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第12回
広島大学ホームカミングデー
平成30年11月3日（土・祝）
広島大学東広島キャンパス

「100年後にも世界で光り輝く広島大学」という目標に向けて、さまざまな動きが始まっています。ホームカミングデー
で、広島大学の前進を感じてください。

学長ご挨拶
広島大学長
広島大学校友会会長　
越智　光夫 表彰式

広島大学長表彰
広島大学長特別表彰
Phoenix Outstanding Researcher Award
広島大学教育賞表彰

大学歌合唱

ensemble「KYO-ON」
オープニング演奏

第一部

サタケメモリアルホール

 10:10〜 (開場 9:40）

HCD12th
オープニングセレモニー
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7月の豪雨により運休していたJR山陽本線は9月中に広島～西条間、10月中に西条～三原
間が開通する予定です。詳細な予定はJR西日本にご確認ください。

「チームマネジメント〜今治からの挑戦〜」
世界を知る知将がローカルを動かす

連携市町の物産展
ホームカミングデー恒例の物産展。フードや
スイーツ、特産品など、広島大学と連携協定
を結ぶ広島県内市町が出展、販売します。

校友会学生チーム企画
校友会をサポートする在学生チームが、サタ
ケメモリアルホール前の広場でご来場いただ
いた皆さんをおもてなしします。

懇親会（会費制）場 学士会館 時 15:30~ 

学長、教職員、在学生など誰でも参加できる
立食パーティ。酒処西条の銘酒もズラリと並
びます。会費は5,000円。

岡田 武史 氏プロフィール
サッカーは中学時代から。天王寺高校、早稲田大学を経て古河電工サッカー部へ。
当時から日本代表選手として国際大会に出場してきた。現役引退後、ドイツへコーチ
留学。帰国後、コンサドーレ札幌、横浜Fマリノス監督として輝かしい実績を記録し、
平成19年サッカー日本代表チーム監督に就任。2010FIFAワールドカップ南アフリカ
大会ベスト16に導く。平成26年FC今治オーナーに就任し、「日本一質の高い小さな
ピラミッドを作る」を目標にした『今治モデル』を発表。サッカーをベースに地域を盛
り上げる仕組み作りに取り組んでいる。

ensemble「KYO-ON」
オマージュコンサート
オープニングセレモニーの序章を奏でたKYO-ONが、岡田武史氏
への敬意をこめてセレクトした名曲を演奏します。どんな曲が登場
するか、お楽しみに。
◆KYO-ONは、広島大学大学院教育学研究科音楽文化教育学講座
の徳永崇准教授と有志が、ホームカミングデーのために特別編成した
アンサンブル。

ホームカミング広場

第二部

 サタケメモリアルホール周辺 10:00〜17:00

 10:55〜

THE 12th HIROSHIMA UNIVERSITY HOMECOMING DAY

広島大学ホームカミングデーへの
交通について

株式会社今治．夢スポーツ代表取締役会長
元サッカー日本代表チーム監督講演会 岡田 武史 氏
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校友にも。ご家族にも。一般の方にも。

知ってほしい。還
かえ

ってほしい。

想像もできない空間が生まれる
　ホームカミングデーで、毎年オペラの公演
を行うのは、教育学研究科音楽文化教育
学講座の在学生たち。会場は、音楽棟地
下の演奏室です。大規模なコンサートホール
での演奏会と異なり、お客さまの目と鼻の
先にステージがあり、歌い手の息づかいま
で聞こえる距離の近さ。「出来上がった演奏

お茶とお菓子で異文化交流
　海外からの留学生が、お茶やお菓子でお
もてなしをしながら自国を紹介するという企
画です。昨年は中国、インドネシア、台湾、
韓国、ベトナム、スペインからの留学生がホ
スト役をつとめました。
　第1回ホームカミングデーから開催しており、
昨年で12回。予約不要、参加費無料でふら
りと立ち寄れる気軽さもあって、昨年も会場
は大にぎわい。特にアンケートなどはとって
いませんが、同窓生だけでなく一般の方も多
いように見受けられました。

