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総合科学研究科 睡眠心理学研究室
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地球で起こるさまざまな事象を、分子レベルのミクロな視点から研究しています。一緒
に地球を学びませんか?
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理学研究科 地球環境学グループ
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睡眠に関する身近なことについて研究しています。
「日常生活を
Happyにする♪」がモットーです!

先端物質科学研究科 量子光学物性研究室

医歯薬保健学研究院 口腔顎顔面病理病態学研究室

教授陣とPDをはじめ、知的なM2、自由なM1、イケメン'sB4 が総力を挙げ、光デバ
イス、量子光学を研究しています!

口や顎に生じる病気の成り立ちを明らかにし、新しい診断法や治療法の開
発を目指しています。たくさんの学生が出入りして、研究を楽しんでいます。

研究室紹介

研究室の仲間と一緒に裏表紙に出てみませんか ?

メンバーで写った写真と以下の項目を送ってください。 ●代表者の氏名、学部学年、連絡先（電話番号とメールアドレス）●研究室名と研究室紹介のコメント（50 文字以内）

E-mail : koho@office.hiroshima-u.ac.jp まで

インタビュー
作家

椎名 誠

学生による、
学生のためのレビュー
読書

理学研究科 素粒子論研究室

生物圏科学研究科 植物栄養生理学研究室

最近世間を騒がせたヒッグス粒子やニュートリノなど、素粒子の理論的な研
究をしています。

高等植物の機能や特徴を幅広く解明し、食料資源の増産、持続可能な農業
技術の開発に取り組んでいます!

HU-styleスタッフ募集中!!

本誌に対するご意見や、誌面を盛り上げるアイデアを募集中です! ●E-mail : koho@office.hiroshima-u.ac.jp まで。

広島大学 HP…http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html

大人になりきれないもどかしさを抱えて、
大人になりきれないもどかしさを抱えて
私読みます。

ました。

インタビュー

プロフィール
1944 年東京都生まれ。作家。
1979 年より、小説、
エッセイ、
ルポなどの作家活動に入る。
これまでの主な作品は、
『犬の系譜』
（講談社）、
『岳
物語』
（集英社）、
『アド・バード』
（集英社）、
『中国の鳥人』
（新潮社）、
『黄金時代』
（文藝春秋）など。エッセ
イは、週刊文春連載中の赤マントシリーズが20 年以上続いている。旅の本も数多く、モンゴルやパタゴニア、
シベリアなどへの探検、冒険ものなどを書いている。
趣味は焚き火キャンプ、どこか遠くへ行くこと。

椎名 誠

HU-style の今回のテーマは「活字力」。そこで作家として活躍しながら、さまざ
まな活動を展開している椎名さんに、読む楽しさ、書く楽しさから活動の原動力ま
で取材しました。

書くことは体験と不可分という
ことでしょうか。
例えばチベットでは、高度障害
のため、頭がぼやーっとして意識

かせてください。
自由表現ということだと思いま

作家、ルポライターなど、さまざま
は自由な表現があります。
「活字」

さん持っているんです。それをどれ

連載しています。写真の町と言わ

ることです。一番大事なのは、諦

れる北海道の東川町で写真展も

めないことです。今の学生は恵ま

になって、何かを書く力になってい

開きました。夢は実るんですよ。

ます。

を見ることがありますが、その幻

これまでど ん なことに 関 心 が

想が、僕のSF 小説『ひとつ目女』

あって、取り組んできましたか。

アマゾンなどに行くと、不思議

若い頃に映画を撮りました。ア
ルバイトで金をためて個人映画を

つに“締め殺しの木”というイチジ

作り始め、協力者やコネクション

ク科の木があって、幹に寄生した

を駆使して、ついにホネ・フィルム

ツタが幹の養分を吸い取って、幹

という会社を作ったんです。
『白い

は朽ちてなくなりコイル状のツタ

馬』という映画を、2 億円かけてモ

が残るという、何ともヘンテコな

ンゴルで撮りました。経済界や法

いような “本 好き”という意 味で

作家として、書くことの面白さや

光景が見られます。チャールズ・

律に強い親友の協力で資金を集

使っています。今でいうインター

意味を教えてください。

ダーウィンがそのことについて書

めて、スタッフも総勢 100 人ぐらい

いていて、僕はその人の本を読

雇いました。経営ってすごく難し

毒”と同じです。ただ、僕がこの言

作 家としては、面白く書 かな

み、さらにその人が見たものを見

いけれど、やりたいことをやっ

葉を使い始めた1970 年代は、体

きゃプロじゃない。そのために、体

に行く。そこでまた別のものを発

てるから、撮ってる間はほ

力」というよりも「文字力」という

にも目にも脳にも悪くない、クリー

験したことに想定や空想、飛躍を

見する。それの繰り返しです。

方がいいかもしれませんね。

ンで明るい意 味でした。あの頃

加えていきます。僕の書いている

「活字」によって養われる力は何
だと思いますか ?
感受性や表現力だと思います。
読書でいうならば感受性、つまり

は、今の携帯電話やiPodの代わ

ものにはいろんなジャンルがあっ

やはり読書の蓄積ですね。僕は自

りに、電車の中で本を読んでいる

て、いろいろなものがリンクしてい

然科学系の本が好きですが、本

人がたくさんいました。

当のことを書いているから、血肉

夢もありました。外国

できません。けれど、僕の作品の

になるんです。

に行くと、すぐに馬に乗

誌』という、僕が編集長をしてい

中でもかなり多いのは、かつての

興味本位で読む本もたくさんあ

せられて走り出すんで

る雑 誌が言い出したのです。当

探検家が行った跡をたどる辺境

ります。例えば、脱走ジャンルの本

す。手取り足取り教え

紀行のような作品です。

は要チェックなんです。第二次世

られるより、その方が

界 大 戦のとき、ドイツ人の捕 虜

ずっと覚えが早いで

受け止める力が、たくさん本を読

時、カウンターカルチャーと呼ん

むことで鋭敏に育ちます。脳が知

でいた評論・絵画・音楽などいろ

作家にとっての「書く」という行

いという自己表 現でしょう。
「活

らず知らず学んでいることが、とて

いろな分野において、メディアは

為には、その作家がどのような系

が、シベリアの収容所から9000マ

すよ。馬は、人が鞍に

字」は、しゃべることや話すことと

もたくさんあります。そしてその蓄

小さくても大きな影響力を持った

譜の本を読んできたか、というこ

イルの道を4 年かけて帰国したと

乗った時、体重のバラ

同じぐらいの頻度と力を持ってい

積が、想定や飛躍の材料となっ

活動が、あちこちで出てきていま

とが大きく関係します。僕の場合

いう本があります。このルートが、

ンスで乗馬がうまいか

ると思います。表現することは、人

て、ものを書く表 現力の基 盤に

した。その中で、特に文字の中心

は、小 学 生 の 時 にスウェン・ヘ

自分の行った所なのでまた面白

下手か分かるんです。何

間の本能に近い行為ではないで

なっているのです。だから、この二

にいたのが『本の雑誌』で、この

ディンの『さまよえる湖』という作

い。他にも自然 科 学、物 理 学な

にもできない人が乗って

しょうか。

つの力は作家の個性でもあるの

僕たちの雑誌が「活字中毒」の最

品をきっかけに、冒険探検小説を

ど、細分化された興味をたくさん

も、馬はばかにして動かな

初の発言者でした。その後、糸井

読み始めたのです。さまよえる湖

いんです。一度技術を覚え

重里や嵐山光三郎、村松友視、

というのは、タクラマカン砂漠に

れば、運転技術は世界共通

南伸坊、山下洋輔など、当時注目

ある、1500 年周期で 700 ㎞ 移 動

です。僕は馬の旅をしたかっ

されていた人たちが、
「活字中毒」

すると考えられていたロプノール

たから、身をもってやりに行き

のことです。僕はこの湖に行って

ましたよ。

「活字中毒」とは、エネルギーで
しょうか ?

る。何かしなければ、本当にもっ
たいないですよ。どうか貪欲に、

馬に乗りたいという

るので、ジャンルごとに語ることは

みたいというロマンを抱いて、探

どこへでも行けるし何だってでき

憧れが

すからね。

この言葉はもともと、
『本の雑

という言葉を使い出したのです。

やっぱり夢や

んとに楽しんでいました。

インターネットのブログであって

です。

れています。情報を自由自在に得
られるし、体を鍛えて努力すれば、

自分の夢を実現してま

も、何かを表現したい、発言した

それから、
「活字」は、今は死語

何がそうさせているかというと、

夢を求めてください!

な光景がたくさんあります。その一

作品の素材になっているのは、

原動力になっています。

くらい持っているかが作家の財産

そういう意味では、パソコンな

なカテゴリーがありますが、そこに
とは言えないかもしれませんが、

夢を実現するためには、努力す

どの 文 字は「文 字」です。
「活 字

す。作家と一口に言っても、小説
家、エッセイスト、推理作家、SF

メラ』に載ることが夢でしたが、今
この雑誌で、一番長く20 年ぐらい

にフィードバックされています。

ネットに取りつかれた“ネット中
「活字」の持つ魅力について、聞

持っています。僕 はこういう要
チェックの項目を、ものすごくたく

が半分混濁した状態になり、幻想

公式インターネットミュージアム「椎名誠 旅する文学館」http://www.shiina-tabi-bungakukan.com/

自由に表現したいという本能

夢を実現するには、諦めないこと

行きたかった所へ、どんどん旅し

作家

文字の蓄積が、
表現を変える!

