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Knock on the door PROFILE

医歯薬学総合研究科
教授医歯薬学総合研究科　内匠研究室訪問

ヒトのココロを解剖する。

京都大学大学院医学研究科博士課程修了。米国マサ
チューセッツ工科大学、大阪大学医学部、神戸大学医
学部、大阪バイオサイエンス研究所などを経て、2008年
本学医歯薬学総合研究科教授に就任。専門は分子生
物学。これまで、さまざまな遺伝子の同定に成功し、
2009年には世界初となる、ヒト型自閉症マウスモデル開
発に成功、同年ベルツ賞受賞。分子生物学的アプロー
チで心の病気に迫る研究を柱にしている。博士（医学）。

※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）。※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）。※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）。

佐竹明名誉教授にインタビュー
　佐竹明先生の専門は聖書学です。新約聖書に収められた『ヨハ

ネの黙示録』は、古くからある宗教文学の一つで、初期キリスト教文

学の中でも特殊な存在です。『ヨハネの黙示録』

の成立や特色に関する研究が評価され、昨年

6月に恩賜賞・日本学士院賞を受賞しました。

　佐竹先生は東京大学に入学した時には理系

志望でしたが、尊敬できる恩師との出会いをきっ

かけに聖書学に興味を持ち、教養学科へ進み

ました。聖書学研究の進んだドイツ、スイスに留学し、同地の恩師に

勧められて『ヨハネの黙示録』の研究を始めたそうです。

　研究は、原典を文法や語意だけでなく、当時の社会・思想など

も考慮しながら、1語1句解読していくことが中心です。大変なのは、

ギリシャ語、ヘブライ語、ラテン語など多様な言語をこなさないといけ

ないことだそうです。『ヨハネの黙示録』は、22の章で構成され、章

は１～２行の節という単位に分かれています。解読は地道な作業で、

1日に1節進めば良い方で、忍耐力が必要です。「聖書学の研究

は直接社会に生かされることは多くありませんが、黙示録の作者が

終末を見つめて生きる姿勢は、現代人にも語りかける内容を持って

います」と、先生は研究の魅力を語ります。

　受賞に関しては、大きな賞を受賞し戸惑うと同時に、さまざまな人

の支援に感謝したそうです。さらに研究の意欲をかき立てられた先

生は、80歳を過ぎた今、初期キリスト教で大きな役割を果たしたパ

ウロの手紙の解釈研究に取り組んでいます。

　「私が大学生だった戦後は、机で勉強するしかありませんでした。

大学生に戻れるなら、もっと海外に出て、多様な人と話して、幅広く

勉強したいですね。外からの刺激がないと、発想は生まれません。広

大生の皆さんには、内向きにならず、一生懸命になれることを見つ

けて、本気の対話をしてほしいと思います」

　日々の積み重ねが、出会いのチャンスになり、人生の豊かさにつ

ながっていくのですね。

取材・記事/法学部4年　香田　千尋　

広島大学の日本鶏研究がすごい!
　寒い冬は、暖まる水炊きなんかいいですね。水炊きといえば鶏肉

ですが、広島大学は日本鶏（ニホンケイ）研究の最前線です。日本

鶏とは、日本固有のニワトリの品種。日本鶏の品種数は世界のニワ

トリの約20%を占め、日本のような狭い国土に多くの品種が存在す

ることは、特筆すべき点です。そんな日本鶏を研究し

ている、日本鶏資源開発プロジェクト研究センター

の都築政起教授にお話を伺いました。

　「昨年5月に、日本鶏保護増殖舎が完成しまし

た。2階建ての1階では、国の天然記念物指定17

品種を含む大人のニワトリを、2階ではひよこを飼

育しています。日本鶏は姿形が珍しく、遺伝子も

特徴的であるため、高い研究価値があります」

　国の天然記念物に指定された品種が多いに

もかかわらず、具体的な保護政策はなく、保存は

民間の愛好家に依存しているそうです。「近年、

高齢化や飼育環境の変化などから、飼育を放棄

する人が増え、日本鶏の保存・保護が急務となっ

