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は、ゴールがはっきり見えていないと、一つの

に刺されて、
「また刺された」って思いながら

作品は作っていけないし、迷いは見ている人

帰ってくることも。朝起きたら掃除して、朝ごは

に伝わってしまいます。仕事をする時はきちん

ん作って、洗濯して……とか、何ともないでしょ

高校生の時には、地元の福岡で、少しだけモ

と方向性を決めて、迷いを見せないように心

う? かなり普通 !

デルの仕事をしていました。ちょうど進路につ

掛けています。

芸能界に入ったきっかけは ?
芸能界に入ったきっかけはスカウトでした。

昔から、身体に関することに興味があって、

いて考えている時、東京の事務所から声が掛
かったのがきっかけで、卒業と同時に上京し

自然療法や生体解剖学の本が家にいっぱい
あり、休日に勉強しています。オタク体質なん

大学生についてどう思いますか ?

て、女優の仕事を始めました。高校生の時は、

あの人に会いたい
Interview with Sachie Hara
女優

原沙知絵

ですかね。物を集めたりする訳ではないんです

学業優先で仕事をしていたので、かなりハード

今年に入って、NHK 教育テレビの『テレビ

が、普通の女の子に比べたら、興味がちょっと

な毎日でした。その時から、東京は「働く街」
と

でドイツ語』の収録を通じて、広島大学の吉

変わっていますね。人体の不思議展や科学

いう印象でしたね。今でも、仕事があるから東

満先生にドイツ語を教えてもらったのですが、

未来館に一人で行きますし、子どものころは、

京にいるっていう感じ。東京は広いけど、福

大学生ってすごいなと思いました。私は学校に

図書館に行って理科の実験の本を読むのが

岡って、こぢんまりとしていて、何でも一カ所で

行って勉強をしたのは高校までですが、大学

好きでした。やっぱり、ちょっと変わっています

そろってしまうし、近くに海も山もあります。そう

生は朝早く学校に行って、授業を受けて、
リ

ね（笑）。でも身体のことを勉強したおかげで、

いう場所で育っているから、帰省したらほっとし

ポートを書いて、テストもあるんですよね? そん

筋肉の付け方や病気の予防法とかも学べて、

ますね。だからと言って、福岡に移住したい

な経験をしている大学生の皆さんは、すごいと

仕事にも自然と役立っています。

かって言われると複雑なんですが……。

思います。実は私、大学生の役ってやったこと
がないんですよ。大学の教室とかは、
ドラマで

女優というお仕事について

しか見たことない世界ですね。だからキャンパ

教えてください。

スライフへのあこがれは強いかもしれません。

目標がある人は、それに向かって必 死に

この前、語学の勉強は最初が大変だけど、
女優を始めたばかりのころは、仕事の面白

アンテナを張って、プラスの方向へ。

広大生へメッセージを。

勉強していくうちに「何かを乗り越える瞬間」

走っていただきたいと思います。目標が見つ
かってない人も、アンテナさえ張っていれば、

さを感じる余裕はまったくなくて、ただ目の前の

があって、それを越えた時にいつの間にか語

「これが本当にやりたかったこと」
と思える瞬間

仕事を精いっぱいやるしかないという感じでし

学が身に付いているものだと、スタッフの人か

に、きっと出会えるはずです。常にアンテナを

た。やっと余裕が出てきたのは30 代になって

ら話を聞きました。それは、女優という職業にも

張って、プラスの方向へ進んでいけるような流

からで、
どのような女優になりたいかなど、具体

当てはまることで、勉強でも仕事でも、乗り越

れを、自分自身で見つけていってくださいね。

的なビジョンを持てるようになりました。今思う

えた先にある何かを感じる瞬間って共通してい

と、プライベートで経験してきたことが、仕事に

ると思います。

生きていると思います。手探りでも、少しずつ
プライベートの充実に取り組んでいます。

プライベートは何をしていますか ?

どんな職業でもそうだと思いますが、女優と
普段はすごく地味なんですよ。休みの日は、

いう仕事にも迷いは付きもので、不安を抱えて
いる人は多いと思います。でも演技するとき

取
1978 年 5月1日生まれ。
高校卒業後に上京し、1997 年にテレビドラマ、
『ビーチボーイズ』
（フジテ
レビ）で女優デビュー。
『介護エトワール』
『7 人の女弁護士』
『ちりとてち
ん』といったテレビドラマをはじめ、数々の映画や CMなどで活躍。2010
年 4月からは、NHK 教育テレビの『テレビでドイツ語』に出演。本学の吉
満たか子先生と共演している。
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材を終えて

原さんは、とても気さくでナチュラルな方でした。帰り際

PROFILE

オフィシャルホームページ

夕方、自転車に乗って買い出しに行きます。蚊

http://www.ken-on.co.jp/hara/

テレビで見ていたとおりの、とてもきれいな方でした。こ

には、東京ミッドタウンのお薦めのお店を紹介していた

んなにきれいな人がいるなんて、東京は恐ろしいところ

だきました ! お会いして感じた、原さんの魅力をすべて

です。
「常にアンテナを張って生活する」という言葉は、

文章にするのは難しく、読んでいる方に伝わっているの

今後の自分のテーマにします。写真撮影で目が合った時

か不安ですが、初めての取材と原稿執筆を精いっぱいが

は、何かドキドキしました。どうもありがとうございまし

んばりました。今後も精進していきたいです。

た。

取材・記事 / 教育学部 1 年

三登えりか

取材 / 経済学部 1 年
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け!
みんな、本を開

キャンパスで
読書の必須アイテムが、鉛筆なんです。鉛筆で文章を追いながら、気になる所に線を引くのが癖で。
よく図書館 2 階の窓際のソファで、音楽を聞きながら本を読んでます。テラスもお気に入りです。前に
ちょっと外の空気を吸いたくて、テラスで読んだのが心地良かったんです。

一章 どうやって楽しむ?
読書は苦行、闘わなければ読めない

図書館

読書をしようと思うと、意外に“ 敵 ”が多いのですよ。本を読
むために時間をつくる必要があるし、読み始めても「眠たい」
「腰が痛い」
といった身体的苦痛との格闘が待っている。
もっ
と言えば、人生の浮き沈みにも対応しなくちゃいけない。テレ
ビは眺めていれば次のシーンになるけれど、読書は自分で次
のページへ進まなくてはならない。だから落ち込んでいるとき
は、なかなか読書をする気になれませんね。そう、読書は苦行
ですよ。本を読まずに人生を終えられるのならば楽でしょう。
し
かし現実的には、そうはいかないでしょう? 周りの先生や友達
が、いつも自分の望む答えをくれるとは限らない。本は、知識
を与えてくれるのはもちろん、何かほかのことを考える引き金と
なるはずです。1つヒットすれば、世界が一気に倍々に広がっ
ていく。そんな芋づる式の面白さが本にはあります。

私のお気に入り

『カラフル』
森絵都 著

館とのネットワークも、豊富にありますからね。国内なら2 週
間以内に、他大学から本を借りたり、複写を取り寄せたりで
きます。また海外の図書館の資料も利用できるのです。図
書館のカウンターは、全世界につながる入り口です。

テラスで、鉛筆と音楽と一緒に
地頭所

場所を選ばず、お気に入りの一冊を持ち歩きながら

ブラ）
BIBLA（ビ

『オーデュボンの祈り』 伊坂幸太郎 著

冊子に装丁されたのは
江戸時代。当時、武家
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ドイツ
「BIBLA（ビブラ）」。
数多くの応 募から選ばれたのは、
を掛け合わせた造 語です。
atz」
「Pl
味する
を意
広場
「Bibliothek」と、同じくドイツ語で
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「静かに本を読む」以外に、
このスペースは、日経
を覆す
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館の
図書
での
強したい」などの要望を実現し、これま
価を受けています。
高い評
ど、
を受賞するな
賞」
ニューオフィス賞で「新知的交流施設

私のお気に入り

『ノルウェイの森』 村上春樹 著
梶村

購入。

美月さん 教育学部 3 年

コーヒーを飲まない日はないくらい、コーヒー好きなんです。
ブラックをいれて、
「本読むぞー」って感じで、自宅で夜通し自分の世界に入りますね。現実にはない
世界観に自分が刺激されるのが、本が好きな理由です。ファッションも好きなので、オシャレしてカフェで本を読むのにあこがれてます♪

三章 どれを買う? 生 協 の す す め
。
聞く 本を
に
生協 どんな ?
生は るの
広大 んでい
読

Group Space●
ドを使って話もできる。
机やいすを動かして、パソコン、ボー
破った新空間。
「図書館では静粛に」というタブーを打ち

上期（3〜8月） 売り上げベスト5
1位 これからの「正義」の話をしよう マイケル・サンデル 著
2位 思考の整理学 外山滋比古 著

4位 告白 湊かなえ 著

本売り場の工夫
●Study Space
自分の書斎
50 台以上のパソコンを完備。まるで
のような感覚で利用できる。
総合相談カウンター●
時間のかかる内容なら、
ー。
コーナ
も相談
る何で
いわゆ
っくり相談もできる。
方とゆ
司書の
ァで、
るソフ
カウンター後方にあ

を閲覧できます。
.ac.jp/）からも、特殊コレクション

最近は、売り場の工夫として、ブックトラックを生協の
入り口付近に置き、
「本日の新刊」
を紹介しています。別
の用事で生協に訪れた人にも、本売り場へ目を向けてほしいという
思いから始めました。本は、帯に書かれている情報が見えるように、
表紙が見える配置を心掛けています。生協組合員の方は、本が
10% 引きで購入できます。
さらに、意外と知られていないのですが、
本の15%引きフェアも開催しています。対象となる出版社や本は毎
月変わるので、ぜひチェックしてください。
※長期休暇中は開催していない場合もあります。また、複数社の割引フェアの同時開催もあります。

先生方もよく、
買われています。

東大・京大で売れた本として有名に!