学部・研究科企画

公開講座などで枝川教授の指導を受けた人も多く、特に広報はしな
いが聴衆は着実に増えている。昨年は満員で立ち見がでるほどだった。

昨年の公演はモーツアルトの『魔
笛』。客席に溶け込む演出でフィ
ナーレは大盛り上がり。

意外な“文学部らしさ”
　実は、文学研究科は海外からの留学生を
多く受け入れてきた実績があります。日本、
欧米、中国の語学・文化の研究者が多く、
日本に関心を持つ海外の若者を惹きつけて
きたのです。現在、文学部・文学研究科で
学ぶ留学生は11カ国157人。この特長を活
かしながら、「広く語学に関心を持っていた
だける機会にしたい」と、反省と修正を繰り
返しながら企画をブラッシュアップしてきまし
た。
　今年は中国、韓国、インドネシアの３人
の留学生が母国のお茶とお菓子でおもてな
しします。

枝川一也教授はテノール歌手として広島のオペラ界
をリードしてきた一人。大学以外にも指導を受けた人
やファンは多い。

第12回 広島大学ホームカミングデー

まずは、階段教室で、留学生が映像などを使って自
国を紹介。興味深い話題に会場が沸きます。

知って
ほしい

2時間の異国体験。
　　　　文学部で味わう世界のティータイム

世界で一番小さなオペラハウス？　	
教育学研究科　「オペラ公演」
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　ホームカミングデーでは、広島大学の多くの部局でも、それぞれの企画による催しを開催します。ホームカミングデーら

しく同窓生を歓迎する企画だけでなく、一般の方々に学科や研究科、施設を知っていただく企画もいろいろ。着実に来場

者を増やしています。今年のホームカミングデーは、学部棟にも足を延ばしてみてください。

文理科大学以来の同窓会を継承
　ホームカミングデーで、一貫して「同窓会」
を掲げた企画を展開しているのが理学部生
物科学科。「広島文理科大学、広島高等師
範学校の理系学科の流れを受け継ぐ同窓
会をまもりたい」という思いが貫かれていま
す。現在、同窓会を担当する森下文浩助教
は、「何度かの改組を経てきたので“同窓会”
という意識が薄れてきているのが現実です
が、だからこそ、『ホームカミングデーには理
学部に還ってきてほしい』と呼びかけたい」
と言います。
　講演会は同窓会と銘打っていますが、理
学部周辺では子どもの興味をそそる体験や
実験イベントも行われ人気を博しています。
卒業生以外の方も、そのまま講演会を聴講
できます。

THE 12th HIROSHIMA UNIVERSITY HOMECOMING DAY

を聴いていただくのではなく、ステージと客
席が一体になって想像できないような空間
が生まれ、演奏している者も感動できる。そ
んな世界を生み出せる演奏会です」と、指
導する枝川一也教授は言います。

独創力がつくるエネルギー
　特長はもう一つ。それは、参加する学生
たちが、演奏や歌唱だけでなく大道具、小
道具、音響、照明、広報、すべてをオリジ
ナルで制作しているということ。参加者そ
れぞれの独創力が一つのステージに集結す
る、そのエネルギーが小さな演奏室にあふ
れる——それが、リピーターの皆さんが、ホー
ムカミングデーのオペラ公演を心待ちにして
くださる要因ではないでしょうか。
　今年はオリジナル台本による喜歌劇「こう
もり」。華やかなウィンナワルツが楽しめます。

昨年の同窓会記念講演会は、昭和37年理学部生
物学科卒の桝井秀雄氏（元鈴峯女子短期大学教授）
による「ずっこけボタニストの植物学賛歌」

理学部生物科学同窓会　森下文浩助教

後半は各国のブースでお茶とお菓子のおもてなし。ブースを回ってお国柄の違いを感じるのも楽しい。

還
かえ

って
ほしい世界で一番小さなオペラハウス？　	

教育学研究科　「オペラ公演」

卒業生を囲んで
理学部　同窓会記念講演会
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国際協力研究科
IDEC OPEN Day
	時	 12：00〜18：00	 場	 国際協力研究科周辺
世界と触れあう1日。今年で6回目。年々来場者が増加しています。