ています。日本鶏の文化を守り、研究素材として

未来へ残していくために、日本鶏保護増殖舎が

つくられました」

　都築先生の専門は遺伝育種学。日

本鶏を利用して国産の高性能ニワトリ

をつくる研究をしています。「現在市場

で販売されている鶏卵、鶏肉の多くは

国産ですが、その親となるニワトリはほ

とんど外国産です。この部分を自国でま

かなえるようになれば、真の意味

で日本の食料自給率は上昇しま

す。そのために、DNA情報を解

析することで高性能の遺伝子を

選別し、より高品質のニワトリを生み出そうとしています」

　今回の取材では、実際に日本鶏を見せてもらいました。本来、観

賞用だったという日本鶏は、さまざまな姿形でとても個性的でした。

「子どもの頃からニワトリが好きで、私は『学問は、最高の遊びであ

る。』を体現しています」という先生の笑顔が印象的でした。

取材・記事/経済学部2年　神岡　遼　

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。

学生取材班が行く

心の問題に分子生物学の観点から迫る
　「心の病気は、どこまで遺伝的に規定されているのか？」。内匠先生の研究は、分子

生物学の手法を用いて、心の問題をゲノムなどの分子レベルで解明することです。先

生は、自閉症のヒトにみられる１５番染色体の一部領域が重複する遺伝子異常に注目

し、ヒトの染色体異常と同じ異常を持つモデルマウスを人工的に作ることに成功しまし

た。通常のマウスとの行動の違いを調査し、自閉症タイプのマウスは、近くにいる別のマ

ウスに対する反応が少し鈍いなど、新たな事実を発見しました。

　染色体異常が心に影響をもたらすメカニズムをマウスによって解明し、最終的にはヒ

トに応用するのが先生の目標です。

他人のやってないことをやりたい
　先生は少年の頃、野口英世の伝記を読んで、研究者になりたいと思ったそうです。大

学は医学部に進学しますが、当時から医者になりたいというより、基礎研究がしたいと

思っていたそうです。同級生のほとんどは、卒業して臨床へと進んでいきましたが、先生

は研究室に残り、研究に専念します。

　当時、まだ未開発の研究分野だった分子生物学の中でも、未知の部分が多い「脳

の仕組み」を先生は研究テーマに選びました。「他人がやってない、未知の分野を研究

する方が、やりがいがあって面白い。研究は、一生懸命すればするほど大変ですが、好

きなことができるので楽しいですね」。そう語る先生は、とても生き生きとしていました。

研究にこだわり、世界一を目指す
　「アートとサイエンスは表裏一体の関係にあって、科学者にも感性や想像力が必要

です。欧米では、大学や研究所には必ずおしゃれな絵が飾られて、科学者の創造力を

育む文化があります」。内匠先生の研究室は実におしゃれで、インテリアにもこだわって

います。

　内匠先生は、研究で世界一を目指したいと言います。「東広島キャンパスの学生で

も、医学や生物学に興味があれば、大学院生として医歯薬学総合研究科に進学し研

究することもできます。そのために、他の大学に負けない研究環境が用意されていま

す」。研究分野を目指す若者をサポートしたいという先生の熱意が伝わってきました。

もっと、ひたむきに
　内匠先生が広大生へ伝えたいことは、「後悔しない学生生活を送ってほしいというこ

とと、学生時代に、やりきったと言えるものを何か一つは見つけてほしい」ということだそ

うです。僕も、自分には、やりきったと言えるものがあるだろうかと、思わず自問自答してし

まいました。

取材・記事/教育学部３年　山本　大貴　

研究室の仕切り壁は、船田奇岑絵師の作品をデザイン
しています。

賞状や写真立てがたくさんありました。

実験時使用するマウス。

お話を伺った佐竹
先生

佐佐佐竹明名誉教授にイン
恩賜賞・日本学士院

賞を受賞

お話を伺った都
築先生

土佐のオナガドリ

日本鶏保護増殖舎の外観

ニワトリの健康状態をチェック

内 匠 　 透
たくみ
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仕事は本当に楽しいです。

―仕事で苦労したことは?

