
HU-styleスタッフ募集中!!

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?

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

生物圏科学研究科 免疫生物学研究室
魚類や鳥類の免疫機構や鳥類の多能性幹細胞の研究を行っています。研
究にスポーツに活発な研究室です。

工学研究科 建築環境学研究室
地理情報システムを活用したまちづくりや景観評価から建築物の省エネル
ギーに至るまで幅広く研究しています！

国際協力研究科 開発と環境研究室（金子・後藤ゼミ）
国籍・年齢のさまざまな学生が集い、環境経済学の視点から現地調査を通
して途上国の開発問題を英語で学びます!

医歯薬保健学研究院 疫学・疾病制御学研究室
ウイルス肝炎を中心に幅広く疫学研究を行います。主催学会での「健康維
持の鉄人」2人に囲まれた教授と教室員勢ぞろいです。

教育学研究科附属幼年教育研究施設 幼児心理学研究室
幼児の認知発達やそれに関わる保育者の研究に邁進中!! 一緒に子どもの
心を科学してみませんか?

生物圏科学研究科 食品工学研究室
食品の新たな製造技術や保存技術の開発について研究しています!
毎日楽しいお茶会開催中\(^^)/♪

理学研究科附属植物遺伝子保管実験施設
遺伝学を用いて、葉老化メカニズムとキク属植物の起源について研究を
行っています。女性陣が強いです!!

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、所属学年、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

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。
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広大生のための広報誌

特集

d*}tz就活
0qdqak ほんとのとこ、どうなん？



いつごろ、何社、
何回、いくら？

質問事項
Q1. 就活にかかった費用　　　　　　　Q2. 内々定をもらった会社数
Q3. ES（エントリーシート）提出会社数　 Q4. どんな宿泊施設に泊まったか
Q5. 広島県外へ移動した回数　　　　　Q6. 内々定（就職予定企業）が出た時期
Q7. 企業1社当たり最大で何回面接があったか
Q8. 総移動距離

就活を終えた広大生に聞きました。

●所属：工学研究科
●業種：電力
●職種：技術職

Q1. 費用約20万円
Q2. 内々定3社
Q3. ES7社
Q4. 宿泊は友人宅、ネットカフェ、
夜行バス（車中泊）など

Q5. 移動20回
Q6. 内々定2012年4月
Q7. 面接最大2回
Q8. 移動約8,320㎞

●所属：法学部
●業種：金融
●職種：事務職

Q1. 費用約10万円
Q2. 内々定2社
Q3. ES約15社
Q4. 宿泊は帰省先、友人宅
Q5. 移動約15回
Q6. 内々定2012年4月
Q7. 面接最大5回
Q8. 移動不明

●所属：教育学部
●業種：通信
●職種：事務職

Q1. 費用約30万円（内約20万
円返ってきました）

Q2. 内々定3社
Q3. ES約20社
Q4. 宿泊は友人宅、ネットカフェ、
スパワールド

Q5. 移動27回
Q6. 内々定2012年4月
Q7. 面接最大4回
Q8. 移動約19,920㎞

●所属：経済学部
●業種：金融
●職種：事務職

Q1. 費用約60万円
Q2. 内々定1社
Q3. ES約52社
Q4. 宿泊は友人宅
Q5. 移動45回
Q6. 内々定2012年4月
Q7. 面接最大15回
Q8. 移動約31,740㎞

●所属：教育学部
●業種：電力
●職種：事務職

Q1. 費用約13万円
Q2. 内々定4社
Q3. ES60社
Q4. 宿泊は友人宅
Q5. 移動10回
Q6. 内々定2012年5月
Q7. 面接最大5回
Q8. 移動約8,760㎞

●所属：経済学部
●業種：運送
●職種：事務職

Q1. 費用約30万円
Q2. 内々定1社
Q3. ES約20社
Q4. 宿泊はビジネスホテル
Q5. 移動20回
Q6. 内々定2012年5月
Q7. 面接最大3回
Q8. 移動不明

●所属：文学部
●業種：マスコミ
●職種：その他

Q1. 費用約10万円
Q2. 内々定2社
Q3. ES10社
Q4. 宿泊は友人宅
Q5. 移動6回
Q6. 内々定2012年8月
Q7. 面接最大2回
Q8. 移動約3,500㎞

●所属：文学部
●業種：鉄道
●職種：事務職

Q1. 費用約23万円
Q2. 内々定1社
Q3. ES18社
Q4. 宿泊は姉妹の下宿先
Q5. 移動15回
Q6. 内々定2012年4月
Q7. 面接最大6回
Q8. 移動約7,160㎞

●所属：工学部
●業種：自動車
●職種：技術職

Q1. 費用約10万円
Q2. 内々定2社
Q3. ES10社
Q4. 宿泊は友人宅
Q5. 移動6回
Q6. 内々定2012年4月
Q7. 面接最大3回
Q8. 移動約4,280㎞

●所属：生物生産学部
●業種：公務員
●職種：その他

Q1. 費用約20万円
Q2. 内々定2社
Q3. ES4社
Q4. 宿泊は親戚の家、ホテル
Q5. 移動2回
Q6. 内々定2012年8月
Q7. 面接最大2回
Q8. 移動約2,460㎞

20万～30万円の
出費は覚悟。

移動距離、3万キロ以上も！

ESの数は人それぞれ。多い人は60社も。 宿泊には、友
人宅も活用

。

ネットカフェ
で過ごす日

も。

大矢　祥平さん　国際協力研究科M2
総合商社/事務職に内定

内々定は4月ごろが多い。
祝祝

将来は自分の好きな仕事に就職したい！ でも広大生はどんな就活をしているの？
企業の人はどう見ている？ 広大生の等身大の就活を紹介します。

d*}tz就活
0qdqak ほんとのとこ、どうなん？

地方国立大だと、「私立?」なんてことも。学歴差別も何度か目の当たりにした。
距離、情報、お金で不利な広島だが、機会は自分で見つけられる。
大切な話も聞ける。努力し願い続けられる。
目指す企業の先に成し遂げたいことがあるのなら。

貪欲に機会を
つかむ。

文/経済学部2年　多田　明日美
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コミュニケーション能力は重要か?

■安部（学生スタッフ）：今回の座談会は、就活に関する学生の疑問に、
自由に答えていただく企画です。いろんなお話が聞けるのではないか
と、僕自身、楽しみにしていました。それでは最初の質問!「面接の時、
学生のどこを見ますか」
■小川さん：その人がどんな資質、人間性を持っているのかを見ますね。
そしてなぜわが社を志望したのかを質問を通して探っていきます。
■福原さん：志望動機はやはり気になりますね。この人はしっかりと会社
の業務を理解しているのか、誤った理解をしていないかを確認します。
そして仕事に必要な基礎的な能力や、厳しい状況にも耐えうる力があ
るかどうかを、実際の経験などから見ます。何をどう伝えるか。面接は、
コミュニケーション能力を確認する場でもありますね。

■松浦さん：人との付き合いは、仕事で非常に重要です。最近は、メー
ルなどで直接話すことが少なくなり、人との付き合いが希薄になりつつ
あります。大学と違って、会社はいろんな世代の人と関わりますし、お
互いに思っていることに相違がないか、確認する必要があります。その
ような点で、コミュニケーション能力は重要ですね。

（3人ともうなずく）
■安部：皆さんうなずいておられますが、コミュニケーション能力は、それ
ほど重要なものですか?

