夢 子 Yumeko Kokubu
お客さまの安心を第一に、心配りを大切に。全日本空輸株式会社　客室本部　東京客室部　客室乗務員

（2007年3月　教育学部卒業）

横 林 賢 一 Kenichi Yokobayashi

広島大学病院　総合内科・総合診療科
（2003年3月　医学部卒業）

地域に密着した医療の在り方を追求したい。
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金閣寺にて

松井　真雪 Mayuki Matsui
文学研究科修士2年

留学は意欲を高める
―日本の環境の良さも実感―

印象的なエピソード

生のロシア語を体験したい

　私は、現在大学院で、言語の音声をテーマに研究しています。言

語音の中でも、特にロシア語の音声を対象にしています。留学前か

ら、日本でロシア語の読み書きや会話を勉強していましたが、実際の

コミュニケーション場面で、今まで勉強してきたロシア語の定着を確認

したいと思い、ロシアに行くことを決めました。

　留学に際して、HUSAのプログラムを利用した理由は、3つありま

す。第1に、留学の時期と期間が好都合だっ

たからです。2週間という短期間に、無駄なく

内容が凝縮されており、何かと多忙な大学院

生にとっては、この上なくありがたいものでした。

第2の理由は、行き先がトムスクだったことで

す。トムスクは、シベリア地方に位置する街で、

モスクワがあるヨーロッパ側とは、地理的にかなり離れています。そん

なトムスクでは、どのようなロシア語が話されているのかということに、

学問的に興味がありました。第3の理由は、現地の大学で勉強できる

点に魅力を感じたからです。学生たちの暮らしぶりを直接見聞きする

経験は、なかなかできないと思ったので、このプログラムに決めました。

　実際に留学して、ロシア語を使う機会にたくさん恵まれました。その

結果、現在の語学力は、参加前より向上したと思います。特に、実用

的な表現をたくさん覚えました。

多くの地元の人と交流

　留学先では、地元の人とたくさん交流しました。観

光専攻のクラスの学生が、実習を兼ねてトムスクの

街を案内してくれたり、日本語を勉強している学生

が、私たちのためにお別れ会を開いてくれたりしまし

た。関連分野の先生を訪問し、

モンゴル人の留学生とロシア語

でコミュニケーションが取れたこ

とも、大きな喜びでした。

　私は日本から、折り紙を持って

いったのですが、それ以外にもみ

んなで食べられるような日本のあめやお菓子なども、持っていくと良

かったなと思います。思った以上に、現地の人に日本のことを紹介す

る機会が多かったからです。何度かロシア人のお宅に招かれましたが、

その時にも日本のお土産を持って来ていれば良かったと後悔しました。

留学でモチベーションがアップ

　留学で、ロシア語を学ぶ意欲が増しました。日本では、ロシア語を使

う機会は、かなり限られていたので、学習のモチベーションを維持する

のが大変でした。しかし、トムスクでロシア語を使って生活したことで、

ロシア語を勉強する意欲が高まりました。今後も、モチベーションを維

持して、ロシア語の勉強を続けていきたいです。

　言語以外にも、帰国後、精神的に大きく変わったことがあります。ロ

シアでの生活は、日本での生活に比べると、決して楽ではありませんで

した。そんな環境に身を置くことによって、物の大切さや、厳しい環境

で生きていくための方策を自分の

力で考えることが大切だと、実践

的に学べました。このことは、帰

国後の生活の随所に生かされて

います。普段の自分の居場所と

違う場所での生活は、必ず良い

人生経験になると思います。

プロフィール
大学院で、ロシア語の音声研究をしている。HUSA※の短期交換
留学プログラムで、ロシアのトムスク教育大学に留学。2011年2
月からおよそ2週間、大学の学生寮に滞在し、実地でロシア語の
コミュニケーションを学ぶ。将来は研究者になることが夢で、まだ人
類が理解できないことを、少しでも解明したいと考えている。
【使用言語】ロシア語　【費用】渡航費約12万円
※HUSA…広島大学の短期交換留学プログラム
URL：http://www.hiroshima-u.ac.jp/husa_program/

