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プレー中の真剣な眼差しと、取材時の優しい笑顔が

印象的な新井選手。「何に対しても感謝の気持ちを

持って」「努力の積み重ねが結果に」という考え方

がとても心に響き、私も日々心がけたいと思いまし

た。今年も広島カープを応援します☆ 

取材・記事/歯学部4年　岩本　優子　 

練習後のインタビューにも関わらず、気さくに応じ

てくださった新井選手。日頃の言動や考え方が野

球にも表れる、だから普段から気をつけて生活しな

くてはいけないという真摯な姿勢に、今シーズンの

活躍を期待せずにはいられませんでした。 

取材・記事/工学研究科M１年　山口　剛史 
広島県出身。駒沢大学を卒業後、98年にドラフト
6位指名され、カープに入団。05年には、月間ＭＶＰ、
1シーズンに放ったホームラン数が最も多い選手
に与えられる本塁打王を獲得。背番号２５。 

P R O F I L E

目的を持ち、優先順位を決める。 

あとは日々の積み重ねのみ。 
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取 材を終えて 

広島東洋カープ公式HP　http://www.carp.co.jp/
試合日程や選手の情報などは、ホームページをご覧ください。 

狙って打てたホームランは一本もない 

　ここで打てば逆転だ、同点だってときは「一発狙ってやろう」と思っ

てバッターボックスに入るんですが、狙って打てた本塁打は一本もない

んですよ。「打てばヒーローになれる」とか、そんな雑念が入るとダメで

すね。邪念を捨てて「自分のスイングさえすれば、ホームランになるんだ」

そう思うこと。あとは、ピッチャーに集中することですね。そのために練

習でひたすら打ち込んだりするんだけど、それだけじゃだめですね。同時

に、精神力を鍛えることも大事なんです。 

 

燃え盛る炎を前に、死ぬ気でやった精神修行 

　去年初めて鹿児島の最福寺で修行しました。そこの池口恵観法主

いわく「肉体を支えているのは精神。鍛えられた肉体も精神を鍛えな

いと、力を十分に発揮できない」本当にすごい荒行で、燃え盛る炎と向

き合って2時間も座禅を組むんです。ものすごくしんどくて…。 

今年も1月に4日間やりまし

たが、お寺に着くまでは「怖いな、嫌だな」と考えていました。でも「ここ

で逃げたらこれ以上精神力が強くならない、上のレベルに行けない」と

思って死ぬ気でやりましたよ。今でも顔にやけどの跡が残っています。 

 

「球の心は正直者」忘れられない恩師の言葉 

　僕は野球を離れたところでも、一社会人として自覚した言動をとらな

いと、野球も上手くならないと思うんです。大学時代の恩師の太田監

督から「試合のときに打てなかったりエラーをしたりするのは、日頃の生

活態度や考え方が悪いから、球が素直にきてくれないんだ。球の心は

正直なんだよ」と教えていただきました。「球の心は正直者」僕の好き

な言葉です。 

両親を尊敬できない人は、何をやってもダメ 

　もう一つ、日頃から心がけていることは、何事に対しても「ありがとう

ございます」という感謝の気持ちを持って生活すること。そうすれば、プ

レッシャーを抱えたときや壁にぶち当たったときに、知恵も出るし、力を

発揮できると思います。両親にも「自分を生ん

でくれてありがとう、育ててくれてありがとう」と

感謝していますし、昔からずっと尊敬しています。

父親や母親を大切にできない人は、何をやっ

てもダメなんじゃないかな。 

 

日々努力。その積み重ねが結果につながる 

　学生時代は朝から晩まで練習。先輩のお使い、洗濯、

雑用…睡眠は4時間

くらいと地獄のようでしたね（笑）。もちろん、

プロを目指していましたよ。広大生のみなさん、時間はお金で買えない

から有意義に過ごしてください。まず目的を持ち、次に何をやるべきか

優先順位を決める。みんなで遊んだり騒いだりするのが悪いわけじゃ

ないけど、遊びが第一になったらいけないと思います。目的を決めたら、

あとは毎日の積み重ねです。一生懸命頑張ってほしいですね。 

 

新しいカープに期待を 

　今年のキャッチフレーズは「ALL-IN」

ブラウン新監督を迎え、今シーズンはこ

れまでとは一味違うカープの野球をお見

せすることができると思います。新生広

島東洋カープ。選手は常に、ファンの人

たちと一緒に戦っているんだという気持

ちでプレーしています。ぜひ球場に足を

運んでくださいね。 

 

インタビュー場所：カープ沖縄キャンプ地 

生年月日/1977年1月30日 
身長・体重/189㎝・95㎏ 
ポジション/内野手 
タイプ/右投右打 
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している 
112人 

ある 
120人 

ない 
20人 

無回答4人 

毎日する 
48人 

たまにする 
63人 

ほとんど 
しない 
22人 

ほとんど 
しない 
22人 

まったくしない 
17人 

まったくしない 
17人 

無回答 
14人 

無回答 
14人 

していない 
26人 

無回答 
16人 

していない 
26人 

無回答 
16人 

あいつ、どこに 
行ったんだよ… 

いい湯加減。 
　　気持ちい～!

こんな施設があったら 
勉強もガンガンできちゃう!!

お願い! つくって～ 

No.1 No.1

No.1

アンケートで探る!　広大生の法則 

遊ぶ 学ぶ 恋する �����

���	�

���

15人　大戸屋 
10人　すき家、キッチンもんもん 

7人　キッチンアットホーム※ 

パスタ・アマーレ　27人 
すし鮮　5人 

草花木果 sokamokka　4人 

1
2
3

大戸屋 広島西条店 おおとや ひろしまさいじょうてん 

東広島市西条中央 
6-1-7 
082-424-2351 
10:00～23:00 
年中無休 
あり 

パスタ・アマーレ ぱすた・あまーれ 

東広島市西条下見 
5-9-20 
082-421-8498 
11：00～23：30 
年中無休 
あり 

1
位
に
輝
い
た
お
店
の
人
気
メ
ニ
ュ
ー
・
イ
チ
オ
シ
メ
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ュ
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オーナーイチオシメニュー 「明太子 なめたけ 大根
おろし」…945円（税込） 
あっさりしているので、
若者からお年寄りまで幅
広い層の方に人気の高
い一品です。 

人気メニュー 

店長イチオシメニュー 「鶏と野菜の黒酢あん
定食」…714円（税込） 
黒酢の効能がいろいろ
なメディアで取り上げ
られていることもあって、
年齢や男女を問わず一
番人気だそうです。 

人気メニュー 

他にも「ベル（御薗宇のフレンチレストラン）のコース」（工研Ｍ1・男）、「段原3丁目のフランス料理店
（夜の価格に比べるとランチは安く、おいしい）」（歯2年・女）、「アンデルセンのビュッフェ」（医2年・男）
など、かなりリッチそうなお店もあがっていました。記念日やデートにいかが？ 

大学生の胃袋＆お財布には、やっぱり定食系が強し? 
ちなみに、4位は「くいしん坊」（6人）、5位は「より道」（5人）でした。 

1位の「ぱぱ吉」は女性から圧倒的な人気（20人
中16人）。「安いし、おいしいし、感じが良いから」（生
研M1・女）、「メニューが奇抜でおいしい」（理研M2・
男）、「雰囲気が好き」（教4年・女）など、思わず行
きたくなるような意見がずらり。2位～4位は「近い
から」（先研M2・男）という理由が圧倒的に多く、
打ち上げやサークル、班活など、大人数で行くとき
に便利がいいみたいですね。安い、近い、うまい、広
いがそろえばカンペキ!

遊ぶ 
�� ���

「焼魚しまほっけ定食」…703円
（税込） 
ほっけ、鮭、さば、金目鯛、あじ
の5種類の魚料理があるのは
魅力的ですよ。 

「明太子 アサリ エビ イカ（バ
ター）」…1050円（税込） 
ムースっぽく仕上げた明太子と
生クリームをアサリ、エビ、イカ、
バターのスープにのせています。
混ぜて食べるとおいしい!

学生の味方、リーズナブルな定食屋さんから特別な日に行ってみたいレストランまで、広大生御用達のお店を教えちゃいます!

気の合う仲間との飲み会は、学生生活の楽しみの一つ。1杯が2杯に、2杯が3杯に、気が付けば…。 
皆さん、お酒は楽しく飲みましょうね。（もちろん、お酒は二十歳になってから!） 

学生のうちに思いっ切り楽しまなきゃ！ 
大学生活を自分流にエンジョイしている人やおもしろエピソードなどを紹介します。 

●自分なりの楽しみ方は?

●大学生になって経験したおもしろいこと、 
　驚いたことは?

●お酒で失敗したことは?

入学後に 
バイト 
した?

ある
110人 

ない
19人 

無回答 
25人 

●安くておいしいお店&ちょっとリッチなお店ベスト3

1
2
3

ぱぱ吉 
八 剣 伝 

酔 虎 伝 

4
5
つ ぼ 八 

旨もんや てしお 

ある
80人 

ない
62人 

無回答
12人 
無回答
12人 ●「ある」と答えた人の失敗談 

1
2
3

吐いた、二日酔いになった　26人 

人に迷惑をかけた（暴言をはく、暴れるなど）　16人 

記憶をなくした、酔いつぶれた　15人 記憶をなくした、酔いつぶれた　15人 

課外活動 
してる?

20人 
15人 

14人 

12人 

6人 

1
2
3

おしゃべり 

一緒にご飯を食べる 

カラオケ 

22人 

19人 

18人 

1
2
3

パルコ 

パセーラ 

ダイヤモンドシティソレイユ 

15人 

9人 

8人 

1 週刊少年ジャンプ 5人 

1 non-no 14人 

●大学にあったらいいなと思う施設 
　コレがあれば、もっと楽しくなるのに～？ 

11

2
3

コンビニ、 
夜遅くまで開いているお店　21人 
コンビニ、 
夜遅くまで開いているお店　21人 
カフェ（スターバックスなど）　15人 
仮眠室　9人 

「キャンパスの中でも外でも好奇心旺盛でいること」（文研Ｍ2・男）、「とにかくめざとく楽しさを見つける」
（総1年・男）など、何でもチャレンジして楽しみを見つけるという積極派が多数！　「学生割引があるうちに
映画館や美術館に行くこと」（総3年・女）は言われてみれば確かに納得。 

4位は「温泉」（銭湯、足湯を含む）、5位は「映画館」でした。 

「施設から施設へのベルトコンベヤー」（総3年・女）は、
全国屈指の広さを誇る東広島キャンパスならではの悩み!?

「飲みの激しさ!」（工1年・男）、「飲み会でみんなが壊れてゆく様子が楽
しい」（総2年・女）など、お酒関係がダントツを占めました。皆さんも心当
たりがあるのでは?　他には「想像つかないようなことをやっているいろい
ろな人に出会ったこと」（総2年・男）、「とにかくいろいろな人を、それこそ
ピンからキリまで見ることができたこと」（教2年・男）など、人や価値観の
多様さをあげる人も。「方言」（教研M1・女）、「全国各地の人と友達に
なってカルチャーショックを受けた」（教4年・女）などは、日本各地から学
生が集まっている広大ならではの経験ですね。「大学生は大人だと思っ
ていたのに、自分がなってみるとたいしたことなかった」（医3年・女）、「野
犬に襲われた」（教4年・女）、「結婚した」（歯3年・男）なんて意見も。 

自炊 
してる?