■小川さん：その人自身にとっても、非常に重要
なものになると思います。この能力が低いと、企
業人として集団の中で働く時、仕事の連携がう
まく取れなくなるなんてこともありますから。

画一化する学生たち

■安部：面接で「大学で取り組んだことは何です
か」という質問に対し、サークルやアルバイトの
話をする学生がいますが、その時に採用する側
が見るポイントは、どんなところですか?
■松浦さん：活動が全て成功するわけではありま
せんから、失敗もありますよね。その時にどのよ
うに失敗を乗り越えてきたのか、このような経
験は仕事にも通じるものがありますから、そのプ
ロセスを詳しく聞きますね。
■小川さん：サークルもいうなれば一つの組織で
すから、その中で自分の役割をいかに見いだし
ているかですね。会社で働く時にも同様のこと
が求められます。
■安部：大学でしてきたことって、いろいろありま
すよね。サークルの他にも、留学とか自分で事
業を立ち上げたとか、成し遂げたことの大きさ
は異なりますが、大きさは重要ですか?
■福原さん：成し遂げたことの規模が大きけれ
ば、その人は会社でも大きな成功を収められる
かもしれません。でも実際は、会社の仕事に直
結することはなかなかありませんから、その大き
さだけで「採用」ってことはまずありませんね。

（3人ともうなずく）
■小川さん：新卒者の採用は、学生の実績だけを評価しているのではな
いんですよ。今まで学生として勉強し、さまざまな体験をしてきたその
人が、会社で仕事をこなせるかどうか、いわばその人の「可能性」を見
ています。
■安部：最近の学生は「可能性」を持っていますか?
■福原さん：人それぞれです。でも最近の傾向として残念に感じるのが、
皆さんが思っている以上に、同じタイプの学生が増えていることです
ね。
■松浦さん：学生に質問をしても、い
つも同じような回答が返ってきます。
どこか聞いたことのある単調なもの
ばかりで、個性が失われている気が
します。
■福原さん：私たちは質問を通じて、
その人の個性や資質を確認していま
す。ですから面接の場で、就活本に
載っているような定型化された返答では、私たちが知りたいことが伝
わってこないんです。就活本を読むことも必要ですが、参考程度にして、
もっと自分の言葉で話すようにしてほしいですね。

“就活生”になってほしくない

■安部：ではズバリ、就活生に求めるものって何ですか?
（3人とも悩んでいる様子）
■小川さん：能力ではありませんが、しっかり自己分析してほしいですね。
これからどんな人生を歩んでいきたいか、その中でどんな仕事をしたい
か、そして今まで経験してきたことを応用すれば、会社でこんなことが
できると。明確な意識を持って、面接に臨んでもらいたいですね。
■福原さん：いわゆる「就活生」になってほしくないですね。皆さんは、きっ
と何かを目指してがんばってきたと思います。それなのに、就活のため
だけに自分を取り繕って仕事を決めてしまうと、いつか「自分のしたい
仕事ではなかった」と気付き、後悔してしまうかもしれません。就活を
始める前に自分の原点に立ち返ってよく考え、面接では自分がしてき

たことをきちんと伝えてほしいですね。
■松浦さん：同じようなことですが、目的意識を持つべきだと思います。
周りがやっているからではなく、自分は何がしたいのか、「自分」を持っ
ていてほしいですね。
■安部：予想外です! もっと、発言力や打たれ強さといった回答だと思っ
ていたのですが……。
■福原さん：質問に対して、素早く軽快な口調で話す人もいれば、熟考
して答える人もいます。対応力が高い人はもちろん必要ですが、地道に
コツコツと能力を発揮していく後者のような人も、有望な人材です。そ

のような人を見逃してはいけないと、私たちは
考えています。
■松浦さん：打たれ強さも同様ですね。生まれ
育った環境が違うから、個人差はあると思いま
す。でも仕事をやり抜く「我慢強さ」は、やはり
ほしいですね。仕事には嫌なことも、もちろんあ
りますから。

最後に一言

■小川さん：今の就活は、買い手市場のように言われていますが、実は
そうではないです。私たちは対等な立ち位置で、採用活動を行っていま
す。エントリーシートも、提出されたものは全て見ています。臆すること
はありません。優秀な資質を持っている皆さんです。学生時代に勉強
や社会活動など、いろんな経験を積んでください。
■福原さん：大学の勉強に、しっかり取り組んでください。専門分野の学
習は、将来、物事を考える軸になります。大学の勉強には、明確な答え
がないものがありますよね。会社でも一緒です。答えが分からない問題
を掘り下げて考え、おそらくこれだろうという答えを出す。こうした「考
え、選択する」訓練を積み上げてほしいと思います。
■松浦さん：今のご時世、一つの業界に絞って100%の熱意のみで就職
するのは難しいと思います。だから企業研究を時間が許す限りしてくだ
さい。意外な業界で、興味があることに出会えるかもしれません。企業
研究を通じて、自分の可能性を見いだしてください。

アヲハタ株式会社
経営推進本部

総務部人事・労務グループ
チーフ 松浦　学さん

中国電力株式会社
人材活性化部門（採用担当）
副長 福原　洋平さん

株式会社もみじ銀行
経営管理部  副調査役
小川　晴正さん

アヲハタ株式会社
経営推進本部

総務部人事・労務グループ
チーフ 松浦　学さん

中国電力株式会社
人材活性化部門（採用担当）
副長 福原　洋平さん

株式会社もみじ銀行
経営管理部  副調査役
小川　晴正さん

就活セキララ座談会 気になるアレコレ
聞いちゃいました

ご協力いただいた企業　アヲハタ株式会社、中国電力株式会社、株式会社もみじ銀行（50音順）

一般に就活について言われていることが全て
ではないと、ひしひしと感じました。自分を磨
いていきたいですね。
取材・記事/経済学部1年　安部　大地

大変お忙しい中、ありがとうございました。企
業の方が、就活生に真摯に向き合ってくださ
る姿勢に胸打たれました。
取材/文学研究科M2　吉原　みどり

とても貴重なお話を聞くことができました。担
当者の方々、ご協力くださってありがとうござ
いました。
取材/経済学部3年　神岡　遼

厳しい就活戦線の中で、企業はどのような人材を求め、採用を決めているのでしょうか。
なかなか聞けない就活の疑問を、企業の人事担当者に直接ぶつけてみました。

日笠山　聡さん　理学研究科Ｍ２
製薬会社/技術職に内定

田尾　薫さん　総合科学研究科M2
鉄道会社/技術職に内定

自分は、今まで何をしてきたか、どんな働き方をしたいのか。
不安だらけ、分からないことだらけの就活。
見つけた答えは、人を笑顔にする仕事だった。
自分自身も、笑顔を絶やさない就活で、夢への一歩を踏み出せた。

ありのままが
100％の私。

私の夢って
何だ？

就活で感じたこと。
「したことがないのに、分かるわけがない」
どんなに“分かる人”や“できる人”に着飾っても、見透かされてしまう。
今、“できない”“わからない”は仕方がない。
だからこそ、目の前のことをがんばって、自分を磨くのだ。

文/経済学部1年　安部　大地文/総合科学部1年　藤本　迪子
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お役立ちアイテム・サービス!就活に必須
「就活に向けて、何を準備すればいいのか分からない」という人は多いのでは?
そこで、就活を終えた人たちに、実際に役に立ったアイテムやサービスを聞きました。

ちょっと気になるQ&A就活の疑問

広島大学東京オフィス首都圏の就活拠点として、活用しよう

実際どうでした? 就活を終えた人たちに、気になるあれこれを聞いてみました。

東京オフィスのスタッフは、広島大学にゆかりのある人ばかりです。気軽にオフィスのドアを叩いてください。
一緒に就活を乗り切りましょう!