3位 もし高校野球の女子マネージャーが
ドラッカーの『マネジメント』
を読んだら 岩崎夏海 著

ドラッカー関連の著作も売れています。

映画化されると売り上げ上昇!

5位 1Q84 BOOK3 村上春樹 著

w.lib.hiroshima-u
広島大学図書館の HP（http://ww
3

講談社文庫

学生生活の中で、
「生と死」がテーマだと思います。読み終えた後に、余韻が残る感じが好き。主
人公たちが私と同じ大学生なので、思いを共感できるのも魅力の一つです。

コーヒー片手に、一人だけの世界へ

（レプリカ）
『グーテンベルク聖書』

ルクの時代に作られた聖
活版印刷の発明者であるグーテンベ
た本。色彩が豊かで、
再現し
いて
料を用
・材
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時の
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ます。フォリオ版の 42
してい
を
り
なつく
表紙はとてつもなく重厚
鎖でつないで設置されまし
、
院に
修道
会や
は教
当時
書で、
行聖
た。このような大型聖書
は、単なる閲 覧用では
なく、資産 価値がありま
ドイツのミュンヘン
した。
で1977 年 に 作られ、
1980 年に広島大学が

新潮文庫

伊坂さんのデビュー作で、
しゃべるカカシが出てきます。のんびりとした孤島が舞台で、
さま
ざまな事件が起きるのですが、最後にぴたっと伏線が明らかになるのが最高です。

しよう
君!
学生諸 書館を利用
図
もっと

モンズの名称が決定 !
図書館の新スペース、ラーニングコ
語で図書 館を意 味する

宮城 潤平さん 工学部 4 年

私のお気に入り

。

『伊勢物語』

文庫本を持ち歩いて、場所を選ばず
時間があれば、本を読んでます。人の会
話とか雑音があるのも、心地良いです
ね。理系なので、推理小説とか、物語
のラストで、真実が明らかになっていく
小説が好きですね。

芳美さん 法学部 3 年

全国屈指の歴史・規模・空間
広大図書館は、こんなにもスゴイ!

蔵書数は約 328 万冊。江戸時代
から第二次世界大戦前後まで使用さ
れた教科書のコレクションのほか、文
化財級の古い資料も数多く所蔵して
います。規模や歴史的価値だけでも、
佐藤正樹
全国有数の図書館だと言い切れま
副学長（図書館担当）・図書館長
中央図書館蔵
す。それに加えて、館内の空間がとて 1583 年刊行のラテン語
で書かれた歴史書
も素晴らしい。天井が高くて明るいし、
広くてゆったりできる。BIBLA（下記参照）は、学生のさまざまなニーズに応え
図書館の魅力と楽しみ方
るスペースになっています。ここには「苦行」
という文字は存在しませんよ。広
昔の図書館は、カウンターに厳格な風貌をした
大図書館は時間の広がりも、
司書がいて、本のことは、何もかもその人に、畏
空間の広がりもある、奥ゆか
れながら聞くしかなかった。今はインターネットや携
しい図書館なのです。こんな
帯からでも、本の検索は可能だし、本の中身だって、パソコンの画面上で閲
にも魅力ある図書館を素通り
覧できる場合があります。
しかし実際に書庫へ入って、目的の本を見つける喜
してしまうのはもったいない。
びを味わうと、図書館をぐっと身近に感じられますよ。学問の広さを目の当たり
図書館の利用料は授業料に
にして、ちょっと偉くなったような気分をぜひ味わってください。検索してヒットし
含まれているのですからね。
中世説話「狐物語」の羊皮紙写本断片
ない場合でも、司書の方に相談すると、見つかる場合があります。ほかの図書 （14 世紀前半、イギリス）

図書館の
リビア
貴重図書ト

文春文庫

読みやすく、
リズムのあ
るファンタジー小説です。
不倫やいじめの話があるのに、なぜか重たく
ならない不思議な感覚が好きです。読み終
わった後はさわやかな気分になります。

これはもう有名ですね。

おすすめの一冊

生協北 1コープショップ（書籍担当）浜

田 文 子さん

『Story Seller 2』
新潮社ストーリーセラー編集部

ブックトラック

キャッチコピーは「読み応えは長編並み、読み
やすさは短編並み」。7 人の作家による短編集で
す。
もともとその作家さんのファンはもちろん楽し
めますし、今まで読んだことのなかった作家さんを
開拓していくきっかけにもなります。著作リストも
付いているので、興味を持った作家さんの過去
の作品も探しやすいです。これから読書を始めて
みようという人は、入門編としていかがでしょうか。
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四章 誰がすすめる?

あの人のおすすめは ?

情報の最前線 ! マスコミの OB・OG に聞きました。

おすすめの一冊

おすすめの本を調査

おすすめの一冊

『ジャン・クリストフ』

『深夜特急』沢木耕太郎 著

ロマン・ロラン 著

浅原利正学長からの

メッセージ

普段は、
『文藝春秋』
『中央公論』
といった雑
誌をよく読みます。仕事の合間の息抜きには、自
分の専門以外の本を読みますね。その意味で
は、腰を据えて読む長編小説よりは、手軽に読
める短編小説の方が良いです。歴史小説も興
味深く、歴史から学ぶことは、たくさんあります。
人生に応用できる教訓もあるでしょう。
しかし、読書に対して身構
える必要はありません。大切な
のは、読みたいときに読みたい本を読むこと。読書は生活における
香辛料だと思っています。試験の前日に無性に本が読みたくなっ
た経験がありませんか? そういった欲求に素直に従うのも良いと
思います。
もちろん、試験も大事ですよ!

新潮文庫

桜井 弘規さん 法学部卒 / 株式会社中国放送
アナウンス部 アナウンサー

岩波文庫

読書は生活の香辛料

紀行小説の中でも圧巻

会社に入って読んだ本で、自分も旅してみたいなと
思いました。旅先でいろんな人やものや景色に触れ合うことに、あこ
がれますね。

おすすめの一冊

『日本人とユダヤ人』
イザヤ・ベンダサン（山本七平）著
角川ソフィア文庫

この本で私は、地球には日
本人と違った考え方を持つ人
がいることに衝 撃を受けまし
た。例えば、このような話があります。高級ホテルを生
活拠点にしているユダヤ人。どうして高いお金を払っ
てまで、そのような生活をするのかと聞かれて、こう答
えます。
「安全を求めている」と。やはりユダヤ人は、
迫害されてきた歴史があるので、そういった発想とな
るのでしょう。外国へ目を向ける一つの契機となるか
もしれません。

上

真一理事

学生時代に読みました。 全10巻からなる長編小説
今の学生にも、ぜひ読んで
【ノーベル文学賞】
ほしい。若者として、前向き
に真摯に、学生生活を送っ
てもらいたいです。

おすすめの一冊

おすすめの一冊

『変身』東野圭吾 著

公称発行部数70万部の人気作
講談社文庫

藤原

佳那子さん
法学部卒 / 株式会社中国放送 報道制作局 報道部

就活の時、息抜きで読みました。文章の裏や背景
を想像するのが好きで。最近は、警察担当ということもあって横山
秀夫さんの本も読みます。

『三四郎』
夏目漱石 著 新潮文庫

瀬崎

iPad を使いこなす岡本哲治理事に取材
日常生活から仕事に至るまで、あらゆるシーンで iPadを使いこなしている岡本理事。
iPadをメールやウェブ以外で、どんなふうに活用しているのか教えていただきました !
iPad で何をしていますか ?
●オフィスアプリケーション
一番よく使うのは、WordやPowerPointに対応したPagesやKeynoteです。
●青空文庫（i 文庫 HD）
著作権の消滅した名作が、無料で読めます。
（青空文庫：蔵書約 9,000 冊）
●最近の本も電子書籍で
例：『死ねばいいのに』京極夏彦、
『歌うクジラ』村上龍など
最新作も、電子書籍で販売されつつあります。紙の書籍の半値くらいで買えま
すので、これからかなり普及するのではないでしょうか。
●新聞 産経新聞 HDがそのまま読めます。ただしiPhone 版は無料、iPad 版は有料。
誌面のデータはiPad 内に保存されるため、一度ダウンロードすればオフラインでも閲覧可能。電車やバスの中でも、場所をとらず読めます。
iPadからは、いつでも、
どこでも、いろいろな情報に、簡単にアクセスできますので便利です。文字を大きくしたり、小さくしたりが簡単に行えるのも、大きなメ
リットですね。バリアフリーで高齢社会向けの、人に優しい「箱」だと思います。
最近では、社会連携・広報・情報室関係の会議も、ペーパーレスで行っています。紙代や印刷代はもとより、会議資料を準備する時間や手間など、省け
るものが多くあり、保存や整理も簡単に行えますよ。