料理で男を磨く！ 
工学部2年　柳楽真太郎さん 

自炊を始めて1年。愛読書『自
炊をしよう!』片手に、男を磨くた
め頑張って料理をしています!　
自分でいろいろ工夫して「この味
いいじゃん」を発見したときは嬉
しいですよ。得意料理は「鶏肉の
照焼き」仕上げのハチミツがポイ
ントです!　グラタンにも挑戦し
たいですね。 

マネージャーって楽しい！ 
理学研究科博士課程前期１年　神田慎太郎さん 

（空手サークル「プチカラ」初代マネージャー） 

マネージャーってまさに「縁の下の力
持ち」本当に大変な仕事なんです。でも僕は、人
をサポートすることが好きなので、楽しみながら
やっていました。特にサークルの旅行計画を立
てるときや大学祭が楽しかったですね。一番嬉
しかったのは、部員から「ありがとう」と言われた
ときかな。 

アルバイトで時間感覚が身についた！ 
生物圏科学研究科博士課程前期2年　見坂直美さん 

花屋のお姉さんのかわい
らしいイメージに憧れて、
1年半くらい店員をしま
した。すごく楽しかった
ですよ。花の育て方に
も詳しくなって友達に教
えてあげたりして…。それ
と時間の大切さを知った気が
します。普段の生活でもルーズな使い方をしな

くなりましたね。バイトの1
時間単価に換算してみたり。
バイト代の使い道は旅行で
す。フランス・パリの街の
雰囲気は最高でした。 

No.1

●よく飲みに行くお店ベスト5

ある
105人 

ない
21人 

無回答 
28人 

すずめを餌付けした!? 
すずめが人に慣れすぎていて、全然逃げないことにビックリ。ご飯を食べていたらすぐ
近くまで寄ってきます。一羽一羽よく見たら模様が違って、 

毎日えさをやっていたら見分けられるように!（理4年・女） 

女子学生に圧倒的な人気を誇るお店。約80種のパスタに20種のオム
ライス、約50種のデザートとメニューも豊富です。小物で飾られたイン
テリア、店先にある外国製のバイクがオシャレ。 
「パスタはすべて生麺を使用。ソースが染み込みますから。デザートも
ほとんどが手作りですよ。オープンして8年目になりますが、みんなが
わいわい集まってきてくれる…そんな暖かい雰囲気のお店になるよう
にいつも心がけています。パーティーもできますので、ぜひご予約を!」
とオーナーの中原さん。 
26歳でこの店を出した中原さん。学
生時代は体育教師を目指していて、教
師になるか商売の道に進むかずいぶ
ん悩んだそうです。 

学生はもちろん、ビジネスマンや家族連れでいつもにぎわっている大
戸屋。3年前から全国でチェーン展開を開始し、広島県内には現在3店
舗あります。メニューは定食中心。サイドメニューやデザートも充実し
ています。男子学生にはボリュームのある料理が人気だとか。 
「ポリシーは、食材にこだわること、素材の持ち味を失わないこと、鮮度
の良いものをお届けすること。混んでいてお待たせすることもあります
が、その分、温かい最高の料理をお出ししています」と店長の池田さん。 
池田さんは入社4年目。大学の4年間、
ずっと回転寿司屋でバイトを続け、飲
食店で働く楽しさを知り、現在の会社
に就職したそうです。 

「クリスマスイブの前日につぶれ、 
起きたら顔が血だらけだった」（教4年・女） 

1位は定番「吐いた、二日酔いになった」気持ち悪いし、苦しいし、もうお酒はやめたって思うけど、そのときだけ
ですよね。2位は「先輩に毒舌をかました」（理4年・男）、「大先輩を蹴っ飛ばした」（教4年・男）、「先輩にパン
チした（らしい）」（教2年・女）と先輩がらみが多数。日頃の仕打ちの仕返し（?）でしょうか。中には「気に障るこ
とを言って友人関係が決裂した」（文研D3・女）なんて人も…そんなことになっては悔やんでも後の祭り。量は
ほどほどに。その他に「告白した」（理研M1・女）や「彼氏の前で男の人にからむ」（生研M1・女）という人も!　
どちらも結果が気になりますね。ちなみに『HU-style Vol.3』ではお酒の特集を組んでいるので、ぜひ参考に♪ 

広大生はコレが好き!?広大生はコレが好き!?

「スープスパゲティ」や「グラタンスパゲティ」があがっていましたが 

「すべて!　デザートもおいしい」（教2年・女）など、 
何でもおいしいという人も多数。 

「チキンかあさん煮定食」（4人）、「特選大戸屋ランチ」（2人） 
という意見がありました。いろいろ試してみたいですね。 

牲にして成り立っているんだ 

牛の腸に手を入れた! 
教育学部3年　江越喜代竹さん 

授業で牛の肛門に手を突っ込
んだんですよ。やる前はかなり不安だ
ったけど、その後は何でもできそうな気
分になりましたね（笑）。何とも言えな
い温もりが手に伝わってきて、 

自分たちの命は生き物の命を犠牲にして成り立っているんだ 
ってことを実感しました。 

みんなにゴメンナサイ… 
飲み中に気分が悪くなり嘔吐。家ま
でかなりの距離を歩いて帰ったのに、

着いたら鍵も携帯電話も財布もない!　お
店に置き忘れてきたのです。仕方なく近所の公園で寝るこ
とにしたけど季節は真冬。あまりの寒さに断念し、大家さん
に鍵を借りようと思って自宅の方へ歩いていくと部屋に灯り
が。なんと先輩や友達が届けてくれていたのです!（理3年・男） 

※3月末で田口に移転。名前も「キッチンママ」へ 

●友達と何をして遊ぶ? ●洋服を買うならココ！ ●よく読む雑誌は?

男の子 

女の子 

「学生生活は一回きりやねんから、やりたいことをやって
しまわな損損！ の精神で日々過ごしています」（教2年・女） 

オーナーの中原さん 店長の池田さん 

自信作 
「鶏肉の照焼き」 

3人分の材料費（鶏
肉、玉ネギ、ニラ、し
めじ）占めて1,000円
以下！ 
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持光寺 持光寺 

千光寺 千光寺 

ロープウエー ロープウエー 

● 
芙美子像 

JR尾道駅 

海福寺 
● 

光明寺● 
宝土寺● 

●信行寺 

● 
慈観寺 

海岸通り 

●天寧寺 ●天寧寺 

尾道本通り商店街 

● 
おのみち文学の館 ● 

志賀直哉旧居 

文学のこみち 
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2

1

3

2

1

3

2

1
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ヒロダイ
　タロウ

 

広大　
太郎 
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Check!

ウマ
イッ

!
ウマ

イッ
!

おいしいね 
おいしいね 

女の子用 男の子用 

小判とお米 小判とお米 
恋文を結んだ 
かんざし 
恋文を結んだ 
かんざし 

恋する 
����

学ぶ 
����	

新しい出会いが多いこの季節。やっぱり「恋」は外せないですよね!? 
そこで、みんなの恋愛事情をちょっとのぞき見しちゃいましょう。 
新しい出会いが多いこの季節。やっぱり「恋」は外せないですよね!? 
そこで、みんなの恋愛事情をちょっとのぞき見しちゃいましょう。 

1
2
3

広島市内中心部（本通、並木通、紙屋町、八丁堀） 14人 
家　9人 

灰ヶ峰　7人 

●おススメデートスポット ●おススメデートスポット 

●テストやレポートに活用している情報源 ●テストやレポートに活用している情報源 

●昼食スタイルは?

その他、ストレッチや散歩、運動などで体を動かしたり、友達とおしゃべりを
してストレスを発散している人も結構います。中には「がむしゃらに家事をす
る」（教2年・女）や「座禅のように精神を集中させ無心になる」（工1年・男）、
「漫画を読んで現実逃避する」（医3年・女）という意見も!

●ストレス解消法 

食べる 

寝る 

●一番はかどる場所 

ミールカードってなんだろう?

正式名称は「生協食堂年間利用定期券」。1年間、生協の各食堂とレス
トランを利用できるとっても便利なカードです。生協組合員カードと一体
になっており、このカードさえあれば、1日の利用限度額1，000円（税込）ま
で自由に食べることができるんですよ。価格は16万円（税込）※１。一度に
支払うことを考えるとちゅうちょする額かもしれません…が使えば使うほど
おトク！（使わなければ損ですよ）　食堂部長の酒井さんの話によると、実
質２０万円以上食べている人もいるとか。栄養もバッチリとれるし、料金先
払いなのでお金がピンチのときも安心。さっそく申し込んでみては？※2  
詳しくは、生協食堂本部へお問い合わせください。 

TEL：082-424-0926  
※1：学部やキャンパスにより価格が異なります。 
※2：2006年度の受付締切は4月15日です。 

「大学生の本分は勉強!」とは言っても、なかなかやる気にならないし、はかどらないってこともありますよね。  
お隣の広大生はどんな手を使っているのかリサーチしてみました。 

「ランチは学食」派のうちの8人が理由にあげていた 
ミールカード。一体どんなものなんでしょう?

●自分なりのやる気の出し方はある?

「部屋をきれいにする」（経１年・男）で 
やる気になれれば一石二鳥!?

ない
37人 

無回答 
19人 
無回答 
19人 

ある
98人 

●「ある」と答えた人の作戦 

1
2
3

自分を追い込む、危機感を持つ　28人 

目標を決める、夢や将来像を思い描く　23人 

自分にご褒美を与える　12人 

過去問 

ノート 

教科書 

音楽を聴く、歌う 

29人 

17人 

14人 

23人 

37人 

58人 

14人 

15人 

20人 

図書館 

自宅、自分の部屋 

研究室 

「腹が減っては勉強できぬ。勉強したら腹が減る」ということで、
授業の合間のお昼ごはん、みんなはどうしてるの?

学食 
85人 売店・コンビニ 

34人 
売店・コンビニ 

34人 

自分の弁当 
27人 

自分の弁当 
27人 

学外の店 7 無回答 1

「安い、きちんと栄養がとれる、友達と楽しく食事ができる、うまい、料理の参考になる」（工1年・
男）や「季節に応じて温かいもの、冷たいものが食べられる」（教研Ｍ1・女）などの理由で「学
食」が一番人気。「ご飯は持参します」（医３年・女）という堅実派も数人。「売店・コンビニ」
の利用者には「行列に並ぶ情熱がない」（総2年・女）という理由の他に「最初の数カ月はお
弁当を作ってましたが、だんだん朝がつらくなり…」（教1年・女）とお弁当を作る時間がないと
いう人が結構いました。「自分の弁当」派には「母が持たせてくれる」（社研Ｍ2・女）という自
宅生もいれば、「節約!」（歯3年・男）や「安くあがるし、朝早く起きなければならないという意識
がうまれる」（理4年・女）とあっぱれな人も。「彼氏がつくってくれる」（歯5年・女）とはうらやま
しい限り。ちなみに「食べない」という回答はゼロでした。すばらしいっ!

No.1

No.1

No.1

2
1

3
中央図書館前、スペイン広場　8人 

教室　7人 

●学内で告白するとしたらどこ？ 

1
2
3
愛、気持ち　7人 

アクセサリー（指輪、ネックレスなど）　14人 

相手が欲しがっているもの　3人 

●彼氏・彼女にあげたい・もらいたいプレゼント 

1
2
3
何でもいい　5人 

財布　6人 

手作りのもの（料理、マフラーなど）　4人 

get

1
2
3
時計　9人 

アクセサリー（指輪、ネックレスなど）　35人 

ぶどう池周辺　9人 

何でもいい　5人 

get

give

1
2
3
服　8人 

時計、財布　10人 

手作りのもの（お菓子、マフラーなど）　6人 

アクセサリーは、「いつも自分を感じてほしいから」（理4年・男）、「毎日つけていられる」
（教1年・女）などの理由で男女ともダントツ1位なのも納得！　男の子があげたいも
のの4位も服、時計など身に付けられるものが人気みたいです。男の子の2位、女の
子の3位も「もらえるだけで嬉しい」（総2年・女）など、やっぱり気持ちがこもったプレ
ゼントが大事ですよね♪ 

「いつも身に付けてもらえる」（教1年・女）など、やっぱり身に付けられる財布は男女
とも人気でした。女の子の中には、「喜びながら1ホールのケーキを食べてくれる」（教
4年・女）というすばらしい彼氏を持つ人も！　男の子は、「心がこもっていればなんで
もよい」（先研M2・男）という人や、手作りのものも「愛されてるんだなって思う」（教
4年・男）という人も多数いて、ロマンチストが多いみたいですね。ステキ！ 

give

アンケート 
について 

対象者：広島大学の学生　　期　間：2006年1月27日～2月3日　　方　法：学生情報システム「もみじ」を通じて実施　　有効回答数：154件 
※引用したコメントの後のカッコ内は所属、学年、性別です。※学年は、アンケートを実施したときの学年です。 
　学部、研究科、学年は以下のように省略しています。 
　総：総合科学部、文：文学部、教：教育学部、法：法学部、経：経済学部、理：理学部、医：医学部、歯：歯学部、工：工学部、生：生物生産学部、文研：文学研究科、教研：教育学研究科、
社研：社会科学研究科、理研：理学研究科、先研：先端物質科学研究科、工研：工学研究科、生研：生物圏科学研究科、国研：国際協力研究科、Ｍ：博士課程前期、Ｄ：博士課程後期 

※アンケートの詳細な結果は、広島大学ウェブサイトで公開予定です。 

「おすすめメニューは『スマイル0円』」（教2年・男） 
と生協職員の笑顔にひかれて学食に通う人も!

「ぶどう池」は「眺めがよくて静か」（国研Ｄ3・男）、
「人がいないし、落ち着いて話ができます」（教2年・女）といった理由で人気。「中央
図書館前」は期間限定ですが「クリスマスツリーがある」（法4年・男）、「イルミネーシ
ョンがあってきれい」（経3年・女）と雰囲気の良さに票が集まりました。4位以下を見
ても、やっぱり「2人きりになれる」「雰囲気がいい」というのがポイントになるよう。ちな
みに、この質問に回答してくれた人の中で告白に成功した人は1名!　場所は理学部
の駐車場でした～。 

勉強するときは外界との
連絡を絶つ! 

社会科学研究科法政システム専攻修了 

　　　松葉ゆう子さん 

本気で勉強しないとヤバイときは、彼
氏や友達に「試験勉強するんで１週間
くらい会いません!」って宣言して家
に引きこもります。メールは１日の最
後にまとめて返信するのみ。遊びた
いけどやるときはやる!このメリハリ
が大切なんです。その代わり、テスト
が終わったら目いっぱい遊んで、テス
ト期間分を取り戻すのが私流!