印 象 的なエピソード

夢は南アジアの平和と共生
―世界で自分の力を試したい―

アハマド　サジャド Ahmed Sajjad
国際協力研究科修士2年（パキスタン出身）

経済発展を遂げるパキスタン

　パキスタンは、南アジアに位置します。南はアラビア海に面し、西は

アフガニスタンやイラン、東はインド、北は中国と国境を接しています。

1947年8月14日、建国の父ムハンマド・アリ・ジンナーによって、

100年にわたる大英帝国の支配から独立しました。パンジャーブ州、

シンド州、バローチスターン州とカイバル・バクトゥンクワ州の4州から

なり、首都はイスラマバードです。主要な言語はウルドゥー語と英語で

す。パキスタンは世界で6番目に人口が多く、インドネシアに次いで、

世界で2番目にイスラム教人口が多い国です。また、イスラム教国の

中で唯一の核保有国です。

　私のふるさとカラチは、シンド州の州都で、パキスタン最大の都市で

す。人口は1300万人から1500万人といわれ、世界屈指の人口を

誇ります。織物、海運をはじめ、さまざまな分野のメジャー企業が集積

する、パキスタン経済の中心地です。

留学のきっかけ

　留学のきっかけは2つありました。1つは、私がもともと留学に興味

があって、世界に出ることで学習機会が広がり、国際感覚が身に付く

と考えたからです。もう1つは、未知の世界に飛び込んで、自分の力を

試したいと思ったからです。日本での数年間で、自分にはどんな環境で

も学習できる力があると自信を持ちました。実際に仕事をする上でも、

授業で育まれたこの力が役に立つと思います。

　立命館アジア太平洋大学（APU）での学

部生時代は、平和構築に深く関わる国際戦

略学に、魅力を感じました。卒業後は、「平和

と共存」の分野で名門の広島大学大学院に

進学しました。将来、紛争解決や平和構築

に、この知識と経験を生かすの

が私の目標です。

広島大学の印象

　広島大学の美しさに、私は一

目で魅了されました。新鮮な空

気と、美しく広いキャンパス、笑

顔で歓迎してくれるフレンドリーな人々。何より、広島大学の持つ、平

和研究の学問的権威を皆さんに伝えたいです。また広島大学の人

は、倫理感が高く勤勉です。

日本の印象は変わった?

　日本の印象は、善悪の両方で変わりました。勤勉な日本人の生き

方を実際に見て、文化や言語を深く理解するにつれ、日本へのまなざ

しは良い方に変わりました。しかし言葉の壁や、相互理解の不足のた

めに、地域の人 と々の間には、一定の距離を感じました。

　日本で生活して、語学力は確実に向上しました。話せば話すほど、

上達します。学内だけでなく、卒業生やホームステイ先の両親から、い

ろいろな方言、考え方、振る舞いなどを学びました。異文化の理解は、

さまざまな状況でどう行動すれば良いかを知るのに役立ちます。

　最後に、「あなたが練習していない時、どこかの誰かは練習していま

す。もし、あなたが彼に出会ったら、彼の方が勝つでしょう」というエド・

マコーレー（元NBA選手）の言葉を広大生へのメッセージとして紹介

したいと思います。　　　　　　　　　　　　　　（原文/英語）

到着した日、学生寮の窓に隙間が空い
ていました。ロシアの学生寮は、がたが
きているのがごく普通です。窓の外の気
温はマイナス10度前後。部屋に冷気
が入ってきて、凍えそうだったので、現
地の方に教わりながら、冷気を防ぐ対
策をしました。どのような対策をしたのか
というと、二重窓の窓の隙間にまず綿を
詰め、その上にガムテープを貼り、さら
に毛布をかぶせるというもの。日本での
生活がいかに恵まれているかを実感し
た瞬間でした。

凍ったトミ川の様子

クッキング教室で、東広島の人 と々交流

プロフィール
パキスタンのカラチ出身。2006年9月に立命館アジア太平洋大学に
留学し、2010年10月から広島大学大学院に進学。平和と共存をテー
マに、アフガニスタンの地域経済における麻薬（アヘン）の役割につい
て研究している。最近では、アフガニスタンでの有効な麻薬対策につい
て調査している。将来は、国連薬物犯罪事務所（UNODC）で働きたい
と思っている。 日本語の授業（留学生仲間と）