砂漠など、子どもの頃からずっと

それから、僕は写真が好き

検家の著作の全訳や全集なども

なんです。写真大学で、写真の

読んで、さらに詳しくなっていきま

ことを勉強しました。
『アサヒカ

した。
やっぱり“知識欲” でしょうね。

探検家になりたいという夢は、

に近い言葉です。もともと、鉛で

椎 名さん の 使 わ れ る「活 字 中

あれを知りたい、これを知りたいと

社会人になってもずっと持ち続け

文字を鋳造して判のように押した

毒」の意味を聞かせてください。

いう欲求です。そして知れば知る

ていました。作家になってからは、

ものをそう呼びますが、本 来の
「活字」は、現在ではほとんどない
と思います。
1
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特に僕が作ったわけではありま
せんが、本を読まずにはいられな

ほど深まっていく。さらにもっと奥

シルクロードの楼蘭王国や、アラ

深いところを知りたくなって、抜け

ン・ムーアヘッドの『恐るべき空

られなくなる。そういう力です。

白』にあるようなオーストラリアの

いくつもの夢を実現していく前向きなエネルギーに、胸を打たれました。
自分の殻を破っていくことが大事だと思います。
取材・記事 / 文学研究科 2 年 吉原みどり
お忙しい中、取材に応じてくださってありがとうございました。興味を持っ
たことを突き詰めるという、椎名さんの姿勢を僕も見習いたいと思います。
取材 / 経済学部 3 年 神岡 遼

HU-style31 号
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大人になりきれない
もどかしさを抱えて、

私読みます。
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自分を見つめ直せた本
『四畳半神話大系』

『西部戦線異状なし』

森見登美彦 著 角川書店

レマルク 著 秦豊吉 訳 新潮文庫刊

彼女なし、単位なし、悪友あり。

「青春」に生きていることの愛を刻め !

主人公の「私」は大学三回生で、日々を自堕落に過ご
している。
「私」の並行世界のお話で、そこにはいつも、悪
友の小津がいる。本書を読んでいると、ついつい自らの大
学生活と比較してしまうだろう。自らのキャンパスライフが
決して薔薇色ではないと感じるだろう。
本の中でも、
「私」は同じ悩みを抱えており、師匠である樋口はこう諭す。
「可
能性という言葉を無限定に使ってはいけない。我々の存在を規定するのは、我々
がもつ不可能性である」と。この本は、大学、就職活動、そしてこの世を生き抜く
バイブルとなるであろう。

「青春」を戦争（第一次大戦）に看過され蹂躙された
若い兵士たちの交流には、未来への願いと愛、少年から
大人へと移っていくほろ苦さが詰まっている。18 歳の志
願兵パウル・ボイメルの「青春」は、人を殺して自分を救
う過酷な現実の中にあった。確かなものもなく滅びてゆく
不安。今を生きる私たちにも通じる、パウルら若い魂の鮮烈な「青春」の自覚。
パウルらが失い手にすべきだった「青春」は何だったのか。
今できる「青春」を見つめ、
「生きる」ことを感じ直し、今を本当にフレッシュに
するために、自分に問い掛ける一冊。

●所蔵図書館…中央図書館

●所蔵図書館…中央図書館＊

『ソフィーの世界』

『坑夫』

ヨースタイン・ゴルデル 著 池田香代子 訳 NHK出版

夏目漱石 著 新潮文庫刊

哲学することで、生きることが面白くなる!!

その重い題名に偽りはないか？
家出青年の覚悟が迎える意外な結末。

ソフィーという女の子が、哲学者からの手紙を受け取
り、哲学に出会っていく小説。古代ギリシャから現代まで、
歴史のダイナミズムをふんだんに踏まえ、人間の思考の
足跡をたどる。哲学は、時代を超えて全ての人々に関わ
る“営み”なのだ。私やこの世界は、どのように成り立ち存
在しているのか。視点を変え認識を編み変えていく度に、新しい世界が立ち現
れる驚き。その発見は、私たち自身がこの世界につながっていく感動である。世
界はこんなにも広く深く、すてきな謎に満ちている。
哲学には、夢がある。さあ、あなたも世界の素顔に出会いに行こう!
●所蔵図書館…中央図書館、東図書館、西図書館、東千田図書館

「御前さん、働く了簡はないかね？」。女性関係のもつれ
から、家を飛び出した青年が掛けられた一言。一時は自
殺も考えた青年を思いとどまらせた一言は、後に彼を地
獄へと誘う。炭鉱夫という職業が、つらく厳しい職場であ
ることは想像に難くない。自分にできるかと聞かれれば否だ。19 歳の主人公が
「どうせ自殺する気だったのだから」と志願し、周りとの話を交える中でも心は変
わらない。それはどこか自暴自棄にも見えるが、読み進めると悲壮さを感じるこ
ともなく、結末は小説の表題を覆すものであり、漱石らしい堅さもない。古典に
興味のない方に、ぜひ読んでみてほしい。
●所蔵図書館…中央図書館＊

フが選ぶ
HU-style 学生スタッ

るこの一冊」
「大人になれた気がすーします !
、レビュ
学生スタッフが読んで

選
『記者になりたい !』

仕事について考えたくなった本
『ハゲタカ（上・下）』

恋したくなった本
『朗読者』

『春琴抄』

真山仁 著 講談社

ベルンハルト・シュリンク 著 松永美穂 訳 新潮文庫刊

谷崎潤一郎 著 新潮文庫刊

目を覚ませ、日本 !

人間のリアルを描いた切ない愛の物語。

究極のサド& マゾ。こんな恋愛もアリ!?

バブル崩壊後の日本での不良債権処理や企業買収・
再生を描く、経済小説のシリーズ第 1 作。
私がアピールしたいのは、この作 品にただようプロ
フェッショナルな雰囲気である。主人公が率いる外資系
投資ファンドは、ある意味スポーツ選手のようなストイッ
クさで仕事をしている。その姿は率直に言ってカッコイイ。一方で買収される側
の日本企業は危機意識に欠けており、そこに私は危機感を覚える。プロに対す
るあこがれと日本に対する危機感が、仕事への意欲につながるのではないだろ
うか?

15 歳のぼくは、母親ほど年の離れたハンナと恋に落ち
る。ハンナはなぜかいつも本を朗読してほしいと求める。
しかし、ハンナは突然失踪してしまう。その影にはアウシュ
ビッツ強制収容所の悲しい過去が隠されていた。
本書では、主人公の葛藤が巧みに描かれている。ハン
ナとの付き合い、失踪、再会、そして秘密などさまざまなことに悩み、進んでいく
“ぼく”の様子には共感し、勇気付けられるだろう。複雑なテーマであるが、“ぼく”
の若者らしい繊細な感性や視点によって、気付かされることが多くあった。人間
について深く考えてみたい人にお勧めの一冊である。

明治を生きた盲目の三味線の女師匠・春琴。師を仰
ぎ身辺の世話に、生涯を尽くした奉公人・佐助。豪奢で
驕慢な春琴は弟子に美貌を傷つけられ、佐助は彼女の
美しさを永遠に脳裡に刻むため、自ら盲目となる。
盲目の世界で「唯二人生きながら蓮の台（うてな）の
上に住んでいるような心地」を味わう二人。自己愛に溺れ哀れみの片鱗も持た
ない春琴と、その強靭な美しさをひたすら求め受け入れる佐助。君臨 / 服従、サ
ド/マゾともいえる二人の関係は、無私無償の愛の形ともいえる。
人が求め合う形は無数にある。“愛すること”の奥深さに胸を衝かれる一冊。

●所蔵図書館…東千田図書館

●所蔵図書館…中央図書館、西図書館

●所蔵図書館…西図書館

『先生のホンネ 評価、生活・受験指導』

『センセイの鞄』

『泳ぐのに、安全でも適切でもありません』

池上彰 著 新潮文庫刊

岩本茂樹 著 光文社新書

川上弘美 著 文春文庫

江國香織 著 集英社

報道を目指す人必読 !
ジャーナリズムの世界とは……。

理想の先生って何だろう。

センセイ、奇遇ですね。
偶然再会したかつての恩師と生徒が、愛を育む物語で
ある。このように書くと、何かとてもドラマチックに聞こえ
るが、実際はそうではない。生徒といっても37 歳だし（必
然的に先生は60 歳近く）
、再会したのは居酒屋で互いに
一人で飲んでる時だし、デートも劇的でなくゆったりとし
たものである。だから、恋人というよりは家族という感じだ。だけど、そのゆったり
とした雰囲気がとても心地よく、二人でいる時間がどのくらいか分からなくなる
ような関係が良いと思う。一つの理想型であろう。

漂流する女性たちの生活、
恋愛には躊躇わない女性たち。

テレビでもおなじみ、池上彰氏のエッセー。地方記者
として業界に入り、キャスターになるまでの半生をつづっ
ている。自身の体験談を分かりやすく書き並べているた
め、この一冊だけで、新聞記者の仕事について学べるこ
とがたくさんある。用語解説が丁寧なので、報道界について知るための入門書と
しても最適だ。そして最後には、ジャーナリズムとは何か、その核心に迫る。業界
人ならではの切り口からの意見は必見だ。著者が現在でも多くの人から人気を
集めているその秘密が分かるかもしれない。