ちょっとブレイク。ランチタイム 

「過去問」は「先生の出した過去の問題だから、傾向が分かったり対策を立てやすい」（医3年・女）など、絶
大な信頼を得ているようですね。2位の「ノート」は「自分だけの作り方ができる」（総1年・男）と工夫してい
る人がいる反面、自分のではなく友達のノートが一番頼りになると答えた人も!　3位の「教科書」は「基本
はこれ」（経1年・男）など正確さと信頼性で言えばやっぱりコレ?　その他に多かったのは、友達（同じ境遇
だから）、先輩（リアルな意見がきける、経験者だから）、インターネット（手軽だから）。中には「ヤマ（運も実
力のうち）」（法2年・女）、「勘（単位とはギャンブルである）」（教2年・男）なんて強者もいてビックリ!!

1位「図書館」の「静かで誘惑がないから」（理2年・女）、「周りで
頑張って勉強している人がいると励みになる」（工1年・女）などの
意見には納得。一方「静かすぎずうるさ過ぎずちょうどいい」（経3年・

女）といった理由でカフェなどを好む人も。「自分の部屋」は「自分の気分に適した状況が作れる」（総2年・
女）や「ブツブツ独り言を言っても迷惑にならない」（生4年・女）とマイペースで勉強できるところが魅力の
よう。「研究室」は、すべて学部4年生と大学院生でした。「常に先生がいるので緊張感が走る」（理4年・男）
という研究室もあるのだとか。他には「普段と違う場所の方が集中できる」（教4年・男）ということで「友達
の部屋」をあげた人も!　友達と部屋を交換してみるのもいいかも!?

1位は「単位を落とす姿を想像する」（経1年・男）、「単位が取れず卒業できない自分の姿を具体
的に想像する」（総2年・女）や「ギリギリまで手をつけない」（教2年・男）といった方法で自分を追い
込んでいる模様。2位の「目標」は「紙にでっかく書いて壁に貼る」

（教2年・女）など、いつも見えるような形にしている人も。3位の「ご
褒美」は「勉強したらお菓子を食べる」（生研Ｍ1・女）と食べ物系が多

数。中には「好きなテレビを見る」（文研Ｍ1・女）と食べ物以外の意見もあ
りました。あなたはどっち派?　他には「自分より賢い人と意識的に話す」（文1年・
女）、「少し寒い格好でやる」（総3年・女）、「炭酸を飲む!」（教2年・女）という
人も。 

彼氏にあげたい!　【女の子の気持ち】 

彼氏にもらいたい!　【女の子のホンネ】 

彼女にあげたい!　【男の子の気持ち】 

彼女にもらいたい!　【男の子のホンネ】 

「広島市内中心部」は「いろいろ見てて飽きない」（文1年・女）、「雑貨屋やcafeが
たくさんある」（経1年・男）など、定番コースのようです。「まったりゆっくりできるから断
然家!」（生研Ｍ1・女）とおうちデートも根強い人気。「夜景がきれい」（工研Ｍ1・男）
な「灰ヶ峰」は『HU-style  創刊号』でも紹介してますよ。編集部もイチオシです!

おススメデートスポットとして4位にあがっていた尾道。 

「カップルがペアで持つことができる2つセットの
お守りがある」との情報に早速取材開始。 
ついでに男子学生スタッフを誘ってハニカミっぽく 
デートしてみることに♪（学生広報スタッフ　総4年・女） 

デートの締めくくりは海辺で決まり 
日が暮れると、対岸にあるクレーンがライトアップされてとってもロマンチック！ 

もう少し一緒にいたかったな…。 

～ 尾 道 で 恋 し よ う ～  

尾道駅で待ち合わせ 
どんなデートになるかドキドキ！ 

尾道で一番人気の 
お店で一休み 
ちょっぴり疲れた体をおい
しいワッフルで充電！ 

茶房こもん  MAP
尾道市長江1丁目2-2  ロープウェイ乗り場前 

0848-37-2905 AM9:00～PM7:00 
火曜日（祝日の場合は営業、3・8月は無休） 

は営業） 

朱華園  MAP
尾道市十四日元町4-12

0848-37-2077
AM11:00～PM8:00 
木曜、第3水曜（祝日の場合は営業） 

持光寺で「にぎり仏」作り 
自分達だけの仏様作りに挑戦！　 
願いを込めて粘土をギューっと握ります。
顔を描けば、笑顔の仏様の出来上がり！ 

ロープウェイで 
千光寺山頂へ 
約3分間のロマン飛行。 
思わず二人ともハシャい 
じゃいました♪ 

恋人募集中の人は必読 

名前や場所は秘密。 
興味ある人は探してみてね！ 

尾道をいっぱい満喫した一日、とっても楽しいデートでした♪ 

込
め
た
願
い
は 

お
互
い
内
緒
。 

猫の細道で幸せ探し 
かわいい石の猫が88匹隠れ
ている細道。愛を語っている
猫の前で好きな人と写真を
撮ると幸せになれるんだって！ 

見つけたら 
写真撮って 
ニャン 

女の子には 
欠かせません!

商店街で面白いハーブティーのお店を発見！ 
「きき茶」クイズに見事正解し、ユニークな店長さんに 
お茶をごちそうになっちゃいました!

文学のこみちを歩く 
これが意外と
ハードな山道。 

手を引いてくれたら 
嬉しいな。 

チュッ
チュッ

千光寺で念願のお守りをゲット！ 
対になったお守りをカップルが一個ずつ持ち合うと、2人の夢や将来を結んでくれる
んだって！　これで遠距離恋愛になっても安心だね。 

前よりもっとラブラブに　情報提供者【医学部4年　清水千恵さん】 
付き合っていた彼と遠距離恋愛をすることに。2人で尾道の千光寺に行ったと
き、彼がカップルで持てるお守りを買ってくれました。お互いの携帯につけたり、財布に入れたり…。
気持ちが近くなった気がして、以前よりもっと仲良くなれました☆皆さんもぜひお試しあれ!

女の子は赤いひも、男の
子は白いひもの方を自分

で持っておき、もう一つを机の中とかに隠しておきます。す
ると、隠されたお守りがさみしがって、持ってくれる相手を
呼んでくれるんだって！  新しい出会いを期待するならこれ！？ 

大人気の朱華園で 
ラーメンを堪能 
お昼時は並ぶこともあるけれ
ど、並んでいる時間も 
2人なら楽しいよね。 

私もオススメ！ 

お電話待ってます!

5 6



P
R
O

FI
LE

プチトリビアや時事問題、ちょっと気になる先生まで、 
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 

井 上 善 海 

1954年生まれ。 
神奈川大学法学部卒業。会社経
営、経営コンサルタントを経て
福岡大学大学院商学研究科へ
進み、98年博士課程後期単位
取得退学。九州情報大学助教授
を経て04年から現職。 
商学博士。 
専門分野は経営戦略論。 
主にベンチャー企業の戦略につ
いて実証的研究を行っている。
『ベンチャー企業の成長と戦略』
（中央経済社）が 商工総合研
究所の2003年度中小企業研
究奨励賞を受賞。 

大学院社会科学研究科 
マネジメント専攻　教授 

大学院社会科学研究科  井上研究室訪問 

Knock on the door

人生にも企業にも戦略が必要 

お気に入りは、宙に浮いたように
全方向に回転する地球儀。他
にも珍しい地球儀を発見!

ゾウは先生が一番好きな動物。研究室に
はリアルなものもありましたが、実はかわい
いゾウが好みだとか（笑） 

研究室の窓から見える旧広大跡地。この風景を
眺めるだけでハッピーな気持ちになるそうです 

みんなで分担して調理開始。包丁の
使い方も手慣れたもの！？ 

野菜をいっぱい使った、こんなに豪華
なランチが完成！ 

頑張って作ったみんなで「いただきます！」 

一つ一つ丁寧に回答され、掲示され
たひと言カード 

 

ワクワク☆一人暮らし応援料理教室 

　広島大学には一人暮らしの学生がいっぱい。一人で生活するか

らには、料理ができた方がカッコイイ気がするし、友達を呼んでごちそ

うしてみたいなんて憧れもありませんか。でも料理ってめんどうな気が

するし…。そんな時、保健管理センター主催の「一人暮らし応援料

理教室」のチラシを見つけました。なんと参加費は200円!　早速2

月4日の教室に申し込んでみました。 

　開催場所は生協北2食堂で

当日の参加者は11人でした。

この日のメニューは、白菜やか

ぼちゃを使った料理など4品と

チョコを使ったデザート。料理ご

とに3～4人ずつに分かれて担

当します。僕は「豚ひき肉団子

と白菜のスープ煮」の係。レシ

ピを見ると難しそうだし、自分に

作れるのか心配でした。でもみ

んなで協力したからか、意外と

簡単でビックリ。今度家で作っ

てみようかなという気になりました。料理が完成した後は、お楽しみの

食事タイム。みんなで話をしながら、おいしくいただきました。 

　今回指導していただいた

河内先生によると、今の大学

生は、小さい頃に母親と一緒

に料理をした経験が少なく、

家で包丁を握ったことのない

人もいるとのこと。そんな学

生たちに「作ることの楽しさを知り、料理を通して人とのつながりを発

見してほしい」というのが先生の願いだそうです。「広大生のお母さ

んになった気持ちで頑張っています。料理をしている時は、みんな泥

んこ遊びをしている幼い子どものように無邪気な笑顔になるの!」と

いう言葉が印象的でした。 

　次回の開催予定は5月下旬。料理初心者の方も得意メニューを

増やしたい方も、ぜひ参加してみては? 

取材・記事 /生物圏科学研究科M1年　有富　大輔　 

一人暮らし応援料理教室 主催：保健管理センター  協賛：広大生協食堂部 

 

 

一風変わった経歴を持つ「現場学者」 

　専門は主にベンチャー企業などの経営戦略。「モノ

を売るにしても人を集めるにしても、成功している会社

を見ると、他社とは違うそれなりのシステムがあるんです。

企業は独自の仕組みを創ると勝てるんですよ」と井上

先生。現在は『ビジネスシステム』と呼ばれるその仕組

みを研究しているそうです。 

　善海（ぜんかい）という素敵なお名前からなんとなく想像がつくように、

先生の実家はお寺だったとか。大学の教員になったのは転職3回目と

聞いて、驚きました。最初の仕事はなんと会社経営。「大学卒業と同

時に建設会社を立ち上げました。当初は業績がグングン伸びたのです

が、経営者が悪かったので（笑）、結局は倒産してしまった」とか。その

後は経営コンサルタントとして、10年間で約250社の企業経営に関わ

ったそうです。経験豊富な先生の研究スタイルは徹底した現場主義。

「僕は自分のことを『現場学者』と言っているんです。1年の半分以上

は現場（企業）に行き、そこでなにが起こっているのかを見るというやり

方で、研究をしています」 

 

まず自分が楽しむこと。それが相手のハッピーに! 

　先生が所属しているマネジメント専攻は、主に社会人を対象とした

夜間大学院。ゼミには、30～40代の方を中心に20名が在籍している

そうです。職業も、企業に勤める人、マスコミ関係者、

公務員などさまざま。「学生はそれぞれの会社や

組織が抱えている課題をテーマに研究を進めます。

土曜日は朝から晩までゼミ。出入り自由なので、常

時7～8人でワイワイやっていますよ。年に何回か

は全員で合宿にも行きます」とのこと。なんだか自

らが率先して楽しんでいるように感じました。 

　「基本的に自己中心的なんです。自分が一番『ハッ

ピー』でいられることを大切にしています。学生たちはそ

れに付き合わされて大変かも。でも自分が楽しくないと

みんなをハッピーにできないですよ。企業でも同じこと。

売る側が豊かさを知らないのに『これを買えばお客様

の生活は豊かになります』と言っても説得力がないで

すよね（笑）」大学教員という職業も「今までした仕事

の中で一番好き」と断言。「何年後にこれをする!とい

う人生の戦略があるので、先が楽しみでしょうがない」

そうです。 

 

成長には限りがない。若いうちは突っ走れ! 