トムスクの街の概観

関連分野の先生を訪問した時です。右が先生で、
真ん中の2人は、モンゴルからの留学生です。

来日当初は、日本語が一語も分からず、「こんに
ちは」などの基本的なあいさつを友人から教わっ
ていました。ある日、スーパーで買い物をしている
時、おばあさんの足を踏んでしまいました。彼女は
大声で「痛い!痛い!」と叫んだので、ど
うやって謝ればよいのか分からなくな
り、頭を下げて「よろしくお願い
します」と言ってしまいました。
何回謝っても彼女の怒りは収
まらず、周りの人が笑っている
のに気付き、やっと「すみませ
ん」と言い直して謝りました。

APUの卒業式

トムスク教育大学の観光専攻のクラス
の学生が、実習を兼ねて、私たちに街を
案内してくれました。真ん中にある像は、
チェーホフの像です。
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「灯」メンバー募集中!

BKP16 発見!
元気人

ガンバル広大生のガンバル広大生の
PRページ。PRページ。

みんなで応援しよう!みんなで応援しよう!

ガンバル広大生の
PRページ。

みんなで応援しよう!

※PRしたい広大生大募集! 投稿を希望される方は広報グループまで（連絡先は、P18を参照）。
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時には思い
切り

楽しんで!

連絡先やわらかな光で、見た人の感情に何かを与えるキャンドルナイト。取材をしていく中で私も「キャンドルの光を目に焼き付けたい!」と思いました。中藤さんの言う「言
葉にできない感動」とはどんなものなのでしょうか? 今後の「灯」の活動にも大いに期待したいです!　　 　　取材・記事/経済学部1年　宮地　由宇人　

　皆さんこんにちは。僕たちは、BKP16という文

学部の学生ボランティア団体です。BKPとは、B

＝文学部、K＝経費削減、P＝プロジェクトという意

味です。その名のとおり、文学部内の無駄な経費

を減らし、エコ活動に貢献しようと、昨年12月から

活動を続けています。

　「文学部経費削減プロジェクト」といえば立派な

名前ですが、派手で特別な活動をしているわけで

はありません。普段の活動は、使われていない講

義室の電気を消したり、寒すぎるクーラーの温度を

調節したり、トイレのふたを閉

めて消費電力を減らしたり、と

ても小さなことをこつこつと

行っています。こんな地道な活

動でも、少しずつ周りの人に

知られていき、みんなのエコへ

の意識が変わることを目指し

て、がんばっています。

　初めは地味に目立たず活動してきた僕たちですが、だんだん文学部

内での知名度も上がってきました。活動の一環で製作したポスターも

「味があって良い」と好評でした。さらに、7月にはRCCラジオに生出

演し、広島大学の節電の取り組みとともに、僕たちの活動も紹介しま

した。エコ活動の大切さをラジオのリスナーの方にアピールすることが

できました。

　秋葉原発の超人気アイ

ドルグループにあやかろう

と思い、BKP16という名

前を付けたわけではありま

せんが、初めは目立たない

ところから始まって、徐々に

知名度が上がっていった

点は、僕たちと似ているような気がしないでもありません。この先、僕た

ちの活動がどのくらいの規模になるかは分かりませんが、少しでもみん

なのエコへの気持ちに、揺さぶりをかけることができたらうれしいです。

　僕たちは、誰でもできる小さなことをできる範囲でがんばろうという趣

旨でスタートした、本当に小さなボランティア団体です。僕たちの活動

に興味を持ち、協力していただける方は、ぜひ連絡してください!