　一番大変だったのはコミュニケーションです。職場は日

本人ばかりなので、日本語での会話にとても苦労しました。

学生時代は情報工学の勉強が忙しくて、語学の勉強まで

手が回らなかったので、会社の研修で日本語を覚えました。

それと富士通は組織が大きいので、初めのうちはやりたい

仕事ばかりできるわけではありませんでした。しかし、思い返

してみると、それも今の仕事が楽しいと思えるようになるた

めのステップだったと思います。

―今後のビジョンは?

　今は、母国に帰ることは考えていません。入社3年目で、

いろんな仕事を覚えていく段階です。5年後には、自分が

商談を任されるようになりたい。そのためにも、目標となる先

輩から知識を吸収して、自分で判断し、多くの仕事を進めら

れるようになりたいです。

―広大生へメッセージを

　どんどんコミュニケーションを取って、友達をつくってくだ

さい。学生の頃、もっと他の学部の人と関わりたかったなと

思います。入社直後は社内に知り合いがいなかったので、

東京で就職した大学の同期たちとのつながりに助けられま

した。ぜひ大学や学年、学部の枠を超えて、つながりをつ

くってください。一度きりの人生、いろんなことをやってみて

楽しまなきゃ損です。

取 材を終えて
自分の好きなことに向かってがんばる佐々木さん。何事にもポジティブに挑んでいく姿が印象的でした。今回の取材を通して、もっ
と主体的に時間を利用し、自分にとって一生懸命になれることに出会いたいと思いました。

取材・記事/経済学部1年　宮地　由宇人　
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初めての取材で、とても緊張している私に、ジミーさんはすてきな笑顔で応えてくださいました。お話を聞いて、仕事を心から楽しんで
いることが伝わりました。自分の仕事に誇りを持つと、人はこんなにもキラキラできるのかと感動しました。私は今から就職活動を始め
ますが、ジミーさんのように自分の仕事を熱く語れるような人になりたいです。

取材・記事/教育学部3年　木村　友美　

羅
針
盤

―現在の仕事を選んだきっかけは?

　小さい頃から、近所の川が遊び場で、生き物と触れ合う

ことがとても好きでした。小学生の時、いつも遊んでいた川

の生き物が急にいなくなったことがきっかけとなり、小学校

の自由研究で川の生き物を調べました。その中で、周囲の

環境や水質の違いによって川にすめる生き物も変化する

ことを知り、生き物と関わる野外調査や研究の面白さの一

端に触れ、研究者への道を意識していきました。

―どんな仕事ですか?

　主な仕事は、学生の教育と河川環境の研究です。研究

では、フィールドで河川環境における生き物の役割につい

て、継続して調査しています。生き物が持つ未知の仕組み

や役割を発見すると、やりがいを感じます。大学教員は、研

究者としてその成果を論文にまとめ発表していくことも重要

です。論文の執筆や発表には、第三者から与えられる締め

切りやノルマがないので、主体的に時間管理をして仕事を

進める力が必要不可欠だと実感しています。

　教育では、実習や教養科目の講義を担当し、学生が生

き物に興味を持つきっかけになるよう心掛けています。今

年の夏、地域の小学生を対象にした、川の生き物の研究

教室に、講師として参加しました。自分が研究者を目指す

きっかけとなった、川の生き物と親しむ活動に、講師として

参加できたことはとても印象深い出来事でした。若い世代

に、もっと生き物好きが増えてほしいと思います。

―大切にしていることは?

　仕事で大切にしていることは、ポジティブシンキングです。

捉え方で自分の気持ちや行動パターンは変わります。同じ

仕事でも、大変でつらいと思うか、がんばってみようと思う

か。なるべく良い面を見つけるようにして、大変なことも自分

が成長するきっかけと考えるようにしています。

　学生時代は自分が中心で、目の前のことだけを考えがち

でしたが、就職して、俯瞰的に物事を見るようになりました。

社会人としていろんな方と接することで、相手のニーズを

意識するようになり、「自分がどう行動したら、周りの人に貢

献できるか、喜ばれるか」を考えるようになりました。

　夫は関東で、生物学の研究に携わる仕事をしています。

二人とも生き物全般に興味があるので、まとまった連休な

どには、夫婦でのんびり自然散策に出掛けて気分転換し

ています。

―広大生へメッセージを

　学生時代は、社会人になるための準備期間だと思いま

す。学生の皆さんには、やりたいことにチャレンジできる、た

くさんの時間があります。時間を有効に活用し、さまざまな

分野へのアンテナを伸ばし、たくさんのことを学んでいって

ください。そこから自分が好きなこと、一生懸命になれること

を見つけて、与えられた課題をこなすだけではなく、積極的

にさまざまな活動に参加するなどして、有意義な学生生活

を送ってほしいと思います。

―留学のきっかけは?