　学生には「成功を目指すより成長を目指せ」と指導

するのだとか。「成功は成し遂げればそこで終わり。で

も成長には限りがありませんよね。大学に入学してから

ふにゃふにゃになる学生が多いのは、合格することだけ

を目標（成功）に設定しているから。若いうちは突っ走ってみたらいいと

思います。やらないで後悔するより、やって後悔するほうがいい。企業

の人は『今の大学生は4年間なにもしない』とよく批判しますが、大学

を卒業した人材を雇う企業が多いということは、やっぱりこの４年の間

に『なにか』があると思うんです」 

 

取材・記事 /総合科学部4年　中田　明香　 詳しくは、保健管理センターHPをご覧ください。 http://home.hiroshima-u.ac.jp/health/

インタビューを受ける 
酒井さん 

生協を変えるひとこと  ―ひと言カード― 
 

皆さんは『生協の白石さん』と

いう本がブームになっている

のをご存知ですか?　東京農

工大生協への意見や要望、それ

に対するコメントが書かれたカー

ドを収録した本です。実は、同じようなカードが広大生協にもあり

ます。それが「ひと言カード」です。さっそく取材してみました。 

　広大生協食堂では食堂部長の酒井さんが『ひ

と言カード』の担当者。このカードはすべて

の生協食堂・ショップにあり、カードに書かれ

た意見・要望に対しては、まず、それぞれ

の店長がコメントを書きます。各食堂に

ついてのカードは酒井さんがチェック、加

筆してから掲示板に。掲示板は約1週

間で更新され、最終的には本としてまとめているそうです。 

　ひと言カードが始まったのは1983年。

当時は年間200～300枚程度だったの

が徐々に増え、17年度は“白石さん”の

影響か1300枚に達しそうだとか。また、最

近は書かれる内容も大変多岐にわたっ

ているそうです。カードがきっかけで生まれ

た商品は、食堂の「日本そば」や「プチライス」など。このように

利用者のニーズを把握し、商品に結びつけるという重要な役目

もこのカードは果たしています。それから、カードの量と就職活動

には面白い関係があるらしく、厳しい年には枚数がグッと増える

とのこと。「近頃、冷やかしやふざけた内容も多くて困っています」

と酒井さん。皆さん絶対にやめましょうね。 

　一番うれしかったカードは、

卒業生からの「学生時代に

好きだった○○を久しぶりに

食べたけど、やっぱりおいしか

った」というものだそう。そんな

温かさが溢れたひと言カード、

あなたも一筆どうですか？ 
取材・記事 /工学部2年　金山　浩輝 

これまでに寄せられた 
ひと言カード集 
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プチトリビアや時事問題、ちょっと気になる先生まで、 
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 

井 上 善 海 

1954年生まれ。 
神奈川大学法学部卒業。会社経
営、経営コンサルタントを経て
福岡大学大学院商学研究科へ
進み、98年博士課程後期単位
取得退学。九州情報大学助教授
を経て04年から現職。 
商学博士。 
専門分野は経営戦略論。 
主にベンチャー企業の戦略につ
いて実証的研究を行っている。
『ベンチャー企業の成長と戦略』
（中央経済社）が 商工総合研
究所の2003年度中小企業研
究奨励賞を受賞。 

大学院社会科学研究科 
マネジメント専攻　教授 

大学院社会科学研究科  井上研究室訪問 

Knock on the door

人生にも企業にも戦略が必要 

お気に入りは、宙に浮いたように
全方向に回転する地球儀。他
にも珍しい地球儀を発見!

ゾウは先生が一番好きな動物。研究室に
はリアルなものもありましたが、実はかわい
いゾウが好みだとか（笑） 

研究室の窓から見える旧広大跡地。この風景を
眺めるだけでハッピーな気持ちになるそうです 

みんなで分担して調理開始。包丁の
使い方も手慣れたもの！？ 

野菜をいっぱい使った、こんなに豪華
なランチが完成！ 

頑張って作ったみんなで「いただきます！」 

一つ一つ丁寧に回答され、掲示され
たひと言カード 

 

ワクワク☆一人暮らし応援料理教室 

　広島大学には一人暮らしの学生がいっぱい。一人で生活するか

らには、料理ができた方がカッコイイ気がするし、友達を呼んでごちそ

うしてみたいなんて憧れもありませんか。でも料理ってめんどうな気が

するし…。そんな時、保健管理センター主催の「一人暮らし応援料

理教室」のチラシを見つけました。なんと参加費は200円!　早速2

月4日の教室に申し込んでみました。 

　開催場所は生協北2食堂で

当日の参加者は11人でした。

この日のメニューは、白菜やか

ぼちゃを使った料理など4品と

チョコを使ったデザート。料理ご

とに3～4人ずつに分かれて担

当します。僕は「豚ひき肉団子

と白菜のスープ煮」の係。レシ

ピを見ると難しそうだし、自分に

作れるのか心配でした。でもみ

んなで協力したからか、意外と

簡単でビックリ。今度家で作っ

てみようかなという気になりました。料理が完成した後は、お楽しみの

食事タイム。みんなで話をしながら、おいしくいただきました。 

　今回指導していただいた

河内先生によると、今の大学

生は、小さい頃に母親と一緒

に料理をした経験が少なく、

家で包丁を握ったことのない

人もいるとのこと。そんな学

生たちに「作ることの楽しさを知り、料理を通して人とのつながりを発

見してほしい」というのが先生の願いだそうです。「広大生のお母さ

んになった気持ちで頑張っています。料理をしている時は、みんな泥

んこ遊びをしている幼い子どものように無邪気な笑顔になるの!」と

いう言葉が印象的でした。 

　次回の開催予定は5月下旬。料理初心者の方も得意メニューを

増やしたい方も、ぜひ参加してみては? 

取材・記事 /生物圏科学研究科M1年　有富　大輔　 

一人暮らし応援料理教室 主催：保健管理センター  協賛：広大生協食堂部 

 

 

一風変わった経歴を持つ「現場学者」 

　専門は主にベンチャー企業などの経営戦略。「モノ

を売るにしても人を集めるにしても、成功している会社

を見ると、他社とは違うそれなりのシステムがあるんです。

企業は独自の仕組みを創ると勝てるんですよ」と井上

先生。現在は『ビジネスシステム』と呼ばれるその仕組

みを研究しているそうです。 

　善海（ぜんかい）という素敵なお名前からなんとなく想像がつくように、

先生の実家はお寺だったとか。大学の教員になったのは転職3回目と

聞いて、驚きました。最初の仕事はなんと会社経営。「大学卒業と同

時に建設会社を立ち上げました。当初は業績がグングン伸びたのです

が、経営者が悪かったので（笑）、結局は倒産してしまった」とか。その

後は経営コンサルタントとして、10年間で約250社の企業経営に関わ

ったそうです。経験豊富な先生の研究スタイルは徹底した現場主義。

「僕は自分のことを『現場学者』と言っているんです。1年の半分以上

は現場（企業）に行き、そこでなにが起こっているのかを見るというやり

方で、研究をしています」 

 

まず自分が楽しむこと。それが相手のハッピーに! 

　先生が所属しているマネジメント専攻は、主に社会人を対象とした

夜間大学院。ゼミには、30～40代の方を中心に20名が在籍している

そうです。職業も、企業に勤める人、マスコミ関係者、

公務員などさまざま。「学生はそれぞれの会社や

組織が抱えている課題をテーマに研究を進めます。

土曜日は朝から晩までゼミ。出入り自由なので、常

時7～8人でワイワイやっていますよ。年に何回か

は全員で合宿にも行きます」とのこと。なんだか自

らが率先して楽しんでいるように感じました。 

　「基本的に自己中心的なんです。自分が一番『ハッ

ピー』でいられることを大切にしています。学生たちはそ

れに付き合わされて大変かも。でも自分が楽しくないと

みんなをハッピーにできないですよ。企業でも同じこと。

売る側が豊かさを知らないのに『これを買えばお客様

の生活は豊かになります』と言っても説得力がないで

すよね（笑）」大学教員という職業も「今までした仕事

の中で一番好き」と断言。「何年後にこれをする!とい

う人生の戦略があるので、先が楽しみでしょうがない」

そうです。 

 

成長には限りがない。若いうちは突っ走れ! 

　学生には「成功を目指すより成長を目指せ」と指導

するのだとか。「成功は成し遂げればそこで終わり。で

も成長には限りがありませんよね。大学に入学してから

ふにゃふにゃになる学生が多いのは、合格することだけ

を目標（成功）に設定しているから。若いうちは突っ走ってみたらいいと

思います。やらないで後悔するより、やって後悔するほうがいい。企業

の人は『今の大学生は4年間なにもしない』とよく批判しますが、大学

を卒業した人材を雇う企業が多いということは、やっぱりこの４年の間

に『なにか』があると思うんです」 

 

取材・記事 /総合科学部4年　中田　明香　 詳しくは、保健管理センターHPをご覧ください。 http://home.hiroshima-u.ac.jp/health/

インタビューを受ける 
酒井さん 

生協を変えるひとこと  ―ひと言カード― 
 

皆さんは『生協の白石さん』と

いう本がブームになっている

のをご存知ですか?　東京農

工大生協への意見や要望、それ

に対するコメントが書かれたカー

ドを収録した本です。実は、同じようなカードが広大生協にもあり

ます。それが「ひと言カード」です。さっそく取材してみました。 

　広大生協食堂では食堂部長の酒井さんが『ひ

と言カード』の担当者。このカードはすべて

の生協食堂・ショップにあり、カードに書かれ

た意見・要望に対しては、まず、それぞれ

の店長がコメントを書きます。各食堂に

ついてのカードは酒井さんがチェック、加

筆してから掲示板に。掲示板は約1週

間で更新され、最終的には本としてまとめているそうです。 

　ひと言カードが始まったのは1983年。

当時は年間200～300枚程度だったの

が徐々に増え、17年度は“白石さん”の

影響か1300枚に達しそうだとか。また、最

近は書かれる内容も大変多岐にわたっ

ているそうです。カードがきっかけで生まれ

た商品は、食堂の「日本そば」や「プチライス」など。このように

利用者のニーズを把握し、商品に結びつけるという重要な役目

もこのカードは果たしています。それから、カードの量と就職活動

には面白い関係があるらしく、厳しい年には枚数がグッと増える

とのこと。「近頃、冷やかしやふざけた内容も多くて困っています」

と酒井さん。皆さん絶対にやめましょうね。 

　一番うれしかったカードは、

卒業生からの「学生時代に

好きだった○○を久しぶりに

食べたけど、やっぱりおいしか

った」というものだそう。そんな

温かさが溢れたひと言カード、

あなたも一筆どうですか？ 
取材・記事 /工学部2年　金山　浩輝 

これまでに寄せられた 
ひと言カード集 

87



00350
340

330

320

310

30
0

29
0

28
0

27
0

26
0

25
0

24
0

230

220

210
200

190 80

NW
SW

N

W

S

牧 之 内 洋 和 hirokazu makinouchi

株式会社 電通西日本 広島支社　ソリューション業務推進部 
（1996年3月経済学部卒業） 

商品はカタチのないもの。 
だから楽しいし、難しい。 

ちょっとした心配りから、 
市民の方 と々の信頼関係が生まれる。 

取 材を終えて 
終始緊張しっぱなしの初取材。お話を伺って、自分自身を振り返ると「忙しい」という一言でいろいろなチャンスを逃しているかも
しれないと感じました。同時に、今打ち込めるものがあることの大切さを再確認できたような気がします。社会人の方の生の声を
聞くことで、自分の学生生活を客観的に見ることができ、貴重な体験になりました。 

取材・記事/教育学部4年　中井　俊之　 
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Miki Ikeda

東広島市役所生活環境部市民課　（2001年3月法学部卒業） 

私たちが生活する上で欠かせない、さまざまな業務を取り扱う市役所という場。常に市民へしっかりと目を向けながら、同時に自らをも
見つめ、向上心を持ち続けて仕事に臨んでおられる池田さんの姿が、強く印象に残っています。「日々努力」という仕事に対する一生
懸命で前向きな姿勢から、私も常に向上心を絶やすことなく、これからいろいろな物事にチャレンジしていきたいと感じました。 

取材・記事/教育学部3年　宮永　静　 

 