岡本理事に聞く「乱読」の魅力
私の読書スタイルは「乱読」です。古典でも週刊誌でも、何でも気になったものは読みますね。乱読が最高の読書方法だというのではな
く、自分の専門や興味とは異なった世界と出会えることに、乱読の最大の魅力があるんじゃないでしょうか。
一方、図書館や本屋などのアナログ世界では、偶然目にとまった本から、知らない分野に出会えるという醍醐味がありますよね。
もちろ
ん、電子書籍などのデジタル世界を活用し、選択の幅を広げることも有効でしょう。

文学の
ョナルが語る
プロフェッシ
は?
読書の魅力と

文学部 文学研究科 人文学専攻 日本・中国文学語学講座 瀬 崎 圭 二 准教授
文

ほかの人にない発想をするには、知識の幅を広げることが不可欠です。自分の知らなかったアイデアや、言葉にひねり
ほ

を加える術が、
本には詰まっています。さまざまな文学に触れながら、自分の感性を磨くものを摘み取ってください。
を
を加える術が
を加え
を加
加
今までに読んだ本の中で、面白みが全く分からずに挫折したものはないですか ? 実は、そのような経験をしている人は、たくさ
今までに読
んいます。しかし、面白みがないからといって、読むのをやめてしまうのはもったいないですよ。というのも、本の一番の魅力は、
年を重ねるごとに、感じ方や着目点が変化するところにあるからです。10 代、20 代の若いうちに、面白くないと感じる本でも、いく
つか最後まで読んでおくのも一つの経験です。この経験の幅をできるだけ広げておくと、本の奥深さをさらに味わえるきっかけが
つくれると思いますよ。
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圭二准教授

時は日露戦争が終結
した明治末期。主人公
の小川三四郎は、大学
言わずと
に入 学するために、九
知れた
州から上京します。そし
名作!
て、自分の常識を越えた
東京という世界の中で、三四郎がさまざまな人に出会
いながら、ストーリーは展開していきます。この小説の素
晴らしさを際立たせているのは、三四郎の新生活への
不安や、恋心などの内面の変化を読者に見せるだけ
にとどまらず、当時の社会を批評するエピソードが盛り
込まれている点ですね。

おすすめの一冊

仕事には専門雑誌も不可欠

『日経コンピュータ』日経 BP 社
秋信

裕子さん
総合科学部卒 / 広島テレビ放送株式会社 総務局 管理部

システム系の仕事柄、IT 関連の雑誌をよく読みま
す。就活したてのころから読んでるので、
もう習慣ですね。

おすすめの一冊

大人も感性を磨けます!

『はらぺこあおむし』
エリック・カール 著 偕成社

おすすめの一冊

『タニアの
ドイツ式キッチン』
門倉多仁亜 著
ソフトバンククリエイティブ

原

上小城 敬幸さん
総合科学部卒 /NHK 広島 企画総務部（人事・厚生）専任主管
3 歳と1 歳の双子の子どもがいて、読み聞かせているうちに、自
分も楽しんでました。色彩が美しく、大人にもオススメの絵本です。

沙知絵さん

私 が 出 演して い る
NHK『テレビでドイツ
原さんにも
語』で、タニアのドイツ
聞いちゃい
流シンプルライフのコー
ました!
ナーを担当されている門倉多仁亜さんの
著書です。
ドイツの一般家庭のキッチン
などが紹介されていて、気軽に読める本だと思います。
取り入れられそうなところは、普段の生活の参考にして
います。ちなみに、タニアさんのほかの著作もおすすめ
です。

おすすめの一冊

感動と衝撃の記録

『なぜ君は絶望と闘えたのか』門田隆将 著
根石

新潮社

大輔さん 法学部卒 / 中国新聞社呉支社 記者

朝のラジオ番組で大絶賛されていたのをきっかけに、読み始めま
した。光市母子殺害事件を題材にしたノンフィクション。この事件に
ついて、あらためて考えさせられる作品です。映像化もされています。

おすすめの一冊

『今日は死ぬのにもってこいの日』
ナンシー・ウッド 著 めるくまーる

すくりぃべんてぇす 榎 大輔さん（文学部 2 年）
インディアンの哲学が味わえる詩集です。その意味深い生き方、
重みのある言葉に、心が揺さぶられます。哲学といっても、難しい
言葉で語られていなくて読みやすいですよ。追悼式や結婚式で
朗読されたり、教科書にも転載されたりしているみたいです。

文芸サークル すくりぃべんてぇすの活動
“すくりぃべんてぇす”は、現在 54 人で活動している文芸サークル
です。月刊小冊子『缶じうす』の発行が主な活動です。
『缶じうす』
は、総合科学部、教育学部、文学部の
学生用掲示板に設置してある「缶じうす
スタンド」
（A5 茶封筒製）にて無料配布
しています。また大学祭では、
『すくりぃべ
んてぇすの本』第 33 号を発売します（予
価 200 円）。ぜひご覧になってください!
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PROFILE

Knock on the door

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。

食品臨床試験で
研究を社会に還元
医歯薬学総合研究科
臨床評価・予防医学プロジェクト研究センター訪問

芸術を身近に ! 東広島市立美術館

フェニックス工房って何だろう？

東広島市立美術館は、昨年 30 周年を迎えた、歴史ある美術館

健康食品に科学的根拠を

今年４月、工学部に誕生した巨大な白い建物は、フェニックス工

「健康食品は、必ずしも機能性が立証されているものばかりではありません。健康食

房の新しい建物です。学生のための「ものづくりの拠点」
として、設

品は、法律上、薬のように臨床試験による検証を経る義務がないので、中には怪しいも

「版画のコレクションは、全国で有数です。日本の近現代版画を

備が拡充されました。
１階は、工作機械がずらりと並んだ、金属加工

のも出回っています」昨今の健康ブームで、市場にはさまざまな健康食品があふれか

早くから収集しており、日本の版画史を概観できます。海外では、日

などを行うスペース、
２階は、建築用のデザインや製図などを行うス

えっています。東川先生は、健康食品の臨床試験に取り組み、本当に効果があるのか

ペースとなっています。

を科学的に検証しています。

です。運営に携わっている松岡さんに、お話を伺いました。

本の版画は、
とても評価が高いんですよ」

お話を伺った松岡さん

美術館は、版画を中心に陶芸作品や東広

授業以外にも、個人の

この取り組みは4 年目を迎え、これまでに行った食品臨床試験は10 件。モニター

島市ゆかりの作品も、多数所蔵しているそう

研究やサークル活動で

（被験者）に、一定期間機能性食品を摂取してもらい、科学的根拠に基づいた統計処

です。展覧会は年に4〜5 回、夏と冬には絵

使う人が多いそうです。

理によって、体の変化を検証します。モニターは登録制で、随時募集中。20 〜 70 歳

本原画展などの特別展を開催しています。冬

実際に工房を利用して 一見しただけでは、何だかわからない建物

の健康な方なら、誰でも登録できます。
「皆さん、モニターの活動が面白いと言ってくれま

いる学生にインタビューしました。

す。何回も参加しているリピーターの方も多いですね」

の特別展は「Life＆Art」
という、生活と美術をテーマにした新しいタ
イプの展覧会で、かなりバラエティーに富んでいます。

工学研究科Ｍ２の加藤槙一さんは、超音速の燃焼を行うパルス

伝統にとらわれることなく、新しい時代を追い求め、美術館で子ど

デトネーションエンジンの部品を加工・製作しているそうです。
「格
段にスペースが広くなり、機械が増えて、かなり便利になりましたね。

前美術館」などの事業も行っているそうです。

これら一つ一つの部品は、製図から加工まで、すべて工房で行って
います。図面通りに加工できて、
うまく作動した時はうれしいです」
加藤さん製作の部品︵左︶
工 房にはいろいろ な 設 備
が整っています︵右︶

企画展示を案内してもらいました

もが芸術に触れるためのイベントや、小学校に作品を持っていく
「出

工学部３年の北川幸紀さんは、取材時には全日本学生フォーミュ
「子どもから大人まで、
もっと気楽に、来てもらいたいですね。紅白

ラ大会へ向け、マシンを調整中でした。
「工房の開所時から利用し

歌合戦は、好きな歌手だけ見るでしょう? 美術館も、自分の好きな

ています。試作と試運転の過程

作家の前や、面白い作品の前で足を止めるだけでもいいんです。広

で生じる問題点を一つ一つ解

大生にも、
どんどん足を運んでもらいたいです」

決して完成した時には、ものづ

昨年、広大生が複数部門で入

広島大学大学院医学系研究科博士課程後期修了。フ
ロリダ大学、UCSF 留学後、本学原爆放射線医科学研
究所助手に就任。医歯薬学総合研究科助手を経て、
2007 年より現職。専門は分子生物学。現在は臨床試
験を中心に、食品の機能性証明などの支援と、機能性
食品摂取による生体応答解明の基礎研究を行ってい
る。博士（薬学）。