「先生は生徒をどのように見ているのか」
。本書は、筆
者の学校現場での経験をもとに再構成されたストーリー
である。先生の側の思いや事情を明らかにし、私たちが
今日のさまざまな教育的課題を見つめ直す新たな視点を
与えてくれる。われわれは、特定の「理想の先生像」を抱
いてしまいがちである。しかし一方で、登場する先生たちのように、
「先生」という
のは、それぞれ多様な教育観で子どもたちと向き合っているものだ。教職を目指
す者は、自分の「先生」としての在り方を考えさせられるとともに、そうでない者
も、自分がこれまで出会ってきた先生の存在を再考させられる一冊である。

●所蔵図書館…西図書館

●所蔵図書館…西図書館
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●所蔵図書館…西図書館

登場人物が異なる10 本の短編をまとめた一冊。一貫
するテーマは「愛にだけは躊躇わないあるいは躊躇わな
かった」。どこにでもありそうで、そしてとても異常なカップ
ルばかりが出てくる。大食らいや、危篤見舞いの直後に乾
杯などなど……。けれど、どこか現実感がある不思議。変わり者ばかりこそが現
実なのだと感じる。
「世界を、風景写真みたいに切りとりたい」と語る著者の意
図は、なるほどと思う。この人と付き合っていていいのかな？と恋愛に疲れたとき
に、読んでみてほしい。
●所蔵図書館…西図書館

＊がついているものは、掲載本とは異なる出版社の本を所蔵しています。

HU-style31 号
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学生による、学生のためのレビュー

何かに挑戦したくなった本
『ボクの音楽武者修行』

『時空の旅人 辺境の地をゆく』

『本の雑誌血風録』

『大局観 自分と闘って負けない心』

小澤征爾 著 新潮文庫刊

長沼毅 著 MOKU出版

椎名誠 著 新潮文庫刊

挑戦を楽しめる大人に !

世界は本当に広いんだ !

人生はやったもん勝ち!! 君は何を賭ける!?

著者である小澤征爾氏は、24 歳の時に日本のスクー
ターで宣伝をしながら、音楽家としてヨーロッパを旅し、
さまざまな土地の風土を肌で感じてきた。読んでいくうち
に、その感触が伝わってくる本である。小澤氏は少し無謀
な挑戦をしているが、時にはそんな挑戦をしても良いので
はないだろうか。挑戦があったからこそ、コンクールでの入賞につながったので
あろう。自分自身も、そういった挑戦を通じて大人になっていきたいし、もっとア
クティブになって挑戦を楽しめるような生き方をしてみようと思わせられる内容
であった。

「世界」にはいろいろな「世界」がある。地球規模の「世
界」。歴史の「世界」。科学の「世界」。この本は、いろいろ
な「世界」があることを感じさせる。私たちは自分の専攻
を決めて大学に入学したと思うが、専攻分野ばかり勉強
して、自分の世界が狭くなっていないだろうか。私は、大
学に入ってから小さく閉じこもっていたのではと感じており、もっと視野を広く持
ちたいと思っていた。この本を読み進めていくうちに、いつも考え学んでいること
以外の世界を見ることができた。この本を読んで、視野の広い大人になってはど
うだろうか。

1976 年４月、
『本の雑誌』創刊号は出来上がった。
「無
理をしない・頭を下げない・威張らない」をポリシーに、
現在もたくさんの本を紹介し批評する、ユニークで元気
いっぱいの書評誌だ。若い男たちの本への愛が育んだ雑
誌は、さまざまな個性の人々の温かい人いきれの中で、着
実に成長していく。創刊時から編集長を務める椎名誠とその仲間たちの、時に
抱腹絶倒、時に苦みの効いた生身のぶつかり合いは、いつもみずみずしい。
夢があれば、人生はいつだって面白い。本をめぐる男たちのあたたかい掌に背
中を押され、大きく一歩を踏み出せる一冊。

●所蔵図書館…西図書館

●所蔵図書館…西図書館

●所蔵図書館…中央図書館

羽生善治 著 角川書店

「直感 vs. 経験」
羽生善治名人が語る34 年の思考史。
将棋界初の7タイトル独占を達成した羽生善治名人。
棋士を志したことのない私が、彼の対局の心構えを語る
この本を読めたのはなぜだろう？ それは将棋という世界
が、決して特殊なだけの世界ではないからだろう。一つの
物事に挑むプロフェッショナルの覚悟は、世界を問わず伝わるものがある。
「勝
ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」という言葉があるが、羽生名
人は、負けを前向きに変える。課外活動や就職活動など決断を下すことが増え
ていく大学生活で、疑問や後悔にさいなまれている方に読んでみてほしい。
●所蔵図書館…西図書館
＊がついているものは、掲載本とは異なる出版社の本を所蔵しています。

人生の機微に触れた本
『老人と海』

『レ・ミゼラブル（上・中・下）』

ヘミングウェイ 著 福田恆存 訳 新潮文庫刊

ユーゴー 著 大野多加志・岩瀬孝 訳 偕成社

生きる強さを感じさせる一冊。

人間の悲しみ、そして愛。

老漁師サンチャゴは、84日間 1 匹の魚も釣れず、漁師
仲間からもばかにされていた。そんなある日、老人は遠方
へ漁に行き、信じられないほど大きな魚に出会った。自分
の体をボロボロにしながら、闘い捕らえようとしたのだが
……。その勝負の場面は、老人の生きる強さを感じさせ
る、たくましく力強い描写がされており、思わず手に汗を握る。老人が孤独なが
らも、自分自身や魚に向けて語る言葉の一つ一つは、孤独の中で困難に立ち向
かう人間らしさがあふれている。人生経験が浅い私は、老人が対峙したような
場面で、そんな強さを発揮することは、きっとできないだろう。

19 世紀のフランスを舞台に、一つのパンを盗ん
だ罪で19 年間も服役していたジャン・ヴァルジャン
の生涯を描く物語。
物語の後半、ジャンを執拗に追う刑事ジャベールが、
ジャンの心にある他者への圧倒的な愛に気付く。そして、
ジャンへの尊敬の念と法の番人としての職務の間で、葛藤に苦しむ場面は秀逸
である。彼にとってジャンの存在を認めることは、自分のかたくなな信念、ひいて
は生き方そのものを否定することになるのだ。他者を許容するということは、実
は自分を許容することなのである。

●所蔵図書館…中央図書館＊、西図書館＊

●所蔵図書館…中央図書館＊、西図書館＊

読書レビュー記事 / 教育学部 3 年 阿部翠、経済学部 1 年 安部大地、経済学部 3 年 神岡遼、法学部 4 年 武林賢朋、教育学部 3 年 福永藍、総合科学部 1 年 藤本迪子、
教育学部 2 年 野田順平、教育学部 3 年 野元祥太郎、教育学部 4 年 山本大貴、文学研究科 2 年 吉原みどり

学生たちのレビューに寄せて

太宰治 著 岩波書店

太宰治流大人向け日本昔話。
この本は、ある家のお父さんが、防空壕の中で娘に絵
本を読む場面から始まる。絵本は「こぶ取りじいさん」や
「浦島太郎」
「カチカチ山」
「舌切りすずめ」といったおな
じみの日本昔話なのだが、このお父さんが読み聞かせる
ものは独創的だ。つまりこの本に書かれているのは、太宰
治の手によって面白おかしく作り変えられたおとぎ話なのだ。どの物語も、本筋
は私たちがよく知る日本昔話に沿っていながら、原作にはない登場人物のセリ
フや、斬新な結論付けがとても面白く、くすっと笑ってしまう。
●所蔵図書館…中央図書館

『人間の土地』
サン = テグジュペリ 著 堀口大學 訳 新潮文庫刊

人間本来の姿とは…… 現代人の生活に物申す !!
私たちの生活は豊かで安全である。不自由なく暮らせ
る生活の中に生きる私たちは、かつての厳しい時代に生
きた人々の勇ましさを失っている。彼らが持っていた強さ
の源とは何か。その答えは20 世紀初頭にパイロットとし
て活躍した著者自身の経験をつづったこの本にある。今
の旅客機と違い、十分な安全性が確保されていない飛行機で、任務に赴く中で
の大自然との接触。過酷な状況の中で生き抜くパイロットたちの心情からうかが
える彼らの強さの源泉、そして人間としての本当の喜び、そんな現代人が忘れた
ものが、この本には書かれている。
●所蔵図書館…中央図書館

『塩狩峠』

『海峡の光』

三浦綾子 著 新潮文庫刊

辻仁成 著 新潮文庫刊

君は一粒の麦になれるか ?