―東広島市役所に就職しようと思った理由は？  

　この町の将来性に期待したからです。もともと公務員に

なって、自分の人生に関わってきたところに恩返しをしたい

という想いがありました。出身の佐賀県に帰ることも考えま

したが、大学4年間を過ごした西条という町に魅力を感じ、

ここで一生を過ごしてみようと思ったんです。 

―現在の仕事内容と心がけていることは？ 

　教育委員会の仕事を3年した後、現在は市民課で外国

人登録と戸籍届出の受理事務を担当しています。市民の

方と接する仕事は、反応がダイレクトに返ってくるので、そ

れが励みになりますし、逆に落ち込むこともあります。応対

する時には、いろいろと気をつけていますね。例えば「こん

にちは。以前は○○でしたよね」と一言添えることで、市民

の方も「覚えてくれていたんだ」と喜んでくれるかもしれない。

小さな心配りから信頼関係が生まれると思うんです。わざ

わざ「引っ越します」と報告に来てくれる方もいて、そんな

時はすごく嬉しいですね。 

　広大の留学生もよく来られますよ。来日して間もない方は、

不安を感じることも多いはず。覚えたての日本語を私たち

に試してみようとする方もいますので、日本人に対して悪い

印象を持たれないよう、にこやかな対応を心がけています。 

　市民課に配属されて2年。自分が担当する仕事につい

て掘り下げて勉強することはもちろんですが、一番重要な

のは、課全体の仕事の流れを幅広く把握できるようになる

こと。市民課の中で必要とされる人間になるために日々努

力しています。 

―私生活での目標を教えてください！ 

　運動不足なのでジムに通って解消したいですね。実は

去年も試みたのですが、2カ月でやめてしまいました。仕事

をしていると、勉強や趣味など自分のことに時間を割こうと

しても、どちらかにしわ寄せが来てしまうと思うんです。勉強

するためだけに4年間

という時間が確保され

ている学生時代は、本

当に贅沢。単位を取る

ことも大切ですが、興

味のあることには手を

出しておいたほうがい

いと思います。絶対に

自分にとってプラスに

なるし、人間の器も広

がってくると思うから。 

―「ソリューション業務推進部」の仕事とは？  

　簡単に言えば「企業の課題に対する解決方法を提案

する」という仕事です。実は「ソリューション」という言葉が

広告業界で使われるようになったのはここ2、3年のこと。そ

れまでは「媒体部」「クリエイティブ部」「プロモー

ション部」で分業していたのですが、それではなか

なか課題の解決につながらない。そこで、解決方

法全体をプランニングする部ができたのです。 

―仕事のおもしろいところと大変なところを教え

てください。 

　メーカーなどとは違って「形がないものを売る」

ので、自分自身の魅力や自分で考えて創り上げた

ものを売り込んでいくことになります。そこがすごく

楽しいですね。でも逆に、毎日何かを創り出してい

くプレッシャーが常にあります。現実は地道で結構しんどい

仕事です。広告業界に憧れている学生さんも多いと思い

ますが、いつも芸能人に会えるとかCMを作れるとか、そん

なことはないですよ（笑）。 

　どんな仕事でも、外から見るイメージと実際に中に入って

からとでは随分違います。働きはじめてから戸惑うことのな

いよう、学生の間にそのギャップを埋める努力をするべきで

すね。就職活動も、外側からのイメージにこだわらず、知ら

ない業種や興味のない会社も含めて、真面目にたくさんや

ってみたほうがいいと思います。「自分が企業を面接するん

だ」くらいの気持ちで。 

―今後の目標と学生へのメッセージを聞かせてください。 

　広告の世界は動きが激しいので、日々勉強を続けていく

ことが大事です。例えば、映画を観る、街を歩いて今の流

行を知るなど、時代の流れをいち早くキャッチできるよう日

常生活の中でも心がけています。将来は、広告の中である

特定の分野のスペシャリストになるというよりは、各分野を

広く理解した上でコミュニケーション戦略全体をプランニン

グできるようになりたい。また、広島から全国へ発信する広

告を作ったり、広島のクライアントを僕らの力で大きくし、全

国規模で事業展開できる、いわゆるナショナルクライアント

に育てていきたいです。それが今の会社の使命という気が

しています。 

　学生時代は「時間がない」とは言っても、社会人と比べ

ればたっぷりあるはずなんですよ。特にこの業界はオフが

少ないので、あの頃の自由な時間に、もっといろいろなこと

をしておけばよかったと後悔し

ています。皆さんには、学校の

勉強以外にもさまざまなことに

興味を持って、チャレンジしてほ

しいですね。それと何か趣味を

見つけておいたほうがいい。僕

は大学時代にサークルでやっ

ていたバスケットを今も続けて

いますが、気分転換にすごく役

立っていますよ。 

109



PROFILE

PROFILE

デトロイトで踊ったサルサ 

王　　冷 Leng Wang

2006年3月大学院社会科学研究科博士課程前期修了（中国出身） 

東　陽一 Yoichi Higashi 
工学部4年（アメリカへ留学） 

プロフィール 

2004年4月から1年間休学。9月までは留学の手続きを進めつつバイトを掛け持

ちしてお金を貯め、10月から翌年3月までアメリカ・オハイオ州のELSランゲージ

センター・クリーブランド校に語学留学。将来の夢は、全世界をまたにかけて活

躍すること。 

【使用言語】英語 

【費　　用】約120万円（渡航費、生活費、授業料、旅行代などを含む） 

プロフィール 

中国遼寧省出身。1998年4月来日。2年間日本語学校で勉強した後、2000年4月広

島大学経済学部入学。04年4月大学院社会科学研究科に入学。06年3月博士課

程前期修了。専門分野は計量経済学。06年4月より日本のシステム開発会社に入社。 

留学で体験した感動は、 
英語の上達以上に価値のあるもの 

夢は中日の懸け橋になること 
そのために日本企業への就職を決意 

グランドキャニオンのスケール、存在感に圧倒された私。辺り一面を真っ赤に染めた
夕日が、とても心に残っています 

広島大学国際交流懇親会で学長先生、中国人留学生のアトラクションメンバーと一
緒に（筆者左端） 

「黒田征太郎さんと平和を考えるライブペインテ
ィング」の平和記念活動のメンバーと広島国際
大学にて（筆者後列右端） 

街頭で新聞を読んでいる中国の市民たち お年寄りが体を動かす中国の公園の 
一コマ 

紅葉シーズンに行った京都の清水寺
で撮影 

　日本で就職活動を行う中で最も多く聞かれ

たのが「なぜ日本で就職しようと思ったのか」という質問でした。 

　私は当初、大学院修了後は国へ帰り、日本で勉強したことを母国で

活用しようと考えていました。外国人の私が日本で就職するのは、言

葉の問題や文化の壁などいろいろなハードルがあり、無理だと思って

いたからです。しかし日本で8年間を過ごした私は、これから自分がどう

生きていきたいのかを改めて考え直し、この国で就職することに決めま

した。「将来は中国と日本の懸け橋として活躍したい」そのためには、

この国で就職をして、さまざまな経験を積んだ方が自分のためにもなる

し、将来的に両国の社会に貢献できるのではないかと考えたのです。 

　修士2年次より日本人学生と同じように就職活動を始めました。そ

の際に気付いたのが、会社から見れば、日本人であれ中国人であれ一

人の求職者にすぎず、重要なのは、その人が成長できる人材かどうか

ということ。だから「自分さえしっかりしていれば大丈夫。しかも今は中

国とのビジネス活動が盛んな時期だから、中国人の私にとって就職は

それほど難しくない」と思うようになりました。ただ実際にはそれほど甘

いものではなく、服装やマナー、履歴書の書き方、企業研究など、予想

していなかったところで大変なことも…。私は悔いを残さない就職活動

をすることを目標に、就活もひとつの試験であり、上手くいくときもあれば、

いかない場合もあると考えることにしました。成功することも大事ですが、

大切なのはそれを通して何を得られたかです。努力の結果、何社か最

終面接まで進むことができ、内定もいただきました。 

　留学生から見ると、日本人学生はあまり熱心に勉強していない人が

多いというイメージがあります。しかし遊んでばかりに見えた学生たちが、

いざ就職となるとみんな真剣に自分の人生を考えます。教室で知識を

吸収するだけではなく、たくさんの友人をつくり、アルバイトやサークル

活動などを通して毎日を楽しく過ごす…。そういった経験が、なりたい自

分を見つけることにつながっているのかもしれません。そんな日本人学

生の姿を見て、自分も頑張らなければと思うようになりました。 

　私は就職活動を経験したことで、学生生活をより一層有意義に送

ることができました。さまざまな人と出会い、多くの経験ができ、日本の

社会や文化をより一層理解することができたように思います。また日本

の社会を学生という立場からしか見ていなかった自分を反省し、さまざ

まな角度から見ることができるようになった自分は、今後さらなる成長を

成し遂げることができるのではないかと感じています。 

　今後も自分の力と経験を最大限に生かし、国際人として中日の懸

け橋となれるよう頑張っていきたいと思っています。　原文／日本語 

ホームステイ先にあったピアノで坂本
龍一の曲などを演奏 

語学学校のクラスメイト 

　ニューヨークで画家として活躍していた叔

父の影響もあり、中学生の頃からアメリカで生活してみたいと漠然と

考えていました。そんな思いを抱いたまま、気が付けばもうすぐ大学３年

生。「今を逃せば長期の海外生活をするチャンスはないだろう。人生

の大きな選択をする前に、一度日本を出て自分を見つめ直したい」そう

思って留学を決心しました。 

　渡米直後に苦労したのは、ホームステイ先の家族との関係。ひどい

時差ぼけに悩まされた私は、深夜や早朝に音を響かせてホストマザー

を起こしてしまい、何度もしかられました。英語もままならなかったので、

溝は深まるばかり…。それを解決してくれたのは、幼い頃から習ってい

たピアノでした。ある晩、気分転換にピアノを弾かせてもらった時、ホス

トマザーがとても感動してくれたのです。後から知ったのですが、彼女

のお母さんがピアノの先生だったこともあり、演奏を聴くのが大好きだ

ったそうです。この出来事をきっかけに、私たちは急速に打ち解けてい

きました。よく「芸術（音楽）は国境を越える」と言いますが、それを実

感しましたね。 

　留学生活で最も楽しく、自分にとって

特別な想い出になったのは、サルサとい

うラテンダンスを通じての体験とアメリカ

横断旅行です。 

　日本でサルサをしていた私は、アメリカ

でも大学のサルサコミュニティーに参加。

最初は言葉の壁もあり苦労しましたが、

ダンスを教え合う中で、すぐに友人をつくることができました。週末に

400～500人が集まる大きなクラブで踊ったり、そこで知り合った人と

デトロイトへ遠征に行ったり…普通の留学ではできないことも体験し、

サルサの経験があって本当によかったと思いました。 

　語学学校卒業後は、この国の大きさを肌で感じたいと思い、アムト

ラックという列車を使って一人旅をしました。15日間で約３万円というフ

リーパスでアメリカを横断。シカゴでは、３年ぶりに再会した友達が鍋を

作ってくれたのですが、大都会の美しい夜景とカクテルに鍋という奇

妙な組み合わせが、なんだか愉快で印象に残っています。そこからグラ

ンドキャニオンへ、約30時間の長旅。しかし、退屈だと感じることはあり

ませんでした。荒野を走る牛や馬、砂漠の中にあるサボテンの森、巨

大な渓谷…車窓から見える雄大な景色を眺めながら走る爽快感は、

言葉にできないほど素晴らしかったから。L.A.のリトルトーキョーという

日本人街では、様々なバックグラウンドを持つ日本人旅行者に出会い

ました。個性の塊のような彼らとお

互いの旅について語り合った時間は、

今でも忘れられません。 

　留学を通じて、いろいろなことを

見て、聞いて、体験して、そして感動

することができました。これらは語学

の習得以上に、私にとって価値の

あるものだと思います。皆さんも就

職や進学を前に一度海外で過ごし

てみてはいかがでしょうか。きっと大

事な何かを得られるはずです。 
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お花見おすすめ 
ス ポ ッ ト 

お花見おすすめ 
ス ポ ッ ト 

お花見おすすめ 
ス ポ ッ ト 

例年の見頃 

例年の見頃 

例年の見頃 

例年の見頃 本数・種類 3月下旬～4月上旬 1111本・12種類 

種類・本数 
4月上旬 

109本・2種類 

種類・本数 
3月下旬～4月上旬 

1300本・1種類（自生しているものを除く） 

本数・種類 
3月下旬～5月上旬 

701本・33種類 

3月下旬～4月上旬 例年の見頃 
本数・種類 1000本・全国各地の桜 

取材を終えて 

お花見前に腹ごなし。 
うまい！ 

比治山には 
なぜか猫が 
いっぱい！ 

11

22

33

44

66

55

学生取材班が
行く 特別編 The Earth 日本語教師ボランティア（HIC午後クラス） 

The Earth HP

春ですねぇ。誰か誘ってお花見にでも行こうかな～って考えているあなたのために、 
学生取材班が一足早く桜の名所を取材してきました。 
2月下旬に取材したので、もちろんまだ開花していなかったけれど、 
本誌が発行される頃には、写真のように咲き誇っているはず!

発見! 
元気人 

ガンバル広大生の 
PRページ。 

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!

HIC午後クラス連絡先 

学生取材班が
行く 特別編 

宮島モニタリング調査の一風景 

宮島にて、メンバーの集合写真 

潮間帯生物の一種のイボニシなど 

産業技術総合研究所中国
センターで世界最大の瀬戸
内海大型水理模型を見学 

世界市民交流会での一コマ。教師も学習者も楽しそう♪ 

入門クラスの授業の様子。みんな真剣!!