　私はインドネシア出身で、学部時代は台湾の大学で商

学を学びました。そのころ興味のあったIT（情報工学）に

ついて、もっと学びたいと思い、進学を決めました。ITと言

えばアジアでは日本が一番強いので、広島大学大学院を

選びました。情報工学は学部で専攻していなかったので、

大学院入試直前の1カ月半は、試験対策で猛勉強の日々

でした。

　大学院に入学してからも、昼は研究、夜はアルバイトで

忙しく過ごしました。1日に16時間も、研究室にいたことが

あります。あの勉強漬けの日々は、今でも強烈に印象に

残っています。

―どんな仕事をしていますか?

　富士通の仕事は、ITを使ってお客さまのビジネスをサ

ポートすることがメインです。私はパームセキュアという、手

のひら静脈を使った生体認証装置のソリューション販売を

担当しています。インドネシア語や日本語、英語、中国語

の語学力を武器に、海外でプレゼンなどを行っています。

　海外の相手との取引では、時差の問題で、夜中にメー

ルのやりとりをすることもあります。大変なこともありますが、

やりがいがあり、最新技術に触れることができるので、この

佐 々 木 晶 子 Akiko Sasaki
仕事はポジティブシンキングで。広島大学　生物圏科学研究科　助教

（2005年3月　生物圏科学研究科修了）

ハルマント  ジミー Hermanto Jimmy
一度きりの人生、いろんなことを経験しよう。富士通株式会社  金融ソリューション開発本部  パームセキュアビジネス推進室　

（2009年3月　工学研究科修了）
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ミネソタはカナ
ダに接し、雪の