（記事/BKP16・文学部4年　中村　泰朗）　

　こんにちは。広島大学霞水泳部です。私たちは、

霞キャンパスのメンバーを中心に構成される団体

です。霞水泳部は、霞キャンパスで最大規模の部

です。医・歯・薬学部の全てからメンバーが集まっ

ていて、加えて東千田キャンパスの経済学部夜間

主コースの部員もいます。小さな頃から水泳に取り

組んでいた人から、大学に入って水泳を始めた人

まで、さまざまな人が共に活動しています。

　普段は週に3回、広島市内の屋内プールで、そ

れぞれの泳力に合わせ、グループ別で練習してい

ます。中でも土曜日は全体練習で、50人余りの全部員が、同じプー

ルで練習します。その他に、3月と7月には、４～５日間の合宿を行って

います。

　部の目標は、毎年6月

に行われる中四国医系

水泳大会で優勝するこ

と、そして毎年8月に行わ

れる西医体（医学科）、

オールデンタル（歯学部）、コメディカル（保健学科や薬学部）の夏の

3大大会で優勝することです。毎年それぞれの大会で好成績を残して

いて、特に今年は、コメディカルで男子・女子・総合全て1位という

完全勝利を収めました。

　練習や大会以外にも、

とても楽しいイベントがた

くさんあります。多くのメン

バーが共に活動している

ので、和気あいあいとした

雰囲気で、春・夏にはみんなで旅行に行ったり、霞祭に出店したり、

思い付きでふらっと遊びに出掛けたり……と、学年や学科の垣根を

越えて、学生生活を楽しんでいます。

　普段の練習時には全員が真剣に取り組み、息抜きの時は思い切

り楽しむという、メリハリのついた雰囲気が、霞水泳部の魅力です。さ

まざまな学部・学科からメンバーが集まっているので、自分の学部・学

科以外のことを深く知ることができるのも、霞水泳部の特徴です。学

生生活を通して、そして将来医療人となり社会に出て働く時にも、頼

りになる一生の仲間を得るこ

とができます。

　霞キャンパス、東千田キャ

ンパスの皆さん、霞水泳部で、

水泳を通して、一緒にたくさん

のことを経験しませんか。

（記事/霞水泳部・医学部4年　石井　潤貴）　

b_k_p_16@yahoo.co.jp
取材を終えて

広大でキャンドル
ナイト

広大でキャンドル
ナイト

連絡先 b083309@hiroshima-u.ac.jp

HP

ポスター画像

活動の様子

RCCラジオに出演した時の一コマ

●2011年7月3日
ゆかた祭りにてキャンドルナイトを実施

●2011年8月5・6日
LOVE & PEACE LOUNGE in HIROSHIMA2011にて
ワークショップとキャンドルナイトを実施

●2011年9月11日
西条の酒蔵賀茂輝（～酒蔵革命～ALL Genre Session 2011 ～）にて
キャンドルナイトを実施

●2011年10月8日
酒まつりにてキャンドルナイトを実施

●2011年11月5・6日
広島大学大学祭にて活動予定

現在「灯」は、メンバー 7人で活動しています。発足1年未満のサークルですが、大きく活動の場を広げています。

活 動 マーメイドカフェまたはビブラ（東広島キャンパス中央図書館）にて。毎週火曜日18:00から会議実施中!
連 絡 先 b092954@hiroshima-u.ac.jp（代表：中藤　大輝）

中藤　大輝さん
（総合科学部3年）

活 動 記 録

毎月1回以上の活動を行っています! 
ぜひ皆さんも、キャンドルの光に包まれてみませんか?

灯キャンドルサークル
「灯」

※キャンドルナイトの写真は、昨年12月スペイン広場にて撮影

http://www.casui.com/　掲示板あり

みんなで旅行した時の様子

今年のオールデンタルは広島で開催。霞水
泳部が主管しました

ミーティングの様子ミーティングの様子

夏合宿にて。真剣に練習しています。
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順　　　　位競技種目

コカ・コーラウエストスポーツパーク球技場
鳥取市武道館
コカ・コーラウエストスポーツパークテニス場
山口大学第二体育館
やまぐちサッカー交流広場
山口大学第一体育館
グリーンステイ長浦