小説で、暗い世界を味わおう。

キリスト教の信仰を軸に、一人の青年の成長と悲劇的
な死を描く作品である。キリスト教が背景にあると知らず
にこの本を読み始めた時は、個人的に特定の宗教の思
想が強く出ている本はあまり好きではなかったので、がっ
かりした。しかし、この本に登場するキリスト教徒は他者
に信仰を押し付ける様子もなく、好意的に受け取れる。そして、この作品中で主
人公が感じるさまざまな迷いや悩みは、私たちが共感できるものばかりである。
いわば「青春あるある」が書かれているこの本を手に取って、自分がどのくらい成
長したのか確かめるのも面白いと思う。

この小説は「重い」の一言に尽きる。物語は、北海道
の少年刑務所で働く
「私」の目の前に、過去に「私」に陰
湿ないじめを行ってきた、優等生の花井修が受刑者とし
て入所してくる。多くは語られないため、二人の間にある
感情はよく分からない。しかしその間に流れる重たい空
気のようなものを、北海道の海という陰鬱な描写も重なって、感じることができ
るだろう。正直自分はこのような暗い小説はあまり読まないし、得意ではなかっ
た。しかし自分の感性を磨くために、たまには暗い世界へ、とことん沈んでみるの
もいいかもしれない。

●所蔵図書館…西図書館

●所蔵図書館…西図書館

富永 一登

読書を通して、多様な人生観を知り、人間とは何かを考える契機になっていること、元気や幸せな時間を得たことが分かり、活
字の力はまだ捨てたものではないと、たいへんうれしく感じました。挑戦する気力、視野の拡大、生きる強さ、人を愛するとはどう
いうことか、悩み迷いながら自分の将来を見つけていく、まさに青春そのものです。
今回の21 冊は、著者の体験に基づく実学的な本と、虚構世界を描いた本とほぼ半々でした。もちろん、即役立つ実用書も大
切ですが、読書の醍醐味は何といっても現実世界から離れた想像世界に遊べることにあると思います。
中国の『列子』
という本に、昼は苦役に従事し、夜は夢で王様となっている下僕が、一日の半分は苦しいが、半分は楽しいので、
恨むことはないと語る話があります。現実の問題を解決していくためには、気力が必要です。下僕は夜に夢の中（想像世界といっ
てもいいでしょう）で英気を養っていました。だからこそ、現実に対処する力を維持できたのです。想像世界で蓄えた力が、現実世
界を生き抜く力になることがあります。
読書は、表現力も豊かにしてくれます。読むことと書くこととは、不可分の関係なのです。読めば読むほど、書く力は確実に身に付いていきます。広島大学の図書館
には、300 万冊を超える、あらゆる分野の本があります。大いに活用しましょう。

図書館のスタッフが選んだ 3 冊
『お伽草紙 新釈諸国噺』

副学長（図書館担当）
・図書館長

蔵書数約 339 万冊。広島大学図書館を活用しよう!

今時の学生が読む、学生に人気の本

『植物図鑑』有川浩 著

角川書店

冬も終わりかけの朧月夜に、マンション
の植え込みに行き倒れていた彼。ひょん
なことからその彼・樹（いつき）とさやか
の共同生活が始まった! 身近にある草花
について博識で料理上手な樹。おいしく
変身した道草が2 人の距離を縮めていく
が――。西図書館でも圧倒的人気を誇る作家・有川浩
が放つ、ちょっぴりくすぐったくて甘い、胸きゅん恋愛小
説。
●西図書館所蔵

好奇心を刺激する本

『旅する遺伝子』スペンサー・ウェルズ 著
上原直子 訳

英治出版

人類の歴史は旅の歴史である。太古の
昔に、捕食者から逃れて大地を開拓し、
現在まで旅を繰り返してきた。しかし、ア
フリカで生まれたという人類はどのように
して移動し、人種、民族、言語、文化を形
成していったのだろうか? この壮大な疑
問に、現代の私たちが持つDNAの遺伝情報から迫って
●東図書館所蔵
いきます。

図書館お勧めの本

『図書館に訊け !』井上真琴 著

筑摩書房

あなたは図書館を使いこなせていますか?
「何となく使いこなせている気がする」と感
じた方へお勧めの1 冊。正直なところ、広
大生に何となくの使い方で満足してもらっ
ては困る! この本には、大学生が知るべき
図書館の使いこなし術が詰まっています。
有益なことに早く気付いて、広大図書館を
●西図書館所蔵
しっかり使い倒してください。

中央図書館

東図書館

西図書館

東広島キャンパス北地区の中心
に位置する図書館です。広さと蔵
書数は 5 館最大で、幅広い分野
の書籍を所蔵しています。ラーニ
ングコモンズ「BIBLA」
、ライブラ
リーホール、地域・国際交流プラ
ザなどの施設もあります。

工学部と生物生産学部の間に位
置する図書館です。主に自然科学
系の教養書・専門書を所蔵して
います。

総合科学部に隣接する図書館で
す。教養教育に必要な資料を中
心とした、入門書および一般向け
書籍を多く所蔵しています。マルチ
メディアフロアも併設しています。

図書館
イベント情
報

ビブリオバトル
開催のお知らせ

日時 /11 月8日㈭
16：30〜17：30
場所 / 中央図書館 1 階「BIBLA」

知的書評合戦「ビブリオバトル」

霞図書館

東千田図書館

霞キャンパス内に位置する図書館
です。生命科学系資料を中心に、
専門書を多く取りそろえています。
開館日数、開館時間とも、5 館で
最も長い図書館です。

東千田キャンパス内に位置する図
紹介。そして、読みたくなった本
書館です。法律系や経済学系の （=チャンプ本）を投票して決定
専門書が多くあり、放送大学生も
する、スポーツのような書評会で
多く利用しています。
す。ぜひ観戦にお越しください。

とは? ――みんなで集まって本を

発表者も募集中です!
開館時間や休館情報は、図書館 HP や、図書館の公式ツイッターで確認してください !

http://www.lib.hiroshima-u.ac.jp/

嗚呼、何と世の人間はこうも愚かなのか !
そう思った時期が君にもあっただろう。青年期特有のうぬぼれである。脱却するには無知を自覚せねばならぬ。知を蓄えろ。
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研究室訪問

広島大学には、広〜いジャンルにいろんな先生がいて、深〜い研究を行っています。
研究室におじゃまして、その世界をのぞいてみましょう。

林良輔 Ryosuke Hayashi
東京書籍株式会社 四国支社 営業課
（2011 年 3月 教育学部卒業）

OB OG紹介

本を読むと
心の空間が広がる

教科書は
究極の活字力 !

お 仕 事 拝 見 !

広 く て 深 い 研 究 の 世 界

チャンスがあれば
挑戦しよう!
塚本絢子 Ayako Tsukamoto
広島大学図書館 東広島地区フロアサービス主担当
（2005 年 3月 文学部卒業）
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どんな仕事をしていますか ?

教育学研究科

山元

隆春

教育関係の出版社で、教科書の営業を担当しています。学

教授

Takaharu Yamamoto

校の先生と会う機会が多く、教科書に関する要望やアドバイス
を聞き、それを編集にフィードバックし

広島大学大学院教育学研究科博士課程後期単位取得退学。
1988 年鳴門教育大学助手・講師を経て、1993 年本学学校教育学部講師に就任。2006
年から現職。専門は国語教育学。2007 年度から2010 年度まで附属幼稚園長併任。
著者と読者との間に「生きた回路」を生み出すためには、どのような働き掛けをすればよ
いかを研究している。博士（教育学）

た後、制作した教科書や教材をご案内
iPadなどの電子機器を

できるのも、この仕事の
魅力の一つです。
なぜこの仕事を選んだのですか ?
マスコミや出版業界に憧れ、
「先生になる」よりは、教育関係
山元先生の著書の数々

先生のお勧め『らくだこぶ書房 21 世紀古書目録』

の出版社を希望していました。
「かっこいい業界」というイメー
ジも、モチベーションになっていました。私は、学部 1 年から

どんな研究をしていますか ?

「良い読書」をするためにすべきことは ?

また本は、読んでいる間は楽しくても、詳
細は忘れるもの。しかし忘れてもいいので

「読書」とは本を通じて著者との対話をす

「本との対話ができることが大事」という

す。本を読んで、忘れて、また読んで……を

ること。自立した読者はそれがうまくでき、時

話をしましたが、読者はたいてい自分の知

繰り返して、心の空間がつくられることに意

には著者の主張以上のことを発見するもの

識や経験と比べながら本を読んでいます。著

義があるのです。

です。
「子どもたちを自立した読者に育てて

者の意図を正確に読み取ることも大切です

いくにはどうしたらよいか」を中心に、文学

が、自分の体験と照らし合わせ、文章を少し

教育と読書教育の理論と実践を研究してい
ます。
この研究は「対象が流動的で不確定」と

者になると、さまざまな価値観を読み解く力

材した時、現場の先生の熱意に感動し、
「がんばっている先生
を応援したい」という気持ちが強くなりました。
仕事での失敗、やりがいは ?
自分の発言一つで信頼が失われることがあり、常に「組織の
一員である」という意識を持っていなければなりません。何が大

山元先生から広大生にすすめる本。

事か全体を見通さずに、自分の都合で話を進めてしまい、営業
先の先生から怒られたことがあります。しかし「先生の力になり

違った角度から読むこともお勧めです。
自分の体験を踏まえ、主体的に読める読

HU-styleのスタッフとして活動していましたが、教育実習を取

『らくだこぶ書房 21 世紀古書目録』
（筑摩

たい」という一心で、話を聞いてもらえるよう、何度も足を運ん

書房）です。
「本って何だろう」
「文化って何

だことが認められ、激励の言葉をいただけた時は、大きなやり

いう点が大変です。しかし子どもの読書感

が身に付きます。そして人間を理解できるよ

だろう」と考えてしまう一冊です。電子書籍

がいを感じました。

想文を読むと、大人との視点の違いに気が

うになります。本を読むと、日常生活ではで

でも、
「本は本」だと思いますが、紙媒体の

教科書といえば「活字力」?