量、

最低気温共に常
識の範囲を超え

て

いました。ちなみ
に、昨冬の最低

気

温はマイナス30
度近くでした。

初めてのNBA（北米プロバスケットボールリーグ）を観戦。タイ人（左）と台湾人（右）の友人たちと。

福永　彩花 Ayaka Fukunaga
文学部4年

踏み出して触れ合おう
―思想や文化の違いも理解する―

印象的なエピソード

アメリカ文学を研究したい

　英語の勉強を始めた時から、英語でアメリカ文学を勉強したいと

思っていました。HUSAで留学しようと思い至った理由は、語学留学

とは異なり、現地の大学生と同じ講義を受け、単位を取得できるから

です。専攻するアメリカ文学について現地の大学生たちと意見を交わ

し、文学作品をより深く理解したいと思いました。また、日本語が通じ

ず、知り合いもいないアメリ

カで、人間関係を一から築

いて生活できれば、これから

の人生でさまざまな困難に

直面した際、それを乗り越え

る大きな自信につながると

考えました。

一人でアメリカ横断に挑戦

　特に印象深かったのは、約1カ月かけてアメリカを横断した一人旅

です。ガイドブックもインターネットも使わず、人 と々の触れ合いを楽し

みながら旅行しました。自ら積極的にコミュニケーションを取ることを心

掛け、ホステルで声を掛けた友人たちと旅を共にしたり、道を尋ねた家

族に日本文化を紹介したりもしまし

た。

アメリカ人は褒め上手

　アメリカ人がとにかく相手を褒める

のには、とても驚きました。私も、「ア

ヤカは英語がとても上手!」「笑顔で

本当に元気が出る!」などと大いに褒

められ、最初は照れくさく戸惑いまし

た。しかし日本人特有の謙遜は、ここ

では必要でないと感じ素直に喜び、

自信につなげるようにしました。その

代わり、私も相手の魅力を見つけて伝えるようにしました。おかげで、

他人の良い所を探すのが得意になりました。

文化の違いを超えて

　留学をしたことで、相手をより深く理解できるようになったと感じま

す。アメリカには、アジア系・ヒスパニック系などの人々に加え、世界

各国からの留学生も多く、多様な人種・文化が共存しています。その

ため、文化の小さな違いが大きな誤解を招き、意見が衝突することも

ありました。単に意見を言い合うのでなく、背景にある思想や文化の

違いも理解するよう心掛けたら、心から信頼できる友人が世界中にた

くさんできました。今後も、この経験を生かし、考えや文化の異なる人と

も歩み寄り、信頼関係を確実に築いていきたいと思います。

広大生の皆さんへ

　留学が不安で、踏みとどまる気持ちはよく分かります。それでも勇気

を出して、全く違う文化や価値観の人 と々共に生活してみることをお

勧めします。日本ではできない出会いや、困難を乗り越えた後の自信

など、その後の人生においてパワーとなる体験を得られます!

プロフィール
2010年8月から約10カ月、HUSAの短期交換留学プロ
グラムで、アメリカ合衆国のミネソタ大学に留学。大学の学
生寮に滞在し、英語やアメリカ文学を学ぶ。将来の夢は、
翻訳者になり、日本と海外の懸け橋として活躍すること。
【使用言語】英語
【費　　用】渡航費約20万円、1カ月の生活費12万円
※HUSA…広島大学の短期交換留学プログラム
URL：http://www.hiroshima-u.ac.jp/husa_program/