会　　場期　　間競技種目

10月29日㈯～
10月30日㈰

11月12日㈯～
11月13日㈰

ハンドボール

ラ グ ビ ー
柔 道
庭 球
剣 道
サ ッ カ ー
バスケットボール
アーチェリー

鳥取県立鳥取産業体育館

昨年の本学での講演の様子

学内の重要なお知らせから、耳寄りなニュースまで。広大生必読のインフォメーションです。

学長表彰

　5月21日㈯から5月22日㈰にかけて、東広島高屋中核工業団地

マツダスポーツグラウンドで行われた、第46回全日本大学ソフトボー

ル選手権大会中国地区予選会で、硬式ソフトボール部（男子）が団

体優勝しました。硬式ソフトボール部は、8月5日㈮から8日㈪に岐阜

県で行われた、第43回西日本大学ソフトボール選手権大会と、8月

26日㈮から29日㈪に山口県で行われた、第46回全日本大学ソフト

ボール選手権大会への出場を果たしました。

　5月13日㈮から15日㈰にか

けて、岡山県総合グラウンド陸

上競技場で行われた、第65回

中国四国学生陸上競技対校選

手権大会兼第26回ユニバーシアード競技大会選考会で、陸上競技

部の3人が、個人の部で優秀な成績を収めました。陸上競技部は、

第80回日本学生陸上競技対校選手権大会への出場を決めました。

　　男子5,000m　　 1位　相葉　直紀（法 学 部3年）

　　女子400mH　　 1位　山木　彩加（教育学部4年）

　　女子5,000mW　 1位　金﨑　　葵（教育学部1年）

　5月27日㈮から29日㈰にかけて、岡山ももたろうアリーナで行われ

た、第62回中国学生卓球選手権春季大会で、卓球部が男子団体

優勝を果たし、個人の部では荒木亮祐さん（薬学部4年）が男子シン

グル1位、荒木基亮さん（医学部6年）・荒木亮祐さんの組が男子ダ

ブルス1位になりました。

　また7月2日㈯から3日㈰にかけて、鳥取県民体育館で行われた、

第63回中国卓球選手権大会では、荒木基亮さんが男子シングルス

優勝を果たしました。さらに、8月14日㈰から17日㈬に、スカイホール

豊田で行われた、第51回全国国立大学卓球大会では、荒木亮祐さ

んが男子シングルス優勝を果たしました。

　6月10日㈮から12日㈰にかけて、岡山県牛窓ヨットハーバーで行

われた、中国四国学生ヨット選手権大会兼全日本学生ヨット個人選

手権大会中国水域予選で、ヨット部が個人の部で優秀な成績を収め

ました。ヨット部は、9月に行われた全日本学生ヨット個人選手権大会

に出場を果たしています。

　　1位　渡田寛之（工学部3年）・松井正徳（教育学部3年）組

　　2位　真島隆浩（工学部4年）・水城智香（教育学部2年）組

　7月から9月にかけて開催された、第62回中国五大学学生競技

大会（夏季大会）で、本学が総合優勝を達成しました。

○広島大学の成績

○冬季大会の日程

　理学研究科博士課程後期2年の森田真規子さんが、2011年度

第6回「ロレアル－ユネスコ女性科学者 日本奨励賞」を受賞しまし

た。この賞は、物質科学・生命科学の分野で、博士後期課程に在籍

または進学予定の若手女性科学者を奨励することを目的に、化粧品

会社の日本ロレアルが日本ユネスコ国内委員会と協力して創設した

賞です。2011年までに24人の若手女性科学者が受賞しており、広

島大学では森田さんが初の受賞となります。

　工学部卒業生の藤村修衆議

院議員が、野田佳彦新内閣の官

房長官に就任しました。藤村氏

は、学生時代は自動車部に所属

し、以来、交通事故の遺児の救

済活動に取り組み、現在はあしな

が育英会副会長を務めています。

●日時：11月5日㈯　　●会場：東広島キャンパスなど

○オープニングセレモニー＆フォーラム　10:30 ～ 11:10

11:15～ 12:30

　三浦雄一郎氏（プロスキーヤー、冒険家）

　「生きがい」～人生の最高峰を目指して～

13:30～ 14:45

　北川正恭氏（元三重県知事、早稲田大学大

　学院公共経営研究科教授）

　「依存から自立へ」～立ち位置の転換点～

　その他に、学部・研究科企画、懇親会、連携市町

の物産展、ホームカミングデー学生チーム企画などを開催します。

　詳細は、広島大学校友会ウェブサイトをご覧ください。

HP：http://www.hiroshima-u.ac.jp/koyukai/

●日時：11月5日㈯・6日㈰　10:00～ 20:00

●メイン会場：広島大学東広島キャンパス

総合科学部周辺および大学会館

●内容：今年は東北復興支援企画を予

定しています。もちろん毎年恒例の模擬

店・各種イベント・ゲストライブも盛りだく

さんです。詳しくは大学祭実行委員会の

ホームページで情報を公開しています。

●HP：http://hu-festival.main.jp/

●問い合わせ先：第60回広島大学大