●留学生によるステージでのパフォーマンス
●各国の郷土料理の提供　●民族衣装や写真撮影による国際交流

	問	 国際協力研究科院生会　( 082-424-6917

第12回 広島大学ホームカミングデー 学部・研究科企画一覧

総合科学部・総合科学研究科
	時	 13：00〜15：00	 場	 総合科学研究科第1会議室

「ボーダレスde学ぶ！」
13:00〜14:10 

セッション1: 私をかえた海外留学―異国のキャンパスにて
海外留学を体験した日本人学生と、広島大学への海外からの留学生によ
るトーク。特に平成30年度からスタートした国際共創学科（IGS）の1年生
がグローバル・キャンパスの魅力について語ります。

セッション２:大学院の魅力と進学のすゝめ
大学院進学について、現役の大学院生がその魅力を紹介します。

総合科学部後援会総会
14:20〜15:00	 1．平成29年度会計の決算　　2．平成31年度事業計画
	 	 3．学生の就職状況

	問	 総合科学研究科支援室　( 082-424-6303・6306

教育学部・教育学研究科
オペレッタ「こうもり」ハイライト上演

（器楽アンサンブル伴奏）
	時	 15：00〜16：30	 場	 教育学部音楽棟演奏室（F101）
ヨハン・シュトラウス作曲の喜歌劇をオリジナル台本で演奏。教育学部・
教育学研究科の学生、大学院生、教員が大道具、舞台装置、照明、衣
装などを協力して制作し創り上げるステージです。

	問	 音楽文化教育学講座事務室　( 082-424-6834

文学部・文学研究科
文学部で味わう世界のティータイム
	時	 14：00〜16：00
	場	 文学研究科講義棟１階学生ロビー、B104教室
今回で13回目、ホームカミングデーの企画として定着してきました。今年
は中国、韓国、インドネシアの3カ国からの留学生が母国の文化を紹介し
ます。お茶とお菓子を味わいながら文化の違いを実体験してください。

	問	 文学研究科支援室　( 082-424-6604

工学部・工学研究科
保護者のためのオープンキャンパス
	時	（午前の部）10：00〜12：00　（午後の部）13：30〜15：30
	場	 工学研究科220講義室　他
進学及び就職の近づく学部2年・3年と博士課程前期1年の保護者を対象
に情報を提供し、今後の進路選択等について相談できる場として実施します。

【プログラム】　※内容は午前・午後とも同じです。
●全体会 ・研究科長講演「工学部・工学研究科の沿革と現状」
	 	 ・博士課程前期在学者による講演「博士課程前期に進学して」
	 	 ・新任ＯＢ教員による講演「大学院で工学を学ぶ」

●類・専攻別行事　（研究室見学・座談会等）

	問	 工学研究科支援室　( 082-424-7519

理学部・理学研究科
■理学研究科生物科学専攻
広島大学理学部生物科学同窓会記念講演会
	時	 12：30〜15：30	 場	 理学研究科　E210
講師：柏木 昭彦氏	 （	広島大学両生類研究センター客員教授）

昭和48年	広島大学大学院理学研究科博士課程動物学専攻単位取得
演題：「この半世紀、カエルとともに」
講演会出席者のうち希望者には生物科学科各研究室の見学もお受けします。

12:15 受付開始	 12:30 開会	 12:45 学科長による学科紹介
13:00 講演会	 14:00 懇親会

	問	 理学研究科生物科学専攻　( 082-424-7439

■理学研究科地球惑星システム学専攻
ホームカミングシンポジウム

「女性の研究者・大学教員」
	時	 13：00〜17：00	 場	 理学部B棟603号室
理学研究科地球惑星システム学専攻の卒業生をお招きして講演会を開催
します。講演会出席者のうち希望者には地球惑星システム学科各研究室
の見学もお受けします。
　鶴我 佳代子氏	（東京海洋大学准教授　平成10年修了）
　髙島 千鶴氏	 （佐賀大学准教授　平成20年修了）
　羽場 麻希子氏	（東京工業大学助教　平成22年修了）

	問	 理学研究科地球惑星システム学専攻　( 082-424-7462

情 報 科 学 部【新設】
情報科学部関連卒業生による
ホームカミングシンポジウム
	時	 13：00〜17：00	 場	 工学部103講義室
4月にスタートした情報科学部ですが、専門領域関連の工学研究科卒業生をお
招きしてシンポジウムを開催。最新の情報科学にまつわる話題を探っていきます。

