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やりたいことを見つけるまでは暗黒時代 

　作家になろうと決めたのは26歳。とにかく「東京で一発当てたい」

と思って。一発目で売れたから作家としての苦節は全然ないの。でも

ね、それまでは自分がなにをしたくて、なんのために生きているのかも

分からず、むしゃくしゃしてた。本当に暗黒の時代だった。離婚や男と

別れる時もきつかったけど、そう思うのは一瞬だけ。やりたいことが見

つからなかった時期の方が全然つらかったね。 

　その頃、やりたいことを探すために私がなにをしてたかというと、とこ

とん自分自身と会話してました。「なにをしている時が楽しくて、どんな

時がつらいのか、いつ幸せを感じるのか」とにかく自分について一人

で考えてた。それで、私って世の中で自分の力試しをしたり、評価され

たりするのが好きなことに気付いたのね。だから、やっと見つけた今の

仕事が好き。若い時にしっかり迷っておいてよかったなって思う。 

　学生時代から自分の進みたい道が判ってる子はすばらしいと思うね。

他の子と違って「ボケボケ生きてなかった」ってことだもの。 

迷ったときも相談はしない。決めるのはいつも自分 

　基本的に友だちに相談したりはしないね。私は秘密主義じゃない

から、愚痴とかも言うし、悲しい時は一緒に泣いて、楽しい時は一緒に

楽しむけど、友だちから見える私って一部分だけじゃない？　友だちに

自分のことを考えてって言うのはおかしい。させる作業じゃないよ。だ

って友だちからの助言で失敗したらどうするの?　失敗を友だちのせ

いにはしないかもしれないけど、やっぱり嫌な感じがするでしょ。私は自

分以外の人にそこまで荷物を背負わせたくはない。相談って本当に

大変な時になって言えば、みんな親身になってくれると思うよ。 

自分の考えがないと、ただのモノマネ 

　私には、あの人のように生きたいとか、なりたいと思って目標にして

いる人はいないね。もちろん、いいところは参考にしたいと思うけど、そ

の人になりたいとは思わない。だって、その本人以上にはなれないし、

絶対に二番手だもん。それではただのモノマネ。みんなも私のいいと

ころは吸収した方がいいかもしれないけど、それは一部だけだと思うよ。

自分の考えがないままに人の意見を聞いたって全然ダメ。 

私のわがままと才能はセット 

　文章を書くときは、原稿に向かって気持ちがノルまでがすごく大変。

でも、訓練でその時間はどんどん短くなる。執筆を始めて10年だけど、

昔は今の3倍は時間がかかってた。書くスピードが速くなるというより

集中力がついたね。やっぱり書くことが好きだし、嫌いなことだったら

そんなに集中できないと思う。仕事となると楽しいことばかりじゃなくて

ストレスもあるけど、それはどの仕事でも同じ。今の仕事が好きだから、

あまりストレスはたまらないけど、自分のわがままが通らなかったときに

は少しは感じる。私のお願いごとは案外たやすい内容なの。「冷たい

弁当はイヤだ」とか「目覚まし代わりに携帯に電話しろ」とか、その程度。

もっとすごいのもあるけど、自分では「聞いてくれないかも」と思ってな

いの。私の我の強さがイヤだって思う人がいるかもしれないけど、わが

ままと私の才能はセットだと思ってる（笑）。みんなから「室井っていう

人間が必要だ」と思われているうちは全然気にしない。だから「もう室

井のわがままは聞きたくない」って声が強くならないようにがんばってる。 

　せっかく大人になったんだから、全部やりたいようにしたいよね。み

んなも早く大人になればいいのに。すっごく楽しいよ。 

まっすぐ相手の目を見て話をする姿が印象に残りました。

意見をズバッと言い切る一方で、私たちの話もしっか

り受け止めてくれる…おだやかさと厳しさを兼ね備え

た方だと感じました。これからは、室井さんの魅力的な

部分を自分流に参考にしていきたいです。 

取材/総合科学研究科M2　蜂谷　朋子　 

取材場所は、事務所兼自宅のマンション。一人息子の

佑歌(ゆうた)くんが元気にはしゃぐ姿を見て、私たちも

自然と笑顔に。お話がおもしろくて、気付けば室井ワー

ルドへ!　女性の優しさと強さを同時に醸し出す、きら

きらした目とストレートな言葉が印象的な方でした。 

取材・記事/歯学部5年　岩本　優子　 

取 材を終えて 

P R O F I L E

あの人に会いたい 
 室井佑月 Yuzuki Muroi

暗黒時代、とことん自分と会話して、生き方を見つけた。 

室井佑月（作家） 

1970年青森県生まれ。ミス栃木、モデル、女優、レースクイーン、銀座のクラブホステスなどの職業を経た後、97年に「小説新潮」5月号の「読者による『性の小説』」に
入選。以後、数多くの作品を執筆。最近では、若い女性の代弁者、恋愛の教祖、母親という立場から、コメンテーターやパネリストとしても活躍中。 

室井佑月blog http://www.aspara.co.jp/muroi-yuzuki/
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　私がハマっているのは、仕事。あと、しいていえば恋愛くらい。やっぱり社会の中にいて、自分の力試
しをするのが好きなんだよね。なにかに夢中になるっていいことだけど、趣味に限定するとやっぱり狭い
範囲。だったら仕事にするくらいのつもりで、命をかけてやってみたらいいと思うよ。すごく楽しいから。 
　趣味って好きなことだから時間もお金も自由に使えるけど、仕事となると違うよね。ある程度評価さ
れて、あとからお金がついてくる。趣味でしくじっても自分の人生は変わらないけれど、仕事でしくじった
ら大きく変わっちゃう。でもそれって、わくわくするほど楽しいことなんだ。 

室井佑月流「ハマリ」指南  趣味と仕事は違うけど、どうせなら世に出て勝負！ 

な
に
か
に 

ハ
マ
っ
て
、 

自
分
を
磨
け
！ 

一つのことに、とことん取り組んでいる人は輝いてますよね。 

今回は、趣味・スポーツ・研究など、 

なにかを究めている人たちをドーンとご紹介します。 

今、みんなのまわりでは、ナニ系が熱い！？ 

私生活もLadyになれた? 
「広島県ええじゃんレディ」 
（広島県観光アシスタント） 

文学研究科博士課程前期2年  大 上 真 実 

仕事は年に60～70件。いろんなイベントに参加して、
広島県の魅力をPRしています。普段出会えないよ
うなたくさんの人たちに出会うことができました。 

4 バイト代=レコード代?「DJ」 
工学研究科博士課程前期1年  山 根 か な こ 

「今かかっている曲好き。なんて曲？」って声をかけられるとうれしいですね。好きな曲をみつけて、 
雰囲気を楽しんでもらえたらと思います。細く長く続けていく趣味。レコードは一生買い続けます！ 

力技から構成まで 
「チアリーディング」 
医学部2年  門 田 恒 平 
（チアサークル「PHOENIX」所属） 

サークルに男子部員は一人だけ。でも気に
したことはないですよ。高校から始めていた
ので、数少ない経験者として、演技を構成し
たり配置を考えたりしています。メンバーが一
丸となって一つのものを作りあげたときの達
成感は格別です。 

2 一流を追い日本全国へ「ミュージカル鑑賞」 
理学部3年  古 林 宏 之 

ミュージカルは、オーケストラ、舞台装置、歌、ストーリーなどすべての芸術要素が入っ
た総合芸術。その素晴らしさは鳥肌もの!  去年は、15演目・23公演を鑑賞しました。 

1
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チアリーディングの起源は100年以上
前。今は女性がメインですが、元々は
男性のみで行われていたんですよ！ 

レコード再生機器8万円、 
レコード100万円（400枚） 

この3年間で総額100万円。 

広島県は、スキー場が約20カ所もあ
るスキー天国なんですよ。また広島
県の神楽もオススメです！ 

ガイドブックの情報と現地ではズレてることが。
タクシーでガイドブックに載っていた金額の
チップを渡したら「なに、これ？」と冷たい反応。
実は現地の相場の100分の1!

ガイドブックの情報と現地ではズレてることが。
タクシーでガイドブックに載っていた金額の
チップを渡したら「なに、これ？」と冷たい反応。
実は現地の相場の100分の1!

古いバスは、 
力強力強い。 

時代で変わる 
バスの顔!
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3 意外と身近にある面白さ「バス」 
国際協力研究科博士課程後期3年  鈴 木 重 雄 

旅行先でその土地のバスを撮影するのは、最高のレクリエー
ション。身近なバスも、ちょっと違った目線で見ると面白いですよ。 

チケットは、1回1万円くらい。 
ただし日本全国への交通費も！ 

5 恥ずかしさを吹き飛ばせ! 
 「大道芸」 
教育学部3年  村 上 佑 介（大道芸サークル「遊技団」所属） 

人を楽しませることができ、やればやるほど新しい技がでてくるのも魅力。
ジャグリングは意外に簡単で、慣れたら空き缶やラケットなど手にとれる
ものは何でも投げられるようになるかも！？ 

 

考え方は人それぞれだけど、私は、女はその場で新しい幸せを見つ
けられる野原の雑草のような強さも持っていると思うの。だから、あ
えて女の中で男として頑張るなら、逆に自分が生まれてきた意味と

か、世の中に出て自分ができることとか考えるくらい、きりきりとしていてほしいね。 

6 もうすぐ地球4周だ「旅行」 
医学部4年  木 村 俊 介 

これまで訪れた国は17カ国。フライト
距離は計97,656マイル、フライト回
数は56回（大学入学後）。海外に
行くと、日本ではわからないことに気
が付き、ますますいろんなことが知り
たくなりました。 

ハ マ ッ て る 
か 

い ?ハ マ ッ て る 
か 

い ?

女の中なら、なおさら厳しく頑張れ！ 
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ココに 
注目!