学祭実行委員会　TEL：082-422-6285

●日時：11月5日㈯・6日㈰　10：00～ 19：00

●メイン会場：広島大学教育学部周辺

●内容：各コースの模擬店やさまざま

なステージ企画、そして教育学部らしく、

子ども向けの楽しい企画が盛りだくさ

ん! 今年は東日本大震災復興支援のための特別企画もあります。

●問い合わせ先：第12回広島大学教育学部祭実行委員会

　TEL：090-5716-0268　実行委員長  東俊輔（教育学部3年）

※教育学部祭は、飲酒・喫煙・ペット持ち込みは全面禁止です。

●日時：11月12日㈯・13日㈰

●メイン会場：広島大学霞キャンパス  歯学部棟および歯学部棟前駐車場

●内容：部活・サークルによる模擬店、体験コーナーで「見て・触っ

て・学べる」医歯薬展を開催します。ミスコン・吉本のお笑いライブ

（12日）でにぎわうステージなど、各種イベントも盛りだくさんです。

●問い合わせ先：広島大学霞祭実行委員会  TEL：082-257-5046

　8月19日㈮に東京都の歯科医師会館で開

催されたスチューデント・クリニシャン・リサーチ

プログラム（SCRP）日本代表選抜大会（日本

歯科医師会主催）で、本学歯学部代表の髙才

東さん（歯学部5年）が優勝しました。髙才さん

は「歯周病予防と治療を目的としたラクトフェリ

ンの応用」をテーマに発表し、参加した21大学の代表の中から日本

代表に選ばれました。髙才さんは平成23年10月8日㈯に米国ネバ

ダ州ラスベガス市で開催されるADA/SCRP大会に出場します。

　6月20日㈪に、日本学士院第101回授賞式

が行われ、広島大学の佐竹明名誉教授（元 総合

科学部教授）が、「『ヨハネの黙示録』に関する研

究」で、「恩賜賞」および「日本学士院賞」を受賞

しました。

第5回広島大学ホームカミングデー

第60回広島大学大学祭　「笑顔満祭」

歯学部の髙才東さんが日本代表に選ばれました

第44回広島大学霞祭「moving」

卓球部が3つの大会で好成績

中国五大学学生競技大会（夏季大会）硬式ソフトボール部（男子）が全国大会に出場!

工学部卒業生の藤村修氏が官房長官に就任

三浦氏

北川氏

昨年の様子 ホームカミングデー学生チーム

昨年の様子

第12回広島大学教育学部祭　E-storm
「皆to未来（ミナトミライ）～繋がりを希望に変えて～」

「ロレアル－ユネスコ女性科学者 日本奨励賞」を
理学研究科の森田真規子さんが受賞しました

陸上競技部の3人が中四国大会で個人優勝

個
人

ヨット部が中四国大会で首位
佐竹 明 名誉教授（元 総合科学部教授）が、
恩賜賞・日本学士院賞を受賞しました

個
人 森田さん（最右）を含む日本奨励賞受賞者4人、特別賞受賞の東北大学3人と特

別賞プレゼンター黒木メイサさん。

左から相葉さん、山木さん、金﨑さん

○
学
術
・
文
化
講
演

男　子
男　子
男　子
男　子
男　子
男　子

男　子
男　子

2位
2位
2位
1位
1位
2位

2位
1位

女　子
女　子
女　子
女　子
女　子
女　子

女　子
女　子

3位
1位

2位
1位
1位
1位
2位
3位

5位
1位

水 泳
バレーボール
卓 球
陸 上 競 技
体 操
バドミントン
硬 式 野 球
準硬式野球
弓 道
空 手 道

11月11日㈮  14:30～16:00
日 時 場 所講演会を

開催します! 中央図書館
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第13回IEEE 
広島支部学生シンポジウム（HISS）

主なイベント：大学生・高専生による、電気・電子・情報・通信分野
のポスターセッション、中高大学生向けの体験講座（事前申し込み）など

日　時：11月12日㈯・13日㈰　10:00～ 19:00
場　所：東広島キャンパス　学士会館、法学部・経済学部棟
公式HP：http://hiss13th.sakura.ne.jp/
問い合わせ先：広島支部学生シンポジウム
Email：keita-noguchi@hiroshima-u.ac.jp（副実行委員長:野口）

広島大学をはじめ中国5県の大学生が、
企画・運営を行います。

2011年10月～2012年1月までの主なスケジュール

12月

1月

11月

10月

編 集 部 か ら の お 知 ら せ

※次号は1月上旬発行予定です。（4月、7月、10月、1月の年4回発行）

HU-style（エイチユースタイル）編集基本方針
○学生に「挑戦する、行動する」一つのきっかけにしてもらうべく、
　「人」に焦点をあて、学生、教職員、卒業生をはじめさまざまな
　人々が持つ多様な個性、価値観など（style）を紹介する。
○本学に関する情報の伝達と周知