　西田 友是氏	（昭和48年広島大学大学院工学研究科電気工学専攻修了　
東京大学名誉教授・広島修道大学教授）

　土橋 宜典氏	（平成9年広島大学大学院工学研究科情報工学専攻修了　
北海道大学准教授）

　八子 知礼氏	（平成9年広島大学大学院工学研究科情報工学専攻修了　
株式会社ウフル	専務執行役員	IoTイノベーションセンター
所長兼エグゼクティブコンサルタント）

　笠置 明彦氏	（平成26年広島大学大学院工学研究科情報工学専攻修了　
株式会社富士通研究所先端コンピュータシステムPJ）

	問	 工学研究科支援室　( 082-424-7505

先端物質科学研究科
	時	 11：00〜16：30	 場	 先端物質科学研究科

研究室公開　●量子物質科学専攻（２研究室）
　　　　　　　●分子生命機能科学専攻（２研究室）
　　　　　　　●半導体集積科学専攻（１研究室）
パネル展示　研究室の成果等について展示
講演会（分子生命機能科学専攻、半導体集積科学専攻）
　　　　　　卒業生等による講演会

	問	 先端物質科学研究科支援室　( 082-424-7006

　　法学部・経済学部・社会科学研究科
パネル展示　「パネルで振り返る
法学部・経済学部・社会科学研究科の１年」
	時	 13：00〜17：00	 場	 法学部・経済学部研究棟Ａ102中会議室
法学部・経済学部・社会科学研究科で、過去約１年間で実施した講演会、
シンポジウム、ユニークな授業等をパネルで紹介します。

	問	 社会科学研究科支援室　( 082-424-7205

楽しむ系

学ぶ系

楽しむ系

保護者向

楽しむ系

学ぶ系

学ぶ系

学ぶ系

学ぶ系

見学・
体験系
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宇宙科学センター
東広島天文台観望会
	時	 17：00〜19：00	 場	 東広島天文台（バスで送迎）
定員／50名（先着順）当日、総合受付にて受付
16：30	 受付開始
17：00	 キャンパス発
17：30	 天文台着
	 土星、火星、二重星等の

観望と、4Dシアター鑑賞
18：30	 天文台発
19：00	 キャンパス着

	問	 宇宙科学センター　( 082-424-3468

文 書 館
写真パネル展　「広島大学の歴史」展
	時	 10：00〜17：00	 場	 サタケメモリアルホール　ロビー
広島大学のキャンパスや学生生活の移り変わりを写真パネルを通して
振り返ります。
●新収資料展
文書館が収集公開した新資料
について紹介展示を行います。

●ミニ展示
初代学長森戸辰男の書のミニ
展示を行います。

	問	 広島大学文書館	　( 082-424-6050

総 合 博 物 館
「総合博物館 お宝特別公開！！」
	時	 10：00〜17：00	 場	 総合博物館	本館
常設展では展示していないヒグマ
のはく製や様々な化石を期間限定
で特別公開します。
この他、常設展では、魚が魚を
食べている化石や恐竜の卵・糞
の化石、厳島神社の模型、熊やタンチョウのはく製など約800点を
展示しています。館内には、さわれる展示や博物館クイズもあり、小
さい子どもから大人まで、幅広い世代が楽しめる空間となっています！

	問	 広島大学総合博物館　( 082-424-4212

　　　　東千田キャンパス
東千田地区　法務研究科

法科大学院講演会
「刑事弁護の最前線と法曹養成」
時	 13：30〜16：00（最大延長）	 場	 東千田未来創生センター
法曹界の第一線で活躍されているお２人の弁護士をお招きし、ほぼ同
時期に最高裁のＧＰＳ捜査違法判決及び逆転無罪判決を導かれたそ
れぞれの刑事弁護について語っていただく講演会を開催します。引続
いて、パネルディスカッションでは、法曹にとって大事な着想力や交
渉力をどのように育てていけば良いか考えます。