川野未奈帆さん　教育学部4年
教員採用試験（中学）に合格

内定を次々獲得していく友達。
私は教採一本、受けるのも一つだけ。
くじけそうな私を後押ししたのは思い出だ。生徒と一緒に泣いていた、男勝りな先生。
あの先生に憧れて大学受験も乗り切った。理想に近づきたい。
大切なのはこれからだ。

小河史和さん　経済学部4年
損害保険会社に内定

人一倍動いた。編入していたので、引け目があったからだが、とにかく動いた。
行動がいろんな情報を引き出し、視野を広げ、たくさんの縁を生んだ。
自分の行動や努力は、そのまま自信へとつながる。
だから、面接でも揺るがなかった。

思い出の後押しで
憧れの入り口に

浪費も
成長の糧になる

面接対策グッズ 「ES（エントリーシート）のコピー、予備の履歴書一式、証明写真のデータの入ったUSBメモリー、クリアファイルなど」
面接ではESを基にした質問もされます。どんなESを書いたのか、事前に確認しておくことが大切です。面接直前以外にも、移動の合間に確認
するとよいようです。面接の後に資料を渡されることもあるので、クリアファイルを持っておくとよいと感じた人もいました。

夜行バス
急な呼び出し以外は、節約のために夜行バスを

使う人が多いようです。バス内でできるだけ寝られるよう
に、アイマスクや携帯枕を持ち込む人も。携帯の電源を
切っている間に連絡が入って不都合が生じないため、移
動は飛行機を使わない方がよいというアドバイスもありま
した。

ネットカフェ、カプセルホテル
都市部に行った時、短期間の滞在だと、ネット
カフェやカプセルホテルの利用が多いようです。

2週間や3週間など、長期間滞在する場合は、ウィーク
リーマンションの利用も多いようです。その他に、友達の
家に宿泊する人もいました。

キャリアセンターの就活支援バスツアー
キャリアセンターが、例年12月に、大阪や東京など大都
市圏へ向かう就職支援バスツアーを実施しています。ツアー中

に、大都市圏で働く卒業生との懇談会もあります。参加した学生によると、
「大手商社など、入れないと思っていた企業にも広大OBがいて、自分もや
れるんだと自信が湧きました。実績を挙げ、海外支局のトップになっている
人もいました。バスツアーに参加して、自分に自信を持つことができました」
と就活意欲を高めることができたそうです。

意外な役立ちグッズ「就活ノート」
「就活でノートを作るの?」と思う人もいるかもしれませ
んが、就活のためにノートを作る人は意外と多くいま

す。ノートの内容は、説明会のメモや面接での質問内容だけでなく、企業
説明会で感じたことやその企業のキーワード、自己分析などです。感じた
ことや企業のキーワードは、面接前に見直すと、話題の引き出しになるの
で良かったとのこと。勉強して努力した証しとして、お守りのような役割だ
と言う人もいました。

キャリアセンター制作「就活ノート」
ノートの中は、就活スケジュール、就活
マニュアルなど、必要な情報がたっぷり
入っています。キャリアセンターに行けば
もらえるし、学内の企業説明会でも配布
しています。ぜひ、活用してください。

●企業情報収集、資料作成、面接の準備に…オフィスのパソコンやプリンター・
コピー機が無料で利用できます。学内LANへも接続でき、学内と同じ環境でイ
ンターネットも利用できます。
●企業を知るため先輩を紹介します…就職希望先企業のOB・OG探しをお手
伝いします。先輩との面会場所にも東京オフィスを利用できます。
●リクルートスーツの着替え、休憩に…夜行バスで朝方新宿駅に到着して、い
ざ企業に訪問! でもスーツに着替えてお化粧もしなくちゃ。オフィスの入居して
いる建物では着替えができます。また近隣には、シャワーブースのあるインター
ネットカフェもあります。東京オフィスは休憩場所としても利用できます。

Q.リクルーター面接って何ですか?
喫茶店で会社のリクルーターと話すような面接です。プレエントリーすると、会
社のリクルーターから声を掛けられることがあります。面接は優しい感じが多

かったのですが、威圧的な場合もありましたよ。この面接を通して「自分のことが分
かっていなかった」と感じたり、その企業について深く考えたりするようになりました。
リクルーターが広大のOBということもあります。

Q.ESって使い回しできますか?
志望動機以外は、同じことが書けました。自分の長所は、どの企業を受けても
変わらないですから。ただ、志望動機はそれぞれに考えました。最終面接に近

づくにつれ、ESの内容について深く聞かれるようになりますので、うわべだけで伝わら
ない志望動機だと、内々定までたどり着かないと感じました。しっかりと考えて書きま
しょう。

Q.ESや面接の練習ってどうしましたか?
友達とESを見せ合ったり、面接をし合ったりしたのが良かったです。特に、同じ
業種を目指している人同士だと、学ぶところが多かったです。他の人のESを見

ることで、書き方の参考にもなるし、面接官がどのような観点で見ているのかを感じ
ながら、客観的に自分を見ることができました。キャリアセンターでも、ESの添削や面
接指導をしてくれますよ。

Q.就活と並行しての公務員試験や教員採用試験の対策は?
日程的に不可能ではないですが、心身共に大変なのは言うまでもありません。
実際にしている人もいますが、「どっちかに引っかかるだろう」というスタンスで

はうまくいかないと思います。現実的には、「公務員試験を中心に考えるけどこの企業
だけ受けてみたい」というぐらいがいいのかもしれません。

Q.面接で困った質問は? どう答えましたか?
Aさんの場合…わが社の悪い点を教えてください。

私は「国内ではシェア率が高いが、海外を見たときにパッとしな
い」という新聞記事を読んだことを話し、その上で自分の考えを

述べました。最終的には「こうしたら良くなる」というポジティブな返答
をするように気を付けました。
Bさんの場合…わが社は、第一志望ですか?

「40社受けていて、トップ10内に入っています」と答えたのです
が、面接官には上から目線に受け取られたようで、良い回答では

ありませんでした。本当に第一志望なら良いのですが、そうでもないの
に「第一志望だ」と答えるのが嫌な人は、「どうしても入社したい企業の
中に入っています」というくらいにとどめておけばよいと思います。
Cさんの場合…香川県人と広島県人
の違いは何だと思いますか?

私は「香川県人はうどんが有名
なだけに、コシのある人が多い

です」と回答しました。面接官の意図
を読み取ることも大事ですが、困った
質問は、真面目に正解を探せばいいと
は限りません。少し軽い気持ちでこの
質問に答えましたが、「あの質問に答
えられなかった」とネガティブに考えるのではなく、軽く流せるぐらいの
方が、その後の質問にもすっきりと答えられると思います。

A
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開館日…平日　9：30～12：00、12：45～18：00広島大学東京オフィス
〒108-0023  東京都港区芝浦3-3-6
キャンパス・イノベーションセンター（CIC）409号室
TEL：03-5440-9065　FAX：03-5440-9117
E-mail…liaison-office@office.hiroshima-u.ac.jp
HP…http://www.hiroshima-u.ac.jp/liaison/
※JR山手線・京浜東北線  田町駅（芝浦口）下車、徒歩
1分です。（駅の階段を下りると、約10メートルほどでCIC
東京の玄関です）

鏡、携帯裁縫道具、ヘアピン、
替えのストッキングなど

身だしなみグッズ
携帯電話・スマホの充電器、
電池パック

モバイルグッズ
マスク、のどあめ、風邪薬、
ウェットティッシュなど

健康グッズ

企業からの
連絡手段は
基本的に
電話!

身だしなみは
基本中の
基本!

いつでも
油断は
禁物!