お店で考案した 

「ピンクシークレット」は、 

すっきりとして女性も飲みやすいですよ。 

イメージは初恋。 

ボクたちの 
名前が 

わかるかな？ 

恐竜の 
卵の化石 

頂上からの 
眺めは 
最高!!

リズムが止まらない 
「サルサ」 
工学部（2007年3月卒業） 東 　陽 一 

サルサを通じて、見知らぬ人と仲良くなり友
達ができました。堅苦しくなくて誰でも気軽
に踊れるところがサルサの魅力。よく行くク
ラブには、超上手い50代のご夫婦もおられ
るんですよ。 
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そこは情報最前線「バーテンダー」 
工学部3年  松 本 純 孟（西条駅前の「BistroとBar  と屋」でアルバイト） 

いろんな人と出会って、いろんな世界や考えがあることを発見しました。 
お客様の話についていけるようニュースをよく見るようになりましたね。 

日本人をキワメル「茶道」 
工学部4年  石 橋 真 佑 美（茶道研究会所属） 

茶道は、日本人のいいところも悪いところも内包した文化そ
のもの。知れば知るほど奥が深い！　全ての作法には意味
があるんです。茶道を究めて、真の日本人になりたいです。 

異世界に潜入せよ! 
「スキューバ」 
生物生産学部4年  森 田 拓 真 
生物生産学部3年  由 良 顕 子 

水中では、ふわーっと浮いてる感じで、五感が全て違うんです。
いろんな魚や生き物はもちろんですが、地上にいる時とは違
った世界を体感できるのも魅力ですね。シーズンの5～10月
には、週1で潜っています。夏にはサークルで沖縄や高知にも。 

異世界に潜入せよ! 
「スキューバ」 
生物生産学部4年  森 田 拓 真 
生物生産学部3年  由 良 顕 子 

水中では、ふわーっと浮いてる感じで、五感が全て違うんです。
いろんな魚や生き物はもちろんですが、地上にいる時とは違
った世界を体感できるのも魅力ですね。シーズンの5～10月
には、週1で潜っています。夏にはサークルで沖縄や高知にも。 

8

9

10

3年たっても、足はしびれます。しびれそうになったら、
お尻の下で足先をチョコチョコと動かしておくとい
いですよ。 

研究会の会費は月に1,500円。 

装備と交通費で50万円くらい。 

装備は全部で10万円弱。オーダーメイ
ドのウェットスーツが高いのが玉にキズ。
あと一回ごとのボンベ代、交通費も。 

16 そこに山がある限りっ! 
　「ワンダーフォーゲル」 
法学部3年  原 田 　貴（ワンダーフォーゲル部所属） 

山に登ると、非日常的な風景を満喫できるのが魅力で
す。高い山だと、雲の上から下界を見下ろすことも。高
山植物など、登っていくと次第に姿を変える自然も好
きですね。 
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体育会柔道部監督の出
口達也先生（教育学研究
科准教授）は、アテネオリ
ンピック女子柔道48キロ
級の専属コーチを務めて
いました。 

お酒って、意外にカロリー高いんです。お米のカロリ
ーも侮れず、生協食堂の小ライスが約340K、大ライス
は約680Kカロリーもあるんですよ。 

化石として残るのは、およそ1億個に
1個と考えられています。さらに地殻
変動などによって人の目に触れるのは、
本当に希なことなんですよ。 

撮影は、雑誌発売の何カ月も前に行う
ので、春の先取り企画は真冬に薄着で
撮影!  大変なんですよ。 

13 現代人は不摂生!?「カロリー計算」 
法学部2年  及 川 皓 司 

一日に必要なカロリーを決め、ぴったり摂取する生活で、肌
にはりが出ました（笑）。気になるお腹周りも10カ月で8cm減！ 

15 人類への視野が広がる「化石」 
日 野 　渉（化石コレクション寄託者） 

ブラジルに出張したとき、日本では見たこともないうろこのある魚の化石
をおみやげとして買ったのがきっかけです。化石は、連綿と続いた生命の
継続と進化を物語り、人類の未来に対して問題提起をしています。 

銅メダル!!
2006年世界学生柔道選手権大会 

女子無差別級銅メダル!!

 

趣味とは、気に入った店に行って、気に入っ
たアイスを食べて満足するようなもの。だけ
ど仕事っていうのは、誰も食べたことないけど
好きになるものを作って出そうってこと。趣味とはやってる範
囲が違うけど、その方がやりがいあるよね。 

11柔
　
道 

若いときに、行きたい道
がわかるってすばらしいことだと思う
よ。若いとしかりやすいし、ものも教
えやすい。若さってやっぱり武器。
例えば原稿を書いても、中身が同じ
くらいだったら若い方が絶対話題に
なるんだよ。 

17 出会いが新鮮「読者モデル」 
工学部（2007年3月卒業） 江 東 麻 衣 子 

モデルをしたことで、カメラマン、他の読者
モデルやショップスタッフなどいろんな人と
出会えました。ファッションに興味がわき、卒
業後はアパレル会社に就職。 

11 世界を投げ飛ばせ!「柔道」 
教育学部4年  山 本 志 乃（柔道部所属） 

大学から始める人でも大丈夫。黒帯も夢じゃありません。忍耐力と妥協しな
い精神が身につきます。練習で遊ぶ時間は少ないけれど、卒業しても続けて
いきます。 

12 自分で創る「大学発ベンチャー」 
有限会社生物振動研究所  専務取締役  藤 路 陽 
（2005年生物圏科学研究科博士課程前期修了） 

広島大学の櫻井先生が果物を傷つけずに熟度を計る研究をして
いるのを知り、生物圏科学研究科に入学。先生からの「やってみ
ないか」という一言で、起業しました。振動を起こして、メロンの共
鳴具合で熟度を測定する「食べ五郎第2号」を現在試作中。一
般の人にわかりやすい、食べごろ表示の定着に取り組んでいます。 

似てるようでも、やってる範囲が全然違う。 

ボケボケ生きて 
なかったってことだよ。 

（  　　　　　　    ） SCUBA DIVING TEAM 
所属 （  　　　　　　    ） SCUBA DIVING TEAM 
所属 

※化石コレクションは、広島大学総合博物館・中央図書館に展示されています。 
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寝ているだけで大量の汗が出る！？ 
　今、話題の岩盤浴。聞いたことはあるけれど、実際は行ったことが

ないって人も多いはず。そこで、取材班が向かったのは西条プラザ

前の「SAPA」。去年オープンした中四国最大級の施設です。 

　岩盤浴とは、40度ほどに温めた鉱石の上に横たわって体を温める

「お湯のいらないお風呂」。岩盤には、祖母聖光石などの4種類の

石が使われています。「サウナほど熱くないのに、寝ているだけで大

量の汗をかくのが魅力」とスタッフの方。 

　さっそく浴衣に着替えて入浴。第一印象

は湿度、高っ！熱っ！ 

　私たちがトライしたのは、岩盤浴70分＋

リラクゼーションタイム20分のSAPAコース

（1800円）。まず岩盤の上にバスタオルを

敷き、うつぶせ5分で内臓を温め、あおむけ

10分、休憩5分を3回ほど繰り返します。途中の水分補給は必須です。

1回目はあまり汗が出なかったけれど、2回目からは大量の汗が!　普

段はまったく汗をかかないのでびっくり。こ

こでかく汗は、臭いがなくサラサラしていて

天然の美容液の役割を果たすとか。慣れ

ると気持ちがよくなってきました。終わった

後は気分爽快!　肌もしっとりした感じ。た

くさん出た汗で色の変わった浴衣を見て、

気分的にもデトックス効果を実感できました。岩盤浴前にストレッチ

＆水分補給をすると、効果が倍増するそうです。 

　体験前は、美や健康のイメージが強かったけれど、すごくリラックス

できる空間でした。リラックスしたい人、普段汗をかかない人、一度体

験してみては?　　　　　取材・記事 /総合科学部4年　河口　真理子　 

プチトリビアや時事問題、ちょっと気になる先生など、 
あなたの「知りたい」を学生取材班が調べてリポートします。 

学生取材班が行く 

丹 根 一 夫 

1949年生まれ。大阪大学歯

学部卒業。歯学博士。 

大阪大学講師を経て93年に

広島大学歯学部教授に就任。

00年～04年歯学部長・歯学

研究科長。02年から現職。

04年から大学病院副病院長、

医療社会連携センター長。 

専門は歯科矯正学、顎顔面生

体力学、組織再生工学、顎関

節症治療学。 

大学院医歯薬学総合研究科 
顎口腔頚部医科学講座教授 

大学院医歯薬学総合研究科　丹根研究室訪問 

Knock on the door

人と人とのConnectionが大切やで 

講座の行き先表示板。
大人数だとマグネットも
色とりどり 

 
研究室の留学生が書
いた先生の名前の書 

初めて化石にさわりました！ 

竹原市の賀茂川河口の干潟を再現したジオラマ 

わからないことがあ
ったら、なんでも聞
いてください！ 

開館日…火～土（祝日、年末年始を除く）
開館時間…10:00～17:00（入館は16:30まで）※入館無料
TEL…082-424-4212
HP：http://home.hiroshima-u.ac.jp/museum/

広 島 大 学 
総合博物館 

住所…東広島市西条昭和町1-32
営業時間…10:00～23:00　年中無休（年末年始を除く）
TEL…082-431-3838
HP：http://www.hakuwa.co.jp/sapa/

岩 盤 浴 
S A P A

汗ですっかり色が変化 

広 と々した岩盤浴スペース。45人まで収容可能 

さっそく入浴。行ってきまーす！ 

アメリカに留学していたときに、同じアパートの老夫婦が、会うといつも言っ

てくれた言葉「『Young at heart』いつでもハートは若く、気持ちで負けた

らあかん！」。常に夢を持ち続けることが、意識を若く保てる秘訣だね。（丹根） 

 