食品臨床試験には多額のお金が掛かるので、中小企業だとなかなか実施できないとい
う状況があります。食品臨床試験をせずに健康食品が出回ると、消費者が不確かなも
のを摂取することにつながります。先生が食品臨床試験を始めたのは、同研究科の杉
山政則教授が、産学連携で健康食品を開発したことがきっかけです。大学は安価で試
験を行えるため、中小企業でも実施できるのではないかと、食品の臨床試験を実施する
プロジェクトセンターが立ち上げられました。東川先生はその活動に参加することになり、
今に至ります。広く企業に呼び掛けて、既に市販されているものから試作品まで、いろ

説明会では、多くの方に臨床試験の内容の説明をします

いろなものを試験しているそうです。
「案外、意図していなかった効果が証明されることも
あるので、予算の許す限り多くのことを検査して、いろんな項目を見るようにしています」

転機はチャンス、好奇心を大切に
医療薬剤学で学位を取得後、分子生物学の基礎的研究に進んだ先生にとって、食
品臨床試験に携わることは、想定外のことでした。
「食品臨床試験と一言で言っても、

期展が 10月23日から、12月に

気人」コーナーで紹介している

一から勉強します。今までやったことがなかった生物統計学を猛勉強したことも。やらなく

は所蔵作品展が開催されます。こ

鳥人間サークル HUESもここ

てはいけない状況に追い込まれたおかげで、知識は広がり、それが研究のヒントになる

れから芸術の秋。皆さんも、気軽

で機体を製作するなど、広く利 マシンを前に説明する北川さん（左側）

こともあります」
と、苦労の中にもやりがいを感じているようです。

用されています。誰でも利用できるので、サークル活動や研究で利

食品臨床試験の説明会資料

「これはやりたい、これはやりたくないとこだわると、仕事を続けるのは難しくなります。

静花

用してみてはいかがでしょうか？ 指導してくれる技術職員の方も常駐

皆さんも、
どういうきっかけでどういう仕事に就くか分からないので、視野を広く、いろんな

所 在 地 / 広島県東広島市八本松南 2 丁目1-3 ●電話 /082-428-5713
開館時間 /10:00 〜 17:00（入館は16:30まで）
●休 館 日/月曜日、
12月28日〜翌年 1月4日
●入 館 料 / 所蔵作品展
一般 100 円、大学生 70 円、高校生以下は無料
※特別展の入館料はその都度定めます。
●HP/http://www.city.higashihiroshima.hiroshima.jp/site/5/

しているので安心です。普段かかわることの少ない「ものづくり」の

ことに興味を持ってほしいですね。どんな分野でも楽しむことができれば、その方がいろ

世界に触れ、私もちょっと興味が湧いてきました！

いろな経験ができて面白いですよ」先生のメッセージから、何事にも積極的に挑戦して

●

准教授

健康食品の効果を検証して、市場に出したいと考えている企業はたくさんある一方、

試験の評価項目はそれぞれ違うので、案件ごとに最新のデータを収集し、論文を読んで

森

医歯薬学総合研究科

子

食品臨床試験の結果には、新たな研究のアイデアも?

ほかにも、本号の「発見！元

取材・記事 / 総合科学研究科 M1

史

と先生。

くりの楽しさを実感できます」

東広島市立美術館の外観

川

試験の結果、思わぬ発見も

選し活躍した東広島市美術展前

にアートに触れませんか。

東

●
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取材・記事 / 先端物質科学研究科Ｍ１ 山我

HP http://home.hiroshima-u.ac.jp/koujyou/

典子

いこうという熱意が伝わってきました。
取材・記事 / 歯学部 4 年

大岡

誠真

※各研究室の皆さん！紹介したい先生を広報グループに推薦してください（連絡先は、P18を参照）。
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記事でないと読者が読んで楽しいわけないですからね。

が、大学時代は、テニスサークルで、アクティブに活動して

また、取材を通して聞いたこと、見たことの中には、本当

いました。机に座って事務仕事をするよりは、外に出ていろ

はニュースになるけど、自分自身がそれに気付いていない

いろな人と話ができる、営業関係の仕事を希望していまし

ため、記事にならないものがたくさんあると思います。何が

た。中国新聞社の採用試験を受けるきっかけとなったの

ニュースになるのかをもっと見極められる判断力が欲しいで

は、大学 4 年の時に参加した、同社の学内セミナーでした。

すね。そのためには、文章力や取材力などのスキルを身に

いろいろな場所でいろいろな人に出会い、話を聞いてきて、

付けることはもちろんですが、今以上に、
もっと視野を広げ

記事を書くという新聞記者の仕事が、自分の性に合うので

ることが大事だと思います。

はないかと思い、この職業を目指すことに決めました。ずっ
と呉に住んでいて、広島が大好きなのも理由の一つです
ね。

―新聞記者という仕事のやりがいは?
新聞記者になる前は、大事件や大事故を取材すること
がこの仕事の醍醐味だと思っていました。だけど最近は、
目立たない事柄を取材して、それを世の中に発信すること

あと10 年ぐらいたてば、いろんな意味で若さを失ってい

で、社会の反応を得ることに醍醐味を感じるようになってき

るかもしれません。それでも情熱は失わずに、新鮮な気持ち

ました。
「これはいけんのんじゃないか!」
という正義感を記

でがんばり続けていたいですね。これからさまざまな所で経

事に表現できたとき、そして自分が書いた記事に対して感

験を積み重ねながら、自分の適性を伸ばしていきたいと思

謝されたときも、この仕事にやりがいを感じます。

います。

―仕事で、大切にしていることは?

―広大生へのメッセージ!

仕事に限らず、何ごとにおいても楽しむ、楽しいと思い込

学生のときは、本当に楽しかったです。今でも、1カ月で

むことです。勉強でもス

いいから、学生時代に戻りたいと思いますね。大学時代に

ポーツの練習でも、どう

は、まとまった時間を使って、旅行に行きなさいという人が

せやらなければいけない

多くいます。だけど僕は、友達同士で、喫茶店でダラダラと

取

ことなら楽しみながらやり

何時間もおしゃべりできるのも、学生時代だけだと思いま

たいです。ましてや、他

す。旅行は、社会人になってもできるでしょう。ある意味無

人に伝える記 者という

駄で、ぜいたくな時間の使い方ができるのは、学生時代だ

仕事では、自分が楽しい

けです。ぜひ、大学生のうちに、友達と思い出をたくさんつ

と思って取材して書いた

くってほしいですね。

子どもへの授業が中心ですが、意外と大変なのが「校
務」です。校務というのは学校全体の仕事のことで、私は

私の突っ走るパワーの源は、趣味の海外旅行です。先
日の休暇は、
トルコに行ってきました。

―教育者としてのやりがいは?

生活部で児童会などを担当しています。私自身、教員に

子どもの成長する姿を見られることです。先日、私が教

なって9 年目で、自分の学級のことより、この校務の仕事

員2 年目に担任をした子どもが、7 年ぶりに会いに来てくれ

の方が多いんです。本心では、授業の準備にもっと時間を

ました。有名高校に入学したという報告をしてくれたんです

使いたいんですけどね。準備に力を入れた授業はこちらも

が、当時とだいぶ印象が違っていてびっくりしました。
どちら

本気だし、児童の反応もすごく良いですから。

かというと内気だった子が、はきはきとしゃべっていて。何年
か時がたって子どもたちの成長を見るとき、この仕事の良さ
を実感しますね。
教育者を目指したきっかけは、私が小学 3 年生のときの
担任の先生です。すごく怖かったんですが、素晴らしい女
性の先生で、私の目標だったんです。教員試験に合格し
て、私が教員という立場になり、10 年ぶりに再会したとき

仕事は、何より体力勝負です。少々熱が出ても学校に
行きますし、運動会の練習も体を使います。一番大変なの

は感動しましたね。あこがれの人と、同じ場所に立っている
という思いが込み上げてきました。

は、保護者の方への対応です。皆さん自分の子どもについ
て、真剣に話をするので、精神的にきついときもあります。
でもそれをきっかけに仲良くなることもあるので、これも縁だ
と思いますよ。

―岡上先生は、どんな先生ですか?
子どもたちからは、怖い先生だと思われてるでしょうね。
怒るときは、すごく厳しいと思いますよ。でもそれは、本気で

―広大生へメッセージを

子どもと向き合いたいからです。中途半端に怒っても、子ど

学校に限らず、
とにかく現場は厳しいです! 仕事は、人と

もは見破りますから。自分や友だちのことを大切にしなかっ

人との勝負ですから、大切なのは、その人との縁を大事に

たり、チャレンジせずにすぐあきらめたりした時に怒ります。

できるかどうかだと思います。私は、今でも大学時代に出

壁にぶつかると、落ち込むこともありますよ。でも日々、子

会った友人との縁は、
とても大切だと思っています。そして

どもの笑顔や周りの先生方の助けから、パワーをもらってい

学生の皆さんには、これから出会う人との縁も大切にして

ます。仕事においては、妥協せず突っ走るタイプかもしれま

ほしいですね。学生時代に、友人や先輩、後輩を大切にし、

せん。ポジティブに考えることを意識しています!