　皆さんは、日本語のことをどれくらい知っていま

すか。日本人だから知っていて当たり前でしょうか。

日本語の難しさやおもしろさを改めて感じることが

できる、それが日本語教師ボランティアです。 

　私たちは、毎週土曜日に広島市内のHIC（ひろしま国際センター）

で日本語を教えています。この活動のいいところは「学ぶ」機会がとて

も多いことです。まず「日本語」について学ぶことができます。皆さんの

中には、日本人だから簡単に教えることができるだろうと考える人がい

るかもしれません。しかし「『私は日本人です』と『私が日本人です』は

どう違いますか」と質問されたら何と答えるでしょうか。納得する答えを

返すことはできますか。教えるためには、それ以上に勉強をしなくてはな

りません。きっと日本語についていろいろな発見ができるのではないか

と思います。次に「学習者」から学ぶことができます。学習者は社会人

の方がほとんどで、さまざまな国、職業の人がいます。学生にとっては、

普段とは違う交流を経験できる絶好のチャンスです。また「教師同士」

で学び合うこともできます。このボランティアをしているのは、広大生だ

けではありません。他大学の人や社会人の方もいます。異なった環境

にいる人たちが、日本語を教えることを通じてお互いの意見を交換する

ことで、新しい知識や考え方を吸収し合うことができるのではないかと

感じています。 

　私は日本語教師ボランティアを始めてもう３年になりますが、毎回毎

回が学びの連続で、決して飽きることはありません。人と人とをつなぐ

言語。その背景には、実にさまざまなものが存在しているからです。皆

さんも日本語を教えることを通して、いろいろな「学び」を体験してみま

せんか。これまでとは違う「日本語」を介した国際交流を一緒に楽しみ

ましょう。まずは見学から始めてみてください。どこかピンときたあなた、

今すぐご連絡を!! 

（記事 / HIC午後クラス・教育学研究科Ｍ１年　濱田　明子）　 

　　　　　　　　　　　　akiko614bi@yahoo.co.jp

　はじめまして、環境系サークル「The Earth」で

す。現在、私たちは宮島の海岸に生息する生物

の調査を中心に活動しています。 

　宮島は、世界遺産にも指定されている広島の

自然のシンボルです。その宮島のある瀬戸内海

の美しい海岸と水質を守っていこうという活動の

一環として、年に4回調査を行っています。もとも

とこの調査は、広島県が平成14～16年の3カ年

計画で環境コンサルタントに委託して行っていた

もので、私たちも微力ながらお手伝いをしていました。

県の調査が終了した後は、コンサルタントの方や

元産業技術総合研究所の方のアドバイスを受けつつ、私たちのサー

クルが中心となって継続しています。 

　調査の方法は、宮島の

海岸線における水質の指

標となる潮間帯生物種※を

一定の範囲内で一つずつ

数えていくというもの。少し

きつい作業ではありますが、

この作業を通して非常に多くの経験をすることができますし、また環境

コンサルタントという普段触れ合う機会のない方々から非常に参考に

なるお話を聞くこともできます。 

　私たちの根本にある指針は、周りの学生や先生、地域の方と協力

して事を成し、社会に還元していくこと。現在は宮島のみをテーマとし

て活動していますが、これから活動の幅を広げていこうと考えています。

例えば、宮島での経験とデータを社会に還

元するために広島県のイベントなどに参加

して環境意識の向上を試みようとしたり、

大学内での環境活動として生協の割り箸

回収を行っていこうという試みも進行中です。 

　3月でメンバーの多くが卒業したため、新

メンバーを募集しています。興味を持った

皆さん、ぜひ私たちと一緒に活動しませんか。 

（記事 / The Earth・総合科学部3年　沖　宗一郎）　 

 

http://home.hiroshima-u.ac.jp/u1477017/TheEarth/tetop.htm 

※潮間帯生物種…潮の干満により露出と水没を繰り返す場所に生息する生物。 
　　　　　　　　フジツボ類やスナガニ類など。 

超お手軽コース！ 

広島大学東広島キャンパス 
ひろしまだいがく 

これぞスタンダード！ 

鏡山公園 
かがみやまこうえん 

癒し系スポット?!

三永水源地 
みながすいげんち 

お花見＋芸術はいかが?

比治山公園 
ひじやまこうえん 

所 在 地/東広島市西条町下三永
※一般開放時期　3月25日～5月14日 
　開放時間/9：00～16：30

所在地/広島市南区比治山公園
開園時間/花見時期には車両通行規制有り
土日祝日/5：00～10：00
平日/5：00～17：00
※状況により変更される可能性あり
　広島東警察署交通課あるいは下記へ要確認
　南区役所建設部管理課 082-250-8957

所 在 地/東広島市鏡山2丁目
開園時間/終日
所 在 地/東広島市鏡山2丁目
開園時間/終日 3月下旬～5月上旬 例年の見頃 

本数・種類 140本・3種類 

所 在 地/広島市中区江波二本松 
開園時間/終日 

一足のばして瀬戸内へ！ 

日本で唯一ここだけ！ 

江波山公園 
えばやまこうえん 

真道山千本桜並木 
しんどうやませんぼんざくらなみき 

 
広島に来て4年。考えてみると、きちんとお花見をしたことがありません。歩きな
がら眺めるだけだったり、気が付けば散っていたり。「よし!　今年こそはまじめに
お花見するぞ!」　　　　　　　  　取材・記事 /工学部4年　宮田　浩紀 

江波山には1本だけ他の桜とは違う珍
しい品種の木があります。それが全国で
初めて発見された「ヒロシマエバヤマザ
クラ」です。通常のヤマザクラの倍近い

花びらを有し、樹齢は約150年!　「公園入り口
にある有名なラーメン屋に寄
った後の夜桜見物。コレが
いいんです！」と取材に応じ
てくれた区役所の
宮川さん。頂上に
は全国で唯一の
気象専門博物館、
江波山気象館も。 

西日本有数の藤棚で有名な三永水
源地。実は桜もきれいなんですよ。周
囲7㎞に及ぶ雄大な水源地、国の登
録有形文化財に指定されている堰堤、
その景観を見るだけで癒
し効果あり?!　一般開
放は桜と藤の咲く季節
だけ。東広島キャンパス
からも近いし、一度は行
ってみなくっちゃ。 

霞キャンパスに近い比
治山公園は、広島市内
ではポピュラーなお花見
スポット。実はこの公園、芸術の宝庫
なんです。園内には広島市現代美術
館やムーアの広場、面白い形の野外
オブジェにまんが図書館まであります。
桜と一緒にアートに触れてみては?　
麓と山頂を結ぶ動
く歩道「比治山ス
カイウォーク」は私
たちスタッフもお気
に入り。 

所 在 地/江田島市能美町中町 
開放時間/終日 

別名「同期の千本桜」見どころはそ
の種類の豊富さ。登山道に沿って、
全国各地の桜千本が咲き誇ります。
山頂展望台からの眺めも最高!　穏
やかな瀬戸の海を楽しみながらお花
見もいいですよ。江田島市に
は他にも、2㎞の桜並木が続く 
「さくら街道」や「江田島公園」 
（ＭＡＰ　 ）など、
桜の名所がいっぱ
い!　ちなみに「海
辺の新鮮市場」で
食べた刺身定食は
絶品でした。 

勉強にサークル…忙しくって遠くまで
お花見に行っている時間なんてない
よ～という東広島キャンパスの皆さん
におすすめ。大学内に1111本の桜
があるのを知ってました?　なんだか
意味がありそうなこの数字。気になる人は、前広報誌『広大フォーラム』第29期8号、ま
たは31期1号をご覧あれ!　広大ＨＰでバックナンバーをチェックできますよ。 

東広島市で桜の名所といえばココ。
木の種類がたくさんあって、咲く時期
が少しずつずれているから、なんと約2
カ月間もいろんな桜が見られちゃいます!
広大生御用達スポットなので、行け
ばご機嫌な様子で盛り上がっている友達に出会えるはず。
早速出かけてみましょう!　水洗トイレも完備されています。 
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鏡山公園 

真道山千本桜並木 

江田島公園・さくら街道 

江波山公園 

322

広島大学 
東広島キャンパス 三永水源地 
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厳島 
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江田島市 
SAKURA

広 島 市 
SAKURA

お花見おすすめ 
ス ポ ッ ト 

お花見おすすめ 
ス ポ ッ ト 

お花見おすすめ 
ス ポ ッ ト 

例年の見頃 

例年の見頃 

例年の見頃 

例年の見頃 本数・種類 3月下旬～4月上旬 1111本・12種類 

種類・本数 
4月上旬 

109本・2種類 

種類・本数 
3月下旬～4月上旬 

1300本・1種類（自生しているものを除く） 

本数・種類 
3月下旬～5月上旬 

701本・33種類 

3月下旬～4月上旬 例年の見頃 
本数・種類 1000本・全国各地の桜 

取材を終えて 

お花見前に腹ごなし。 
うまい！ 

比治山には 
なぜか猫が 
いっぱい！ 

11

22

33

44

66

55

学生取材班が
行く 特別編 The Earth 日本語教師ボランティア（HIC午後クラス） 

The Earth HP

春ですねぇ。誰か誘ってお花見にでも行こうかな～って考えているあなたのために、 
学生取材班が一足早く桜の名所を取材してきました。 
2月下旬に取材したので、もちろんまだ開花していなかったけれど、 
本誌が発行される頃には、写真のように咲き誇っているはず!

発見! 
元気人 

ガンバル広大生の 
PRページ。 

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!

HIC午後クラス連絡先 

学生取材班が
行く 特別編 

宮島モニタリング調査の一風景 

宮島にて、メンバーの集合写真 

潮間帯生物の一種のイボニシなど 

産業技術総合研究所中国
センターで世界最大の瀬戸
内海大型水理模型を見学 

世界市民交流会での一コマ。教師も学習者も楽しそう♪ 

入門クラスの授業の様子。みんな真剣!!

　皆さんは、日本語のことをどれくらい知っていま

すか。日本人だから知っていて当たり前でしょうか。

日本語の難しさやおもしろさを改めて感じることが

できる、それが日本語教師ボランティアです。 

　私たちは、毎週土曜日に広島市内のHIC（ひろしま国際センター）

で日本語を教えています。この活動のいいところは「学ぶ」機会がとて

も多いことです。まず「日本語」について学ぶことができます。皆さんの

中には、日本人だから簡単に教えることができるだろうと考える人がい

るかもしれません。しかし「『私は日本人です』と『私が日本人です』は

どう違いますか」と質問されたら何と答えるでしょうか。納得する答えを

返すことはできますか。教えるためには、それ以上に勉強をしなくてはな

りません。きっと日本語についていろいろな発見ができるのではないか

と思います。次に「学習者」から学ぶことができます。学習者は社会人

の方がほとんどで、さまざまな国、職業の人がいます。学生にとっては、

普段とは違う交流を経験できる絶好のチャンスです。また「教師同士」

で学び合うこともできます。このボランティアをしているのは、広大生だ

けではありません。他大学の人や社会人の方もいます。異なった環境

にいる人たちが、日本語を教えることを通じてお互いの意見を交換する

ことで、新しい知識や考え方を吸収し合うことができるのではないかと

感じています。 

　私は日本語教師ボランティアを始めてもう３年になりますが、毎回毎

回が学びの連続で、決して飽きることはありません。人と人とをつなぐ

言語。その背景には、実にさまざまなものが存在しているからです。皆

さんも日本語を教えることを通して、いろいろな「学び」を体験してみま

せんか。これまでとは違う「日本語」を介した国際交流を一緒に楽しみ

ましょう。まずは見学から始めてみてください。どこかピンときたあなた、

今すぐご連絡を!! 

（記事 / HIC午後クラス・教育学研究科Ｍ１年　濱田　明子）　 

　　　　　　　　　　　　akiko614bi@yahoo.co.jp

　はじめまして、環境系サークル「The Earth」で

す。現在、私たちは宮島の海岸に生息する生物

の調査を中心に活動しています。 

　宮島は、世界遺産にも指定されている広島の

自然のシンボルです。その宮島のある瀬戸内海

の美しい海岸と水質を守っていこうという活動の

一環として、年に4回調査を行っています。もとも

とこの調査は、広島県が平成14～16年の3カ年

計画で環境コンサルタントに委託して行っていた

もので、私たちも微力ながらお手伝いをしていました。

県の調査が終了した後は、コンサルタントの方や

元産業技術総合研究所の方のアドバイスを受けつつ、私たちのサー

クルが中心となって継続しています。 

　調査の方法は、宮島の

海岸線における水質の指

標となる潮間帯生物種※を

一定の範囲内で一つずつ

数えていくというもの。少し

きつい作業ではありますが、

この作業を通して非常に多くの経験をすることができますし、また環境

コンサルタントという普段触れ合う機会のない方々から非常に参考に

なるお話を聞くこともできます。 

　私たちの根本にある指針は、周りの学生や先生、地域の方と協力

して事を成し、社会に還元していくこと。現在は宮島のみをテーマとし

て活動していますが、これから活動の幅を広げていこうと考えています。

例えば、宮島での経験とデータを社会に還

元するために広島県のイベントなどに参加

して環境意識の向上を試みようとしたり、

大学内での環境活動として生協の割り箸

回収を行っていこうという試みも進行中です。 

　3月でメンバーの多くが卒業したため、新

メンバーを募集しています。興味を持った

皆さん、ぜひ私たちと一緒に活動しませんか。 

（記事 / The Earth・総合科学部3年　沖　宗一郎）　 

 

http://home.hiroshima-u.ac.jp/u1477017/TheEarth/tetop.htm 

※潮間帯生物種…潮の干満により露出と水没を繰り返す場所に生息する生物。 
　　　　　　　　フジツボ類やスナガニ類など。 

超お手軽コース！ 

広島大学東広島キャンパス 
ひろしまだいがく 

これぞスタンダード！ 

鏡山公園 
かがみやまこうえん 

癒し系スポット?!