広島大学総合博物館 

　オレンジ色の光に照らされた館内は、キャンパス内にあるとは思え

ないほど落ちついた雰囲気。昨年11月にオープンした広島大学総合

博物館本館には、すでに4千人以上が来館しており、リピーターも多

いとか!  さっそく学芸職員の清水則雄さんに案内していただきました。 

　館内は4つのテーマに分かれ

ていて、印象的だったのが宇宙・

地球コーナー。隕石をはじめ、

恐竜の卵や糞などの化石が展

示してあり、さわれるものもあり

ます。とても珍しい化石も展示

してあり「壊したら退学?」とさわ

るときに緊張しました。西条に生息する昆虫の標本を前に「このク

ワガタは、マニアでも驚くような貴重なもの」など、説明板に載ってい

ない情報も聞かせていただきました。他には、厳島神社社殿の復元

模型や干潟のジオラマなどがあり、飽きることがありません。その理

由は説明のわかりやすさ。「文字ばかりの説明板だとつまらないでし

ょう。簡潔に話をして、とにかく現物を見てさわって楽しんでもらいたい」。

5百点以上の展示物を集めるには、多くの方の協力が不可欠だった

とか。「広大にはすごい研究をしている先生がたくさんいるんです。も

っと多くの人に知ってもらわないと、もったいない

と思いませんか?」と清水さん。 

　4月には生物生産学部と埋蔵文化財調査室

にサテライト館も完成。そこと本館を結ぶ「発見

の小径」を整備予定だとか。「博物館のスタッフ

は若い力を合わせて頑張っています。一度見に

来てください」　　　　　　　  取材・記事 /工学部3年　金山　浩輝 

こみち 

そ  ぼせいこうせき 

●毎月8、9日と平日（金、祝前日を除く）21時以降は、学生のみ1000円！（※SAPAコースのみ） 

 

 

出会いが今の自分を創った 

　「大阪弁って説得力ある言葉だと思わへん？」ちょっ

としたジョークを交えながら大阪弁で語る鳥取市出身

の先生。少し緊張気味だった私たちですが、笑顔の絶

えない取材となりました。 

　今の道に進んだきっかけを「学生時代にアメリカへ

留学し、世界各国の人たちと一緒に研究する機会が

あってね。それまでは、卒業したら地元で開業するつも

りだったけど、大学で研究を続けるのもオモロイかなっ

て思った」と丹根先生。当時の仲間とは、今でも一緒

に研究したり、学生を受け入れてくれたりと交流がある

そうです。「彼らとのつながりが今の僕の財産。多くの

人と知り合いになっておくのは、大きいことやね。そして、

そのコネをうまく使う。コネって言うと聞こえが悪いんや

けど、英語で言ったらConnection」。卒業する学生に

は「指導を受けた先生のConnectionを最大限に活用

しなさい」とアドバイスをしているそうです。 

 

世界初「歯の銀行」誕生！！ 

　「矯正歯科治療では、健康な歯を抜くことがあります。その歯をいつ

か他の歯がダメになったときに使えるかもしれんなあ」という考えから歯

の移植の研究を始めたそうです。そしてついに、本来なら廃棄される歯

を特殊な技術で冷凍保存し、虫歯や事故などで歯を失ったときに解凍

して再利用する移植技術を開発。04年には、世界初となる「歯の銀

行　有限会社スリーブラケッツ」を設立し、思いを実現しました。「将

来は、歯だけではなく、組織や細胞の冷凍保存も可能にして再生医療

に役立てたい」と意気込みを語ってくれました。 

 

厳しいこと言うけど、学生が勉強してくれるのが一番！ 

　丹根先生の研究室は、現在50名を超えるマンモス研究室。海外や

他大学からも学生が集まってくるんだとか。「いろいろな大学の学生

が来てくれたらええなあって思う。そこからたくさんの

Connectionが生まれるし」。 

　「学生には厳しいと思われてるんちゃう?」と先生。で

も、先生によると、学生に対しては真剣に勉強するよう

やさしく指導しているのだとか。また、大学院生には、目

標となるように、必ず外国の学会で発表するなどのノル

マを設けているそうです。「学生に勉強してもらえたら

一番ありがたい。若い人を外国に送り出すことも大学

としてもっと支援してあげられたら…と思うね」と先生。

研究内容はもちろん、その人柄に、多くの学生が集まる魅力の鍵が隠

されているように感じました。 

 

学生にささげる3か条 

　「夢を持て！」「実現するために、一生懸命動け働け!」「お世話にな

った人に感謝しろ!」必ずこの三つの言葉を卒業する学生に贈るそう

です。いわば丹根先生3か条。「才能はほんの一握り、努力こそが目標

の達成につながる。でも、その陰には周りの人の支えがある。それに感

謝する気持ちを忘れちゃあかん」“人と人とのつながりを大切に”とい

う教育者としての熱い思いが伝わってきました。 

　最後に「広大生はおとなしい人が多い。もっと自分に自信を持って、

力を発揮していってほしい!」とメッセージをいただきました。 

取材・記事 /医学部4年　松永　純子　 
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取 材を終えて 

「学生時代を過ごした場所と、職場が同じってどんな心境なんだろう?」インタビュー前から興味津々でした。地元も広島で広島大
学出身の平賀さん。「広大で働くことには安心感がある」という言葉が印象に残りました。窓口では、学生一人ひとりに丁寧な応対
をするよう心がけているとのこと。おかげで私たちがよりよいキャンパスライフを送れるのだとあらためて感じました。 

取材・記事/教育学部4年　宮永　静　 
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保守的だった考え方が 
学生時代よりずっとポジティブに 

平 賀 大 雄 Hiroo Hiraga

広島大学教育学研究科学生支援グループ 
（2003年3月　法学部卒業） 

はにかみながらも、熱心にサルの魅力や自分の思いを話してくれた大下さん。「とにかく動物が好き、仕事が楽しい」そんな気持ちが
目の輝きや話しぶりなど全身を通して伝わってくる温かい先輩でした。仕事そのものは決して楽ではなくても、好きな道なら情熱を絶
やすことなく続けることができる。多くの教訓を学んだ気がします。 

取材・記事/2007年3月　総合科学部卒　丸一　真実　 

 

大 下 こ ず 恵 Kozue Oshita

愛媛県立とべ動物園　技師 
（2004年3月　生物生産学部卒業） 

動物が大好きで選んだこの道。 
情熱さえあれば、夢はかないます!