利用方法など詳しくは東京オフィスHPへ

取材・記事/教育学部2年　野田　順平

文/経済学部2年　多田　明日美文/教育学部2年　野田　順平
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研究分野について教えてください。

　専門は「解剖学」です。講義で人体構造
を分かりやすく教えるため、いろんな模型を
作っています。きっかけは、助手として解剖
学を研究し学んだ解剖実習です。最初は、
面白くないのであまり好きじゃなかったんで
す。それが、解剖学教員のための実習セミ
ナーで、人体の発生学、つまり体がどのよう
にして形成されていくのか、模型を使って教
えられた時「こんなにも面白く、分かりやすく
伝えることができるのか!」と感動しました。
　それ以来、YKS消化管発生模型※をはじ
め、多くの人体模型を作りました。今や、体
のあらゆる部分の模型を作ってしまい、次の
テーマを決めるのが一苦労です。
　私が担当する学生は、卒業研究としてこ

うした模型を作っています。

「模型のほとんどが手作り」と
聞いたのですが。

　人体模型は、メーカーからも発売されて
いますが、とても高価ですし、私が表現した
いものを伝えきれていないんです。実際、私
の模型の材料は、紙粘土や木材、ストッキ
ングに椅子のキャスターなど、ホームセン
ターや百円ショップでそろう安価なものばか
りです。それに自作なので、自分のアイデア
をいくらでも採用できます。
　確かに手間はかかりますが、それを省か
ず、自分で一から作ります。人体の動きをど
の材料を使って、どのように表現するか、試
行錯誤しながら考えることは非常に面白い

ですね。専門の人に模型を見せると「欲し
い」と言われることもしばしば。ただ手作り
のため量産が難しいので、これを商品化で
きればうれしいですね。

里田先生から広大生に一言。

　勉強しましょう。そしてじっくり物事を考え
てください。勉強すれば、自分の主観的な発
想だけでなく、客観的視点で物事を考えら
れるようになります。
　私も、授業で学生に分かりやすく説明す
るには、どのように模型を作ればよいか、常
に考えています。じっくり考えていると、答え
はふと思い付きます。ちなみに、私は布団の
中で考えると、良いアイデアが思い付きます。
学生の皆さん、考え抜いてください。

広 く て 深 い 研 究 の 世 界
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この仕事を選んだ理由は?
　子どもの頃からテレビが好きで、「テレビ関係の仕事に就き
たい」と漠然と思っていました。大学では半導体について学ん
でいましたが、「自分の好きなことを職業にしたい」という思い
が強かったので、テレビ局で働くことを目指すようになりました。
そして理系出身なので、専門的な知識を生かせればと思い、技
術職を志望しました。

仕事の内容は?
　現在は、放送システ
ム部に在籍し、主に放
送機器のシステムメンテ
ナンスを担当していま
す。機器の情報・特徴
を理解して、より良い放送を届けられるよう、責任を持って仕事
に当たっています。
　前部署の制作技術部では、テレビカメラマンをしていました。
自分の撮った映像が電波に乗って視聴者の皆さまに届くことを
実感し、一瞬の大切さを知りました。

仕事での大きなチャレンジは?
　実業団駅伝で、中継車のカメラを任されたことです。先輩か
ら厳しい技術指導を受け、過去の映像も研究しました。4時間
の中継はあっという間に終わり、先輩からお叱りとともに「よく
やった」と言ってもらえたことが印象に残っています。
　東日本大震災の際には、技術要員として現地に派遣され、
被災地の風景に大きなショックを受けました。被災された方を
直接助けられるわけではありませんが、「全国に被災地の現状
を知ってもらい、支援の輪を広げることがテレビ局の使命」と感
じました。

就活で心掛けたことは?
　「就活」は、自分の仕事
に対する思いを会社に伝
える場です。私の場合は、
「テレビが好き」という思い

を面接官に伝えました。「思いを伝える」のも、コミュニケーショ
ン能力の一つですし、その力を鍛えれば、面接官にも伝えられ
るはずです。就職してからも、自分の思いをしっかりと相手方に
伝えなければ、良い仕事はできないでしょう。

会社での仕事は?
　主にオタフクソース株式会社など、お多福グループの採用活
動を担当しています。就職活動をする皆さんと会う機会がある
かもしれませんね。学生時代、小学生のお楽しみ会を企画する
サークルに所属したことで、人前で話す度胸が身に付きました。
採用担当という職務柄こうした経験が役に立っています。

どんな会社ですか?
　経営理念の一つに
「人々に喜びと幸せを広
めることを自らの喜びと
します」というのがあり、
この理念に強く共感し
たから、私はオタフクソースを選びました。
　中小企業なので、若手の時からさまざまな仕事に取り組め、
さらに重要な仕事を任されることもあります。それを「成長の
チャンス」と捉えて、日々の業務に励んでいます。私も入社2年
目に、新入社員研修の企画・立案・実施を任されました。新入
社員だった時に受けたものを、一年後に自分が提供することに
戸惑いましたが、先輩方の助言もあり、無事に終えることがで
きました。限界を定めずに殻を破れた良い経験です。

学生と社会人の違いとは?
　「時間とお金」が逆転します。学生は、時間はあるけどお金が
ない。社会人は、お金はあるけど時間がない。これを痛感して
います。人との付き合い方も変わりました。学生時代は比較的
限られた範囲ですが、社会人になるとさまざまな方との交流が
あります。プライベートでも人の輪を広げやすくなりました。

今後の目標は?
　仕事では、再来春の
採用活動に力を入れて
います。
　HU-styleの今回のテーマは「就活」ということですが、オタフ
クソースにも興味を持ってもらえるとうれしいですね。私の上司
の言葉ですが、「熱意は人を動かす」という言葉があります。就
職活動をする学生の皆さんは、この言葉を意識してみてはいか
がでしょうか。
　個人的な目標としては、自己啓発のために資格取得を目指し
ています。日々、勉強の毎日です。
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取材を
終えて

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。研究室訪問

終始にこやかにお話してくださった姿が印象的でした。こんな会
社で働けたらいいなと思いました。
取材・記事/経済学部3年　神岡　遼

徳永さんの「テレビが好き」という熱い思いが印象的でした。取
材後に局内を案内してもらったことも、貴重な経験となりました。
取材・記事/法学部2年　石川　裕佳

気さくに人体構造を発生学的に教えてくださった里田先生。紙
面の関係上、その説明をより詳しく書けないのが非常に惜しい
ほどです。取材・記事/経済学部1年　安部　大地

ハードルが
高いほど
成長のチャンス

ハードルが
高いほど
成長のチャンス

「就活」は
「思い」を
伝える場!

「就活」は
「思い」を
伝える場!
徳永智大 Tomohiro Tokunaga
株式会社中国放送 技術局 放送システム部
（2008年3月 先端物質科学研究科修了）

三山慶子 Keiko Miyama
お多福グループ株式会社 人事広報部人事グループ
（2007年3月 文学部卒業）

筋肉の動きを再現し、唇がリアルに動く。人体の構造が分かるアプリの開発も企業と手掛ける。

じっくり
物事を考えよう!
広島大学歯学部卒業。1984年本学歯学部助手に就任。1998年助教授、2005年から現
職。専門は解剖学。
人体の構造を分かりやすく説明するための解剖学的発生模型、および機能模型の開発に
努めている。

医歯薬保健学研究院

里田　隆博 教授  Takahiro Satoda

※YKS消化管発生模型…発案者の故山田致知金沢大学名誉教授、監修
の熊木克治新潟大学名誉教授、製作者の里田先生、3人のイニシャル
を取って命名された模型。

7　HU-style32号 HU-style32号　8※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）。



「日本とインドの違いを肌で感じている」と言うトーマスさん。私も海外に
行って、自分の肌で文化の違いを感じたくなりました。
取材・記事/経済学部2年　多田　明日美

初取材で緊張しましたが、所属しているコースの先輩である川元さんの話
はためになり、自分の将来とも重ねて考えることができました。
取材・記事/教育学部1年　尾崎　結子

“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。
“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。

憧れの日本
　インドの大学にいた時から、機械物理を研究しています。日本は、
機械物理の分野に限らず、機械の分野全般で技術が優れていて有
名なので、昔から「日本で勉強したい」と思っていました。また「日

本は平和な国」という話を聞
いていて、さらに私の出身大
学と交換留学の提携を結ん
でいたので、広島大学に留学
することを決めました。
　実際に留学してみると、聞

いていたとおり、平和な国で、人もとても優しいです。特に研究室で
は、教授は分からないところを何度聞いても毎回丁寧に答えてくれ
ますし、仲間が助けてくれるので、本当に助かります。

シャイな日本人
　日本に来たばかりの頃は、日本
語をうまく話せない上、故郷から遠
く離れた土地で、一人で過ごすこと
がとても不安で寂しかったです。イ
ンドでは親戚と一緒に住むので、1
家庭に10人ぐらいいて、毎日にぎ