第１部 講演会・質疑応答　13：30～15：00
13：40～14：20

「GPS捜査事件　－大法廷判決までの道のり－」　
講師：弁護士　亀石 倫子氏
（大阪弁護士会）

14：20～15：00
「最高裁逆転無罪～リアル99.9の奇跡～」
講師：弁護士　久保 豊年氏
（広島弁護士会、元広島大学法科大学院教授）

第２部 パネルディスカッション・質疑応答
 15：10～16：00（最大延長）

「法曹養成の鍵－弁護士の着想力、創造力と交渉力－」
パネリスト：亀石 倫子氏、久保 豊年氏、広島大学法科大学院教員

	問	 東千田地区支援室	　( 082-542-7014

　　　霞キャンパス
霞 地 区 合 同

医学部・歯学部・薬学部・医歯薬保健学研究科・
原爆放射線医科学研究所・大学病院

講演会「網膜再生医療の未来」
	時	 15：00〜16：30	 場	 広仁会館大会議室（霞キャンパス）

目の難病患者に世界初のiPS細胞を移植した髙橋政代先生を
お迎えし、最新の再生医療をご紹介いただきます。

講演者： 髙橋 政代氏
（理化学研究所　生命機能科学研究セン
ター・網膜再生医療研究開発プロジェクト　
プロジェクトリーダー）

	問	 霞地区運営支援部	　( 082-257-5013

THE 12th HIROSHIMA UNIVERSITY HOMECOMING DAY

曇天の場合は天体観測ができない
ので施設見学のみ。雨天の場合は
中止する場合もあります。

写真は昨年の
講演会の様子

放射光科学研究センター
放射光とは何か？先端科学研究の現場を探訪してみましょう。
	時	 10：30〜16：00	 場	 放射光科学研究センター
●放射光実験施設の見学
　放射光を発生する加速器（放
射光源）と放射光を使う実験装
置（ビームライン）を間近に見る
ことができます。

●演示実験
　液体窒素を使った超伝導のデ
モ、光や磁気に関連した実験な
ど、子どもから大人まで楽しめま
す。

	問	 放射光科学研究センター事務室　( 082-424-6293

学ぶ系

学ぶ系

楽しむ系

見学・
体験系

見学・
体験系

楽しむ系

11月4日

11月10日

日

土
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校 友 会 S U P P O R T 	 F I L E

第11回
課外活動援助団体 広島大学体育会卓球部

練習の積み重ねが試合に生きる！
実力を磨き来シーズンも全国の舞台に

男子主将　熊谷 月矢（理学部3年）
試合では対戦相手の苦手な部分を
分析。「スタートはゆっくり。リズム
をつかんで徐々に追い込んでいき
ます」

全体練習の日は授業が終わった部員から順次参加。21時まで練習を続ける。「女子部員は12人。もっと
増えてくれると嬉しいです」と松島さん。

卓球台から距離を取り、下回転で
ボールを返し続ける「カットマン」メ
ンバーも。

監督もコーチもいない！？
　広島大学北体育館を練習拠点に、水曜
日を除く毎日、全体練習・自主練習に励む
卓球部。男女約40名が在籍する、広島県
内の大学卓球部ではトップクラスの実力を持
つクラブです。日々の活動内容は、フットワー
ク練習、各自の課題練習、ダブルスの練習
など。絶え間なく続く激しいラリーを見てい
ると、みんなかなり上級者に見えますが、そ
れもそのはず、「入部する学生のほとんどが、
中学や高校で卓球をしてきています」と女子
主将の松島さん。そして最大の驚きは、こ
のクラブには監督もコーチもいないこと。部
員同士でサポートし合いながら、技術を高め
ているのだそうです。

さまざまな戦い方があるスポーツ
　指導者がいないと、部員の自主性や自律
性のキープが大変では？と心配になりますが、
「任意の練習日でも顔を出すメンバーが多い。
意識が高いんです」と男子主将の熊谷さん。
「練習すればするほどうまくなる競技だから、
多分、練習するのが楽しいんだと思いますよ」
　「全く同じプレースタイルの人がいないと
ころが、卓球のおもしろさです」と言うのは
松島さん。卓球はコース・回転・スピードの