―広大生から広大職員へ。なぜ広島大学に就職しよ

うと思ったのですか？  

　こんなことを言ったら怒られそうですが、特別に熱い思い

があって職員になったわけではないんです。就活で広大の

方と話すうちに、自然と選択肢のトップに上がっていたとい

う感じです。何か感じるものがあったんでしょうね。就職して

社会人になるというのは、大きなステップだと思いますが、

見知らぬところでゼロからスタートするよりは、よく知った環

境で働けるという安心感はありましたね。 

―現在の仕事内容は？　やりがいを感じることは？ 

　メインは窓口に来る学生さんの応対です。不安な顔をし

た学生さんが窓口に来られることもありますが、そんなとき、

こちらの受け答えで学生さんの顔からみるみる不安が消え、

笑顔で出て行かれるのを見ると、ホッとしてうれしいですし

やりがいを感じますね。学生時代には気付かなかったので

すが、働き始めて驚いたのは、大学には病院や附属学校

もあり、仕事の内容も人事や財務などさまざまだったという

こと。その中でも、学生系の仕事って花形じゃないかと思

います。大学らしい仕事というか、自分が希望していた部

署なので本当に楽しいです。 

―学生時代にやっていてよかったことは？ 

　4年間アルバイトで塾講師をしたことですね。思ったこと

をそのまましゃべっても誰もついてこないし、理解してもらえ

ない。ただ、教えることはたくさんあるので、伝えたいポイント

を頭の中で整理して話さないといけないんです。事務の仕

事も同じ。学生さんに教えたり、周りの人に仕事を手伝っ

てもらうときに説明をすることが多いんですが、要点を一つ

一つまとめて話さないと分かってもらえないんです。それを

意識するようになって、仕事がスムーズにいくようになりまし

た。 

―後輩へのメッセージをお願いします。 

　やってみたいと思ったことには、とにかく一歩踏み出して

みる! 僕は引っ込み思案で、行動する前からビビってしまう

タイプ。でも「とりあえずやってみよう」と考えるようにしてい

ます。ちなみに今は、ペン字講座に挑戦予定。教育学部っ

て字がきれいな学生さんが多いんですよ。うらやましいなと

思って。将来役に立つかどうかは分からなくても、やってみ

ないと始まらない。たとえ役に立たなくても自分に幅が出る

んじゃないかな。 

―現在の仕事内容と、動物園に就職したきっかけは？ 

　飼育員になって3年目。今はアフリカに生息するサルの

担当をしています。仕事はエサの準備とセット、小屋の掃除、

ケアが必要なサルのチェックなどですね。動物が小さいこ

ろからずっと好きだったので、動物園の飼育員を目指すよう

に。大学時代はアルバイトにもこだわり「動物関係じゃな

いと絶対せん」と思って、ペットショップで働きました。でも、

なかなか飼育員の採用がなくて…。悩んでいた3年生の春

休みに、とべ動物園で実習をする機会があったんです。そ

の際、採用予定があることを知り、運良く就職できました。 

―飼育員の仕事は体力的にきついイメージがありますが。 

　ぜんぜんオッケーです!　最初のころは、仕事が終わると

家に帰って寝て起きて、またすぐ仕事に行って…という感じ

できつかったけれど、慣れると体も楽になり、学生時代のグ

ータラ生活がすっかり規則正しくなりました。仕事は楽では

ないけれど、大丈夫!　休みのときはゆっくりしたいと思うん

だけど、どこかへ遊びに行くくらいなら、ほかの動物園を見

に行きたいですね。勉強になることも多いので、休日は私

にとってとても貴重な時間。死ぬまでに日本全国すべての

動物園を見て回りたいです。 

―サルたちはかわいい？　飼育での悩みはありますか？ 

　人間に近く賢い動物だから、

飼育は難しいんだけど、それ

だけに魅力がある。いいですよ、

サル。生まれたらうれしいし、

死んだら責任を感じるし、サル

に対する「愛」がありますね。

この前お客さんに「わし

はサルが大嫌いじゃ！ お

ちょくられとる気がする」

って言われてすごくショッ

クでした。動物たちは純粋で、人間よりも心がきれいだと思

うのに。 

　動物園はお客さんが来てくれないと成り立ちません。でも、

お客さんに100％満足してもらおうとすると、動物には必ず

害が出るんです。そのバランスが難しい。野生の中で生き

るのが一番幸せな動物たちが、ちっちゃな檻に入れられて

毎日同じことの繰り返しで…。自分が動物だったらとても

大きなストレスだと思います。それを少しでも減らすような環

境にしていきたいですね。 

―将来の目標を聞かせてください！ 

　今は納得いくまでサルを担当し、将来的にはいろいろな

動物を担当してみたいです。爬虫類は嫌かな。担当になっ

たら変わるかもしれませんけど（笑）。私の中で動物園の飼

育員になることは「かなわないかもしれないデッカイ夢」でし

た。みなさんもなりたいものがあるなら、妥協せずに夢を追

いかけてください。たとえすぐには実現できなくても、情熱が

あれば、いつか絶対にかなうと思います。 
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PROFILE

遠藤　加菜 Kana Endo

保健学研究科博士課程前期1年 

プロフィール 
ナイジェリアのラゴス出身。 
Federal University of Technology, Akure, 
Nigeriaを卒業後、2003年4月に広島大学へ。現
在は、生物圏科学研究科博士課程後期に在籍し、
植物の遺伝子組み換えについて研究中。将来の
夢は大学教授になること。 

プロフィール 
2006年8月、English+ALOHA Programに参加し、
ハワイ大学へ3週間留学。作業療法士としていつ
か世界で働くのが目標。現地では、語学の習得はも
ちろん、リハビリテーション施設なども積極的に見学。 
【使用言語】英語 
【費用】約43万（渡航費、授業料、生活費などを含む） 

プロフィール 
2006年8月、English+ALOHA Programに参加し、
ハワイ大学へ3週間留学。作業療法士としていつ
か世界で働くのが目標。現地では、語学の習得はも
ちろん、リハビリテーション施設なども積極的に見学。 
【使用言語】英語 
【費用】約43万（渡航費、授業料、生活費などを含む） 

東広島市では、ボランティアの人た

ちがごみを拾う姿をよく見かけます。

彼らのおかげで、私たちはきれいな

空気を吸うことができ、それが健康

や長寿につながるのだと思います。

母国に帰ったら、街の掃除をするよ

うに、人 に々訴えかけていきたいです。

誰であれ、路上にゴミを捨てる人は

正すべきです。 

事前のリサーチや勉強が大切 
―準備をしておけば、より多くのことを学べる留学生活― 

バデジョ　アデバンジョ Badejo Adebanjo

生物圏科学研究科博士課程後期2年（ナイジェリア出身） 

新しい発見がたくさんある国 
―日本の文化や習慣にふれて学んだこと― 

印象的なエピソード 

印象的なエピソード 

平和公園の噴水前で。妻と一緒に 

よく通ったハワイ大学の図書館 飛行機から見たハワイの海 

CMで有名なあの木?

時間に厳しい日本人 

　ナイジェリアでは、学校教育は英語で行われるので、同じ英語圏の

イギリスやアメリカなどに留学するのが一般的です。私も最初はその

予定でしたが、大学の学部長に日本の文部科学省の奨学生として推

薦していただき、広島大学への留学を決意。東京や大阪に比べて生

活費が安いのも理由の一つです。 

　日本へ来た日のことは決して忘れ

ることができません。クリスチャンであ

る私が、関西空港に聖書を忘れてし

まったのです。気がついたのは広島

へ向かう新幹線のホーム。すぐに取

りに戻りたかったのですが、ガイドの

方に、決められた時間に到着しないと

いけないので戻るのは無理だと言われました。それが日本人の時間感

覚について学んだ最初の出来事でした。後日、たった1分の遅れで電

車やバスに乗れないこともあり、その厳しさを感じましたね。 

日本語との格闘 

　留学生センターの日本語研修コー

スに入り、言葉との格闘が始まりました。

私を困らせたのは、多くの日本人が「か

もしれない」や「だと思います」という

表現を使うこと。これらは曖昧な言い

方です。当初、こんな言い方をするのは臆病者のしるしだと思いました

が、時間がたつにつれ、自分の言葉に責任をとろうとする証しなのだと

気が付きました。 

　授業で習う日本語と実際に使われる言葉がまったく違うことも私を

悩ませました。例えば「食べる」は目上の人に対しては「召しあがる」、「見

てください」は「ご覧ください」に変わります。徹夜で「見てください」と

覚えたのに、次の日には「ご覧ください」と言われてしまうのです。 

「当たり前」ではないと言いたい! 

　西図書館で勉強していたある日、急に約束を思い出した私は、慌て

て出かけました。6時間後に財布をなくしたことが分かり、あちこち探し

回って図書館に戻ると、司書の方が財布を手渡してくれました。財布

には現金やキャッシュカードなどが入っていましたが、なに一つなくなっ

ていなかったのです。 

　世界中のいくつの国で、こんなにすてきな習慣があるでしょうか?　

日本の友だちにこの話をすると、多くの人は「当たり前」だと答えます。

外国では「当たり前のことではない! 」と強く言いたいですね。 

クリスチャンとして来日前に悩んだこと 

　私は、クリスチャンです。留学をする前には、親交を持てる日本人クリ

スチャンを見つけることができるだろうかと真剣に考えました。幸いにも

日本の教会で、今では家族と呼べるほどすてきな仲間と出会い、本当

によかったと思っています。この国では、イスラム教の人 も々親交を持

つために集まっています。日本で勉強したい人にとって、宗教は障害に

はなりません。神に仕えると同時に、その文化を楽しみながら勉強でき

るすばらしい環境です。 　　　　　　　　　　（原文／日本語） 

HP

カメハメハ大王と 

留学前にしっかりチェック！ 

　私は、広島大学に編入学して作業療法の勉強をしています。リハビ

リテーション先進国でもあるアメリカへ留学するのが、以前からの目標。

編入学した医学部3年時は慌ただしい一年でしたが、4年生になると

卒業研究以外は自由な時間が増えたので、今がチャンスだと思いまし

た。卒業研究との両立も考え、夏休みの3週間を利用してハワイ大学

に留学するEnglish+ALOHA Program※への参加を決めたのです。 

　語学の習得以外の目的とし

て、現地のリハビリテーションの

現状を見てみたいと思い、留学

前に施設について情報収集を

したり、フォーマルな英文レター

の書き方を勉強して、ホノルル

のリハビリテーション施設に見学依頼を出しておきました。おかげで、

現地では迷うことなくインタビューに行ったり、レポートを書いたりと、積

極的に行動することができました。 

毎日和食で健康管理 

　滞在中は、ハワイ大学の寮

に入りました。留学生が多い

ため、国籍の異なるいろいろ

な人と共同生活を送ることが

できます。一緒にキッチンで鍋

を煮込んだり、洗い物をしたり。

みんなで同じテーブルを囲み、それぞれの母国料理を食べるのは、本

当に楽しかったです。私はほとんど毎日、和食を作っていました。大学

の授業は朝から夕方まであり、レポート課題もハードで睡眠不足になる

こともありましたが、慣れた食事を自分の生活リズムできちんと食べて

いたので、健康に過ごすことができました。 

　短期間の留学でしたが、さまざまな背景を持つ人たちと一緒に過ご

すことができ、どんな場面でも英語でコミュニケーションをとろうと努力

するクセがつきました。出会った人に対して、自分からオープンになるこ

とで、それまで知らなかった世界が身近になった気がします。 

自分の勉強していることに、自信と誇りを持つ 

　授業では、多くの学生に専攻する学問についての意見を聞く機会

がありました。みんな自分の勉強している

学問に誇りと自信を持ち、将来のビジョン

をしっかり語ることができる人たちばかり。

広島大学で学びながらも、自分のしてい

ることに自信が持てなくなったり、目的を

見失いそうになることのあった私は、それを

聞いてハっとしました。前向きさと自立心

を持って学生生活を送っている彼らを目

の当たりにし、自分も興味のあること、した

いことに対して自信を持って勉強していこ

うと感じた体験ですね。 

今しないでいつするの？ 

　帰国した今「時間は、お金では買えない最高に価値のあるもの」だ

と実感しています。「できるときにしておく、今しなければいつするのか」

という気持ちで毎日を過ごしています。ハワイで出会った人 と々美しい

自然は、私にとってかけがえのない財産です。 

※English+ALOHA Program 
　広島大学の短期留学プログラム。夏休みの3週間を利用して、ハワイ大学で英語
を学びながら専門の勉強などに生かせるスキルを身につけるのが目標。プログラム
修了後は、教養教育科目「英語圏フィールドリサーチ」として最大2単位取得可能。
詳しくは下記ホームページ参照。 