やかです。また隣人ととても仲が良く、家に呼んで話すこともよくあ
りますが、日本では隣人とはあいさつ程度なので、「日本人はとても
シャイだな」と感じました。そして
最初は、「寂しいな」と思っていま
したが、今は研究室に行くと、み
んなとても仲良くたくさん話をす
るので、寂しい思いをすることも
なく毎日楽しいです。

日本のため、インドのために
　これまでは、大学院で毎日朝から晩まで研究していましたが、12
月ぐらいから就活を始めました。広島県内の会社に就職して、そこ
が将来、インドへ支店を作ること
になったら、駐在員としてインドへ
帰り、自分が日本で学んできた技
術を広めたいです。日本とインド、
両国のために役に立てる、これほ
ど光栄なことはありません。

体感地球

セルバラージ・トーマスプラブ
SELVARAJ THOMASPRABHU
工学研究科M2（インド出身）

広島で雪を初めて見た時、感激したが、暑い
地域の出身なので冬の寒さはつらい。しかし
めげることなく、日々亀裂の研究にいそしむ。
研究室旅行で行く温泉が楽しみ。

川元 志織 Shiori Kawamoto
教育学部4年

「日本語教育海外実習研究」という授業の一
環で、イギリスのオックスフォード・ブルック
ス大学での実習に参加。現地での授業体験
などを通して、「日本語教師になる」という思
いを強くした。

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。

こ が り た !そ 知 い

編集長!

特ダネ持って
帰ります。聞きに行くゾ～

興味があるなら
早いうちに海外へ

わ た し の 留 学 体 験

イギリスへ

日本語を教えるために
　日本語教育の実地研修で、オックスフォード・ブルックス大学へ
3週間行きました。向こうの学生たちは、日本語はもちろんのこと、
日本のアニメや音楽、アイドルに興味を持つ人が多く、指導して感
じたのは、「日本語を学んでいる人には、やる気や意欲のある人が
多い」ということです。
　もともと「日本語教師として、学んでい
る人の役に立ちたい」と思って、1年生
の時から、ボランティアで日本語を教え
ていましたが、今回の研修で、その気持
ちがさらに強くなり、「大学の語学の先
生」という新たな選択肢も考えるように
なりました。

思わぬハプニングも
　研修先の大学は、IT化が進んでいて、黒板は使用せず、パワーポ
イントなどパソコンを活用する授業が多く、行く前に考えた「ホワイ

トボードに日本語の文を書いた
カードを貼って」といった指導
方法を実行できないこともあり
ました。他にも、バスを乗り過ご
し終点まで行ってしまい、地図
を見ながら歩いて帰ったことも
ありましたが、何とか無事に乗
り切ることができました。

進学、そして就職に向けて
　1・2年生の時は、「なぜ、受ける
のか」よく分からなかった授業も、4
年になった今は、「無駄ではなかっ
た」と感じています。それから、興
味があるなら、早いうちに海外へ
行った方が良いです。私は、日本語

教師になることを目標に大学院へ進学し
勉強を続けますが、イギリスに行ったこと
で、「就職するときは、大学で学んだこと
が生かせるような仕事、『勉強をしてきた』
と自負できる仕事に就く」という思いが強
くなりましたから。

インドから

日本とインドの
ために働きたい!
日本とインドの
ために働きたい!

お世話になった先生と

ロンドンを観光

大学院進学も進路の一つ!!

Check1 広島大学の大学院

11研究科

理系の学部生の6～7割が、研究科へ進学しています。
社会科学研究科には、仕事を続けながら勉強できる夜間の専攻がありま
す。国際協力研究科の院生は、7割ほどが外国人留学生で、異文化に触れ
ながら研究できるそうです。

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
医歯薬保健学研究科　工学研究科　　　生物圏科学研究科
国際協力研究科　　　法務研究科

自然科学、人文科学、社会科学の
幅広い学問分野・研究領域を網羅

Check2 大学院の修業年数

Check3 大学院入試

★出願の際には、「研究計画書」や「志望理由書」の提出が求められる研究科
があります。どのような研究をどのような方法で行うのか、自分の研究の意義
をどのように見いだすか。明確で具体的な目的意識を持って書きましょう。
★図書館には大学院入試の過去問題があります（過去3年分・全ての専
攻分はない）。ホームページに公開している研究科もあります。ぜひ、活用
しましょう。
★外国語試験、またはTOEIC・TOEFLの成績証明書を提出する研究科も
多いようです。外国語も手を抜かずにがんばりましょう。

Check4 入学時期

研究室の仲間とゼミ旅行で岩国へ

留学生の友人と宮島へ

研究室の仲間とゼミ旅行で山口へ

震災直後から、ドアにずっと
貼られているポスターです。

学部4年生には就職以外に大学院へ進学する人もいます。
何となく知っているけど、そもそも大学院ってどんなところで、学部との違いや魅力は? そんな疑問を大学院生に聞いてみました。

●一般入試は、多くが外国語・筆記試験（基礎科目・
専門科目）・口述試験。

●推薦入試・フェニックス入試・社会人特
別選抜・外国人留学生特別選抜・AO入
試などもあり。

●年に2回実施される場合もあり。

注意:大学院の詳細は、研究科ごとに違います。各研究科のホームページで確認し、不明点は、各研究科の学生支援グループに相談しましょう。

※医歯薬保健学研究科のうち、医歯科学専攻は修士課程2年、医歯薬学専攻は博
士課程4年。

※法務研究科には、2年コース（法学既修者）と3年コース（法学未修者）があり、専
門職学位課程といいます。

博士課程前期（2年）
博士課程後期（3年）

4月入学
10月入学
※10月入学は、全ての試験形態に設けられているわけではないので、要項をよく確認
しましょう。

※入試時期は、推薦入試は7月、一般入試は8月～9月、1月～2月など。就活などと並
行して受ける人は、出願期間も要チェック。

取材・記事/文学研究科M2　吉原　みどり

1.大学院の魅力は?
　何と言っても、自分の興味・関心に割く時間が多くなることです。研究対
象と深く対話でき、自分がどんなことにひかれ、知りたいのかという自己発
見にもつながります。
　専攻によっては、学部では触れなかった研究方法（フィールドワークなど）
に踏み込み、社会との関わりを見いだしながら研究を進めることができ、大
いに視野が開けます。

2.学部との違い
　TA（Teaching Assistant）やチューターといった、教育補助の役割を担う
ことがあります。後輩の面倒、先生の研究の手伝いなど、周りへの配慮が必
要で社会性が求められます。学会の準備など、研究の催しの運営に携わるこ
ともあります。何よりも、研究対象に対する熱意や理解は、さまざまな発表や
質疑で如実ににじみ出るもの。仲間と切磋琢磨し、努力することが大切です。

3.院生の生活は?
　授業の有無にかかわらず、実験室や研究室にいる時間が多くなります。学
部の時は知らなかった資料の存在を知ったり、使い方の幅が広がったり、
研究室を思う存分使えます。実験やレジュメ作りが夜中や明け方までかか
ることもしばしば。就寝用の毛布がある研究室も……。
　体力やペース配分も大事で、集中力も求められます。アルバイトをする時
は、研究とのバランスをきちんと考えましょう。

4．どんな授業を受けているの?
　講義形式、演習形式などさまざま。勉強会や報告会などもあり、ゼミやセ
ミナーといった、学会向けの発表を行う研究科もあります。

発見…大きな魅力
受け身ではなく自ら問いかける

姿勢にシフトすれば、たくさんの発見
があるはずです。
「自分だけしか知らないことを知る」
「自分なりの解釈をひらめく」など。

発表（報告）…進行状況や成果を伝える場
自分の努力や姿勢が問われるので緊張します。しかしいろいろな意

見や批評をもらい、研究を前進させるきっかけでもあります。

学会…発表・討論の場
他大学の学生や先生など、同じ研究分野のメンバーが集まります。人

の輪を広げ、視野を広げる絶好の機会で、発表すると度胸も付きます。

修士論文・博士論文…大学院の目玉
卒業論文に比べ、さらなる厳密性や考察力が求められます。大変だ

けど、何よりも楽しむことが大切です。書き上げた時、何かを乗り越えられた
気持ちになります。

根性…諦めないことが大切
研究は苦しいこともしばしば。しかし成果を人に見える形にできた時

には、確かな達成感があります。

大学院ってどんなところ?