三永水源地 
みながすいげんち 

お花見＋芸術はいかが?

比治山公園 
ひじやまこうえん 

所 在 地/東広島市西条町下三永
※一般開放時期　3月25日～5月14日 
　開放時間/9：00～16：30

所在地/広島市南区比治山公園
開園時間/花見時期には車両通行規制有り
土日祝日/5：00～10：00
平日/5：00～17：00
※状況により変更される可能性あり
　広島東警察署交通課あるいは下記へ要確認
　南区役所建設部管理課 082-250-8957

所 在 地/東広島市鏡山2丁目
開園時間/終日
所 在 地/東広島市鏡山2丁目
開園時間/終日 3月下旬～5月上旬 例年の見頃 

本数・種類 140本・3種類 

所 在 地/広島市中区江波二本松 
開園時間/終日 

一足のばして瀬戸内へ！ 

日本で唯一ここだけ！ 

江波山公園 
えばやまこうえん 

真道山千本桜並木 
しんどうやませんぼんざくらなみき 

 
広島に来て4年。考えてみると、きちんとお花見をしたことがありません。歩きな
がら眺めるだけだったり、気が付けば散っていたり。「よし!　今年こそはまじめに
お花見するぞ!」　　　　　　　  　取材・記事 /工学部4年　宮田　浩紀 

江波山には1本だけ他の桜とは違う珍
しい品種の木があります。それが全国で
初めて発見された「ヒロシマエバヤマザ
クラ」です。通常のヤマザクラの倍近い

花びらを有し、樹齢は約150年!　「公園入り口
にある有名なラーメン屋に寄
った後の夜桜見物。コレが
いいんです！」と取材に応じ
てくれた区役所の
宮川さん。頂上に
は全国で唯一の
気象専門博物館、
江波山気象館も。 

西日本有数の藤棚で有名な三永水
源地。実は桜もきれいなんですよ。周
囲7㎞に及ぶ雄大な水源地、国の登
録有形文化財に指定されている堰堤、
その景観を見るだけで癒
し効果あり?!　一般開
放は桜と藤の咲く季節
だけ。東広島キャンパス
からも近いし、一度は行
ってみなくっちゃ。 

霞キャンパスに近い比
治山公園は、広島市内
ではポピュラーなお花見
スポット。実はこの公園、芸術の宝庫
なんです。園内には広島市現代美術
館やムーアの広場、面白い形の野外
オブジェにまんが図書館まであります。
桜と一緒にアートに触れてみては?　
麓と山頂を結ぶ動
く歩道「比治山ス
カイウォーク」は私
たちスタッフもお気
に入り。 

所 在 地/江田島市能美町中町 
開放時間/終日 

別名「同期の千本桜」見どころはそ
の種類の豊富さ。登山道に沿って、
全国各地の桜千本が咲き誇ります。
山頂展望台からの眺めも最高!　穏
やかな瀬戸の海を楽しみながらお花
見もいいですよ。江田島市に
は他にも、2㎞の桜並木が続く 
「さくら街道」や「江田島公園」 
（ＭＡＰ　 ）など、
桜の名所がいっぱ
い!　ちなみに「海
辺の新鮮市場」で
食べた刺身定食は
絶品でした。 

勉強にサークル…忙しくって遠くまで
お花見に行っている時間なんてない
よ～という東広島キャンパスの皆さん
におすすめ。大学内に1111本の桜
があるのを知ってました?　なんだか
意味がありそうなこの数字。気になる人は、前広報誌『広大フォーラム』第29期8号、ま
たは31期1号をご覧あれ!　広大ＨＰでバックナンバーをチェックできますよ。 

東広島市で桜の名所といえばココ。
木の種類がたくさんあって、咲く時期
が少しずつずれているから、なんと約2
カ月間もいろんな桜が見られちゃいます!
広大生御用達スポットなので、行け
ばご機嫌な様子で盛り上がっている友達に出会えるはず。
早速出かけてみましょう!　水洗トイレも完備されています。 
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Hi! Hirodai Information

Hi! Hirodai Information
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。 

広島大学短期交換留学プログラムのホームページ 

http://home.hiroshima-u.ac.jp/husa/nihongo/index-j.html

英語圏フィールドリサーチのホームページ 

http://home.hiroshima-u.ac.jp/engfr/

平 成17 年 度 学 生 表 彰 
広島大学は、学術研究活動、課外活動、社会活動等において特に顕著な成績・功績をあげた学生を表彰しています。 

留学フェアを開催 
－広島大学短期交換留学プログラム（HUSA）－ 

夏休みにハワイ大学で英語を学びませんか？ 
－学生・教職員のための“English＋ ALOHA Program”－ 

ハワイ大学のキャンパス 

学 長 表 彰 

副 学 長 表 彰 

 

●学術研究活動（学部生） 
　学部ごとに、卒業する学生の中から原則1人の「成績優秀者」を選定 

◎総合科学部／西井佳奈恵◎文学部／山口容美◎教育学部／池田
美穂◎法学部／野口智江◎経済学部／橋本青明◎理学部／山 麻
美◎医学部／大江　健◎歯学部／平田佳永◎工学部／梅崎将志◎
生物生産学部／小野　歩 
 
●学術研究活動（大学院生） 
　研究論文、研究業績等が国内外の学界において特に高い評価を受
　けた者 

◎文学研究科博士課程後期／工藤卓司（平成17年度日本中国学会賞
〈哲学思想部門〉受賞） 

◎理学研究科博士課程前期／福永千種（2005年度ナノ・バイオ・インフォ
化学シンポジウム　学生賞受賞） 

◎理学研究科博士課程後期／吉永雅史（第12回生物学的無機化学
国際会議　Student Poster Award 受賞） 

◎先端物質科学研究科博士課程前期／久米一規（分裂酵母を使用し
た研究業績が専門誌に掲載され国際的に高い評価を得た） 

◎先端物質科学研究科博士課程後期／金井宗良（分裂酵母を使用し
た研究業績が専門誌に掲載され国際的に高い評価を得た） 

◎先端物質科学研究科博士課程後期／牧原克典（次世代電子デバイ
ス国際会議　Best Student Award受賞） 

◎保健学研究科博士課程後期／森山英樹（拘縮の発生に関する論文
が国際学術誌に掲載された） 

◎保健学研究科博士課程後期／西浦　博（感染症流行の数理的な研
究を行い国際学術誌に複数の論文が掲載された） 

◎保健学研究科博士課程後期／友川　幸（西アフリカニジェール及びラ
オスにおける学校保健教育に関する研究で学界において高い評価を得た） 

◎工学研究科博士課程前期／林田智弘（国際会議IFSR2005　Best 
Student Paper Award受賞） 

◎工学研究科博士課程前期／糠谷優之（生体医工学シンポジウム
2005　ベストリサーチアワード受賞） 

◎生物圏科学研究科博士課程前期／土田　舞（2005年度日本家禽
学会春季大会　優秀発表賞受賞） 

◎生物圏科学研究科博士課程後期／原田晶子（第一原理古典ハイブリッ
ド学法による水素吸蔵ナノ構造化グラファイトの研究成果が国際学術
誌に掲載され、高く評価された） 

◎医歯薬学総合研究科博士課程／柘植雅貴（慢性肝疾患に関する研
究業績が最も評価の高い国際学術誌に掲載された） 

◎医歯薬学総合研究科博士課程／Aung Phyu Phyu（第96回アメリカ
癌学会　2005 AACR Scholar-in-Training Award受賞） 

◎医歯薬学総合研究科博士課程／北島正二朗（平成17年度先端歯
学国際教育研究ネットワークサマースクール　優秀賞受賞） 

◎医歯薬学総合研究科博士課程／田井雅子（第4回キャンパスベンチャー
グランプリ　中国経済産業局長賞受賞） 

◎医歯薬学総合研究科博士課程／丹根由起（第18回日本顎関節学会
学術大会　ポスター発表優秀賞受賞） 

◎医歯薬学総合研究科博士課程／蔵本銘子（第43回日本小児歯科学
会　優秀発表賞受賞） 

◎医歯薬学総合研究科博士課程／本山　満（第20回日本整形外科学
会基礎学術集会　優秀ポスター賞受賞） 

◎国際協力研究科博士課程前期／内田満則（日本海水学会第56年会
　ポスター大賞〈最優秀ポスター論文賞〉受賞） 
 

●課外活動 
　体育系：「全国規模の競技会での入賞及びそれに準じる成績」以
　　　　　上の成績を収めた者 

　文化系：「全国規模のコンクール等での高い評価及びそれに準じ
　　　　　る評価」以上の評価を得た者 

◎体育会ヨット部／藤井裕文・河東康彦・高原弘明・天畠和彦・三浦愛加・
萩原絵美・平川真織（第5回全日本チームレース選手権大会　優勝） 

◎体育会女子ヨット部／萩原絵美・平川真織（第14回全日本学生女子ヨッ
ト選手権大会　スナイプ級第3位） 

◎体育会陸上競技部／井藤由希子（第74回日本学生陸上競技対校選
手権大会　女子10,000m競歩第4位）、北村裕規（同　男子
10,000m競歩第4位、第60回国民体育大会　成年男子10,000m競
歩第7位） 

◎体育会水泳部／黒坂志穂（第52回全国国公立大学選手権水泳競
技大会　女子100m平泳ぎ第8位）、小野結貴（同　男子400m個人
メドレー第7位） 

◎体育会漕艇部／鳥山悠子・山口真理（第32回全日本大学選手権大
会　女子ダブルスカル第8位） 

◎体育会テコンドー部／池本琢己（第16回全日本テコンドー選手権大会
組手の部　ライト級第3位）、佐尾隆志（同　ミドル級第3位） 

◎体育会サイクリング部／水谷祐太（2005 MTB JAPANSERIES J2　
ビギナーの部優勝） 

◎体育会卓球部／三登悠司・河上和寿・西田和史・森元雅貴・吉本哲也・
有間勇気・坂之上一朗・黒岩真也（第45回全国国公立大学卓球大
会　男子団体第3位）、増井聡子・片山直美・伊藤　梓・神浦麻衣・中
村詩織・西田香織（同　女子団体第3位） 

◎体育会サッカー部／上田　亮・清野雄大・戸田　光（第19回デンソーカッ
プチャレンジサッカー大会に中国四国地区の選抜選手として出場　第4位） 

◎体育会ソフトテニス部／渡邉祐子・高橋沙織（第45回全日本学生東
西対抗戦に西軍選抜選手として出場） 

◎心身統一合氣道部／弓削輝泰・橋口高大・中村光佑・岩間崇浩・岸
野雄二・中垣亜由美（第25回全日本心身統一合氣道競技大会　金賞） 

◎国本文平（学生創作ダンスコンクール全国大会　特別賞受賞） 

◎田中里未子（第7回ショパン国際ピアノコンクール in Asia　全国大会
銅賞） 

◎安田裕也（平成16年度工業英語能力検定試験　文部科学大臣奨
励賞受賞） 

◎伊木勇人（第2回鬼貫青春俳句大賞　大賞受賞） 

 

●社会活動 
ボランティア活動、人命救助、犯罪防止、災害防止等の社会活動で
特に顕著な功績があった者 

◎藤田展子、岡かおり（ピア・サポーターとして本学の学生支援活動に貢献） 

◎小倉亜紗美（広島県の「健やかな流域づくり構想（黒瀬川モデル）」に
おける環境保全活動で「黒瀬川流域ガイドブック」を編集・出版し高い
評価を得た） 

◎平林千典、眞鍋哲也（東広島市鏡山広島中央サイエンスパーク内の
池に落ち溺れている女性を見つけ救助した） 

◎Abdur Rehman・金井塚遠・原口正彦・James Daniel Short・日下部
達夫・竹内明日香（パキスタン大地震に伴い、「南アジア地震救援委
員会」を立ち上げパキスタンの被災者の救援活動に貢献） 

 

 

●課外活動（体育活動） 
ブロック規模（西日本大会、中国・四国地区大会、中国地区大会）の
競技会での優勝者 

◎体育会バレーボール部／松本好恵・青木美緒・小川諒子・松野梨香・
高崎麻菜実・山本　葵・林　真衣・谷　優香（第49回中国四国学生
バレーボール選手権大会　優勝） 

◎体育会陸上競技部／萩原　翔（第59回中国四国学生陸上競技対
校選手権大会　男子棒高跳優勝）、水谷笑子（同　女子400mH優勝）、
村上美希・小谷奈緒美・衣松　優・永田沙織（第28回中国四国学生
陸上競技選手権大会　女子4×400mR優勝）、衣松　優（同　女子
400mH優勝） 