イチゴ狩りを体験 

友人と「愛・地球博」に行ってきました 

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

きれいな花や海を見ながら過ごした3週間。現地の人たちとの会話をはじめ、フ

ラダンス、ハワイアンヒストリーの授業を通して、ハワイの人々がどれだけ自然を

敬っているのかを実感しました。知り合いを訪ねて、一人でハワ

イ島へ渡ったときに飛行機か

ら見た海の青さは、一生忘れ

られません。 
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morning

lunch hour

after school

みんな 
見てネ～ 

ライブではスベらない 
MCを担当します！ 
教育学部所属 

ボーカル＆トロンボーン 
幸太☆ 

ライブではスベらない 
MCを担当します！ 
教育学部所属 

ボーカル＆トロンボーン 
幸太☆ 

クラシックとメタルを 
こよなく愛す、 
両極端の異端児！ 
教育学部所属 

ギター  りょーちん☆ 

クラシックとメタルを 
こよなく愛す、 
両極端の異端児！ 
教育学部所属 

ギター  りょーちん☆ 

幸太 

ペコ 

ステージを縦横無尽に駆け
回る自由の代名詞！ 
工学部所属 

ボーカル＆ピアニカ 
直樹☆ 

ステージを縦横無尽に駆け
回る自由の代名詞！ 
工学部所属 

ボーカル＆ピアニカ 
直樹☆ 

直樹 

言うこと聞かないと、 
お仕置きしちゃうぞ♪ 
あなたのハート丸かじり！ 

教育学部所属 
アルトサックス  うたこ☆ 

言うこと聞かないと、 
お仕置きしちゃうぞ♪ 
あなたのハート丸かじり！ 

教育学部所属 
アルトサックス  うたこ☆ 

うたこ 

誰にも負けない 
ゲーマー魂！ハイトーンも 
楽々こなすわよ！ 
教育学部所属 

トランペット  ペコ☆ 

誰にも負けない 
ゲーマー魂！ハイトーンも 
楽々こなすわよ！ 
教育学部所属 

トランペット  ペコ☆ 

呉が生んだ音の魔術師！ 
ピアノからパーカッションまで 
なんでもやっちゃいます！ 

理学部所属 
ドラムス  ファミー☆ 

呉が生んだ音の魔術師！ 
ピアノからパーカッションまで 
なんでもやっちゃいます！ 

理学部所属 
ドラムス  ファミー☆ 

ファミー 

りょー 
ちん 

お腹がすいたらとりあえず
眠ります！  胃下垂なので 

腹は出てます！ 
教育学部所属 
ギター  大☆ 

お腹がすいたらとりあえず
眠ります！  胃下垂なので 

腹は出てます！ 
教育学部所属 
ギター  大☆ 

姉御肌ではない最年長！ 
ナチュラルハイ＆ドライバーズハイ！ 

教育学部所属 
ベース  りーこ☆ 

姉御肌ではない最年長！ 
ナチュラルハイ＆ドライバーズハイ！ 

教育学部所属 
ベース  りーこ☆ 

りーこ 

大 

取材を終えて 

トライアスロン同好会Gulls パクるなパクられろ（バンド） 

Gulls HP

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!

パクるなパクられろHP

学生取材班が
行く 特別編 

http://www.geocities.jp/pakurarerohttp://home.hiroshima-u.ac.jp/gulls

登 場 

人 物 

水曜日…自 転 車16:30～18:00
　　　　ランニング18:10～20:00
土曜日…水　 　泳  9:00～12:30

広大プール前

「水泳」のスタート。沖のブイを回って帰ってきます 

最後を飾る「ランニング」。ゴールま
であと少し！ 

　「最高の贅沢」。大自然や都会の真ん中でス

ポーツを楽しむ。選手全員に最後の最後まで贈ら

れる歓声と拍手。それが、トライアスロンです。 

　水泳・自転車・ランニングの3つの種目を連続し

て行うスポーツで、レースは25.75km（水泳0.75km・

自転車20km・ランニング5km）の「スプリント」、

五輪競技でもある51.5kmの「ショート」、約

200kmの「ロング」などさまざまです。海や湖での

スイム、最高時速50kmを越える自転車、最も力が

試されるランニング。沿道の人たちの応援の中、

レースはスリリングに、スピーディーに進みます。 

　そんなトライアスロンに取り組む

Gullsは、選手19名、マネージャー1名

の計20名で活動中です。選手たちの

スポーツ歴は、3種目以外にも、山岳、

サッカー、弓道など多種多様。東広島

キャンパスのプールや陸上競技場、

周辺道路で週2回ほど練習をしていま

す。大会は、日本全国で開催されていて、昨年富山県で行われたイン

カレや長崎県でのアイアンマンジャパンをはじめ、数々の大会に出場。

どの遠征もみんなでおしゃべりしながら行くので、とても楽しいです。遠

征先では、全国の学生や社会人の方との交流が盛んで、練習や大会

前後のパーティーは、新しい出会いにあふれています。 

　このスポーツは大学

生になって始める人が

ほとんど。今まで運動

に親しんできた人もそう

でない人も、みんなゼロ

からのスタートです。 

　大学でなにか新しいことに挑戦したい、文武両道を目指したい、健

康な生活を送りたい、そんな方は、私たちと一緒にトライアスロンという

「贅沢」をしてみませんか。見学や体験練習はいつでも大歓迎です! 

（記事 /トライアスロン同好会Gulls・教育学部3年　山口　裕毅）　 

フェニックス駅伝にチームで参加。OB・OGも集合 

練習時間 集合場所 

ホームページには、リリース情報やライブスケジュール、着うた
などいろいろなコンテンツが♪ライブのお誘いも受付中です!

　はじめましての人もそうじゃない人もこんにちは!

　We are「パクるなパクられろ」広大のエンター

テインメント集団でございます。 

　サークルというわけじゃないけれど、2005年の冬

から、ここ西条を拠点に月1～2回のライブを県内

外で敢行中。刺激を求めてやまないそこのあなた! 

ぜひステージに足を運んでみてください♪すてきな

時間を約束します。では、ここでメンバーを紹介! 

　学部も見た目もバラバラだけど「音楽が好き＆バンドがしたい」その

共通点だけで集まった8名。「なに、このバンド名!?」って思う人も多い

はず。実は、ボーカル直樹のモットーなんです。「誰かをまねするんじゃ

なく、まねされるくらいかっこよくなろう」って意味。バンドの名前を提案

してみたら、メンバーに大好評。こうして「パクるなパクられろ」が誕生

したわけです! 

　みなさんといつかどこかで出会えることをメンバー一同楽しみにして

います!　ライブはノリとハート☆ 

（記事 /パクるなパクられろ・教育学部4年　岩崎　大）　 

おはよう！  昨日のバイト 
たいぎかったねぇ。 

明日、HU-styleにも載っとった 
尾道でデートせん？ 

●たいぎい：だるい。めんどくさい。 
●～しんさい：～しなさい。 

 

●パッケ：パッケージ別科目のこと、
全学部必修全学部必修の科目（法経夜間
主コースを除く） 

●チャイ語［チャイゴ］：外国語科
目の中国語のこと。他にフラ語、
ドイ語、スペ語…分かるかな？ 

●再履［サイリ］：単位を落とした
科目を再履修すること。 

うん。寝坊したけん 
パッケに遅刻するかと 
思ったよ。 

気をつけんさいよ～。 
実は私もチャイ語遅刻しそうじゃった。 

再履なのに…。 

おはよう！  昨日のバイト 
たいぎかったねぇ。 

スポ実疲れた～。 
今日はフルコマじゃけえ 
キツイわ。 

スポ実疲れた～。 
今日はフルコマじゃけえ 
キツイわ。 

ふ～ん、ええやん、それ。 
（お腹は大丈夫なんやろか…） 

ふ～ん、ええやん、それ。 
（お腹は大丈夫なんやろか…） 

スペ広も人多いし総食前の行列、 
めっちゃすごかったわ。 
せやけどヒロ子、ササチーに大ライスにラーメンW！？ 
…ありえへん。 
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恋にバイトに勉強に… 
キャンパスライフ満喫中 
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ドイ語、スペ語…分かるかな？ 
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科目を再履修すること。 

うん。寝坊したけん 
パッケに遅刻するかと 
思ったよ。 

気をつけんさいよ～。 
実は私もチャイ語遅刻しそうじゃった。 

再履なのに…。 

広大弁 

広島弁 

広大弁 

広島弁 

広島弁マスターに「たいぎい」は必須！　パッケやチャイ語は
他学部の友だちに出会えるチャンスだよ。 

いろんな友だちと話すうちに、方言がうつっちゃうことも。でも、関西の人はどこへいっ
ても関西弁の気が…なんでやねん！ 

それぞれの出身地自慢も楽しみの一つ。
方言交じりで、しっかりアピっちゃおう！！ 

●尾道［オノミチ］：デートにも最適な広島の観
光名所。詳しくは『HU-style』Vol.5を見てね！ 

ミールカード愛用者じゃけえ大丈夫！ 
1日1,000円分まで食べれるけえね。 
ミールカード愛用者じゃけえ大丈夫！ 
1日1,000円分まで食べれるけえね。 

●～じゃけえ：～だから。 
●けえね：からね。 

●スポ実［スポジツ・スボジ］：スポーツ実
習科目、いわゆる体育。 

●フルコマ：1コマから4コマまですべて授
業が入っていること。5コマまでならスーパ
ーフルコマ。 

●スペ広［スペヒロ］：総食前のスペイン
広場。休み時間は学生でいっぱい！ 

●総食［ソウショク］：総合科学部に近い、西
第2福利会館の食堂。西2［ニシニ］、西食［ニ
シショク］とも言う。 

●ササチー：総食の人気メニュー・ササミチ
ーズカツの略。アンガールズの田中さんも
好物だったとか。 

●ミールカード：生協食堂年間利用定期券。
詳しくは生協食堂本部へ 
TEL:082-424-0926
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―方言の研究をしている、文学研究科 高永　茂先生に聞く― ―方言の研究をしている、文学研究科 高永　茂先生に聞く― ―方言の研究をしている、文学研究科 高永　茂先生に聞く― ―方言の研究をしている、文学研究科 高永　茂先生に聞く― 
新入生の出身高等学校所在地 
ランキング（2006年度） 

 
福岡から広大に来て6年目。入学当初、方言ネタで盛り上がったことを思い出し、あらためて自分が広島弁、広大弁に染
まっていることに気が付きました。ちょっと悲しいけど、今やこれも大事なアイデンティティーかな。この春、方言をきっかけ
に、キャンパスでいろんな出会いのシーンが見られることを期待しています。 

記事 /総合科学研究科M2　蜂谷　朋子　 

文学研究科 
高永　茂先生 

取 材  
コ メ ン ト 

取 材 コ メ ン ト 

取 材 コ メ ン ト 

　交通手段が未発達で、地域間の交流もあまりなかった時代には、生活はそのエリア内で完結して
いました。自分たちだけが分かる言葉を使えばよかったし、独自の言葉を受け継ぐことで方言が生まれ
ました。「方言」の定義は、特定の集団の中で使われる独自の言葉。俗語やスラング、広大弁なども
一種の方言なんです。サークルなどでの共通体験をベースに、仲間内でしか理解できない言葉を使う
ことで、結束が強まり一体感が生まれます。 

　俗語やスラングなどは、人間の「遊び心」が生み出したもの。昔から人は言葉で遊んできました。文学だって余剰の
部分。私たちの文化には「余裕」があるんです。方言研究も遊び心がないとダメ。ただし、命懸けで真剣に遊ぶんです!