日本とロシアの友好を深めたい
―出会いを大切に―

アナスタシア　プストフスキーフ Anastasia Pustovskikh
教育学研究科修士2年（ロシア出身）

ロシア極東の街、ハバロフスク市

　ロシアは日本の隣国です。多くの日本人にとって、ロシアは遠い国

というイメージがありますが、ロシアは広いので、日本から遠い所もあれ

ば近い所もあります。私の出身地はロシアの極東、ハバロフスク市で

す。東京から飛行機で

わずか2時間。びっくり

するほど近いです。ハバ

ロフスク市を流れるア

ムール川は、ロシアと中

国の国境になっていま

す。ハバロフスク市街から対岸の中国の街が見え、川を渡るとすぐ中

国に入国できます。ですから、ハバロフスク市はロシアにあって、アジ

アの町とよく言われます。

日本語教育を学ぶために広島大学へ

　私の母語はロシア語ですが、大学で「日本語と英語の教授法」を

専門に学びました。大学卒業後は、日本語学と教育学の勉強を続け

たいと思い、留学を決めました。広島大学を選んだのは、日本語の勉

強に最適な環境があることと、教育学といえば

広島大学というイメージがあるほど、広島大学

が教育学研究で有名だったからです。広島大

学の学生になれたことを光栄に思います。

広島大学の印象

　今でも広島大学に来た日のことをよく覚えて

います。大学会館前のバス停に着いて、教育学部まで歩いて行きまし

た。あちこちにある地図を見ながら、「この大学は広くてすてきだな」と

思いました。歩きながら、多くの広大生に会い、道を聞きました。日本

人の学生にも留学生にも聞きましたが、みんな優しく、笑顔で教えてく

れました。来たばかりで、不安な気持ちでしたが、広島大学に通う学生

たちと話したことで、「楽しく勉強でき

て、日常生活も問題なさそうだ」と安

心しました。

留学して再発見したロシア文化

　留学する前は、日本人の考え方

や生活スタイルは、ロシア人とは全

く違うと思っていました。日本は別世界というイメージでした。でも日本

での生活が長くなるにつれ、さまざまな世代の人やさまざまな分野の先

生に会えば会うほど、みんな、同じ人間であり、違いはそんなにないの

だ、と考えるようになりました。

　日本人もロシア人もおいしい食事をしたり、友達と楽しく時間を過ご

したり、困ったら助け合ったりするこ

とが好きだということが分かりました。

この思いをできるだけたくさんの人々

とシェアしていきたいと思います。

　広島大学で、いろいろな国から来

た留学生に会って、自分のロシア

人としてのアイデンティティーに初めて気付きました。それぞれ違う国

から来た留学生同士は、お互いの国や文化について、あまり深くは知

りません。自分にとっては当たり前の事実も、他の国の人にはびっくり

する意外な事実ということもよくあります。外国の言語や文化を勉強す

ることで、自分の国の文化や事情を再発見できるのだと思います。帰

国後も、この意識を大事にしていきたいと思います。

　広大生の皆さん。広島大学で勉強できてラッキーと思ってください。

いろんな機会があり、いろんな人に出会えることを大事にしながら、勉

強や学生生活を楽しんでください!　　　　　　　（原文/日本語）

プロフィール
ロシアのハバロフスク出身。極東国立人文大学で
日本語を学び、2009年4月に来日。広島大学教
育学研究科では、平和教育について学んでいる。
日本とロシアの友好関係を深める仕事に就きたいと
思っている。

ハバロフスクの眺め アムール川

宮島のもみじ。ロシア人の親友と。

2009年に広島で開催された相撲。

2011年のゆかたまつり。日本人の友達と

冬のアムール川

印 象 的なエピソード
日本に来た日は、特に印象深かったです。広
大に留学するはずなのに、なぜかロシアから
大阪までしか切符をもらっていませんでした。
大阪に着いて、広島大学までどうやって
行けばいいのか全く分からなくて、パニッ
クになりました。でも知らない日本人の女
性に教えてもらって、バスで広大まで行く
ことができました。このエピソードは、今で
も心に残っています。自分の時間を割い
て見ず知らずの外国人を助けるこの行為
は、日本人の心の広さを感じるきっかけと
なりました。

フィラデルフィアを旅行中に出会っ
た 韓 国 人 の 友 人 と、「Love 
Statue」の前で。ホステルで偶然同
じ部屋になり意気投合し、一緒に旅
をしたのは3日ほどですが、今でも連
絡を取り合っています。

東日本大震災では、
海外の人々の温かさを
感じました。震災が起
きた3月、私はアメリカ
にいました。アメリカか
らも支援を届けたいと
考え、私は日本人学生
団体の主催する募金活動に参加しまし
た。活動中に「本当に日本の無事を祈っ
ている」という言葉を何度も掛けてもらい、
海外にも日本のことを考えてくれる人たち
がこんなにいると知り、とても温かい気持
ちになりました。

State Fair（各州の良さをアピールする年に
一度の祭典）。特産品を食べて、知らない者
同士でも大いに盛り上がります。人々の様子
から、ミネソタ州への誇りが感じられました。

秋にはキャンパスの木 も々紅葉し、すごくきれ
いでした。ただ、ミネソタはすぐに極寒の冬が
やって来たので、この景色を楽しめたのはわ
ずかな期間です。

キャンパスから少し離れた橋からのミネアポリ
ス。キャンパス周辺にはミシシッピ川や湖など
豊かな自然がありますが、少し離れると都市
が広がっています。
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順　　　　位競技種目

ウェブサイト「冬の節電チャレンジ」を公開

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。

学長表彰

　第1回My Best授業紹介コンテ

スト優秀賞に、4作品が選ばれまし

た。My Best 授業紹介コンテスト

は、学生の基礎的・汎用的能力向

上への意識を高めるとともに、本学

の授業で周囲の学生に受講を勧め

たいと思っている授業を教職員および学生に知ってもらうことが目的。

●優秀作品

◎「講義で学ぶこと」政成　美沙（生物圏科学研究科）
題材とした授業…「微生物機能学」三本木至宏教授（生物圏科
学研究科）

◎「Nice Learning Experience」
P.D. Iroshini Kumari Paranagama（国際協力研究科）
題材とした授業…「Corporate Social Responsibility 」高橋与
志准教授（国際協力研究科）

◎「『地域の歴史と環境』から考える」釜野　靖子（教育学部）
題材とした授業…「地域の歴史と環境」佐竹昭教授（総合科学研
究科）

◎「Close your eyes and keep your mind wide open」
姜テイ（社会科学研究科）
題材とした授業…「日本の教育と文化A」中矢礼美准教授（国際
センター）