◎体育会アーチェリー部／粂井一盛（第26回中国四国学生アーチェリー
フィールド選手権大会　男子コンパウンドの部優勝）、菅井若菜（同　
女子リカーブの部優勝） 

◎体育会柔道部／東家佳奈子・正木梨絵・山本志乃・馬場あゆみ・新城
愛（平成17年度中国四国学生女子柔道優勝大会　女子団体優勝）、
東家佳奈子（第21回中国四国学生女子柔道体重別選手権大会　
52㎏級優勝）、正木梨絵（同　57㎏級優勝）、馬場あゆみ（同　63㎏
級優勝） 

◎体育会硬式庭球部／三上恵理（平成17年度夏季中国四国学生テニ
ス選手権大会　女子シングルス優勝）、奥田　努（同　男子シングル
ス優勝、平成17年度中国四国学生室内テニス選手権大会　男子シ
ングルス優勝） 

◎体育会卓球部／金本直晃・中村嘉宏・三登裕司・河上和寿・西田和史・
森元雅貴・有間勇気・坂之上一朗・吉本哲也・黒岩真也（第56回中
国学生卓球選手権秋季大会　男子団体優勝） 

◎体育会水泳部／安西　淳（第40回中国四国学生水泳選手権大会
男子200m個人メドレー優勝、第36回中国四国学生選手権水泳競技
大会　男子400m個人メドレー優勝） 

◎体育会ソフトテニス部／渡邉祐子・高橋沙織・馬淵麻衣・多木拓子・
上口有美・中平実穂・久保千晶（第27回中国学生ソフトテニスリーグ
戦大会　女子団体優勝、中国学生秋季リーグ戦大会　女子団体優勝） 

◎体育会漕艇部／田沼聡美・田原有紀・小野加奈子・木村朱里・山口
真理（2005年度関西学生秋季選手権　女子クオドルプル優勝） 

◎体育会馬術部／宮城元嘉（夏季中国四国学生馬術大会　学生賞典
複合馬術競技優勝）、井手基文（同　学生賞典障害飛越競技優勝）、
清本紗弓（同　馬場馬術競技第2課目A優勝）、藤田聡子（同　馬場
馬術競技第2課目B優勝）、 川美麗（同　小障害飛越競技B優勝） 

 

●課外活動（芸術・文化活動） 
ブロック規模（西日本大会、中国・四国地区大会、中国地区大会）の
コンクール等での最も高い評価を得た者 

◎中村夢子（「愛・地球博」世界ペーパーアート展　準大賞受賞） 

平成18年度から優秀な学生への新たな奨学制度が始まります 
－エクセレント スチューデント スカラシップ－ 

成績優秀学生奨学制度のホームページ 

http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/kyoiku/syogakuseido/

昨年度の留学フェアの様子 

　「留学なんて大変そう…」と思っている方を応援するため、以下のと

おり留学フェアを開催します。フェアでは、HUSAコーディネーターから

の説明、留学経験者の体験談、TOEFLの説明などを3回に分けて行

います。また、外国人留学生が出身大学のブースを作り、それぞれの

大学の様子を説明します。お気軽にお

越しください。 

日時：5月19日（金）　12:30～17:00

場所：説明会…教育学部K201号室 

外国人留学生によるブース…K201号

室隣の共用スペース 

　このプログラムは、夏休みの3週間を利用して、

ハワイ大学で英語を学びつつ、専門の勉強な

どに生かせるスキルを身に付けることを目的とし

ています。聴くこと、話すことに重点を置いた英

語の授業に加え、スタディースキルを学ぶ授業

やキャンパス外でのアクティビティなどもあります。

プログラムを修了すると、教養的教育科目「英

語圏フィールドリサーチ」として、最大2単位取得できます（単位の取り

扱いについては、自分の入学年度の学生便覧等を確認してください）。 

　申し込み方法等、詳細は以下のHPをご覧ください。 

　この奨学制度は、入学試験成績、学業成績、学術活動等において

優秀な成果を修めた学生の皆さんに対して、その功績を称え、修学費

の支援を行う広島大学独自の制度です。 

　選考の指標等、詳細は以下のHPを

ご覧ください。 

＜対象学生および支援の内容等＞ 
●学部新入生…奨学金20万円を支給 
　各学部の学科・類（法学部および経済学部についてはコース）ごと
に入学定員50人に1人を目安に選考 

●学部の2年生以上…後期分授業料を全額免除 
　学生数100人に1人を目安に選考 

●大学院生、専攻科生…後期分授業料を全額免除 
　学生数50人に1人を目安に選考 
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COVER   人 
編 集 部 か ら の お 知 ら せ  

※次号は7月1日発行予定です。（4月、7月、10月、1月の年4回発行） 

CONTENTS

あの人に会いたい 

特  集 
遊ぶ&学ぶ&恋する 

学生取材班が行く 

01 新 井 貴 浩 

07

07

ワクワク☆一人暮らし 
応援料理教室 

 生協を変えるひとこと 
 ―ひと言カード― 

13

学生取材班が行く「特別編」 

お花見おすすめスポット 

な 第 5 号 

原 田 友 美 さん

●教育学部2年 
●教育学部オリエンテーショ
ンキャンプ　フェロー 

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でご連
絡ください。自薦他薦は問いません。 

　　HU-style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、卒業生をはじめ様々な人々

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掲載された記事へのご意見、ご感想 

　　　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 

　　広島大学情報化推進部広報グループ  『HU-style』編集担当 

　　（連絡先は下記参照） 

春ですねえ。進学や就職でそれぞれの道を歩み始める方もたくさんいらっしゃるの

では。「たまには机の周りを片付けろよな」と僕。「そのうちネ」と相棒。コンビを組

んで3年余り、何回となく繰り返してきた会話。まったくその気があるのか無いのか、

次第に増えていく取材資料の山を横目に満足そうな表情で？編集作業に没頭して

いた彼女。自ら志願し東京へと旅立ちました。何人かの学生広報スタッフも社会

人に。みんな編集手伝ってくれてありがとう。何処に行ってもHU-style送るからね。 

さて、本誌も創刊1周年！　マンネリに陥らぬよう新たな編集コンビで頑張りますの

で、みなさんお楽しみに！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（なお） 

編

集

後

記 

編集・発行
住 所
電 話
� � �

� ��� � �

制 作
印 刷  

広島大学情報化推進部広報グループ
〒	
�����東広島市鏡山一丁目
番�号
�����������	

������������

���������������������������� 

有限会社トゥービー
中本総合印刷株式会社 

HU-style 2006年4月号 Vol.5（季刊） 

 

こんなに本格的に撮影してもらったのは初めて!　両親に見せたら 

ビックリするかも…。1年生には、早く大学生活に慣れて友達をいっ

ぱい作ってほしいです。どうやったらキャンプを楽しんでもらえるか、

みんなで一生懸命考えながら頑張っています！　もちろんバイトもやっ

ています!　欲しいものも買ったし、これからは貯金に励む予定（笑）。 

2006年4月～8月までのスケジュール

6月 

5月 

4月

7月 

8月 

4.3、4.5

4.3～4.24

4.3～5.12

4.  4

4.  5

4.5～4.20

4.6～4.7

4. 8

4.10

4.10

4.10～ 

4月中旬～ 
5月中旬 

4.20～

4.28

4.28

5.12～ 

5.19

5.20

6.11

6.25

7. 1

7.3～

7.18～7.31

7.31

8.1～8.10

※印のあるものは、学部・研究科等によって日程が異なります。
必ず「もみじ」やＨＰ、掲示板等で確認してください。 
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15 平成17年度学生表彰 
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 わたしの世界見聞録 
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羅針盤 OB&OG紹介 

牧之内　洋和 

池田　美樹 

Knock on the door

08大学院社会科学研究科 
井上研究室訪問 

11
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14

発見!  元気人 
ガンバル広大生のPRページ。 

みんなで応援しよう!

The Earth 

日本語教師ボランティア 
（HIC午後クラス） 

14

王　　冷 

東　陽一 

「透明感がある!」とスタッフ

一同大絶賛の原田さん。真っ

白なジャケットに映えるブー

ケを手にいざ撮影へ。春号

の表紙を飾るにふさわしい、

さわやかな笑顔が印象的で

した。 

交通安全講習会 

履修手続※ 

健康診断※ 

入学式 

体育会主催「フレッシュマンスタートフェスタ」 

授業料免除申請受付※ 

　平成18年度入学の大学院生（4/5～4/7） 
　平成18年度入学の学部学生（4/18～4/20） 
　霞（学部新入生は除く）・東千田キャンパスの学部学生・
大学院生（4/11～4/13） 

　●東広島キャンパスにある学部・研究科の2年次生以
　上については、3月に受付終了 

音楽協議会主催「新入生歓迎音楽祭」 

バイク安全講習会 

前期授業開始 

給付奨学金（地方育英会・財団等）の 
事前申請書類受付（新入生） 
日本学生支援機構奨学金出願受付※ 

（学部2年生以上） 

オリエンテーションキャンプ※ 

日本学生支援機構奨学金出願受付※（大学院生） 

前期分授業料振り込み　締め切り 

構内駐車証（パスカード）申し込み　締め切り 

日本学生支援機構奨学金出願受付（学部1年生） 

広島大学短期交換留学プログラム（HUSA） 
留学フェア 

TOEIC  IPテスト 

フェニックスコンサート 

ゆかたまつり 

『HU-style』7月号発行（予定） 

後期分「授業料免除等申請のしおり」配布 

学期末試験※ 

前期授業終了 

補講期間※（8.6は除く） 

広大とマイクロソフトが推進する人材育成プロジェクトがスタート 
－アクセシビリティリーダー育成カリキュラム－ 

アクセシビリティリーダー育成カリキュラムのホームページ 

http://home.hiroshima-u.ac.jp/hiuniv/al/

広島大学オリジナルカレンダーが完成 

学内の研究室等はもちろん、個人で所有しているパソコンにつ
いても、不正な利用を行わないように注意してください。 

ソフトウェアの不正コピーは犯罪です！ ソフトウェアの不正コピーは犯罪です！ ソフトウェアの不正コピーは犯罪です！ ソフトウェアの不正コピーは犯罪です！ 

　音楽協議会は、毎年恒例の新入生歓迎行事として、2日間にわたり音
楽祭を開催します。全14団体がサークル紹介を含め日頃の練習成果を披
露します。入場無料、途中入退場OKですので、ぜひ気軽にお越しください。 

広島大学音楽協議会主催「新入生歓迎音楽祭」 

公演日：4 6 　17:30～ 
　　　　　PDE（ア・カペラ）、ロック同好会、フォークソング同好会、 
　　　　　JAZZ研究会、ギタークラブ、邦楽部、フェニックス放送 
　　　　4 7 　17:30～ 
　　　　　グリークラブ、合唱団、東雲混声合唱団パストラール、 
　　　　　マンドリンクラブ、室内合奏団、交響楽団、吹奏楽団 
　　　　　※演奏時間は、1団体につき15分程度です。 

場　所：広島大学大学会館1階大集会室 

財団法人広島大学後援会への寄付金 
根来晴子さん（故根来健二広島大学名誉教授夫人）：香典返し 

��������

『ちゃんこ』オフィシャルページ 

http://www.neoplex.co.jp/cinema/chanko

映画『ちゃんこ』全国でロードショーが始まりました 
ホームページもリニューアル 

広大煎餅、酒饅頭などの販売開始 

　2006年4月から、日本の大学初のアクセシビリティリーダー※育成カ

リキュラムが始まります。 

　このカリキュラムは、全学の学生を対象に体系的に編成されており、

カリキュラムを構成する各授業は、通常の授業と同様に単位を取得で

きます（講義は半期で2単位、実習は1年で2単位）。また、カリキュラム

を修了した学生を対象にアクセシビリティリーダー認定試験を実施しま

す。さらに、認定者のうち意欲のある学生は、アクセシビリティリーダー

として社会で活躍するための研修を受けることができます。 

　詳細は、以下のHPをご覧ください。 

※アクセシビリティ…利用しやすさ、使いやすさ。 
※アクセシビリティリーダー…高度情報化社会において、ニーズの多様性やバリアの特性を
理解し、ユーティリティ（実用性）とアクセシビリティを相補的に融合できる分野横断的な
知識と素養を持った人材。 

 

 

 

　広島大学相撲部をモデルにした映画『ちゃ

んこ』が、3月18日から東京地区を皮切りに全

国でロードショー開始。上映館は順次拡張予

定です。 

　また、『ちゃんこ』のオフィシャルページがリニュー

アルし、携帯サイトもオープンしました。主演の須藤温子さんのスペシャ

ルインタビューなど内容も充実していますので、是非ご覧ください。 

　広島大学の年間行事のうち、主に学生に関連するものを記載した

オリジナルカレンダーができました。学年暦に合わせて4月から始まりま

す。広大生協で販売（税込500円）していますのでご活用ください。 

 

 

　広大煎餅、酒饅頭、林檎洋菓の販売

が広大生協で始まりました。詰め合わせ

は525円（税込）で単品販売もしています。

煎餅と饅頭の焼き印には、牟田学長直

筆の字が使われています。ちょっとしたおみやげにいかがですか？ 
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古紙配合率70％再生紙を使用しています。 

http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html
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