第1位 広島県　　第2位 山口県 
第3位 福岡県　　第4位 岡山県 
第5位 愛媛県 
 
 

4月は出会いの季節。 
キャンパスには、広大生オリジナル言葉「広大弁」やいろんな方言が飛び交います。 

新入生のみなさん、広大弁をマスターして楽しいキャンパスライフを！ 

scene A  朝 

scene B  昼休み 

scene C  放課後 

広島弁 ●ええね：いいね。 
●～にゃあいけん：～しないといけない。 
●ええね：いいね。 
●～にゃあいけん：～しないといけない。 

●HU-style［エイチユースタイル］：この広報誌！ 
●会館［カイカン］：工学部に近い大学
会館。2Fにはキャリアセンターも。 

データ出典: 
大学案内資料編2006
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今日はフルコマじゃけえ 
キツイわ。 

スポ実疲れた～。 
今日はフルコマじゃけえ 
キツイわ。 

ふ～ん、ええやん、それ。 
（お腹は大丈夫なんやろか…） 

ふ～ん、ええやん、それ。 
（お腹は大丈夫なんやろか…） 

スペ広も人多いし総食前の行列、 
めっちゃすごかったわ。 
せやけどヒロ子、ササチーに大ライスにラーメンW！？ 
…ありえへん。 

スペ広も人多いし総食前の行列、 
めっちゃすごかったわ。 
せやけどヒロ子、ササチーに大ライスにラーメンW！？ 
…ありえへん。 明日、HU-styleにも載っとった 

尾道でデートせん？ 

博多っ子の俺が食べ比べばしちゃるよ！ 
（さっき会館で塩ラーメン食ったけど…） 
博多っ子の俺が食べ比べばしちゃるよ！ 
（さっき会館で塩ラーメン食ったけど…） 

ええねー！ 
尾道行ったら尾道ラーメン 
食べにゃあいけんね！ 

ええねー！ 
尾道行ったら尾道ラーメン 
食べにゃあいけんね！ 

中国地区
46.0％

九州地区
24.5％

四国地区
11.1％

四国地区
11.1％

近畿地区近畿地区
10.7％

近畿地区
10.7％

その他7.7％

ダイスケ:福岡県出身 
ヒロ子のボーイフレンド 

アキ:大阪府出身 
ヒロ子と同じ学部の友だち 

ミカ:愛媛県出身 
ヒロ子のバイト仲間 

ヒロ子:広島県出身 
恋にバイトに勉強に… 
キャンパスライフ満喫中 

●たいぎい：だるい。めんどくさい。 
●～しんさい：～しなさい。 

 

●パッケ：パッケージ別科目のこと、
全学部必修の科目（法経夜間
主コースを除く） 

●チャイ語［チャイゴ］：外国語科
目の中国語のこと。他にフラ語、
ドイ語、スペ語…分かるかな？ 

●再履［サイリ］：単位を落とした
科目を再履修すること。 

うん。寝坊したけん 
パッケに遅刻するかと 
思ったよ。 

気をつけんさいよ～。 
実は私もチャイ語遅刻しそうじゃった。 

再履なのに…。 

広大弁 

広島弁 

広大弁 

広島弁 

広島弁マスターに「たいぎい」は必須！　パッケやチャイ語は
他学部の友だちに出会えるチャンスだよ。 

いろんな友だちと話すうちに、方言がうつっちゃうことも。でも、関西の人はどこへいっ
ても関西弁の気が…なんでやねん！ 

それぞれの出身地自慢も楽しみの一つ。
方言交じりで、しっかりアピっちゃおう！！ 

●尾道［オノミチ］：デートにも最適な広島の観
光名所。詳しくは『HU-style』Vol.5を見てね！ 

ミールカード愛用者じゃけえ大丈夫！ 
1日1,000円分まで食べれるけえね。 
ミールカード愛用者じゃけえ大丈夫！ 
1日1,000円分まで食べれるけえね。 

●～じゃけえ：～だから。 
●けえね：からね。 

●スポ実［スポジツ・スボジ］：スポーツ実
習科目、いわゆる体育。 

●フルコマ：1コマから4コマまですべて授
業が入っていること。5コマまでならスーパ
ーフルコマ。 

●スペ広［スペヒロ］：総食前のスペイン
広場。休み時間は学生でいっぱい！ 

●総食［ソウショク］：総合科学部に近い、西
第2福利会館の食堂。西2［ニシニ］、西食［ニ
シショク］とも言う。 

●ササチー：総食の人気メニュー・ササミチ
ーズカツの略。アンガールズの田中さんも
好物だったとか。 

●ミールカード：生協食堂年間利用定期券。
詳しくは生協食堂本部へ 
TEL:082-424-0926

●～じゃけえ：～だから。 
●けえね：からね。 

広大弁 

●スポ実［スポジツ・スボジ］：スポーツ実
習科目、いわゆる体育。 

●フルコマ：1コマから4コマまですべて授
業が入っていること。5コマまでならスーパ
ーフルコマ。 

●スペ広［スペヒロ］：総食前のスペイン
広場。休み時間は学生でいっぱい！ 

●総食［ソウショク］：総合科学部に近い、西
第2福利会館の食堂。西2［ニシニ］、西食［ニ
シショク］とも言う。 

●ササチー：総食の人気メニュー・ササミチ
ーズカツの略。アンガールズの田中さんも
好物だったとか。 

●ミールカード：生協食堂年間利用定期券。
詳しくは生協食堂本部へ 
TEL:082-424-0926

―方言の研究をしている、文学研究科 高永　茂先生に聞く― ―方言の研究をしている、文学研究科 高永　茂先生に聞く― ―方言の研究をしている、文学研究科 高永　茂先生に聞く― ―方言の研究をしている、文学研究科 高永　茂先生に聞く― 
新入生の出身高等学校所在地 
ランキング（2006年度） 

 
福岡から広大に来て6年目。入学当初、方言ネタで盛り上がったことを思い出し、あらためて自分が広島弁、広大弁に染
まっていることに気が付きました。ちょっと悲しいけど、今やこれも大事なアイデンティティーかな。この春、方言をきっかけ
に、キャンパスでいろんな出会いのシーンが見られることを期待しています。 

記事 /総合科学研究科M2　蜂谷　朋子　 

文学研究科 
高永　茂先生 

取 材  
コ メ ン ト 

取 材 コ メ ン ト 

取 材 コ メ ン ト 

　交通手段が未発達で、地域間の交流もあまりなかった時代には、生活はそのエリア内で完結して
いました。自分たちだけが分かる言葉を使えばよかったし、独自の言葉を受け継ぐことで方言が生まれ
ました。「方言」の定義は、特定の集団の中で使われる独自の言葉。俗語やスラング、広大弁なども
一種の方言なんです。サークルなどでの共通体験をベースに、仲間内でしか理解できない言葉を使う
ことで、結束が強まり一体感が生まれます。 

　俗語やスラングなどは、人間の「遊び心」が生み出したもの。昔から人は言葉で遊んできました。文学だって余剰の
部分。私たちの文化には「余裕」があるんです。方言研究も遊び心がないとダメ。ただし、命懸けで真剣に遊ぶんです!

第1位 広島県　　第2位 山口県 
第3位 福岡県　　第4位 岡山県 
第5位 愛媛県 
 
 

4月は出会いの季節。 
キャンパスには、広大生オリジナル言葉「広大弁」やいろんな方言が飛び交います。 

新入生のみなさん、広大弁をマスターして楽しいキャンパスライフを！ 

scene A  朝 

scene B  昼休み 

scene C  放課後 

広島弁 ●ええね：いいね。 
●～にゃあいけん：～しないといけない。 
●ええね：いいね。 
●～にゃあいけん：～しないといけない。 

●HU-style［エイチユースタイル］：この広報誌！ 
●会館［カイカン］：工学部に近い大学
会館。2Fにはキャリアセンターも。 

データ出典: 
大学案内資料編2006
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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。 

次期学長候補者が決定！  

　広島大学学長選考会議は2月16日、牟田泰

三広島大学長の任期満了に伴う学長選考で、

広島大学病院長の浅原利正先生（60歳）を次

期学長候補者に決定しました。任期は、2007年

5月21日～2011年3月31日。 

 