そのためのコミュニケーション能力を培ってください。

岡上美紀

Miki Okaue

広島市立基町小学校 教員
（2002 年 3 月 教育学部卒業）

教育は、人と人との勝負。

材を終えて
取材をし、記事を書くというお仕事をされている根石さんから、私たち学生スタッフは、記者という仕事の面白さや、記者としての
心構えをたくさん教えていただきました。また、根石さんが話された「大学時代の過ごし方」のアドバイスは、とても新鮮に感じまし
た。私も、大学でできた友達を大切に、本当の意味で有意義な時間の使い方ができたらいいなと思います。
取材・記事 / 教育学部 1 年 野元 祥太郎
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compass

小さいころから、本や新聞など字を読むのは好きでした

羅針盤

―この仕事を選んだきっかけは?

紹介
OB&OG

中国新聞社呉支社 記者
（2008 年 3 月 法学部卒業）

社会の第一線で活躍している先輩たちの職場を訪ねて︑突撃インタビュー︒

友達を大切に、若さと情熱を持ち続けたい。

仕事のことから学生時代に身に付けておくべきこと︑はたまたプライベートの話まで︑

Daisuke Neishi

私たち学生の素朴な疑問・質問にお答えいただきました︒

根石大輔

―先生の仕事内容は?

スーツを着て、さあ取材だ !と意気込むも、小学校の校門をくぐってげた箱を見た瞬間、懐かしさのあまり、思わず顔がほころびました。
今では少し窮屈ないすに座っての取材は、とても新鮮でした。小柄な岡上先生は、大きな 6 年生の男の子を「見上げてしまう」と、うれ
しそうに子どもたちについて話します。来年から教育系出版社に就職する私は、はつらつとした先生方とお仕事ができるのは楽しそう
だなと思いました。
取材・記事 / 教育学部 4 年 林 良輔
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―人類はみな兄弟―

クリストファー・ベッケルス
大学教員になるために留学を決意

ローと慣習法を基にしています。
熱帯気候のガーナでは、4 〜 9月にかけて雨期が、10 〜 3月にか

プロフィール

Christopher Beccles
国際協力研究科 D4 年（ガーナ出身）

ガーナのケープ・コースト大学を卒業。文部科学省の奨学金留学生と
して、2003 年 10月に来日。福岡教育大学・九州大学で学んだのち、
2005 年から広島大学へ。理科・技術科・社会科教育を専攻し、修
士号を取得。現在は博士課程後期で、理科教育の博士論文に取り組
んでいる。特に理科の授業のビデオ分析を通じて、教える側と学ぶ側に
何が起こっているのかを分析する手法に着目している。

学は、世界でも最良の大学です。

けて乾期が訪れます。ガーナは、天然資源に恵まれ、金・材木・カカ
オ豆・ダイヤモンド・およびボーキサイトが、外貨の主な供給源です。
労働者人口の大部分を農業従事者が占めます。
私が住んでいたケープ・コーストの歴史は古く、ガーナが昔、英領

あり、1 人の人間、1 つの国、1 つの世界といえます。私たちが同じ目

ゴールドコーストと呼ばれていた時代の首都です。現在、ケープ・コー

的を達成するには、必ず相互の理解と協力が必要です。
「1 本の指で

ストは、文化の先進地帯でもあります。ここには、ユネスコ世界遺産の

は、ものを持ち上げることはできない」
という格言は、この理解と協力

1つ、ケープ・コースト城もあります。

の必要性を強調したものです。人生のあらゆる局面で、親切、寛容、

私は、ガーナのケープ・コースト出身です。結婚していて、娘と息子

私自身は、将来ガーナの大学で、教員にな

がいます。日本での生活は7 年になります。専門は理科教育で、その

るのが夢です。ガーナの小・中学校理科教育

分野の知識と技術を深めるために、日本に留学しました。また留学を

の質を向上させるため、調査・研究を行い、

通じて、民族的・言語的・文化的にさまざまな背景を持った人たちと

特に、日本で学んだ教育手法をガーナの小・ ガーナのビジネス街、クマシの風景

コーストは教育で有名です。

共に学ぶことで、国際理解が共有できることも期待していました。

中学校に導入したいです。また、日本語や日本

日本の印象

多くの留学先候補の中で、日本の大学を選んだのは、何より教育
システムが整っていたからです。広島大学は、国際協定が縁で選びま

また、ガーナの教育はケープ・コーストで始まったので、ケープ・

文化を、ガーナに紹介したいと思っています。

調査活動もしていて、教育プログラムにも定評があるので、強い関心

方キロメートル、人口約 2400 万人（2010 年

を持っていました。
さらに広島大学は、国内外からさまざまなスタッフや

現在）の国です。ガーナは首都アクラを中心

学生が集まっており、日本と世界をより深く理解したかった私にとって、

に、10 の州で構成されています。現在、ガーナは大統領の下、本格

ガーナ独立広場
（中央右寄りが独立記念門）

プロフィール
授業でお世話になった先生に同行して、2010 年 4月
から約 2 週間、
ドイツに留学。ホテルや大学のゲストハ
ウスに宿泊しながら、
ヴァインガルテン教育大学で、講
義や教育実習を見学する。将来は大学院に進学し、
ド
イツ語をマスターし、
もう一度留学したいと思っている。

―日本の価値を再発見―

Chiyoko Tanaka

【使用言語】
ドイツ語・英語
【費
用】約 18 万円

教育学部 4 年

ドイツの教育実習を見学
私は教育学部で、教育哲学を専攻しています。
ドイツの教育制度
や教授方法を勉強したことがあったので、授業でお世話になった先生

日本で、最も印象に残ったのは、2006 年の
大分県西部地震です。夜明けに地震が発
私たちは、すぐさま目覚めました
生したとき、私た

日本で学んだ教育学の理論や教育実習での経験は、日本とドイツ

が、突然のことで大混乱に。
私たちは大急ぎで浴室に駆

遺産を保存してきました。この現象は非常に珍しく、意外だったので、

け込んで、祈るしかありませ

私の日本に対する印象は変わりました。

んでした。後になって、日本
では地震が生活の一部であ

広大生へのメッセージ

ることを知りました。

広大生の皆さん、人類には境界がありません。私たちはみな兄弟で

ツの子どもには難しいようでした。そこで、ノートに漢字とローマ字で名

の体験は大切な財産になった

前を書いてみると、漢字が珍しいのか、子どもたちがノートを片手に行

と思います。
「何が 変わった

列を作ってくれました。有名人のサイン会さながらで、この時ほど、漢字

か ?」と言われると、まだ正確

を知っていて良かったと思う日はありませんでした。

には答えられませんが、この体

またドイツの大学生には、
「電子辞書」が大人気 !「すごい!」
「見せ
て!」
「使わせて!」
と話し掛けてくれました。和独辞典・独和辞典の機

験はこれからも私を変え続け
ると思います。

ドイツの田舎町の風景

能を交互に使えば、
「電子辞書トーク」
もできるので、大変便利でした。

「百聞は一見にしかず」。留学に限らず、学生時代に旅をすること

の相違点・類似点を考えるのに、
とても役に立ちました。一方、渡航

そのほかにも意外なところで、日本文化がコミュニケーションツールに

は、きっと
「人生の財産」になります!「大げさだ〜」
と思った人も、だま

する前に、
ドイツ語をもっと勉強しておけば良かったと反省しました。

なりました。中でも折り紙は、手軽でお勧めです。

されたと思って、ぜひ行ってみてほし

実際に見聞することが大事

いです。

とドイツの大学を見学できるという話があった時、これはまたとない機
会だと思い、
ドイツ行きを決めました。

渡航前、
ドイツは「歴史ある国」
というイメージが強かったのですが、

目的地のヴァインガルテン教育大学では、
ドイツの教育実習生の

実際に行ってみて、石造りの建物や教会は、イメージ以上に歴史を感

授業を見学しました。自分も日本で教育実習を経験していたので、そ

じさせるものでした。また歴史的建造物が、当然のように日常の風景

の時と比較しながら、見学できました。特に印象的だったのは、
ドイツ

に溶け込んでいたのも、
とても印象的でした。田舎町の風景はまさにメ

の実習生は、次々に発問を繰り出すことは少なく、生徒の反応や発

教育実習生の授業を見学

言をじっくり待つ時間を多く取っていたことです。指導案を片手に、

ドイツの子どもたちには「漢字」が大人気

校庭はグラウンドというより庭のよう

ルヘンの世界そのもので、私が留学した季節は、黄色いじゅうたんの
ように丘一面にタンポポが咲いていて、最高の眺めでした。

次々と発問しがちな日本の実習生とは、だいぶ違った印象です。授業

授業中は真剣に課題に向き合っていた子どもたちも、授業が終わ

留学して、
ドイツの自然・文化に触れられただけではなく、今まで当

は、過去に自分が受けたイメージが大きく反映されるので、この違いは

ると、見慣れない東洋人に興味津津の様子で、あいさつに来てくれま

然と思っていた日本の生活も、実は大変価値があるということに気付

両国の「学習観」の違いに起因するのかもしれないと感じました。

した。口頭で自己紹介をしましたが、日本人特有の名前の発音は、
ドイ

きました。留学中だけでなく、帰国後もいろいろな発見があり、海外で
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印 象 的 な エピ ソ ード