3つの要素で成り立っており、自分が何を得
意とするかで戦い方も違ってくるのだとか。
そして、うまく戦えば、格上の選手に勝つこ
ともできる。スキルを磨くだけではなく、強
みを生かして戦型を考えるところが、この競
技の奥深さだと分かりました。

全国大会で勝ち進みたい
　戦い方を知る広大卓球部は、中国大会の
上位常連校。当然、課外活動援助金は毎
年のように申請しています。今春の中国大会
でも団体戦2位（男子）、団体戦3位（女子）
という好成績を収めて7月の全日本大学総
合卓球選手権大会に出場。遠征費用の一
部には援助金をしっかり活用しました。しか
し残念ながら、男女ともに予選敗退という
結果に。その悔しさをバネに、「来年は全国
大会で勝ち進みたい！」と両主将は意気込み
ます。
　まず、今秋の中国大会での目標を「優勝」
に定め、強化合宿も計画するなどミッチリと
スケジュールを組み上げました。スケジュー
ル表にはないけれど、練習後にご飯を食べ
に行ったり、部員の誕生会を開いたりと、コ
ミュニケーションも活発。これらの息抜きの
時間が、練習へのモチベーションを後押しし
てくれているのでしょう。

女子主将　松島 里奈
（教育学部3年）
大学卓球の個人戦では県内トップの
実力者。「卓球は小学生時代からの
特技。持ち味は鋭いスマッシュです」

シングルスが得意な人、ダブルスで力を発揮でき
る人などさまざま。試合で勝つために、個々の強
みを見極める。
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自分の生き方と向き合うために
マザー・テレサの家でのボランティア活動

校 友 会 S U P P O R T 	 F I L E

第10回
ドリームチャレンジ賞受賞

大学院教育学研究科
保井 良介さん・檜山 司さん

保井 良介さん（数学教育学専修）
「何度かお世話した盲目のおじさん
は、いつも表情が硬くて･･･。でも、
最後の髭剃りでにっこり。嬉しかっ
たです」

路上で一緒に遊んだ子どもたちと。「みんな人懐っこいけど、5～6歳で普通に商売をするなど、厳しい現
実を生きています」

ボランティア活動に必要な登録カー
ド。午前・午後の活動場所は毎朝シ
スターに割り当てられる。

檜山 司さん
（技術・情報教育学専修）
「重い障がいを抱えた人たちのヘ
ルプを担当。正直しんどかったけど、
彼らの明るい性格に救われました」

人間とは何かを掘り下げる
　「マザー・テレサ」の名は多くの人が知ってい
るはず。生涯を通して病める人々や貧しい人々
に献身的な愛を注いだ、カトリック教会の修
道女で、ノーベル平和賞も受賞しました。マ
ザー・テレサは1997年に亡くなりましたが、活
動拠点だったインド・カルカッタのマザー・ハウ
ス周辺には関連施設が集まり、今も世界各国
からボランティアスタッフが訪れています。
　昨年秋、その一員として現地に赴いたのが、
教育学研究科の保井良介さんと檜山司さんで
す。
　「きっかけは、修士1年目に経験したスリラン
カでのボランティア。貧困層の人たちや他のボ
ランティアメンバーと関わったとき、それまでの
自分の生き方のモノサシに疑問を持ったんです」
と保井さん。それ以来、人間とは何かを考える
ようになり、人の幸せを追求したい！という思い
が強まって、人々に無私の愛を注ぎ続けたマ
ザー・テレサに行き着いたのだとか。友人の檜
山さんに声をかけ、2人でドリームチャレンジ賞
に応募。航空券代に活用し、13日間の旅が
始まりました。