　2006年4月から日本の大学初の試みとして始まったアクセシビリテ

ィリーダー育成プログラム。その第1期生（21名）の認定証授与式が、

3月5日に法人本部で行われ、牟田学長から激励の言葉と認定証が

贈られました。リーダーのお二人にお話を伺いました。 

■三谷　昌稔さん（07年3月　経済学部卒） 

　入学当初からいろんな人のサポートを受けるこ

とが多かったので、自分も障害がある人をサポート

したいと思いました。春からは広島県の教育委員

会で働きます。障害のある児童・生徒への支援の

取り組みにアドバイスしていきたいです。 

■瀧口　雅子さん（総合科学部4年） 

　アクセシビリティを勉強する中で、キャンパスには

段差が多かったり、案内表示が少ないことに気がつ

きました。「誰にでも使いやすいキャンパス」になる

よう、これから自分にできることを探していきたいです。 

※アクセシビリティリーダー育成プログラム…全学の学生を
対象に体系的に編成されており、通常の授業と同様に単位の取得が可能。プロ
グ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。 

 

 

【問い合わせ先】広島大学ボランティア活動室　TEL：082-424-6324   
　　　　　　　E-mail：friends@hiroshima-u.ac.jp 
  

　2月27日、広島大学の各同窓会組織と、新入生、在学生、現・旧教

職員等を包括した「広島大学校友会（フェニックスクラブ）」が設立さ

れました。本学に関係するすべての方々が一体となって強いコミュニ

ティーを育むのが目的。今後、順次入会案内をする予定です。 

【問い合わせ先】総務部総務グループ　TEL：082-424-6015 

 

　2月22日の読売新聞（34面）で、大学のユニークな取り組みとして、

HU-styleが紹介されました。ミーティングや取材風景の写真、スタッフ

のコメントなどが掲載されました。閲覧希望者は広報グループまで。 

日本の大学初！　アクセシビリティリーダー第1期生誕生 

授与式後の記念撮影 

http://home.hiroshima-u.ac.jp/hiuniv/al/
アクセシビリティリーダー育成プログラムのホームページ 

広島大学校友会が設立されました！ 

HU-styleが新聞で紹介されました！ 

平成18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。 

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/丸一真実◎文学部/小林文子◎教育学部/林　涼子◎
法学部/中川明日美◎経済学部/道祖克典◎理学部/近藤広理◎医学
部/加藤広子◎歯学部/山崎佐知子◎工学部/原田良枝◎生物生産学
部/岩元　真 
 
　専門領域において国内外の学界で高く評価される研究実績をあげ
　た者 

◎工学部/濱口真央 
 

●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 

◎教育学研究科博士課程前期/木水貴章（第42回熱測定討論会　ポ
スター発表賞「山紫水明賞」受賞） 

◎理学研究科博士課程前期/小松裕之（第3回ナノ・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/姫野哲人（高次元データの解析手法の評
価と開発に関する研究で学界において高い評価を得た）、高橋利幸（国
際会議 Young Scientist Award 受賞）、光延　聖（2006年度日本地
球化学会年会　若手優秀ポスター賞受賞） 

◎先端物質科学研究科博士課程前期/蕨野智之（半導体デバイス分野
において困難な測定を実現し、この結果をモデル化した研究で学界に
おいて高い評価を得た） 

◎先端物質科学研究科博士課程後期/中川　博（第11回ゲートスタック
研究会　Interesting Paper Award 安田賞受賞）、宮岡裕樹（層状
構造を有する水素貯蔵物質及びそれらと金属水素化物を複合化して
作製した新規なナノ複合物質の水素貯蔵メカニズム解明の研究で学
界において高い評価を得た） 

◎工学研究科博士課程前期/江口良太（第4回生活支援工学系学会連
合大会・福祉工学シンポジウム2006 インタラクティブセッション最優秀
発表賞受賞）、杉山利明（第1回複合医工学シンポジウム（SCME2006）
　優秀論文賞受賞）、八木一光（電子情報通信学会　DEWS2006 
優秀プレゼンテーション賞受賞）、梅崎将志（第一回サミー創造空間コ
ンテスト　ホールデザイン学生の部入選及び第12回北陸の家づくり設
計コンペ優秀賞受賞） 

◎生物圏科学研究科博士課程前期/清水真里（2006年日本家禽学会
大会　優秀発表賞受賞）、山田裕子（第8回日本RNA学会年会　
Best Presentation賞受賞） 

◎生物圏科学研究科博士課程後期/DEVARAHANDHI ACHINI 
MELDA DE SILVA（学会誌論文及び国内外の学会での発表が高い
評価を得た） 

◎医歯薬学総合研究科博士課程/井手健太郎（2006年国際移植会議（学
会）国際移植会議国際若手研究者賞受賞）、大平真裕（同）、伊禮俊
充（同）、布施吉彦（第46回日本歯科理工学会学術講演会　発表優
秀賞受賞）、長谷川拓郎（第24回日本骨代謝学会　IOF-ANZBMS 
Travel Award受賞）、山田清貴（Cervical Spine Research Society 
34th Annual Meeting  2006 Basic Science Poster Award受賞） 

◎国際協力研究科博士課程前期/東　香織・大後戸勝・ 本圭吾・植
木隆行・西尾慎也・李　綱・TRAN NGOC LINH（土木学会　第一回
土木計画学公共政策デザインコンペ岡田賞受賞） 

 

●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 

◎体育会女子ヨット部/平川真織・萩原絵美（第15回全日本学生女子ヨ
ット選手権大会　スナイプ級・第5位） 

◎体育会水泳部/小野結貴（第53回全国国公立大学選手権水泳競技
大会　男子個人メドレー（200m,400m）・第7位）、西尾麻矢子（同　
女子（400m）自由形・第7位） 

◎体育会陸上競技部/井藤由希子（第24回レディース陸上競技大会　
3000m競歩・優勝、2006全日本学生陸上競技チャンピオンシップ　
10000m競歩・第2位、第61回国民体育大会　成年女子　10000m競歩・
第9位）、萩原　翔（第61回国民体育大会　成年男子　棒高跳・第8位） 

◎体育会サイクリング部/水谷祐太（2006 JCFマウンテンバイク・ジャパ
ン・シリーズ箱館山大会クロスカントリー第2戦　スポーツクラス・第3位） 

◎体育会卓球部/黒岩真也・中村嘉宏（第46回全国国公立大学卓球大
会　男子ダブルス・第3位）、荒木基亮（同　男子シングルス・優勝） 

◎体育会剣道部/宮崎麻世・福田史子・木村小百合・黒河香菜・犬童　
悠（第39回全国教育系大学学生剣道大会　女子団体・準優勝） 

◎体育会アーチェリー部/福長希代美（第19回全日本学生アーチェリー
フィールド選手権大会　女子の部・優勝） 

◎体育会柔道部/茅島吉彦（第25回全日本学生柔道体重別選手権大会
　81㎏級・第8位、平成18年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大
会　81㎏級・出場）、山本志乃（第18回世界学生柔道選手権大会　
無差別級・第3位）、森本奈々美（2006 ロシアジュニア国際柔道大会
　52㎏級・第3位、2006 ドイツジュニア国際柔道大会　52㎏級・第2位） 

◎体育会エスキーテニス部/和田　晃・山崎　大・菅原達也・金原想明・
播磨総一・太田亘俊（第27回全日本エスキーテニス選手権　男子団
体戦第一部・第3位） 

◎心身統一合氣道部/橋口高大・弓削輝泰・伊藤加奈・岡野圭介・岩間
崇浩・河野幸太（第26回全日本心身統一合氣道競技大会　団体の
部（学生の部）・銀賞）、橋口高大（同　武器選択体技・銅賞、剣技・
第4位、杖技・金賞）、弓削輝泰（同　最優秀特別賞、選択体技・金賞、
武器選択体技・銀賞、剣技・金賞、杖技・銀賞）、伊藤加奈（同　武器
選択体技・銅賞、剣技・第4位、杖技・金賞）、高木一人（同　選択体技・
銅賞、武器選択体技・第4位、杖技・第4位）、岩間崇浩（同）、田中貴
大（同　最優秀特別賞、選択体技・金賞、武器選択体技・銀賞、剣技・
金賞、杖技・銀賞） 

◎教育学部/清野雄大（第20回デンソーカップチャレンジサッカー大会中国・
四国地区選抜選手として出場・第6位）、澤田洋平（同　第6位）、澤田
俊二（第12回KOBE国際学生音楽コンクール全国大会・優秀賞受賞） 

◎教育学研究科/天野孝三（第27回日本マスターズ陸上競技選手権大
会　3000m競歩80～84歳の部・優勝、第14回アジアマスターズ陸上
競技選手権大会　5000m競歩80～84歳の部・第2位）、山本一喜（秩
父宮賜杯第46回実業団・学生対抗陸上競技大会　やり投・優勝、第
61回国民体育大会　成年男子　やり投・第3位） 

◎歯学部/雁瀬朋美（フィンスイミング環太平洋選手権韓国大会　サーフ
ィス種目　女子50M,100M・優勝） 
 
●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 

◎松元法恵（ピア・サポーターとして本学の学生支援活動に貢献） 
◎椋田佑也（強盗致傷事件において犯人の逮捕に貢献） 

 

●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 

◎体育会ヨット部/河東康彦・高原弘明・天畠和彦・島内　功・萩原絵美・
平川真織（第56回中国学生ヨット選手権大会　スナイプ級団体・優勝）、
天畠和彦・島内　功（同　スナイプ級個人・優勝）、中島祥互・渡邉綾
子（同　470級個人・優勝）、中島祥互・大久保光裕・平野瑠里子・中
田有紀・古川弘和・山中　翼（2006年度中四国学生ヨット選手権大
会　国際470級団体・優勝）、河東康彦・島内　功・天畠和彦・高原
弘明・萩原絵美・平川真織（同　国際スナイプ級団体・優勝） 