院生のキーワード
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Event&

　11月3日㈷、第6回広島大学ホームカミン
グデーを開催しました。サタケメモリアルホー
ルでは、金工作家で東京藝術大学学長の宮
田亮平氏の講演、ホール周辺では、学生チー
ムによる趣向を凝らしたステージや、包括協定
を結んでいる市町の物産展、各学部・研究科
では多種多様な企画
などを開催。4,000人
を超える参加者が訪
れ、交流を深めました。

　11月3日㈷・4日㈰の2日間、東広島キャン
パスで第61回広島大学大学祭・第13回広島
大学教育学部祭を開催しました。また、11月
10日㈯・11日㈰の2日間、霞キャンパスで第
45回霞祭を開催しました。

　11月13日㈫に、平成24年秋の褒章伝達式
が行われ、先端物質科学研究科三浦道子教
授が、紫綬褒章を受章しました。三浦教授は、
本学がこれまで開発した3つの回路設計用ト
ランジスタモデルが国際標準として認定された
際に、重要な役割を果たしてきました。こうした
半導体デバイス工
学分野での実績が、
今回の受賞につな
がりました。本学で
現役の教授が同章
を受賞したのは、38
年ぶり2人目です。

　第2回My Best授業紹介コンテスト優秀賞
に2作品が選ばれ、11月19日㈪に表彰式を行
いました。My Best 授業紹介コンテストは、学
生の基礎的・汎用的能力向上への意識を高
めるとともに、本学の授業で周囲の学生に受
講を勧めたいと思っている授業を、教職員およ
び学生に知ってもらうことが目的です。
●優秀作品
○「物理が分かるとは?～大川先生からのメッ
セージ～」引地奈津子（理学部4年）
題材とした授業「量子力学Ⅰ（平成22年度）」

○「大学博物館で実習を受けるということ－そ
の魅力と意義」湯谷翔悟（文学研究科M2）
題材とした授業「博物館実習1（学内実習） 
（平成24年度）」

　11月3日㈷から11月18日㈰にかけて開催さ
れた、第63回中国五大学学生競技大会（冬
季大会）で、本学が1位となり、夏季大会と合
わせた総合成績でも見事優勝。15連覇を達
成しました。
○広島大学の成績（冬季大会）

　8月26日㈰に、岡山市総合文化体育館で行
われた第59回中四国学生剣道優勝大会・第
39回中四国女子学生剣道優勝大会で、剣道
部女子が6年連続の団体優勝を果たしまし
た。個人でも、土井夢香さん（教育学部4年）
が最優秀選手に選ばれました。剣道部女子
は、11月に行われた全日本女子学生剣道優勝
大会の出場を果たしています。

　広島大学同窓会と広島大学校友会が、第6
回ドリームチャレンジ賞を決定し、11件（助成
総額335万円）を採択しました。
　この賞は、広島大学の学生の自主的かつ創
意工夫に富んだ提案に対して、活動資金を助
成するものです。
○岩井実里（教育学部2年）広島県に住む外

国人に日本語を学ぶ機会を提供するととも
に、異文化理解を深める交流を行う

○高谷駿介（工学部2年）全日本学生フォー
ミュラ大会への挑戦

○山根嵩史（教育学研究科M2）R言語を用
いた統計教育

○野地詩織（文学部2年）夏季中国四国地区
学生馬術大会の完全勝利と全日本学生馬
術大会の入賞をめざして

○竹林由武（総合科学研究科D2）心理学研
究の立案・成果報告に役立つ実践的デー
タ解析法の普及

○城戸健士郎（医学部3年）音楽で 人と人の 
つながりを

○鳥居史高（教育学部2年）モンゴルでけん
玉の楽しさを伝え、指導すると共に、けん玉
活動や国際交流を通して自らを成長させる

○石丸裕康（社会科学研究科D1）公的デー
タの活用による地震データの可視化と防災
啓発

○茶之原直人（理学部3年）総合杯獲得への
挑戦とモータースポーツの発展を目指す

○高橋大海（国際協力研究科D1）世界の貧
困と教育の問題に学生がアクションを起こ
す～インドワークキャンプ・国際学生会議～

○岩本明子（医歯薬学総合研究科D2）カン
ボジアのこどもたちの歯をまもる

　9月22日㈷に、道後山高原クロカンパーク
で行われた、第17回中国四国学生女子駅伝
競争大会兼第44回全日本駅伝対校選手権大
会中国四国地区最終選考会で、陸上競技部
男子が団体優勝を果たしました。陸上競技部
男子は、11月に行われた第44回全日本大学
駅伝に、6大会連続10回目の出場を果たして
います。

ガ ン バ ル 広 大 生 の
P R ペ ー ジ 発見! 元気人

※PRしたい広大生大募集! 投稿を希望する方は広報グループまで（連絡先は、P14を参照）。

広島大学準硬式野球同好会

第6回ドリームチャレンジ賞が決定

剣道部女子が中国四国大会で優勝

中国五大学学生競技大会で総合優勝

第6回広島大学ホームカミングデーを開催

　こんにちは! 「広島大学準硬
式野球同好会」です。
　ところで皆さんは、準硬式野
球、略して準硬という競技を知っ
ていますか? 準硬は、中身が硬
式、皮が軟式（ゴム）という硬式
球と軟式球の中間のボールを
使って行う野球です。
　準硬の特徴としては、大学野
球は木製バットですが、高校野
球と同様、大学生でも金属バッ
トを使用できます。またボールも
芯が硬く軟式球のように球がつ
ぶれないため、初心者でもヒット

が出やすいのです。「打撃こそ野
球の醍醐味。でも、なかなか打
てない」と考える人が多いので
すが、その点では、「初心者にも
ハードルが低い」と言えるでしょ
う。実際、私たちのチームには、
高校野球で活躍した選手もいる
一方で、野球は小学校以来とい
う選手も。しかし「野球を楽し
む」ということは共通です。
　私たちの方針は「楽しさと勝
利を目指して努力することの両
立」。野球という勝負事や、ス
ポーツを楽しむ上で、やはり最も

うれしく喜びを感じる瞬間は勝
利の瞬間です。野球が大好きな
方、ぜひ一度グラウンド（西条
総合運動場）に足を運んでみて

ください。私たちが楽しく活動し
ています。新しい仲間を部員一
同お待ちしています。

野球が大好きな方は、ぜひ一度グラウンドに!

生きもの会（文化系アウトドアサークル） 自然のある所なら、どこへでも!

広島大学体育会トライアスロン部Gulls（ガルズ）
　こんにちは! 「トライアスロン
部Gulls（ガルズ）」です。大海原
をはばたく“Gulls=カモメたち”
のように、男子も女子も、選手も
マネージャーも、日々充実した
活動を行っています。
　トライアスロンは、「水泳」「自
転車」「マラソン」の3種目が1
セットになった、とてもお得なス
ポーツです。ハードですが、その
分、沿道の人の熱い応援を受
け、仲間と励まし合いながら迎え
るレースのFINISHは最高です!
　「3種目を一度に? 私には無

理……」というあなたも大丈夫。
私たちの部は、大学から始めた
人ばかりですから。新入部員に
は、準備しにくいバイク（自転車）
用品などの貸し出しも行ってい
るので、今すぐ始められます!
　夏場は、トライアスロン、自転
車を除くアクアスロン（スイム・
ラン）、冬場は、泳ぐ代わりに走
るデュアスロン（ラン・バイク・ラ
ン）、マラソン、自転車レース、駅
伝など幅広く活動しています。
　練習は、月・水・土の週3回。
シーズン中は学内プールや大学

周辺を拠点に練習を行い、冬季
は屋内プールで泳いだり、グルメ
を求めてロングライド（自転車で
の長距離走行）に出掛けたりし

ます。
　新しいことを始めようとしてい
るあなた、ぜひ一度、トライアス
ロンにtryしてみませんか?