　10月29日㈯から11月13日㈰にかけて開催された、第62回中

国五大学学生競技大会（冬季大会）で、本学が1位となり、夏季大

会と合わせた総合成績でも見事優勝。14連覇を達成しました。

○広島大学の成績（冬季大会）

　広島大学同窓会と広島大学校友会が、第5回ドリームチャレンジ

賞を決定し、17件（助成総額300万円）を採択しました。この賞は、

広島大学の学生の自主的かつ創意工夫に富んだ提案に対して、活

動資金を助成するものです。

◎陣内満喜子（教育学部4年）広島県に住む外国人に日本語を学
ぶ機会を提供する
◎奥田　晃生（工学部2年）モンゴルで行うけん玉を通じて国際交流
◎西尾夏央里（生物生産学部3年）全日本学生大会への出場権を
継続的に得るとともに、入賞可能な人馬を育成する。
◎谷村聡一郎（医学部3年）オーケストラから学ぶ医療学
◎竹下　八重（保健学研究科M2年）地域での包括的な健康管理
システムの構築
◎中藤　大輝（総合科学部3年）西条から広げよう、「でんきを消し
て、スローな夜を。」～キャンドルナイトの開催～
◎蛯原　由貴（総合科学部3年）震災復興支援ボランティア東北
派遣「つながり隊」
◎河野　詠二（教育学部1年）第6回東広島映画祭
◎高橋　大海（国際協力研究科M2年）インドの子どもたちの貧困
と教育を考えるワークキャンプ “Tea Smiles Project”
◎佐藤　裕樹（教育学研究科M2年）認知行動療法（CBT）を理
論的・実践的に学ぶ場を作る
◎隈部　悟（教育学研究科M1年）「科学の楽しさを伝える」きっず
☆サイエンスクラブ広島
◎玉山　瑞衣（教育学研究科M1年）中学生の時間的展望と時間
的志向性
◎野中陽一朗（教育学研究科D3年）世界へ羽ばたくナンバーワ
ン・オンリーワン教育への施策－若手教育者の挑戦－
◎高橋　涼（文学部2年）複数言語を用いたバスの利用案内ポス
ターをとおして広島大学の国際化を考える
◎脇山　佳奈（文学研究科D3年）広島大学考古学研究室所蔵の
仿製鏡を再検討する
◎古田　公保（工学部3年）全日本学生大会優勝に向けての挑戦
◎藤原　和紀（工学部2年）全日本学生フォーミュラ大会への挑戦