◎体育会卓球部/森元雅貴・有間勇気・吉本哲也・中村嘉宏・山田克芳・
荒木基亮・大久佐憲哉・黒岩真也・矢川隆志・坂本勇哉（第57回中
国学生卓球選手権春季大会　男子団体・優勝）、伊藤　梓・神浦麻衣・
中村詩織・井上菜美・片山直美・西田香織・大久佐姉利・知北絵里子
（第23回中国四国学生卓球選手権大会　女子団体・優勝）、森元雅
貴・有間勇気・吉本哲也・中村嘉宏・山田克芳・荒木基亮・大久佐憲哉・
坂之上一朗・黒岩真也・矢川隆志（第57回中国学生卓球選手権秋
季大会　男子団体・優勝）、有間勇気・吉本哲也（同　男子ダブルス・
優勝） 

◎体育会剣道部/甲斐慶之（第53回中四国学生剣道選手権大会　個
人戦・優勝）、木村小百合・福田史子・黒河香菜・吉原　唯（第26回
中四国学生剣道新人戦　女子団体・優勝） 

◎体育会少林寺拳法部/栗原良典・藤川幸大・嶋村圭輔・谷川俊介・木
村　友・由井恵美子・清水健太（第41回少林寺拳法中四国学生大
会　団体演武の部・最優秀賞）、嶋村圭輔・清水健太（同　組演武　
男子初段の部・最優秀賞）、栗原良典・嶋村圭輔・清水健太・谷川俊介・
藤川幸大・由井恵美子（第4回少林寺拳法中国地区学生大会　団体
演武　有段の部・最優秀賞） 

◎体育会バレーボール部/青木美緒・小川諒子・松野梨香・高崎麻菜実・
林　真衣・山本　葵・谷　優香・小倉恵美・戸石李鳩・小島かおり・野
口彩佳（第50回中国四国学生バレーボール選手権大会・優勝） 

◎体育会弓道部/山本明弘・山本高志・関　顕生・外山裕也・西川雄也・
橋本　諒・大谷信二・小川真広・野村昂生・高橋征志（第39回中国
学生弓道競技大会　男子団体・優勝） 

◎体育会ソフトテニス部/松田修明・佐伯祐太・池田　峻・鈴木英士・
小林憲弘・志賀祐介（第52回中国・四国学生ソフトテニス選手権大会
　団体戦（男子）・優勝）、池田　峻・鈴木英士（同　男子個人戦・優
勝）、久保千晶・中平実穂（同　女子個人戦・優勝）、池田　峻・鈴木
英士（第35回中国学生ソフトテニス選抜インドア大会　男子個人戦・
優勝） 

◎体育会馬術部/井手基文・清本紗弓・斉藤美薦・松井茉由・ 川美麗・
吉田絵美・藤田聡子・保田好美・井上　豪（第21回夏季中国・四国
地区学生馬術大会・総合優勝） 

◎体育会柔道部/熊埜御堂未来（第22回中国四国学生柔道体重別選
手権大会　57㎏級・優勝） 

◎体育会バドミントン部/中村陽祐（第31回中国学生バドミントン選手権
大会　男子シングルスA級・優勝）、服部達也・前田心平（同　男子ダ
ブルスA級・優勝） 

◎体育会自動車部/山村道雄・森本雄大・面迫貴浩（平成18年度全中
四国学生ジムカーナ選手権大会　団体の部・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 

◎E．S．S/平川明穂（THE6TH LESSC SPEECH CONTEST IN AUTUMN・
優勝）、中村英一郎（Hiroshima University & Okayama University 
Assembly・優勝）、清水達彦（The27th Yamaguchi University 
Open Discussion Meeting・入賞） 

◎教育学部/（青木グループ）青木理恵・小原由子・田岡利紗（第2回
NHK大学生ビデオゼミナール　最優秀作品賞）、幾野　真（第58回
広島県美術展（絵画系）奨励賞） 

◎教育学研究科/田村さつき（第19回東広島市美術展（彫刻部門）優秀賞） 

学長表彰 
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P  R  コ  ー  ナ  ー 

01

07

03

13

15

11

09

08

14

パクるなパクられろ 
（バンド） 

2007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

4.3～4.24

4.2～4.25

4.4～4. 6

4. 7

4.9～4.25

4.  9

4.  9

4.9～ 

4.14

4月中旬～ 
5月中旬 

4月中旬～ 
5月下旬

4.19～

4.27

4.27

5.11～ 

5.19

6.10

6.24

7.2～

7.18～7.31

7.31

8.1～8.10

入学式 

履修手続※ 

健康診断※ 

交通安全講習会 

バイク安全講習会 

授業料免除申請受付※ 

　平成19年度入学の大学院生（4/9～4/11） 
　平成19年度入学の学部学生（4/23～4/25） 
　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（4/12～4/16） 

　●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 

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） 

体育会主催「フレッシュマンスタートフェスタ」 

オリエンテーションキャンプ※ 

補充教育※（学部1年生） 

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） 

TOEIC  IPテスト 

フェニックスコンサート 

ゆかたまつり 

後期分「授業料免除申請のしおり」配布 

学期末試験※ 

前期授業終了 

補講期間※（8.6は除く） 

みなさんの自主活動を支援します。 

 

 

 

　フロントランナープログラム（以下、FRP）は、豊かな人間性を備え、

21世紀の国内外の様々な分野で活躍できる人材「フロントランナー」

の育成を目指した教育プログラムです。FRPでは、募集テーマにそっ

た主体的・提案型プロジェクトを公募します。 

対　　象…広大生で、原則として2学部以上に所属する複数人で構

　　　　成されたチーム 

募集テーマ 

①広島大学を元気にする提案（学生支援サービスの改善・広大グッ

ズの販売促進アイデア等） 

②広島・西条を活性化する提案（酒蔵通りの活性化・地元企業での

インターンシップ等） 

③広島大学から世界へアピールする提案（平和教育の実践等） 

④その他 

応募方法…企画・提案書様式を下記ホームページからダウンロードし、

　　　　必要事項を記入の上、E-mailで送付 

　URL…http://www.careergp.hiroshima-u.ac.jp 

　送付先アドレス…career-group@office.hiroshima-u.ac.jp 

企画・提案書の受付期間…4月9日 ～5月17日   17時必着 

選考結果…各チームに直接連絡するほか、ホームページで公表 

成果報告・発表…プロジェクトの成果発表会を08年3月に予定 

　08年2月までに活動成果と会計報告をまとめた成果報告書を提出 

 

　広島大学キャリアセンター  フロントランナープログラム事務局 

　TEL…082-424-4214 

　E-mail…career-group@office.hiroshima-u.ac.jp

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 
なにかにハマって、 

自分を磨け!
学生取材班が行く 

01 室 井 佑 月 

07

07

広島大学総合博物館 

寝ているだけで大量の汗が出る!?

13

学生取材班が行く「特別編」 

特集・広大弁!

な 第 9 号 

岩 城 宇 紀 さん

●大学院教育学研究科 
博士課程前期2年 

●ハマっていることは筋肉
トレーニング 

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） 

　「ボケボケ生きてこなかったってことだよ」「どうせなら東京で勝負しなよ」
「自分の考えがないまま人の意見を聞いたって全然だめだよ」キレのいい
室井佑月さんの言葉。いろんな経験を積まれてきた方ならではですね。説
得力があるし、多感な年頃の学生にとってはとても印象に残るんだろうなと
思います。仕事も同じ。優秀な若い相棒への指示はキレが必要です。「ボ
ケボケすんじゃないよ」「自分の考えなしで編集したってだめだよ」こういう
ふうにできればいいんですが…経験が足らんですね。 
　さて、季節を先取りした今月号の表紙は如何でしょうか。本誌も3年目に
突入。学生ニーズを先取りした特集を組めるように頑張ります。　　（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 2007年4月号 Vol.9（季刊） 

 

特集のテーマに惹かれて友だちと勢いで応募したらこんなことに（笑）。 

撮影は緊張したけど、すごくいい経験ができました。今ハマっている

ことは筋トレ。ベンチプレス150kgまで上がります！ 世界に出ても恥

ずかしくない体になるのが目標。見た目だけでなく、心も磨いていき

たいです。新入生のみなさん、ようこそ広大へ！  Let’s筋トレ！ 

※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。 

注
意 

Hi! Hirodai Information

15 各種お知らせ 

COVERな人 

編集部からのお知らせ 

18

18

体感地球 
 わたしの世界見聞録 

09

10

羅針盤 OB&OG紹介 

平 賀 大 雄 

大 下 こ ず 恵 

Knock on the door

08大学院医歯薬学総合研究科 
丹根研究室訪問 

11

11

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!

トライアスロン同好会 
「Gulls」 

14

春号の表紙に登場してくれた

のは、青空が似合う男、体育

会系のさわやかな岩城さん。  

“自分磨き”にハマっていると

いうマッチョな彼は、今回の特

集テーマにぴったりですね。 

公演日：4月5日（木）　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

　　　　4月6日（金）　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

場　所：広島大学大学会館1階大集会室

【問い合わせ先】082-424-2315

広島大学音楽協議会主催「新入生歓迎音楽祭」 

遠藤　加菜 

バデジョ アデバンジョ 

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13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、途中入場OK。ぜひお気

軽にお越しください。 

【問い合わせ先】 

フロントランナープログラムに応募しよう！ 

プロジェクトの活動費を補助 

アドバイザー（キャリアメンター）を紹介 

広大生の自主活動応援BOOK

『TRYACT2007』ができました！ 

（キャリアセンターや情報広報室 

（法人本部2F）などに置いています。） 

 

 

　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

完成。学年歴に合わせて4月から始まります。

広大生協で販売中（税込500円）。 

 

 

 

 

　広島大学相撲部をモデルにした映画『ちゃんこ』（監督：サトウトシキ

主演：須藤温子）のDVDが、5月に発売されます。上映を見逃した方、

この機会に是非ご覧ください。 

 

広大オリジナルカレンダー（2007年度版）完成！ 

http://www.dreamonefilms.com/chanko
『ちゃんこ』ホームページ 

映画『ちゃんこ』のDVD発売が決定！ 

表紙モデル:理学部4年  池田  洋介 
　　　　　 総合科学部4年  河口  真理子 
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