大海原を渡る、カモメになってみませんか?

　こんにちは、「生きもの会」で
す! 私たちは生き物を飼育して
いるわけではありません。自然が
好きな、いろんな学部の人が集
まる自然散策サークルです! い

つも誰かが気軽に行きたいとこ
ろを提案し、興味のあるメンバー
が集まって活動しています。その
ため、メンバー同士、学年を問わ
ず仲が良いです。
　普段は月1回、ハイキングや
釣り、昆虫採集などの活動をし
ています。そんな私たちの最大の

イベントは、毎年、テントや鍋を
持参し、屋久島で行う約1週間
の夏休みキャンプ。キャンプ中、
10時間かけ、ハイキングをして
見る縄文杉は感動です。屋久島
の美しいサンゴ礁の海で魚を観
察するのも自然好きにはたまら
ない経験です。さらに昨年は沖
縄にも行きました。春には、しま
なみ海道、徳島キャンプ、秋吉
台と、自然のある所ならどこへで

も行きます。
　最近（冬）は寒いので、少し
冬眠中（笑）ですが、春になった
ら、またばりばり活動しようと思
います。今年の春は、阿蘇山や、
大物狙いの釣りキャンプを計画
中です。
　これからも、のんびり、気軽に、
楽しく活動していきます。自然が
好きな人は誰でも歓迎。連絡を
待っています!

記事/生きもの会・生物生産学部3年　葛原　由加子・坂上　嶺、
　　　　　　　　文学部2年　増田　尚哉
連絡先▶b111476@hiroshima-u.ac.jp　HP▶http://ikimonokai.web.fc2.com/

順　　　位競技種目

ハンドボール

剣　　　　　道

アー チェリ ー

ラ グ ビ ー

庭　　　　　球

バスケットボール

サ ッ カ ー

柔　　　　　道

先端物質科学研究科三浦道子教授が、
平成24年秋の紫綬褒章を受章しました

第2回My Best授業紹介コンテスト
優秀賞を表彰

集合写真。さまざまな経歴の選手が
一緒に練習しています。

公式戦は春と秋のリーグ戦です。緊
張感と興奮が交錯します。

記事/広島大学準硬式野球同好会・教育学部2年　服部　司
連絡先▶b112985@hiroshima-u.ac.jp　HP▶http://sports.geocities.jp/bruiser7171/
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記事/広島大学体育会トライアスロン部Gulls・総合科学部2年  井上  隼輔
連絡先▶f-16_1daten@softbank.ne.jp　HP▶http://home.hiroshima-u.ac.jp/gulls/

インカレのバイク競技中。40km/hを
超えるハイスピードは迫力満点です!

部員数も増え、にぎわってきました! 
インカレの集合写真。

男子 1位 女子 2位

男子 1位 女子 1位

男子 2位 女子 1位

男子 棄権 女子 棄権

男子 2位 女子 3位

1位

1位

4位

陸上競技部男子が中国四国大会で優勝

広島大学大学祭が盛況のうちに終了

HU-style32号　1211　HU-style32号
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　12月2日㈰、第50回フェニックス駅伝が東
広島キャンパス周辺で開催されました。一般の
部83チーム、女子の部18チームの101チー
ム、約800人が成績を競いました。上位チーム
は以下のとおり。

1位  広代ランナーズA
2位  流血☆てぃくびーず
3位  トライアスロン部ガルズA
1位  宮迫です
2位  広島大学硬式庭球部
3位  水泳部女子

　11月22日㈭から25日㈰にかけて、福岡大
学で行われた中国・四国・九州三地区学生ソ
フトテニス選手権大会で、女子Aチームが準
優勝を果たし、個
人戦でも中村友
里さん（教育学部
3年）・西永みさき
さん（教育学部4
年）組が優勝しま
した。

　10月19日㈮から21日㈰にかけて、瑞穂陸
上競技場で行われた第28回日本ジュニア選
手権大会で、陸上競技部の尾崎雄祐さん（教
育学部1年）が、男子400mHで8位入賞を果
たしました。

HU-style 2013年1月号 Vol.32（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4月上旬発行予定です。
　（4月、7月、10月、1月の年4回発行）

編 集 後 記
「HU-style」1月号のテーマは「就活」です。今回のHU
スタイル学生スタッフは、就職内定者にインタビューや
アンケートをしました。その結果、広大生のセキララな就
活状況が見えてきました。みんながんばってるなあ。働き
始めて数十年?の私にとっても、「仕事」に対する考え方
を見直す良い機会になりました。就活って、結局、大学生
活の4年間6年間でしてきたことの結果が結び付くよう
な気がしました。自分らしくがんばれ広大生!

（編集長O）

編 集 部 か ら の お 知 ら せ
●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）

あけましておめでとうございます。今年最
初のHU-styleでございます。新年らしさを出そう、と
いうことで今回の表紙は書初めをイメージしました。
協力してくださったのは書道部の方々です。実際に撮
影現場で書いていただきました。紙に向かって筆を走
らせる姿は真剣そのもので、その間部屋の空気が止
まったようでした。書き終わると「ふぅ」と息をつかれ、
かなり集中していたことがうかがえました。一筆に込
める思いを感じます。一筆入魂です。

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。

表紙モデル募集!

書道部

コメント

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、掲示板などで確認してく
ださい。
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授業開始
学位記（博士）授与式
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
大学入試センター試験
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
学期末試験
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
前期分「授業料免除申請のしおり」配付
教育・国際室学生生活支援グループおよび各学部・研究科の学生支援グループで配付します。

前期分授業料免除申請受付開始※

申請受付期間は、「授業料免除申請のしおり」等で確認してください。

卒業予定者によるフィードバック調査回答期間
副専攻プログラム、特定プログラム登録受付締め切り
G.ecbo（海外インターンシップ）冬期派遣
学年末休業（～ 3.31）、春季休業（4.1 ～ 4.8）
第8回STARTプログラム（オーストラリア派遣）
一般入試（前期日程）
HUSAショートプログラム（ロシア派遣）
第9回STARTプログラム（ベトナム派遣）
一般入試（後期日程）
第10回STARTプログラム（アメリカ派遣）
日本学生支援機構奨学金案内の配付
教育・国際室学生生活支援グループおよび各学部・研究科の学生支援グループで配付します。

給付奨学金（地方育英会・財団等）の事前申請受付
学位記授与式
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結果公開
副専攻プログラム、特定プログラム登録審査結果通知
G.ecbo（海外インターンシップ）プログラム募集開始
健康診断※

入学式
履修手続期間※

会話パートナー、NOIE募集開始、新入留学生オリエンテーション、G.ecbo day（募集説明会）
交通安全講習会
前期授業開始
日本学生支援機構奨学金出願受付※（学部2年生以上）
日本学生支援機構奨学金出願受付※（大学院在学採用）
合同留学体験報告会
オリエンテーションキャンプ※

前期授業料振り込み締め切り
財団法人広島大学後援会への寄附金
医歯薬保健学研究科等　奥田礼美子さん
（香典返し）

台湾留学生会台湾留学生会

日　時：2月18日㈪～22日㈮  10:00～20:00
場　所：広島大学  大学会館1階  大集会室
日　時：3月5日㈫～3月10日㈰  9:00～17:00　※8日のみ19:00まで
場　所：広島県立美術館　地下1階　県民ギャラリー
日　時：3月9日㈯　13:00～16:30
場　所：広島県立美術館　地下1階  講堂

問い合わせ先：教育学研究科  造形芸術教育学講座資料室　TEL：082-424-7140

日　時：2月18日㈪～22日㈮  10:00～20:00
場　所：広島大学  大学会館1階  大集会室
日　時：3月5日㈫～3月10日㈰  9:00～17:00　※8日のみ19:00まで
場　所：広島県立美術館　地下1階　県民ギャラリー
日　時：3月9日㈯　13:00～16:30
場　所：広島県立美術館　地下1階  講堂

問い合わせ先：教育学研究科  造形芸術教育学講座資料室　TEL：082-424-7140

イノベーション人材養成システム第Ⅷ期
（平成25年4月期）募集

就職ガイダンス（キャリアセンター） 合同留学体験報告会を開催しました

陸上競技部の尾崎雄祐さんが全国大会で活躍

第50回フェニックス駅伝開催!