付くことがあり、とても面白いです。ただ「子

きない体験ができます。書き手や登場人物

良さも忘れないでほしいですね。特に絵本は

どもたちを大人の見方にしていくのが良いの

の思考をなぞる経験です。仲の良い友人で

見開きで展開していきますから、紙媒体の

ている情報の中から、価値あるものを自分で選ばなければなり

か」
「子どもの個性を重視することが良いの

も、他人の思考構造をなぞる機会はありま

代表のようなもの。本を読む心を生み出して

ません。
「読み方」そのものが重要になっており、
「活字」との付

か」と考えると、面白さの中に困難さがあり、

せんが、本ではその貴重な経験ができるの

くれます。様式にとらわれず、いろいろな本を

き合い方は変化しています。しかし教科書は、子どものころから

それにも楽しみを感じます。

です。

読んで、本の世界を旅しましょう。

誰もが向き合ってきた最適の活字です。そこにはさまざまな工

今、世の中には、さまざまな情報があふれています。散らばっ

夫とともに、
「活 字力」が詰
今すぐできる 良 い 読 書 !
本を読む時、線を引いたり、自分なりの記号を付けたりするのが
山元先生のお勧め。上のスペースに見出しを付けるのも良いそう
です。再読した時、自分の記憶との対話が円滑にできます。
読書の大切さをあらためて実感した取材でした。今ま
でとは違った本の読み方を試したいと思います。
取材・記事 / 教育学部 2 年 野田 順平
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※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、P14を参照）。

まっていますので、昔の教科
書も、時には読み返してみて

社会の第一線で活躍している先輩たちの職場を訪ねて︑突撃インタビュー︒仕事のことから学生時代に身に付けておくべきこと︑

の最先端を知ることが

画なども担当していました。図書館を利用して「良かった」と喜

図書館業務は、人と
接する仕 事なので、マ
ニュアルどおりにはいき
ません。そのため、接遇
や接客サービスの勉強
をしています。また自分に余裕がないと、他の人に「思いやり」
を持って接することはできません。いつ何事が起こるか分から
ない仕事ですが、なるべく焦らず、余裕を持って人と接するよう
に心掛けています。
「自分の仕事だけではなく、他の人のことも
思いやれるような職員」になるのが今後の目標です。
学生と社会人の違いは ?
大学時代は、自分のためにじっくり時間が使えますが、社会
人になると、とにかく時間がありません。その分「どうやって自分
の時間を有効に使うか」と考えるようになりました。1 年を見渡
し、
「この月はこれをしよう」というスケジュールを立てることで、
やりたいと思ったことはしっかりできるようになりました。
社会人は、責任が伴うので、簡単に「できません」
とは言えず、
代案を出すことなどが求められます。いろいろなことを経験して、
動揺することが少なくなったのも成長だと思いますね。
何かに挑戦していますか ?
最大の挑戦は、東京の私立大
学図書館での1 年間の研修でし
た。経営の仕方や図書館業務を
学びました。母校に就職した私で
すが、狭かった世界を広げることもできました。研修先では若
い職員も責任ある仕事を任されていたので、その経験から大き
な仕事にも「やってみよう」と立ち向かえるようになりました。
「チャンスがあれば挑戦しよう」という姿勢を持ち続けること
が大切です。
「吸収しよう」という気持ちでアンテナを張ってい
れば、チャンスが訪れ挑戦は実ると思います。

ください。
HU-style のスタッフとして、お世話になった先輩。物事に取り組
む姿勢と熱意は変わらず、尊敬できるものでした。
取材・記事 / 教育学部 3 年 阿部 翠

などを行っています。また以前は、教養ゼミの案内ツアーの企

仕事で大事にしていることは ?
はたまたプライベートの話まで︑私たち学生の素朴な疑問・質問にお答えいただきました︒

り組んでいます。教育界

小学生の頃から本が好きで、この仕事を選びました。今の仕
事は、カウンターで、本の貸出や返却、地域の人のカード発行

んでもらえることがうれしく思える仕事です。

します。最近では紙媒体だけでなく、
用いた教材開発にも取

図書館での仕事は ?

取材を
終えて

塚本さんのように、
「思いやり」を持って、接する相手を大切に、
人と関わることを大事にしていきたいと思いました。
取材・記事 / 教育学部 3 年 野元 祥太郎
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わ た し の 留 学 体 験

体感地球

そ

“海外から広大へ” 来て学んでいる外国人留学生＆“広大から海外へ” 行って学んでいる日本人留学生。
「外国人から見た日本は ?」
「日本人が見た外国とは ?」。留学生ならではの視点で、見たこと、聞いたこと、感じたことをリポートします。

やりたいことは
すぐに取り組む!

努力すれば
夢はかなえられる
フィン・ドー・フーン・グエン

経済学部 4 年

日本語学校などを経て、中学生の頃から関心
があった日本へ。日本人の奥ゆかしさに戸惑
うが、アルバイトを通して学んだ協調性は「大
切にしていきたい」と語る。

広島大学 HUSA 交換留学プログラムで、ア
メリカ合衆国のミネソタ大学に留学。
NPO に興味があったので、現地の団体でボ
ランティアスタッフとしても活動した。

知

り

た

い

!

学 生取材班が 行く
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。

デー
ホームカミング

新しい懸け橋に

ングデーの学生チーム企画について、代表の
松本さん（総合科学部 2 年）
、森宗さん（法学
部 2 年）に、その内容と活動への思いを聞き

一人で乗り込んだ NPO

ました。

留学先のミネソタでは、アメリカを多角的に見たくて興味もあっ

が大好きでした。ベトナムの子どもは、み

たので、現地のNPOの活動に参加しました。個人・団体からの寄

んな「ドラえもん」や「タッチ」などを知っ

付で運営されているNPOで、刑務所から出てきたばかりの黒人男

大学ホームカミングデーでは、
「懐かしい。楽

ています。私は少女漫画が好きで、特に

性を対象に、職業訓練を行っています。先生として、数学やパソコ

しい。新しい。いろいろな出会いの一日。」を

「花より男子」をよく読んでいました。中

毎年 11月の第一土曜日に開催される広島

ンを受講者に教える仕事などをしました。年齢や経済層のみならず

テーマに掲げ、地域に密着し、さまざまな人と

学時代、私のクラスはやんちゃな子ばか

人 種も違う人 たちに

関わりのできるイベントが行われる予定です。

りで、いつも授業中遊んでいました。そん

「教える」ことができる

今回の目的は、昨年よりたくさんの人が訪れ、新たなつながりをつくっ

な私たちを諭すため、戦後国民が力を合

のか不安でしたが、授

てもらえる場にすること、帰ってきてくれた人に懐かしさを与えるだけで

業時間以外に生徒へ

なく、広島大学の在学生にも帰ってくる場所（ホームカミングデー）を

積極的に話し掛け、信

知ってもらうことだそうです。

わせて復興し、経済発展に成功した日本
初めての初詣

す。その時、日本に興味を持ち、
「日本という国に行ってみたい」とい

頼関係を築くことで克

う気持ちが芽生えました。

服しました。

うれしいけど切ない日本人の優しさ

多民族国家ならではの人間関係

日本人はとても親切ですね。みんなとても優しく、何か困った時

留学中に印象的だったのは、
「ア
メリカは多民族国家で、信頼の形が

出す距離感に寂しさを感じます。あくまでも「外国からのお客さん」

日本と違う」ということです。実際、

として扱われているような気

授業でグループワークの作業分担
をしても、自分の成績を下げたくな
いので、自分の担当以外も全部やっ

達」として接したいです。

てくる人もいました。
「能力がない」と

普 段はアルバイトをがん
ばっています。2つ掛け持ちし
花火大会で初めて浴衣を着ました。

ているため、1 週間のうち4日

はアルバイトで埋まります。それでも私ががんばれるのは、ベトナム

広島大学
ホームカミングデー
ミ グデ
デ

学生チーム企画

日時：平成 24 年 11月3日（土・祝）
10：00 開始
場所：サタケメモリアルホール付近

●サタケメモリアルホール屋内ステージ
出演：賀茂高校演劇部

●屋外ステージ 10:00〜

他にもさまざまな企画が
予定されています !
ぜひご参加ください !

・弦楽アンサンブル
・レモンさんマジックショー
・早飲み早食い（物産のPR） ・JEKYLL.さん大道芸ショー
・ブラスバンドアンサンブル

思われたら、仕事が回ってきません。
これは本当につらかったです。しかし、
「チームに貢献するには、自
分の得意分野を生かして役割をつくるしかない」ということを学び、
最終的にはリーダーシップを発揮できました。

●お好み焼き隊 〜オタフク直伝のお好み焼きが味わえます!〜
●手つなぎ写真 〜みんなで卒業生と在学生のつながりの輪を〜
●卒業生在学生座談会 〜広島大学版しゃべり場 !?〜
それぞれのイベントに、人のつな
がりを感じる工夫がしてあります。

行きたければ、悩まず行ってみよう
留学は、自分が行きたいなら、悩まず行った方がいいです。国内

松本さん、森宗さんは、
「座談会で

生の影響です。お金がない中努力し

でもできることはたくさんあるので、興味がない人は行かなくていい

は、卒業生・在学生の直接交流を

て日本へ留学し、帰国後学校を立ち

と思います。大事なのは、何に対しても自分がやりたいと思ったらす

通して、幅広い人たちに広島大学

上げ、家計が厳しい子も通えるよう

ぐに取り組むことです。私の

の今と昔を知ってもらいたいと思い

にした校長先生。
「努力すれば、憧れ

次の目標は、アメリカの大学

ます。手つなぎ写真では、卒業生・在学生とのつながりを大きくし、さま

の日本で勉強でき、将来の夢をいつ

院で学ぶこと。将来、日本の

ざまな人に広島大学は昔と変わらないという安心感を得てもらいたい

かかなえられる」と勇気付けられまし

ために 何 か 貢 献したいと

です。屋台ブースでのお好み

た。将来は国境を越えて国際協力に

思っていますが、まず、今自

焼き販売では、県外から来

貢献する仕事がしたいです。そのた

分がしたいことを徹底してや

てくれた人や卒業生に、懐か

ろうと思っています。自分の

しさと広島らしさを感じても

人生を後悔しないためにも。

らいたいです」と今回のホー

めに大学院に進み、異文化理解につ
いて勉強したいと思っています。

知人の紹介でシリコンバレーの企業回りをし
た際に、Googleを見学。

昨年のブースの様子

ムカミングデーに対する意
何かのせいにして諦めることの多い私ですが、
「努力すれば、夢はかなえら
れる」というグエンさんの強い気持ちに刺激を受けました。
取材・記事 / 教育学部 3 年 福永 藍