国は伝統的な文化遺産を失っていったのに対し、日本は多くの文化

的な民主化運動を進めています。法律の仕組みは、イギリスのコモン

留学は自分を変え続ける

智代子

（原文 / 英語）

国」
というものでした。国際化と近代化の目覚めの中で、多くの先進

ガーナは西アフリカにある、広さ約 23 万平

田中

他人への配慮を心掛け、人類愛を持ち続けましょう。

当初、日本に対する印象は、
「西洋文明の影響を強く受けた工業

発展するガーナ

した。また広島大学は、世界平和構築のための活動や発展途上国の

国際的で文化的な環境が大きなポイントになりました。実際、広島大

家族の写真︵日本にて︶

ガーナの教育の発展を目指して

印 象 的 な エピ ソ ード
ドイツ人は大柄な人が多く、目鼻立ちも
はっきりしています。身長が 150センチ
ちょっとで童顔の私は、子どもにしか見え
ないようで、あらゆる場面で年齢証明が必
要でした。フランクフルト空港で、電車の
切符購入に手間取る私を助けてくれたド
イツ人は、親切に子ども切符の買い方を
教えてくれました。ビールも交渉次第。
「年
齢詐称疑惑」
をなんとか払いのけて手に
入れたビールは格別 !
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編
別
特
く
行
が
取材班

ラム
START プログ
鳥人間
スト
コンテ
!
場
に出

学生

こんにちは! 広大生のみんなは、人力飛行機を

第1回

START プログラム※は、海外経験の少ない
学部新入生を対象に、海外の協定大学を訪問
し、現地の大学生との交流や観光などを行う体
験プログラムです。国際交流や留学への関心を
高めることを目的に、今年から始まりました。
名称には、
「この経験が、今後の大学生活と、
その先の人生をより充実したものにする第一歩
となるように」との願いが込められています。
実際に参加した岸岡くんに取材しました。
※START：Study Tour Abroad for Realization and
Transformation

参加した
声
学生の

学部 1 年
生（海外経
験のない
20 人（男 6
人を優先
人、女 14
）
の概要
人）
9/5 〜 9
/14（10 日間
）
5 万円（参
加費用の
一部は、広
オーストラ
大基金よ
リア ヴィ
り支援され
クトリア州
ています）
メルボル
出発 2 カ
ン
月前 募
集・応募
出発 6 週
、書類審
間前 オ
査、面接
リエンテー
審査、合
出発当日
ション、事
格者発表
前研修（交
関西空港
流会での
に集合
準備から
出し物の
現地研修（
帰国まで
打ち合わ
せ）
10 日間）
の
スケジュ
●
ール
ラ・トロー
ブ
大
学教職員
●多
・学生と
文化共生
の交流会
やアボリジ
●野
ニの文化
生生物保
を学ぶ講
護
区
見
義
●メ
学
ルボルン
市内グル
●フ
ープ研修
ィ
リ
ッ
プ島 / ペン
10 日 目
ギンパレー
帰国
ドと動物
ふれあいの
小旅行など

START プロ

グラム

STARTプログラム
総合科学部 1 年

広島大学人力飛行機
製作団体 HUES

知っていますか? 名前のとおり、人力のみで動か

広島大学ボランティア
推進委員会 V-pro

こん にちは! V-pro 代 表 の 鈴 木 英 士 です。
V-proとは、Volunteer Promotion Committee

す飛行機です。私たちHUESは、この人力飛行

の略で、学生ボランティア活動の活性化を通して、

機を設計・製作し、毎年 7月に琵琶湖で開催され

地域や社会を活性化させることを目指し活動して

る、鳥人間コンテストに出場しています。

いる学生団体です。8月25日現在、22 人のメン

この飛行機、翼長は28mもありますが、見た目
によらず、
とっても軽いんですよ〜。主翼やパイロッ
トが入るコックピットは、ほとんどが発泡スチロール
で、骨はカーボンでできています。カーボンは軽くて

ガンバル広大生の
PR ページ。
みんなで応援しよう!

バーで活動しています。
地域をより良くしたい! そのためには、私たちだ
けで活動するのではなく、いろいろな人たちと「共
に行動していくこと」が大事だと考えています。そこ
で私たちは、ボランティアを活性化し、学生がもっ

強く、人力飛行機にはもってこいなのです。材料の
軽量化で、機体重量は50 ㎏、パイロットが乗っても約 100 ㎏になり

と自然に地域に入り込んで活動し、

ます。軽いでしょ？ちなみにプロペラは、ペダルをこいで回します。パイ

地域の方がもっと気軽に学生の力

ロットはエンジンなのです。

を頼ることができる、そんな関係づく
りを目指しています。

9月から3月にかけて機体を設

岸岡大地

前期には、
メンバーが実際に地域

計・製作し、7月までは機体調

広島大学環境系ボランティアサーク

■参加のきっかけは ?

整のために、テストフライトを行い

のボランティア活動に参加し、ボラ ル「えこ・ぺーじ」との共同企画「キャ

高校生のときから、留学に興味がありました。まずは短期間で留学を経験して、
実践的な英語を学びたいと思っていました。また自分と同じように、留学に興
味を持っている人との輪を広げていきたいとも考えていたので、団体で行ける
STARTプログラムは条件にピッタリでした。

ます。岡山県の空港滑走路で飛

ンティア情報の収集を行うとともに、 のごみ拾いを実施

ばすのですが、
リスクが大きく、た

ボランティア人材バンクを通じて、広大生への情報提供を行いました。

いていどこか破損します（笑）。で

また、地域で活動している学内の団体との交流会を企画し、学生同

もこれが大事なのです。

■選考は、どのように行われたのですか ?

協議会をはじめとする、地域の福祉

書類審査→面接の順で2つの選考がありました。今回は20 人の募集
に対して、54 人の応募がありました。英語にはあまり自信がなかったの
で、面接では自分の長所である、明るさと元気の良さをアピールしました。
選考では英語のスキルよりも、やる気やコミュニケーションを何とか取ろ
うとする姿勢が重要だと思いました。

関係者と学生との交流会も開催し、
地域と学生とのつながりの強化にも
取り組みました。
福祉施設関係者との交流会

■出発までに、どのような準備をしたのですか ?

オリエンテーションが 2 回あり、オーストラリアの歴史や文化について調
べて教養を深めたほかに、現地の大学生との交流会で披露する「けん玉」
と
「折り紙」
を練習しました。ま
た、ラ・トローブ大学の学生からの要望で、
『千と千尋の神隠し』や『平成狸合戦ぽんぽこ』のさまざまな
シーンを英語で解説することになっていたので、何回もDVDを見返しました。
ワラビーに餌やり

2010 年 10月からは、西第一福

雄大で美しい
グレート・オーシャンロード

開始します。私たちは、このボランティア

センターを「広島大学のボランティアのこ

琵琶湖上を優雅に飛行しました

8 回目の挑戦となる今大会は、7月24・25日に行われました。こ

となら何でも分かる場所」にすることを目

れまでの記録は400m 台までだったので、今年こそは1000m 以上飛

指し活動していきます。
イベントの企画も、

行することを目標に挑みました。目指すは表彰台 ! 朝一番、高度 10m

今まで以上に行っていきます!

から飛び出した広大の機体は、澄み切った琵琶湖上で安定飛行を見

の意見を尊重しながら活動しているので、学年を超えて良い関係が作

きく塗り替えました! 思い

られています。メンバーは随時募集しているので、興味がある方は気

を込めた飛行機が飛ぶと

軽にご連絡ください!

感動します。今まで苦労し

（記事 / 広島大学ボランティア推進委員会 V-pro・

てみんなで作ってきたから

駅
のフリンダース
ヴィクトリア様式

教育学研究科 M1

鈴木

英士）

こそ、この感 動を分かち

鳥人間コンテスト大会での集合写真

短い期間でしたが、多くのことを学べました。
メルボルンには、
さ
まざまな国の人が移民として住んでおり、たくさんの国の文化が融合し、1つの文化をつくり上げていること
を実感しました。お互いがお互いの文化を尊重し合うことができているのだと思います。これまで、このような
多文化主義を感じる機会は少なかったので、
とてもいい経験になりました。留学への関心もさらに深まりまし
た。本当にこのプログラムに参加できて良かったです。

東広島市社会福祉協議会の

V-proは、学年にとらわれず、それぞれ 企画に参加

せ、記録は809.88m。目標には届かなかったものの、歴代記録を大
ラ・トローブ大学の学生と
たくさん交流しました

■START プログラムに参加して、
どうでしたか ?