　11月5日㈯、第5回広島大学ホームカミングデーを開催しました。

サタケメモリアルホールでは三浦雄一郎氏や北川正恭氏の講演会を

行い、ホール周辺では連携市町の物産展や学生チームによる趣向を

凝らしたステージなどを開催し、約3500人が来場しました。

　11月5日㈯・6日㈰の2日間、東広島キャンパスで第60回広島

大学大学祭・第12回広島大学教育学部祭を開催しました。また、

11月12日㈯・13日㈰の2日間、霞キャンパスで第44回霞祭を開

催しました。

　8月22日㈪から8月25日㈭にかけて、岡山県総合グラウンド桃太

郎アリーナで行われた、第62回中国学生卓球選手権大会で、卓球

部の荒木亮祐さん（薬学部4年）が男子シングルスで優勝しました。

また男子ダブルスでは、荒木亮祐さんと荒木基亮さん（医学部6年）

のペアが優勝しました。

　8月27日㈯から8月29日㈪にかけて、広島国際学院大学一貫田

グラウンドで行われた、第41回中国四国学生アーチェリー個人選手

権大会で、アーチェリー部の後藤悠太さん（法学部3年）がRC男子

で優勝しました。また9月7日㈬に、佐伯国際アーチェリーランドで行

われた、第31回中国四国学生フィールド選手権大会で、藤原康司さ

ん（理学部2年）がRC男子1位に、10月29日㈯から10月30日

㈰にかけて、広島大学アーチェリー場で行われた、第41回中国四国

学生アーチェリー新人選手権大会で、柿田貴臣さん（理学部1年）

が初心者の部1位に入賞しました。

　9月23日㈷に、庄原市西城町陸上トレーニングセンター（クロカン

パーク）で行われた、第43回全日本大学駅伝対校選手権大会中国

四国地区最終選考会で、陸上競技部が団体第1位に入賞しました。

また、10月14日㈮から10月16日㈰にかけて、広島総合運動公園

陸上競技場（コカ・コーラウエスト広島スタジアム）で行われた、第

34回中国四国学生陸上競技選手権大会で、陸上競技部の金﨑葵

さん（教育学部1年）が女子10000mWで第1位に入賞しました。

　10月13日㈭から10月16日㈰にかけて、岡山県備前市総合運

動公園テニスコートで行われた、第57回中国・四国学生ソフトテニ

ス選手権大会で、ソフトテニス部が優秀な成績を収めました。

　　　　　　　女子Aチーム

男子 :村上　賢一（教育学部2年）・山口　慶護（教育学部4年）組

女子 :中村　友里（教育学部2年）・工藤香那子（教育学部4年）組

　10月23日㈰に、広島広域公園第二球技場で行われた、中四国学

生アメリカンフットボールリーグセカンドステージトーナメント第2試合で、

アメリカンフットボール部が勝利し、中四国リーグ優勝を果たしました。

　12月2日㈮から4日㈰にかけて、シンガ

ポールで行われた第4回水中ホッケーアジア

国際親善試合で、高阪将人さん（国際協力

研究科博士課程前期2年）が日本代表チー

ムで出場し、3位入賞を果たしました。水中

ホッケーとは、2チームがプールの底でパック

を奪い合いながら、相手ゴールにパックを入れ

合うスポーツで、欧米を中心に世界的に盛んな競技です。高阪さん

は、2013年に南アフリカ共和国で開催される世界選手権に向けて

練習中です。

　11月25日㈮から11月27日㈰にかけて、高知市文化プラザかる

ぽーとで、高知大学の主管による、第57回中・四国国立大学連合

演奏会・美術展覧会が開催されました。広島大学からも音楽系・美

術系の6団体が参加し、日頃の活動の成果を披露しました。

卓球部の荒木基亮・亮祐ペアが中国大会で優勝

ソフトテニス部が好成績

アメリカンフットボール部が中四国リーグ優勝

水中ホッケー高阪さんアジア大会に出場

第57回中・四国国立大学連合演奏会・美術展覧会を開催

中国五大学学生競技大会で総合優勝 第1回My Best授業紹介コンテスト優秀賞を表彰

第5回広島大学ホームカミングデーを開催

第5回ドリームチャレンジ賞が決定

教育学部祭大学祭 霞祭

陸上競技部が中国四国大会で優勝 男　子

男　子
男　子
男　子
男　子

2位

1位
4位
1位
1位

女　子

女　子
女　子
女　子
女　子

5位
2位

1位

2位

1位
1位
1位
1位

庭 球
サ ッ カ ー
ラ グ ビ ー
バスケットボール
柔 道
剣 道
ア ーチェリー
ハンドボール

東日本大震災の影響により、夏に続いて冬の電力不足が
懸念されています。広島大学では、全構成員（約2万人）
一丸となって、省エネ対策に取り組んでいます。

広島大学の節電への取り組みをウェブサイトで公開しています。
部局別の電力使用量も公開。
身近な節電の工夫や大学からのお願いを節電チャレンジのサイト
で紹介します。

省電力の一環として、パソコンの省エネ設定を推進しています。可
能な範囲で省エネ設定にご協力ください。

●エアコンの効率活用
エアコンの設定温度の目安は20℃です。ブラインドを閉め、出
入り口付近についたて等を設置すると効率的です。
●ウォームビズの励行
寒い時は1枚羽織る。ウォームビズとは、室温設定20℃でも対
応できる服装が基本です。マフラーやひざ掛けを活用しましょう。
●暖房便座のふたを閉める
温座・温水の設定を最低設定にしています。使用時以外はふた
を閉め、省エネに。
など　詳しくは節電チャレンジのウェブサイトで。

広島大学 冬の節電の取り組み

http://home.hiroshima-u.ac.jp/jyoho/Energy_saving/
PC.html

設定方法変更省エネ

http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/intro/setsuden/
winter2011-2012/

すぐできる、冬の節電チャレンジ

パソコンの省エネ設定にご協力ください

節電チャレンジ

団体戦 優勝
個人戦（ダブルス）優勝

アーチェリー部が中国四国大会で優勝

広島大学大学祭が盛況のうちに終了
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