「人生、後悔はしたくない」という思いが、祖一さんから伝わってきました。
「やりたいことは、できる時にやっておくべき」と感じました。
取材・記事 / 総合科学部 3 年 野田 麻美

昨年のホームカミングデー学生チーム

気込みを語ってくれました。

たくさんの人が訪れて、新たな出会いの場になるといいですね。
取材・記事 / 経済学部 2 年
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記事/法学部4年 武林 賢朋

で通っていた日本語学校の校長先

る︒そ
り︑自らを奮い立たせる原動力があ
人には︑それぞれの経歴や経験があ
てくれ
誰かが行動を起こしたり︑仲間になっ
れを人に﹁伝える﹂ことで︑共感した
して無
﹁伝える力﹂を身に付けることは︑決
たりすれば︑うれしいことだと思う︒
では成
︑大きな目標に挑むとき︑たいてい一人
駄にはならない︒就職活動に限らず
らの思い
要だ︒それを得られるかどうかは︑自
し遂げられない︒共感する仲間が必
﹁どうすれば分かって
伝える力﹂が鍵を握る︒
に共感してもらえるか︱︱つまり﹁
﹁文 章
﹁伝える力﹂の中でも︑
で行 動したい︒
もらえるのか?﹂の視 点を失わない
る︒
︵朝日文庫 本多勝一著︶が参考にな
術﹄
力﹂を欲するなら﹃日本語の作文技
よ
︵早稲田経営出版 森下淳士著︶も
座﹄
小論文なら﹃書きたくなる論作文講
︒練習すれば身に付けられる︒
い︒簡潔明快な文章はセンスではない
﹁読む力﹂と
て︒私が考えた力は二つある︒
最後に︑今回のお題﹁活字力﹂につい
張り︑ここでは﹁伝える﹂ことに
﹁読む﹂に比 重を置いた特 集の裏を
︒
﹁伝える力﹂
﹁何だこれは﹂と疑問を
たかは不明である︒
触れてみた︒果たして原稿の体をなし
ものをつくっていって
ｔｙｌｅのスタッフとなって︑もっと良い
感じた方は︑ぜひＨＵ ｓ‐
くくろう︒
もらいたい︒最後はスタッフ募集で締め

がします。本音を言うと、もっ
とみんなと親しくなって「友

影響を受けた先生の存在

学生チーム代表の
松本さん（左）、森宗さん（右）

一番仲の良かったルームメイトたちと

はちゃんと助けてくれます。でも時々、
「内と外」という日本人の作り

活字力とは伝える力でもある!

皆さん、ホームカミングデーをご存じです
か? 11月3日（土・祝）に行われるホームカミ

子どもの頃から、日本のアニメや漫画

の話をある先生が聞かせてくれたので

。
ます
!
帰り
て
長
っ
編集 ネ持
特ダ

聞き
に行
くゾ
〜

活字力について︑あらためて考え
てみよう

日本への興味

へ
アメリカ合衆国

が

いきなりだが︑
﹁面白い話﹂
って何だろうか?
例えば︑﹁光﹂
というテーマで八百字を課せられたら
︑何を書くか︒﹁光とは ⁝﹂
⁝
で書き始める人が大多数だろう︒と
ころが
﹁私の希望の光は⁝
⁝
﹂
と
書
く
だ
けで︑
その人だけの個性が出て面白い︒同
じように﹁野球﹂の説明は誰がしても
同じだ
が︑始めるきっかけと続けられた理由
は︑人それぞれに違うから面白い
︒
本
田宗一
郎伝など︑分野を超えて響く言葉は
︑その極みであろう︒興味のある方は
ネット
で検索してみるといい︒ドラえもんの
名言集なども面白い︒
なぜ面白い話を出したかというと︑先
日までの就職活動で︑
﹁伝える﹂ことを嫌
というほど実践したためだ︒十五分
程度の面接で︑
いかに相手に自分を理解して
もらうか︒
﹁どうすれば伝わるか﹂その答えを追
求し続けた期間だった︒
﹁スゴいね﹂
は伝わっていない証し︒
﹁面白い﹂は︑話のキモをつかんでもら
った
証
し
だ
った︒
ちなみに私の就職活動の軸は︑
﹁見たことのないモノを見てみたい﹂
﹁誰かが喜ぶ
モノをつくりたい﹂だった︒これは就職
活動が本格化する直前︑ある新聞
記
者
の方
に聞いた︑
﹁読んだ人たち
が
︑
将
来
に
希
望を持って︑がんばるきっかけになる記
事を
書きたい﹂という言葉が︑きっかけだっ
た︒

国から

義共和
ベトナム社会主

祖一 澄人 Soichi Sumito

Huynh Do Huong Nguyen
経済学部 3 年（ベトナム出身）

こ

宮地 由宇人
HU-style31 号
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ガ ン バ ル 広 大 生 の
P R ペ ー ジ

KEEP

読
生 必
大
広

発見 ! 元気人

&

きれいな施設を使いたくないですか ?

こんにちは ! 霞キャンパスで

通行が困難な場所があるという

活動を始めて間もないですが、

に打ち込む学生が増えることで、

活動しているサークル「KEEP」

のが現状です。そこで私を含む

効果は着実に出ています。

皆が元気になってくれればいい

です。
突然ですが、皆さんはきれい
な施設とゴミがたまった施設の
どちらを使いたいですか? 私は

数人の有志がこのサークルを立

きれいな施設は、自然と利用

な」というのが私たちKEEPの願

ち上げ、月1 回霞キャンパスの気

する人が増え活 気が生まれま

い。私たちの活動に興味がある

になる場所を清掃しています。

s
w
e
N nt
Eve

す。
「活気が広がり、勉学や部活

、
から
知らせ
お
す。
要な
で。
の重
ョンで
スま
シ
ー
学内
ー
ュ
メ
りなニ インフォ
耳寄
読の
必
生
広大

第 6 回広島大学ホームカミングデー

きれいな施設を使いたいです!

キャンパスを清掃することではあ

皆さんもそう答えるでしょう。今

りません。清掃した状態がキープ

○オープニングセレモニー 10:30〜11:00

の霞キャンパスはどちらでしょう

されなければ、私たちの活動は

○講演 11:00〜12:00

か? 全てではありませんが、一

ただのイタチごっこです。ゴミを

部の施 設は完 全に後 者です。

たまりにくくする工夫、ゴミに気

ペットボトルは放置され、部活の

付いた学生が自らそれを片付け

道具が散乱し、自転車の路駐の

ようと思える環境づくり、これこ

ために構内の道路には、車両の

そが私たちの真のゴールです。

日時：11月3日㈷・4日㈰

10：00〜19：00

日時：11月3日㈷ 会場：東広島キャンパス

宮田亮平氏（金工作家、東京藝術大学長）
ロッカー清掃。電子レンジも捨てました。

記事 /KEEP・医学部 5 年 田原 俊哉
連絡先▶b081181@hiroshima-u.ac.jp HP▶http://keepkasumi.web.fc2.com/

技を皮切りに、以下の日程で開催されます。
○冬季大会の日程

ステージ企画など親子で楽しめる企画を多
く準備しています。今年は今の大人たちが小
さいころ実際にしていた遊びを体験できる
企画も準備していますので、子どもはもちろ
ん、大人も童心に帰ってお楽しみいただけま
す。ご来場をお待ちしています。
実行委員会

TEL：082-424-6725

実行委員長 山城雄児（教育学部 3 年）
※教育学部祭の会場では、飲酒・喫煙・ペッ
トの持ち込みをご遠慮ください。皆さまのご
協力をよろしくお願いします。

○懇親会 15:30〜17:00

課題をクリアした時の達成感が最高です !

イミングジムで活動しています。

限。ずっとできなかった課題をク

サークルのスローガンは「あの

ミングサークル「Spider」です。

クライミングは設定された課題

リアできた時の達成感は、平凡

向井理もハマっているクライミン

クライミングというスポーツは、

を、パズルを解くように自分の手

な生活を送っている私たちには

グにハマろう!」で、月に2 回活動

最 近、テレビやCM などで取り

足を使いながら登っていきます。 とても刺激的です。思わずドヤ顔

をしています。クライミングは誰

上げられているので、一度は見

自然の岩ではなく、カラフルな人

が出てしまいます。悔し顔やドヤ

でもできて、普段使わない筋肉

たことがあるのではないでしょう

工の壁を登ります。簡単なもの

顔があふれるこんなサークルで

（一見、腕だけで登っているよう

か。私たちは、広島市にあるクラ

から難しいものまで、課題は無

すが、去年の春にできたまだ新

に思われがち）を使うので、筋ト

こんにちは! 広島大学クライ

クライミングジムで登っている写真。
腕だけじゃなくカラダの全体のバラ
ンスが重要。

物産展、ホームカミングデー学生チーム企画

キャンプやスキーなども行きます !
ウサギ島にて。

第 45 回広島大学霞祭「共鳴」
日時：11月10日㈯・11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

メンバーは、現役サイクリング

21 人のクライマーがいます。ほ

る方は、ぜひ一緒に登りましょ

吉本の芸人さんによる「お笑いライブ」
（10

ぼみんな初 心 者です。今 年の

う!