投稿募集
①掲載記事について
　１件につき、400字以内でお寄せください。氏名（ふりがな）、
　所属、学年、連絡先を明記。文章は編集部で手直しさせてい
　ただくことがあります。紙上での匿名もOKです。
②情報の提供、『HU-style』への提言
　取り上げてほしい人物・テーマなどの情報をお寄せください。
　氏名（ふりがな）、所属、学年、連絡先を明記。
※①②とも、原則としてEメールで投稿してください。

学生広報スタッフ募集！
本誌の企画・編集に参加していただける学生を募集しています。
希望される方は、まずはEメールでご連絡ください。

定期購読のお申し込み
学外の方で、定期購読を希望される方は、住所、氏名（ふりが
な）、年齢、職業を明記し、Eメールまたはハガキでお申し込みく
ださい。

本誌の記事・写真等の無断転載を禁じます

個人情報保護について
投稿、応募、購読申し込みに記載の個人情報は、編集部からの
連絡に利用します。投稿および応募結果は、本誌以外の各種
媒体に掲載する可能性があり、掲載時には原則として、氏名、
所属、学年を記載します。事前に承諾を得ない限り、個人情報を
これ以外の目的には利用しません。郵便物やEメールなどは適
切に管理し、使用後は破棄します。

お問い合わせ・お申し込み
広島大学広報グループ  『HU-style』編集担当
（連絡先は下記参照）

年4回行う表紙撮影。今回の舞台は、生物圏科学研究科附属瀬戸
内圏フィールド科学教育研究センター西条ステーション（農場）です。
東広島キャンパスの東端に位置し、広大な敷地の中で、乳牛・肉牛・
ミニ豚・綿羊・山羊などが飼育されています。農場での撮影は、実は
前回（7月号）の表紙に予定していたのですが、雨天順延となっていま
した。8月の猛暑の中、念願の農場撮影を達成できました。これからも
普段あまり見ることのないキャンパスも紹介できればと思います。

（編集部員K）　

編
集
後
記

編集・発行
住 所
電 話
F a x
E - m a i l
制 作
印 刷

広島大学広報グループ
〒739-8511 東広島市鏡山一丁目3番2号
082-424-6017
082-424-6040
koho@office.hiroshima-u.ac.jp
有限会社 トゥービー
中本総合印刷株式会社
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07 学生取材班が行く
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全ての学生に優しい歩道へ

13
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学生取材班が行く「特別編」
広大でキャンドルナイト

な 第 27

池 田 勝 哉さん
●先端物質科学研究科M1
●趣味はカメラ片手に旅行
すること、部屋のインテリ
アにこだわること。モデル
など、表舞台に立てる仕
事にも興味があります。

表紙モデル募集
表紙を飾ってくれる学生を募集します。ぜひ出てみたいという
方、ちょっと興味があるんだけど…という方は、気軽に編集部ま
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みんなで応援しよう!
BKP16
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撮影場所は農場です！ 牛を追
い、汗だくになりながらの撮影
でしたが、池田さんの爽やかな
笑顔に、一同助けられました。ご
協力していただいた、農場の先
生やスタッフの皆さん、それに
牛クン（サン）、ありがとうござ
いました。

11体感地球
 わたしの世界見聞録

11

11松 井 真 雪

03特  集

03広大生のお部屋事情

アハマド  サジャド
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広島大学における
震災への支援

※印のあるものは、学部・研究科などによって日程が異なりま
す。必ず「もみじ」やＨＰ、掲示板などで確認してください。

注
意

後期履修手続き※
後期授業開始
TA（ティーチング・アシスタント）研修会
日本学生支援機構大学院奨学生（平成24
年度予約採用）出願受け付け※
交通安全講習会
会話パートナー参加学生募集
NOIE（国際交流ネットワーク）登録学生募集
HUSAプログラム派遣留学生募集
学位記（博士）授与式
第62回中国五大学学生競技大会冬季大会
ハンドボール（鳥取県）
後期授業料振り込み締め切り
日本学生支援機構奨学金返還説明会
創立記念日
第5回広島大学ホームカミングデー
第60回広島大学大学祭・教育学部祭
第44回霞祭
第62回中国五大学学生競技大会冬季大会
ハンドボールを除く（山口県・鳥取県）
第2回TOEIC®IPテスト
ボランティアセミナー
第57回中・四国国立大学連合演奏会・
連合美術展覧会（高知県）
授業参観週間
HUSAプログラム派遣留学生募集締め切り
STARTプログラム参加学生募集
第49回フェニックス駅伝
日本学生支援機構奨学金貸与額通知書・
適格認定奨学金継続願配布※