士のつながりの強化にも取り組みました。
さらに、東広島市社会福祉

製作中の翼

volunteer
HUES

検
ブ大学内を探
がらラ・トロー
クイズに答えな

公園でアボリジニの文化と歴史についての
レクチャーを受けました

ンパスクリーンプロジェクト」で、学内

利会館（総合科学部ローソン裏）で、ボランティアセンターの運営を

夕日に染まるラ
・トローブ大学

合うことができるのです。次の機体もさらなる夢を込めて造り上げたい!
これを読んでいる君 ! 私たちと
「感動」造りませんか?
（記事 / 広島大学人力飛行機製作団体 HUES・
工学部 3 年

世界遺産の王立博覧会ビルにて

取材を終えて
こんなにいいプログラムが、
自分が 1 年生のときにもあったらなぁ〜と思ってしまいました。STARTプログラムの充実ぶりが、取材を通して存分に伝わってきました。
そして、
単に海外経験が増えるというだけでなく、新しい挑戦へのきっかけになるプログラムだと感じました。第 2 回 STARTプログラムの情報が出るのが待ち遠しいですね。
取材・記事 / 教育学部 4 年 今津 大紀
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発見 !
元気人

ティア
ボラン を
センター
!
旗揚げ

連絡先
HP

hues@hiroshima-u.ac.jp
http://home.hiroshima-u.ac.jp/hues/

伊藤

悠真）

東広島市社会福祉協議会の方との3
ショット

合宿の様子

連絡先

hirodai.vpro@gmail.com

ブログ

http://vpro-v-pro.blogspot.com/

※PRしたい広大生大募集 ! 投稿を希望される方は広報グループまで（連絡先は、P18を参照）。
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中国五大学学生競技大会（夏季大会）

馬術部が中四国大会で活躍 !
馬術部は、8月20日㈮から22日㈰にかけて、蒜山高原ライディン

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。

グパークで行われた、夏季中国・四国地区学生馬術選手権大会に

会（夏季大会）で、本学が総合優勝を達成しました。

おいて、個人の部で優秀な成績を

○広島大学の成績

残すとともに、団体総合優勝を果

競技種目

たしました。同部は、10月に行わ

第 59 回
日

広島大学大学祭「Ex 祭 te!! 広大☆」

時 /11月6日㈯・7日㈰ 10:00 〜 20:00

メイン会場 / 東広島キャンパス 総合科学部周辺および大学会館
内

容 / 今年はお笑い芸人「サンドウィッチマン」が来る! 毎年恒

第 43 回
日

広島大学霞祭「絆」

時 /11月13日㈯・14日㈰

メイン会場 / 霞キャンパス 歯学部棟および歯学部棟前駐車場
内

容 /14日は吉本芸人によるスペシャルライブを行います! そ

例のにぎやかな模擬店、ステー

のほかにも、部活・サークルなどの模擬店、体験コーナーで学べる

ジで の バンド 演 奏 や バラエ

医歯薬展、
ミスコンをはじめ、屋内外で各種イベント盛りだくさんで

ティー豊かなサークルのパフォー

す。ぜひお越しください。

マンスで、エキサイトすること間

問い合わせ先 / 広島大学霞祭実行委員会 Tel:082-257-5046

水

2位

女

子

2位

れる、全日本学生馬術大会への

バレーボール

男 子

1位

女

子

1位

出場を決めています。

ソフトテニス

男 子

2位

女

子

1位

卓

第 2 競技 / 学生賞典複合馬術競技 1 位

岡田佳那子（理学部 4 年）

第 4 競技 / 馬場馬術競技第 3 課目A 1 位

川崎

雅也（教育学部4 年）

1位

川崎

雅也（教育学部4 年）

第 5 競技 / 馬場馬術競技第 3 課目B 1 位

岩本

彩（生物生産学部4年）

第 9 競技 / 小障害飛越競技 B

1位

岩本

彩（生物生産学部4年）

第 13 競技 / 新人障害飛越競技

1位

竹葉

千恵（生物生産学部1年）

第 8 競技 / 小障害飛越競技 A

男 子

1位

女

子

1位

男 子

1位

女

子

1位

体

男 子

1位

女

子

2位

男 子

2位

女

子

4位

硬 式 野 球

5位

準硬式野球

3位

軟 式 野 球

1位

大学祭」で検索してください。

心身統一合氣道部が全日本大会で入賞
心身統一合氣道部は、8月1日㈰に、心身統一合氣道総本部（栃

HP/http://home.hiroshima-u.ac.jp/daigakusai-zitui/2010/about.html

間性を培う教育の一環として開催

木県）で行われた第 29 回全日本心身統一合氣道競技大会におい

します。今年度は2010 酒まつりの

て、優秀な成績を残しました。

第11回 広島大学教育学部祭 E‐storm
「I can do it 〜愛、感動、一途〜」
時 /11月6日㈯・7日㈰ 10:00 〜 19:00

広島大学会場とのコラボレーショ
ンにより地域との交流も深めます。
日 時 /10月9日㈯ 17:00 〜 ※入場無料

メイン会場 / 東広島キャンパス 教育学部周辺

会場 / 広島大学サタケメモリアルホール

内

問い合わせ先 / 広島大学学生活動支援グループ

容 /2日間を通して、子どもから大人まで幅広く楽しめるステー

ジ企画が盛りだくさん! そのほか、教育学部各コースによる出店や

個人 学生の部
昨年の様子

Tel:082-424-6157

Tel:080-3741-5099 村田大地（教育学部 3 年）

第4回

広島大学ホームカミングデー

日

時 /11月6日㈯ 10:30 〜

会

場 / 東広島キャンパス・霞キャンパス

講 演 会 / 東広島キャンパス サタケメモリアルホール
11:00 〜 12:00

小泉武夫氏（発酵学者、文筆家）
「食の冒険家が語る旅への誘い」

手

道

男 子

3位

女

子

3位

道

男 子

2位

女

子

2位

池田 美笛（理学部 3 年）
大西

晃弘（工学部 4 年）

2位

トライアスロン部の小林歩さんが世界に挑戦
体育会トライアスロン部の小林歩
さん（教育学部 3 年）が、9月3日㈮

映画など、ステージ以外の企画も充実。
問い合わせ先 /E-storm 実行委員会

団体 学生の部

3位

操

バドミントン

空

本フェスティバルは、学生の人

バレーボール部（女子）、中国大会で優勝

○冬季大会の日程

から5日㈰にかけて、イギリス・エ

バレーボール部は、4月17日㈯から5月9日㈰にかけて、周南総合

ディンバラで開催された「2010 ITU

スポーツセンター、山陽ふれあい公園、広島県立総合体育館で行わ

世界デュアスロン選手権」に、日本

剣

れた、平成 22 年度 71 回中国大学バレーボールリーグ戦春季大会

代表選手として出場しました。U23

サ ッ カ ー

において、団体女子の部で優勝を果たしました。

男子の部で、13 位の記録（2 時間

岡山県総合グラウンド
補助陸上競技場

バスケットボール

岡山大学第二体育館

競技種目

ており、引き続き多くの試合への出場を予定しています。

剣道部は7月3日㈯から4日㈰にかけて、日本武道館で行われた、
第 44 回全日本学生女子剣道選手権大会に出場し、教育学部 2 年

11月6日㈯・7日㈰

学長を表敬訪問する小林さん

11 分 01 秒）
を残しました。小林さんは、今年を勝負の年と位置付け

剣道部が 3つの大会で好成績 !

道

会

庭

球
11月13日㈯・14日㈰

場
岡山大学清水記念体育館

岡山県総合グラウンド
テニスコート

ラ グ ビ ー

広島大学西条総合運動場
サッカー・ラグビー場

柔

広島大学西体育館柔道場

広大生 2 人が酒蔵ボランティアガイドデビュー

の土井夢香さんが敢闘賞（ベスト8）の好成績を残しました。また、7

9月10日㈮、東広島ボランティアガイドの会が、毎月10日に実施

月5日㈪から7日㈬にかけて、オリンピック記念青少年総合センターで

している「酒蔵のまちてくてくガイド」で、本学の中村孝さん（教育学研

ハンドボール

広島大学西体育館アリーナ

そのほかに、学部・研究科企画、懇親会、連携市町の物産展、

行われた第 43 回全国教育系大学学生剣道大会、および 8月29日

究科 M2）と森内啓輔さん（総合科学部 3 年）の 2 人が、ボランティ

アーチェリー

広島大学陸上競技場

学生企画などを予定。

㈰に岡山市総合文化体育館で行われた第 37 回中四国女子学生

アガイドとしてデビューしました。これまで、ボランティアガイドは中高年

詳細は、広島大学校友会ウェブサイトをご覧ください。

剣道優勝大会の両大会で、団体優勝を果たしました。

層が中心で、大学生のボランティアガイドは初めて。2 人は、今後も大

13:30 〜 14:30

東ちづる氏（女優）
「泣いて笑ってボランティア珍道中」

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

学と地域との交流を深めていきたいと語りました。

アーチェリー部の内田康裕さんが中国四国大会で優勝 !
昨年の様子

8月6日㈮から8日㈰にかけて、広島国際学院大学一貫田グラウ
ンドサッカー場で行われた第 40 回中国四国学生アーチェリー個人選
手権大会において、アーチェリー部の内田康裕さん（経済学部 4 年）
が、個人 RC 男子で優勝を果たしました。
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球