昨年の様子

第 61 回広島大学大学祭「祭は投げられた!!」
日時：11月3日㈷・4日㈰

10:00〜20:00

総合科学部周辺および大学会館

るイベントを準備しています。
将来的には、地域の交通安

ランティアサークルの「輪 ‒lin‒」

部員が多く、知識・経験が豊富

です!

です。とにかく自転車が好きな仲

全運動や「乗りん祭」の継

私たちは、昨年度実施してい

間同士、自転車修理の講習会を

続・規模拡大も考えてい

た自転車修理活動の経験をもと

したり、飲み会で騒いだりと自由

ます。一 人でも多くの 方

に、少しでも皆さんの自転車に

に活動しています。

に、自 転 車 へ の 興 味 を

内容：恒例の模擬店や屋内外の各種イベント

な人は、ぜひ 一 緒に活 動しま
しょう!

証操作が必要でした。しかし、今回整備した
HINET Wi-Fiは、あらかじめ格納された認証
情報を使うので、手軽にWi-Fiが利用できま
す。

内容：野外では部活やサークルによる模擬店

メイン会場：広島大学東広島キャンパス

はじめまして、自転車相談ボ

対応するなどの機能を強化しました。これまで
スマートフォンを接続するには、毎回利用者認

が開かれ、ステージではダンスやミスコン、

あなたの自転車、診ます !

カ

HINET Wi-Fiと名称変更し、スマートフォンに

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

レやシェイプアップ、ダイエットな

輪 ‒ lin ‒（自転車相談ボランティアサークル）

ッ

線 LANアクセスポイント」
）を、9 月1日から

覧ください。

どの効果も高いです。興味のあ

俊

ー 11月10日㈯〜11日㈰
広島大学
バスケットボール 11月10日㈯〜11日㈰
広島大学
庭
球 11月10日㈯〜11日㈰
広島大学
ラ グ ビ ー 11月17日㈯〜18日㈰
島根県立浜山公園
ア ー チ ェ リ ー 11月17日㈯〜18日㈰
島根県大田運動公園
11月17日㈯〜18日㈰
剣
道
広島大学
サ

きる無線 CUP（HU-CUP・HU-Guest「公衆無

詳細は、広島大学校友会ウェブサイトをご

からのスタートでしたが、今では

栗原

期間・会場
11月3日㈷〜4日㈰
ハ ンド ボ ー ル
島根県松江市総合体育館
柔
道 11月10日㈯〜11日㈰
島根県立武道館

本学は、情報ネットワークが簡単に利用で

しいサークルです。はじめは2 人

記事 /Spider（広島大学クライミングサークル）
・工学部 2 年
連絡先▶motul_autechz_krumm22@yahoo.co.jp
HP▶http://sites.google.com/site/hiroshimauclimb/

競技種目

スマートフォンなどからのWi-Fi への接続が
キャンパス内で可能に

その他に、学部・研究科企画、連携市町の
などを開催予定です。

Spider（広島大学クライミングサークル）

冬季大会は、11月3日㈷のハンドボール競

内容：各コースの模擬店、子ども向けの企画、

「夢をさがそう」
自転車は所定の場所へ移動します。

第 63 回中国五大学
学生競技大会（冬季大会）が開催されます

メイン会場：広島大学教育学部周辺

問い合わせ先：第 13 回広島大学教育学部祭

人はぜひ連絡してください!

しかし私たちの最終目標は、

第 13 回広島大学教育学部祭 E-storm
「叶来（トライ）〜make nice days（負けないで）〜」

が盛りだくさんです。詳細は大学祭実行委員

います。どうぞお楽しみに。
問い合わせ先：第 61 回 広島大学大学祭実行
委員会

TEL：082-422-6285

HP：http://hu-festival.main.jp/

8月11日㈯に、近江神宮で行われた第 19 回

日のみ）が行われます。また内視鏡検査およ

全日本大学かるた選手権大会で、廣部さゆり

び手術の実演やAEDといった、霞キャンパ

さん（総合科学部 4 年）が大学代表の部ベス

スならではの体験ができる医歯薬展、医歯

ト8、藤本康平さん（総合科学部 1 年）が新人

薬学に関する公開授業など、屋内外でのイ

戦の部ベスト8の優秀な成績を収めました。

ベントが盛りだくさんです。スタッフ一同、皆
さまのご来場を心よりお待ちしております。
問い合わせ先：広島大学霞祭実行委員会
TEL：082-257-5046

会ウェブサイトをご覧ください。今年のゲス
トは、イケメンでおなじみの方が来てくださ

百人一首愛好会が全国大会で好成績

フェニックス駅伝を開催します
広島大学体育会は、12月2日㈰に第 50 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。

学生生活実態調査アンケートを実施します
本学では、10月に、皆さんの学生生活の現
状や大学が行う学生支援について、どのように
感じているかを把握するためのアンケート「学
生生活実態調査」を「Myもみじ」のアンケート
システムを利用して実施します。
皆さんから率直な感想や意見をいただき、
今後の学生サービスの改善に向けた重要な

10月13日㈯・14日㈰には、し

持ってもらうため、今後も

詳しくは、広島大学体育会ホームページをご

資料としますので、アンケートにご協力くださ

今年度から毎週火・金曜日の

まなみ海道でレンタサイクルなど

全力で活動しますので、よ

覧ください。

い。

昼休憩に、総合科学部の駐輪

を使って、1 泊 2日で 旅 をする

ろしくお願いします!

日時：12月2日㈰

対する関心を高めてもらうため、

場周辺で、自転車の無料点検・ 「乗りん祭」というイベントを企
相談ボランティアを行ってきまし

画（もみじ参照）しています。内

た。おかげさまで前期は、100 人

容は、海鮮 BBQやジェラートを

以上の自転車を診ることができ

食べたり、温泉に入ってコテー

ました。

ジに泊まったりと、全員が楽しめ

新入部員を随時募集中
です! 自転車と旅が好き 前期の活動の様子

昨年の様子
活動ポスターと「乗り
ん祭」ポスター

記事/輪 ‒lin‒（自転車相談ボランティアサークル）
・教育学部4年 成田 恒輝
連絡先▶TEL 080-4555-1303
E -mail▶tarinainarita@gmail.com、letourdefrance@softbank.ne.jp

なお、アンケート全問に回答し、アンケート

場所：東広島キャンパス周辺

最後の「広島大学に伝えたいこと」
（自由記述）

問い合わせ先：広島大学体育会

で、本学にとって発展的な意見を提出いただ

TEL：082-424-9217
HP：http://home.hiroshima-u.ac.jp/sitehusa/
FRNT/top/framepage2.html

いた人の中から、優秀者を表彰し賞品を贈呈
します。詳しくは、もみじでご確認ください。
もみじ

https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/
11
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。

HU-style31 号

12

「OPERATIONつながり」が、
被災地で5 度目の復興支援活動を実施

日本語・日本文化特別研修（ブラジル）を
実施しました

学生ボランティア団体「OPERATIONつなが

7月25日㈬〜8月7日㈫にかけて、本学の学

り」が、8月20日㈪から31日㈮まで、東日本大

術交流協定校であるブラジル・サンパウロ大

震災の被災地である宮城県内で、復興支援活

学から学生 15 人（団長および引率：二宮正人・

動を行いました。

サンパウロ大学法学部教授）が参加して、日本

「OPERATIONつながり」は、東日本大震災

語・日本文化特別研修を実施しました。

直後に学生有志により結成されました。これま

本学は、平成 21 年 4月にブラジルとの教育・

で広島県内でのチャリティーイベント開催など

学術交流の推進を目的として、サンパウロ市に

の他、昨年 9月・12月、今年 2月・3月に、被災

広島大学ブラジルセンターを開設しました。本

地でのボランティア活動を行っており、今回は

研修は、その活動の一環として実施したもので

5 回目の派遣となります。

す。

バスケットボール部男子が活躍
4月27日㈮から30日㈪にかけて、キリンビバ
レッジ周南総合スポーツセンターで行われた
中国大学バスケットボール選手権春季優勝大
会で、バスケットボール部男子が優勝しました。
個人でも、酒井亮輔さん（工学部 4 年）が最優
秀選手、荒川皓基さん（教育学部 2 年）が3P
王と得点王に選ばれました。
硬式庭球部が中国四国大会で好成績
6月16日㈯から26日㈫にかけて、本学、広

仙台市、岩沼市、亘理郡亘理町、山元町の

研修では、日本語、日本文化、日本事情の

島広域公園テニスコートなどで行われた平成

仮設住宅を訪問し、清掃、家庭菜園などのお

授業に加えて、茶道、書道などの日本文化体

24 年度春季中国四国学生テニス選手権大会

手伝い、仮設住宅でのものづくり交流会（手

験、本学学生との交流、日本の家庭を知るた

で、平岡晃信さん（教育学部 4 年）が男子シン

芸、園芸、芋煮会など）
、被災地の子どもへの

めのホームステイなどを実施しました。また、世

グルス、平岡晃信さんと多治見幸亮さん（教育

学習支援を行いました。

界遺産である宮島・厳島神社や酒どころ西条

学部 3 年）が男子ダブルスで優勝を果たしまし

広島大学学生ボランティア団体
OPERATIONつながり

の酒蔵見学も行い、日本の社会や文化につい

た。

ての理解を深めました。

http://t-trip.6.ql.bz/~t-trip/tsunagari/

剣道部が全国大会で優勝

PR コーナー

主 な ス ケ ジ ュ ー ル

広島大学吹奏楽団
第 48 回定期演奏会
場 所：広島文化学園 HBGホール
（旧広島厚生年金会館）
日 時：12月22日㈯
13:00 開場 13:30 開演
連絡先：吹奏楽団代表
TEL 080-3982-8970
学生生活支援グループ
TEL 082-424-6143
吹奏楽団ホームページアドレス：
http://huwo.gozaru.jp/
広島大学吹奏楽団の1
年間の締めくくりとしての
集大成となる演奏会です。
大きく3 部で構成されてお
り、これまでの活動の中で
も最大規模です。入場無
料ですので、ぜひお気軽
に足をお運びください。