ノロウイルスによる感染性胃腸炎に
ご注意ください

学生プラザに国際交流情報コーナーを
設置しました

学生プラザ1F受付担当PAによる
ブログを始めました

一般の部
（32.0km）

女子の部
（10.6km）

　台湾留学生会は、中国・四国地方の台湾留学生
が集まって、いろんな活動をしています。歓迎会や忘
年会のほか、春の花見会、秋の月見会など楽しいイ
ベントがいっぱいで
す。昨年の秋は、宮
島へ紅葉狩りに行き
ました。
　また毎年10月の
西条酒まつりでは、
台湾料理のお店を
出店しています。昨
年の酒まつりは、茶葉ゆで卵、タピオカミルクティー
などを出しました。料理の材料は全部台湾の物を使
うので、本場の味を味わえると大好評でした。15時
には全商品を完売しました。
　いろんな人と触れ合うことができました。本当にあ
りがとうございました。また来年もよろしくお願いし
ます。
HP：http://www.wretch.cc/album/hiroarea

　台湾留学生会は、中国・四国地方の台湾留学生
が集まって、いろんな活動をしています。歓迎会や忘
年会のほか、春の花見会、秋の月見会など楽しいイ
ベントがいっぱいで
す。昨年の秋は、宮
島へ紅葉狩りに行き
ました。
　また毎年10月の
西条酒まつりでは、
台湾料理のお店を
出店しています。昨
年の酒まつりは、茶葉ゆで卵、タピオカミルクティー
などを出しました。料理の材料は全部台湾の物を使
うので、本場の味を味わえると大好評でした。15時
には全商品を完売しました。
　いろんな人と触れ合うことができました。本当にあ
りがとうございました。また来年もよろしくお願いし
ます。
HP：http://www.wretch.cc/album/hiroarea

第51回広島大学 大学院教育学研究科 造形芸術教育学専修・教育学部 造形芸術系コース
修了・卒業制作展/論文発表会
第51回広島大学 大学院教育学研究科 造形芸術教育学専修・教育学部 造形芸術系コース
修了・卒業制作展/論文発表会

　文学研究科では、地域社会連携活動の一環として、誰もが気
軽に楽しめるコンサートを毎年開催しています。
　今年は、広島交響楽団および教育学部生による打
楽器アンサンブルグループ「HUPPs」が演奏します。
日　時：2月16日㈯　14：00開演（13：30開場）
場　所：広島大学サタケメモリアルホール
曲　目：サウンド・オブ・ミュージック（ロジャース）、日本の歌メドレー（白谷隆編曲）他
問い合わせ先：文学研究科運営支援グループ　TEL：082-424-6604

　文学研究科では、地域社会連携活動の一環として、誰もが気
軽に楽しめるコンサートを毎年開催しています。
　今年は、広島交響楽団および教育学部生による打
楽器アンサンブルグループ「HUPPs」が演奏します。
日　時：2月16日㈯　14：00開演（13：30開場）
場　所：広島大学サタケメモリアルホール
曲　目：サウンド・オブ・ミュージック（ロジャース）、日本の歌メドレー（白谷隆編曲）他
問い合わせ先：文学研究科運営支援グループ　TEL：082-424-6604

2013リテラウィンターコンサート ～広島交響楽団木管五重奏～2013リテラウィンターコンサート ～広島交響楽団木管五重奏～
文学研究科主催

学内展

学外展

論　文
発表会

昨年のコンサートの様子昨年のコンサートの様子

　今年もノロウイルスによる感染性胃腸炎が流
行しています。予防には手洗いの徹底などが大
切です。おう吐、下痢、発熱の方は病院をご受
診ください。ノロウイルスと診断された方は登校
せずに、保健管理センターにご連絡ください。
予防方法などは、HPをご覧ください。
問い合わせ先：保健管理センター
　　　　　　  TEL：082-424-6192
HP：http://home.hiroshima-u.ac.jp/health/

ソフトテニス部女子が三地区大会で好成績

　学生プラザの1F受付を担当しているPA
（フェニックス・アシスタント）が、ブログを始め
ました。学生プラザの日々の様子やイベント情
報など、随時更新中です。
　もみじTOPのLinkから閲覧できます。ぜひ、
ブログをチェックして、学生プラザを活用してく
ださい。
HP：http://blog.livedoor.jp/plaza_hu/
問い合わせ先：教育・国際室教育支援グルー
プ（総務担当）　TEL：082-424-2460

E-mail：kyoiku-group@office.hiroshima-u.ac.jp

　若手研究人材養成センターでは、博士人材
を対象に、3カ月以上の長期インターンシップ
などを通じ、就職につながるキャリア支援を目
的として、イノベーション人材養成システム第
Ⅷ期（平成25年4月期）の募集を行っていま
す。企業などで自分の力を発揮したい、活躍し
たいと思っている人は、ぜひご応募ください。
○募集対象
　DC枠：本学の博士課程後期在学者
　PD枠：全国の博士学位取得後5年以内の
若手研究者および平成25年3月末までに
学位取得が見込まれる者

○応募方法
必要書類などを2月13日㈬15：00必着で、
若手研究人材養成センターへ提出してくだ
さい。
○採用された場合の養成期間
　H25年4月1日～H26年3月末日の1年間
その他（応募方法・選考方法・待遇など）
詳細は、ホームページをご覧ください。
問い合わせ先：若手研究人材養成センター
TEL：082-424-4563

E-mail：wakateyousei@office.hiroshima-u.ac.jp
HP：http://www.hiroshima-u.ac.jp/news/
show/id/15651

　キャリアセンターでは、就職ガイダンスを実
施中です。申し込み不要・入場無料。ぜひ、ご
参加ください。
●グループディスカッション講座（対策のしづ
らいグループディスカッションについて、実際
に行いながら解説）
㈱ディスコ　村上　勝敏氏

日時：1月21日㈪  16：20～17：50
場所：大学会館  大集会室
●まだ間に合う!  就活対策講座（部活や留学
で、就職活動対策を何もしていない人、対
策はしていても不安な人向けのガイダンス）
㈱マイナビ　谷口　舞氏

日時：1月21日㈪  16：20～17：50
場所：法学部・経済学部  155講義室
日時：1月23日㈬  16：20～17：50
場所：東千田キャンパス  404講義室
問い合わせ先：キャリアセンター
TEL：082-424-5827
HP： http://www.hiroshima-u.ac.jp/kyaria/
syusyoku/gaidancein/

　学生プラザ1Fの「留学相談・情報コー
ナー」の隣に、「国際交流情報コーナー」を設
置しました。留学生向けの日本文化体験情報
や、日本人学生向けの国際交流イベントなどの
ポスターやチラシを掲示、設置しています。ぜ
ひ、活用してください。
問い合わせ先：教育・国際室国際交流グルー
プ　TEL：082-424-4541

　10月31日㈬、学士会館レセプションホール
で合同留学体験報告会を開催しました。
　本学のさまざまな留学プログラムにより、海
外留学（研修）をした学生が、それぞれの体験
と成長について
発表しました。
留学に興味の
ある学生をはじ
め、教職員など
約130人が参加
しました。

酒まつりに参加!

入場
無料

HU-style32号　1413　HU-style32号
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