陸 上 競 技

弓

酒まつり& 伝統芸能フェスティバルを開催します

位

男 子

違いなし。詳しくは「広島大学
昨年の様子

順

泳

問い合わせ先 / 広島大学大学祭実行委員会 Tel: 082-422-6285

日

7月から9月にかけて開催された第 61 回中国五大学学生競技大

道

KAEDE 鳥人間コンテストに出場 !
7月24日㈯から25日㈰にかけて、琵琶湖で行われた第 33 回鳥
人 間コンテストに、HUES（学 生 チーム、14 ページに 登 場）と
KAEDE（教職員チーム）が出場しました。KAEDEはタイムトライアル
部門に出場しました。
KAEDEは、大学院生に教職員を加えたチームです。短期間で組
み立て可能な単胴単発機で、2007 年から出場しています。
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P R コ ー ナ ー

広島キャンパスフェスティバル ʼ10 開催 !
広島キャンパスフェスティバルは、広島の大学生が集結して開催
する、中四国最大級の合同大学祭です。模擬店やフリマなどの出店
も随時募集しています。一緒に広島を盛り上げましょう!
日 時：11月21日㈰ 10:00 〜 19:00
サイト開設☆
☆携帯特設
場 所：広島市中央公園
問い合わせ先：LiNkx 広島大学

E-mail：linkx10.nk@gmail.com

校内駐車証（パスカード）の申請時期が変わります

COVER な 人 第 23 号

平成 23 年度から、東広島キャンパスの校内駐車証（パスカード）
の申請時期が変わります。詳細については、
「もみじ」に掲示予定で

撮影場所は、学生プラザのら
せん階段。あのグルグルを見
上 げて 背 景にと考 えました
が、少し見下ろした時の植松
さんの笑顔がキュートでした
ので、表紙には、そちらが採用
になりました。

すので、必ずご確認ください。
連絡先 / 広島大学管財グループ Tel：082-424-6095

第 48 回フェニックス駅伝が開催されます
毎年恒例の広島大学体育会主

（黒川直人 総合科学部 4 年）

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）、

催、第 48 回フェニックス駅伝が、12

所属、学年、連絡先を明記。文章は編集部で手直しさせてい

月5日㈰に、東広島キャンパス周辺

広島大学献血推進隊 メンバー募集
広島大学献血推進隊は、東広島キャンパスで、学内献血への協
力を呼び掛けています。1 人でも多くの広大生に献血をPRするた
め、一緒に活動してくれる学生を募集しています。
県内で1日に約 500 人が輸血を必要としている一方、学内献血 1 回
で集まる血液は60 人分ほどです。献血にご協力をお願いします。
日時・場所：10月27日㈬ 総合科学部前
11月8日㈪・12月13日㈪
※場所は、後日ポスターにて掲示します。
問い合わせ先：広島大学献血推進隊
E-mail：b096717@hiroshima-u.ac.jp（竹安美彩 歯学部 2 年）

「夢をリアルに !」ゆいまーる
ゆいまーるは、夢を形にしていくサークルです。
メンバー全員で話し
合い、バスケ大会の企画、フリーマーケット、講演会開催など、いろ
いろな分野で活動を予定してい
ます。他県の大学生とも交流で
きます。みんなでゆる〜く楽しみ
ましょう。
問い合わせ先：ゆいまーる

E-mail：
b082327@hiroshima-u.ac.jp
呉市安浦町で
愛知大学のサークルと交流会

青年海外協力隊
広大で「体験談＆説明会」を行います!

E-mail：jicacic-jocv@jica.go.jp
HP：
http://www.jica.go.jp/activities/jocv/

予約
不要

第40回日本腎臓学会西部学術大会

問い合わせ先 / 広島大学体育会

http://www.mtoyou.jp/jsnseibu40/

10月

〜10.18 後期履修手続
10.1 後期授業開始・新入留学生オリエンテーション
10.2 交通安全講習会
10.8〜18 日本学生支援機構大学院奨学生
（平成23年度予約採用）
出願受付※
10.9 酒まつり&伝統芸能フェスティバル
10.19 学位記
（博士）
授与式
10.31 後期授業料振り込み締め切り
10月下旬（予定） HUSAプログラム派遣留学生募集開始
（11月末締切予定）
11.5 創立記念日
11月
11.6 第4回広島大学ホームカミングデー
11.6・7 第59回広島大学大学祭・教育学部祭
11.6・7 第61回中国五大学学生競技大会冬季大会
剣道
（岡山県）
11.12〜14 第61回中国五大学学生競技大会冬季大会
剣道を除く
（広島県・岡山県）
11.13・14 第43回霞祭
11月上旬〜中旬 日本学生支援機構奨学金返還説明会※
11.20 第2回TOEICⓇIPテスト
12.5 第48回フェニックス駅伝
12月
12.10〜12 第56回中・四国国立大学連合演奏会・連合美
術展覧会
（鳥取県）
12月中旬 日本学生支援機構奨学金貸与額通知書・適
格認定奨学金継続願配布
12月中旬 日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還
免除候補者申請書類配布
12月中旬 ボランティアセミナー
12月中旬〜下旬 日本学生支援機構奨学金返還誓約書提出締め切り
12.28〜1.6 冬季休業
1.7〜 授業開始
1月
1月中旬 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
1月中旬 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
1.28〜2.10 学期末試験
1月末 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
※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。

祐加さん

②情報の提供、
『HU-style』への提言

経済学部４年

●

春からは郵便局に就職し
ます。偶然にも手紙にか
かわる仕事ですね。

●

Tel:082-424-9217

2010年10月〜2011年1月までのスケジュール

注意

10月8日㈮から9日㈯にかけて、広島国際会議場で第 40 回日
本腎臓学会西部学術大会が開催されます。学生のためのセミナー
や市民公開講座も開催予定。学生証の提示で参加無料です。詳し
くは学会ホームページまで。
●第 40 回日本腎臓学会西部学術大会
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育会ホームページに掲載予定です。

植松
昨年の様子

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！

大 学 最 後 の 年 な の で、思 い 出 に 残 ること がし た い と 思って、
HU-style の表紙モデルに応募しました。選ばれると思っていなかっ
たので、すごくうれしいです。持っている本は、私のお気に入りの本『手
紙屋』。この本は就職活動をしている主人公が、手紙屋と手紙のやり
とりをする中で働くことについて考え、人として成長していくという物
語です。現在就職活動をしている人に、ぜひ読んでもらいたいです。

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

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。

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

CONTENTS

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

01 あの人に会いたい
特 集 03

01 原沙知絵

07 学生取材班が行く
07 芸術を身近に!

Knock on the door 08

09 羅針盤

OB&OG 紹介

09 根 石 大 輔

11

10 岡 上 美 紀

クリストファー・ベッケルス 11
田 中 智 代 子 11

「特別編」
13 学生取材班が行く
13 STARTプログラム

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!

広島大学人力飛行機 14
製作団体 HUES
広島大学ボランティア 14
推進委員会
V-pro

広島大学広報グループ 『HU-style』編集担当
（連絡先は下記参照）

東広島市立美術館
07 フェニックス工房って何だろう？

医歯薬学総合研究科 08

臨床評価・予防医学
プロジェクト研究センター訪問

わたしの世界見聞録

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

読書率向上計画 03

体感地球

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

14
15 Hi! Hirodai Information
15 各種お知らせ
18 COVERな人

編 集 後 記

国際協力機構（JICA）は、11月8日㈪まで、JICAボランティアの
平成 22 年度秋募集を行っています。大学会館で「体験談＆説明
会」
を開催しますので、ご参加ください。
日 時：10月19日㈫ 18：00〜
場 所：広島大学 大学会館
問い合わせ先：
JICA中国 ボランティア係

HP

で開催されます。詳しくは広島大学体

HP/http://home.hiroshima-u.ac.jp/sitehusa/T-honbu/top/top.html

学内献血のお知らせ

（雪竹亨 教育学部 3 年）

ただくことがあります。紙上での匿名もOKです。

今回の特集は「読書率向上計画」。広大生にもっと本を読んでもらお
うという目的で、読書の魅力をさまざまな角度で取材してみました。多方
面で聞いたおすすめの本は、バラエティー豊富で、人によって読書の
趣味も、読書スタイルもいろいろなことに、あらためて考えさせられまし
た。編集部に入って1 年、文章の難しさを実感しているこのごろ。今本
当に「読書率向上」が必要なのは自分なのでは？ということで、通勤中
に本を読むことにしてみました。高速バスで本を広げると、よく眠れるよ
うな気がします。
（新人編集部員K）
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18 編集部からのお知らせ

※次号は1月上旬発行予定です。
（4月、7月、10月、1月の年4回発行）
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