日本学生支援機構大学院第一種奨学金
返還免除候補者申請書類配布※

日本学生支援機構奨学金返還誓約書提出
締め切り※
海外渡航リスク管理セミナー開催
冬季休業
授業開始
日本学生支援機構奨学金
適格認定奨学金継続願提出締め切り※
学生による授業評価アンケート
教育プログラム評価アンケート回答開始
学期末試験※

日本学生支援機構大学院第一種奨学金
返還免除候補者申請書類提出締め切り※

～ 10.17
10.1

10.3

10.7～ 10.17

10.8

10月中旬

10.19

10.29～ 30

10.31

11.2

11.5

11. 5～ 6
11.12～ 13

11.19

11月中旬～下旬
11.26～ 27

11.28～ 12.9

11.30

12月上旬
12. 11

12月中旬

12月中旬～下旬

12月下旬
12.24～ 1.7

1.10～
1月中旬

1.20

1.30～ 2.10
1月末

　広島大学体育会は、12月11日㈰に、第49回フェニックス駅伝を

開催します。学内外を問わず、中学生以上であれば誰でも参加できま

す。詳しくは広島大学体育会ホームページに掲載予定です。

●HP：http://home.hiroshima-u.ac.jp/sitehusa/FRNT/top/framepage2.html

●日時：12月11日㈰　　●場所：東広島キャンパス周辺

●問い合わせ先：広島大学体育会　TEL：082-424-9217

　9月10日㈯、東広島キャンパス西体育館で、ソフトバレーボール大

会を開催しました。この大会は、初の学生と教職員合同のレクリエー

ション行事です。熱戦を制し17チーム99人の頂点に立ったのは、学

生プラザの職員チーム「TEAM PLAZAS」でした。

モデルの仕事に興味があったのが応募のきっかけです。僕はカメラが趣味
で、撮るのも撮られるのも好きです。本格的な撮影が体験できたり、カメラ
マンや編集者の方とお話できたり、見たことのない牧場に行けたりと、撮
影中は楽しいことばかりでした。
『HU-style』は学内各所に設置されるので、しばらくは「見られている」と
いう緊張感を持つと思います。普段の服装や行動にも意識して、毎日の生
活を過ごしていきたいです。

My Best 授業紹介コンテストの表彰式を開催します!

学内でも国際交流を楽しめます

https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/
learning/enquete/1-my-best.html

フェニックス駅伝を開催します

もみじ

広島大学国際センターは、さまざ
まなテーマで、文化・自然体験を
通じ日本人学生と留学生が交流
できるイベントを開催しています。
詳しくはもみじに掲載予定。

○BBQ&東広島のゴミ事情について学ぼう!
　日付/2011年10月15日㈯
○中学生との交流Part3、Part4
　日付/2011年10月23日㈰、11月22日㈫
○Regional World Cooking
　日付/2011年11月23日㈷、12月7日㈬、2012年1月21日㈯
○International Luncheon
　日時/毎週木曜日  12:10～12:40（学生プラザ4F多目的室）
○Face to Face
　日時/毎月1回  16:20～18:00（日程はもみじ参照）

今後の予定

問い合わせ先：国際交流グループ
Mail：elife@hiroshima-u.ac.jp

　今年度から実施している、My Best 授業紹介コンテストの表彰式

を、11月5日㈯ホームカミングデーで開催します。広大生が受講を薦

めたいと思う授業について、優秀賞を受賞した学生がスピーチを行い

ます。詳しくは、もみじに掲載しています。

●問い合わせ先：教育企画グループ　 TEL：082-424-6152

理学研の教員と学生チーム「Four Samurai」決勝戦の様子

広島大学ソフトバレーボール大会を開催しました
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