7月9日㈪から11日㈬にかけて、国立オリン
ピック記念青少年総合センターで行われた全
国教育系大学剣道ゼミナール・全国教育系
大学剣道大会で、剣道部が団体優勝を果たし
ました。

日本文化体験（書道）
8月20日の出発式にて

インカレ（ソフトテニス）で中村さんが3 位入賞
8 月9 日 ㈭ に、
宇部マテフレッセ
ラテニスコートで
行われた第 54 回

研修参加者と関係者

全日本 学 生ソフ

岩沼市の仮設住宅での子ども支援

合同留学体験報告会を開催します
INU 学生セミナー &
修士サマースクール2012を開催
8月3日㈮から10日㈮まで、広島市内、本学
東広島キャンパスで、
「地球市民と平和」
をテー
マに学生たちが討議し、国際理解を深める
「INU 学生セミナー」と「INU 修士サマースクー
ル」
を開催しました。
「INU 修士サマースクール」
では、今年から環境系の「地球環境の持続性」
をテーマとした講義や演習を行うプログラムも
始めました。
今年は、7カ国 10 大学から学生セミナーに
学生 80 人と教職員13 人、修士サマースクール
「地球市民と平和」に学生 10 人と教員2 人、そ
して修士サマースクール「地球環境の持続性」
には学生 16 人と教員 16 人が参加し、過去最
大の行事となりました。

本学のプログラムを利用して、2 週間〜１年
間の海外研修・留学をした学生たちによる体
験報告会を行います。
海外でのさまざまな経験談が聞けるいい機
会です。留学を考えている学生に限らず、留学
予定のない学生や教職員の皆さんも大歓迎で
す。気軽にご参加ください。
日時：10月31日㈬

18：00 〜 20：00

会場：学士会館 2 階 レセプションホール（予
約不要、途中入退室可）
問い合わせ先：広島大学教育・国際室国際

トテニスシングル
ス選 手 権 大 会・ 表彰式後の記念撮影
女 子シングルス （写真中央：中村さん）
で、ソフトテニス部の中村友里さん（教育学部
3 年）が3 位入賞を果たしました。

8月21日㈫から25日㈯にかけて、備前市総
合運動公園テニスコートで行われた中国学生
ソフトテニス秋季リーグ戦大会・第 62 回ソフ
トテニス選手権大会で、ソフトテニス部男子が
団体として準優勝、女子が団体として3 位入賞
しました。個人でも、村上賢一さん（教育学部

TEL：082-424-4346

3 年）がシングルスで優勝を果たしました。

E-mail：kokusai-ryugaku@ofﬁce.hiroshima-u.ac.jp
馬術部が中国四国大会で優勝
8月25日㈯から27日㈪にかけて、蒜山ホー

8月27日㈪から30日㈭にかけて、鳥取県民

スパークで行われた夏季中国四国地区学生

体育館で行われた第 63 回中国学生卓球選手

馬術大会で、馬術部が団体優勝しました。個

権秋季大会で、卓球部が団体優勝しました。

人でも、江坂俊人さん（理学部 3 年）
、西尾夏

個人でも、荒木亮祐さん（薬学部 5 年）がシン

央里さん（生物生産学部 4 年）
、竹葉千恵さん

グルス1 位入賞、小坂康文さん（理学部 2 年） （生物生産学部 3 年）が全国大会に出場する
が最優秀選手賞を受賞しました。
13

HU-style31 号

ことになりました。

10.2〜1.29
10.5、10
10.5〜10.15
10.6〜10.7
10.8
10.12
10月中旬

10.31
11.3
11.3〜4
11.5
11月上旬〜中旬
11.10〜11

11.10〜11
11.17
11.17〜18

C O V E R

講 師：益川敏英博士
（2008 年ノーベル物理学賞受賞）
場 所：サタケメモリアルホール
日 時：10月25日㈭
16:00 〜 17:30（開場 15:30）
問い合わせ：学術支援グループ
TEL 082-424-5674
ノーベル物 理 学 賞
受賞の益川敏英先生
を迎えて、講演会を開
催します。
「若いときに
何をすべきか」
「大学に
対して思うこと」
「現在
物 理 学 の 最 新 事 情」
などについて講演をし
ていただく予 定です。
ぜひご参加ください。

●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

入場無料

第 31 号

コメント

編 集 部 か ら の お 知 ら せ

場 所：社会科学研究科 157 講義室
日 時：11月3日㈷ 13:00〜
ホームカミングデー
問い合わせ：研究企画室
TEL 082-424-6037

人

今回の表紙は、図書館学生スタッフの皆さんです。普段は学内の各
図書館で、本の返却などできびきびと作業されている皆さんも、こ
の日は爽やかな笑顔で応じてくださいました。撮影された写真を見
ながらおしゃべりに花が咲く瞬間もあり、現場は楽しいムードで時
間が過ぎました。図書館では、利用者の方がさらに便利に、そして
楽しく利用できるような企画が実施されています。図書館をさらに
「使いこなす」ことで、新しい毎日が見つかるかもしれませんね。

表紙モデル
募集 !

広島大学学術講演会

な

図書館のバイト仲間たち

入場無料

「NEXT 明日を拓く科学」

最 先 端・次 世 代 研
究 開 発 支 援プログラ
ムを実際に推進してい
る先生 4 人から、その
成果を学生にもわかり
やすい内容でおのおの
45 分 程 度にまとめて
講演します。

2012年10月〜2013年1月

11月中旬〜下旬 Regional World Cooking
後期履修手続き
11.26〜12.7 授業参観週間
秋季入学式
11.30 HUSAプログラム派遣留学生募集
後期授業開始
締め切り
G.ecboプログラム参加学生募集
12月上旬 STARTプログラム参加学生募集
（〜下旬）
12.2 第 50 回フェニックス駅伝
広島夕学講座後期開始
12.14〜16 第 58 回中・四国国立大学連合
計 17 回開催
演奏会・連合美術展覧会
新入留学生オリエンテーション
12月中旬〜下旬 日本学生支援機構奨学金貸与額
日本学生支援機構大学院奨学生
通知書・適格認定奨学金継続願配布※
（平成 25 年度予約採用）出願受付※
日本学生支援機構大学院
酒まつり
第一種奨学金返還免除候補者
秋季交通安全講習会
申請書類配布
教育著作権セミナー
日本学生支援機構奨学金返還
会話パートナー参加学生募集
誓約書提出締め切り
NOIE（国際交流ネットワーク）
12月下旬 海外渡航リスク管理セミナー開催
登録学生募集
12.26〜1.7 冬季休業
HUSAプログラム派遣留学生
1.8〜 授業開始
募集開始
1月中旬 日本学生支援機構奨学金適格認定
後期授業料振り込み締め切り
奨学金継続願提出締め切り
合同留学体験報告会
1.15 学位記（博士）授与式
第 6 回広島大学ホームカミングデー
1.16〜 学生による授業評価アンケート
第 61 回広島大学大学祭・教育学部祭
教育プログラム評価アンケート
創立記念日
回答開始
※
日本学生支援機構奨学金返還説明会
1.28〜2.8 学期末試験
第 63 回中国五大学学生競技大会
1月末 日本学生支援機構大学院第一種
冬季大会 [サッカー、
奨学金返還免除候補者申請書類
バスケットボール、庭球 ]
提出締め切り
第 45 回霞祭
第 2 回 TOEIC IPテスト
注意…※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
第 63 回中国五大学学生競技大会
どで確認してください。
冬季大会 [ 剣道 ]

「現代社会と科学」

ソフトテニス部が中国大会で好成績

交流グループ（留学交流担当）

卓球部が中国大会で活躍

第 57 回広島大学講演会

〜10.15
10.1

●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

団体やグループでの参加を募集します。気軽に編集
部までお問い合わせください。

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）

編 集 後 記
「HU-style」10 月号のテーマは「活字力」。今回の HU
学生スタッフは、読者に勧めたい本を選び、実際に読ん
でレビューを書くことに挑戦しました。紹介した本は西
図書館で展示される予定だとか……。この機会にぜひ、
図書館に行って読んでみてくださいね。今回の取材をと
おして、読むことは、確実に自分の力になることをあらた
めて実感しました。だんだん読むことが苦痛になる私で
したが、積極的に活字に触れていきま〜す。（編集長 O）

HU-style 2012 年 10 月号 Vol.31（季刊）
編集・発行 : 広島大学広報グループ
住所 :〒739-8511 東広島市鏡山一丁目3 番 2 号
電話 :082-424-6131 Fax:082-424-6040
E-mail:koho@ofﬁce.hiroshima-u.ac.jp
※次号は 1 月上旬発行予定です。
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