「迷惑はNG」という文化がない
　2人は貧しい高齢者、病気や障がいを持つ

人たちを収容する『ニルマル・ヒルダイ（死を
待つ人の家）』と『プレム・ダーン』の2施設を中
心に、介助（掃除、洗濯、食事補助など）を
担当。日本での自分たちの毎日とのギャップに
カルチャーショックを受けました。
　「いちばん驚いたのは、介助される方の“やっ
てもらって当たり前”という意識。日本人には
迷惑かけてはダメという観念がありますが、イ
ンド人は遠慮しないし、人の目も気にしない。
でもその分、何を言われても素直に受け止める
んです」
　人間関係の築き方も、良い意味で大雑把。
初対面でも「hey	brother!」と呼び合えばコミュ
ニケーションを図れるので、日本ほど「自分と他
人との壁」を感じなかったそうです。
　同時に、「日本の良さを見直す機会にもなり
ました」と話すのは檜山さん。「日本は規律を守
るから、みんなが気持ちよく暮らせている。こ
の日本ならでのルールを肯定しつつ、インド人
のような寛容さを持てたらベストなんでしょうね」

活動で得た学びを将来に
　病気を抱えた人、貧しい人と接し、「多様な
人間を受け容れること」を学んだという保井さ
ん。帰国後は周囲から「表情が柔らかくなった」
と言われたそうです。そんな彼の進路は教員。
「集団の中で違った子がいても、その違いを本

人が誇れるような指導をしていきたい」と言い
ます。一方、檜山さんの就職先はIT業界。「他
を批評せず、自身で何かを創り出せるエンジニ
アになりたい」と、こちらも頼もしいビジョンを
描いています。インドでの活動は、2人に大き
な心の成長を与えてくれたようです。

マザー・テレサ施設のひとつ『プレム・ダーン』。病
気や障がいを持つ貧しい人たちを収容している。
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仕事も組織も、これから大きく変わるでしょう。
自分の役割をしっかり把握して、
変化を楽しんでください。

胡麻田 泰江さん
広島市都市整備局　指導担当局長（昭和５８年　法学部卒業）

■胡麻田泰江さんのプロフィール
広島大学附属小・中・高校から広島大学法学部へ。卒業後、広島市役所に
入職し、健康福祉局、経済観光局、下水道局などでキャリアを積む。平成
２８年南区長に。「本庁ではどうしても行政用語になるけど、自分の言葉で対
話できるので、すごく楽しかった」と言う。住民と行政が一緒に考え取り組む
枠組みをつくり、次の区長に引き継いだ。「地域づくりの施策は実るまでに時
間がかかる。継続することが大事だと思います」。平成３０年現職。

就職試験が受けられない!

　まさに今、どういう仕事に就こうかと
考えている学生さん、多いでしょうね。
でも、ずっと、今と同じように働いてい
けると思ったら大間違い。人も社会も、
ものすごい勢いで変化していますから、
当然、仕事の内容もやり方も、これから
どんどん変わっていくはずです。特に公
務員は働き方改革など国の政策のモデル
ケースとなるので、働く方も意識を変え
ざるを得ないし体制も変わらざるを得な
い。私自身が、社会の価値観やシステ
ムが変化する時期に仕事をしてきたので
そう思います。
　今の若い方には信じられないでしょう
が、私が大学4年になって「そろそろ就
職を考えよう」と思ったとき、4年制大学
卒の女性を受け入れてくれる民間企業は、
広島ではほとんどなかったんですよ。い
え、募集要項には「男子のみ」なんて書
いてないんですよ。でも、応募しようと
すると「今年は採用していません」。周
囲の男子学生は次 と々就職が決まってい
くのに、女子は試験も受けさせてもらえ
ない。で、5月の連休も過ぎた頃、「仕
方ない、公務員試験を受けよう」と方向
転換したんです。公務員は建前上、男
女差別はなかったですから。

組織も悩んでいた時代

　ただ、建前と実際にはまだギャップが
ありました。私は上級で入ったんですが、
女性が上級を受けられるようになってか
らまだ3年くらいしか経ってなくて、受け
入れる方もどこに配置してどんな仕事を
任せるか、手探りでしたね。それまで「女
性は補助的業務」というのが当たり前で

ご	 ま	 だ	 や す	 え

先輩
インタビュー

「女性が輝く社会」「働き方改革」といった言葉が飛び交い、就業環境が大きく変
わろうとしています。「男女雇用機会均等法」が施行されてから30 年余り。胡麻
田泰江さんは“雇均法世代”の先駆けとして広島市役所に入職。女性のキャリア
を切り拓いてきた先達の1人です。広島大学で公務員講座を受講している在学生
がお話をうかがいました。
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仕事も組織も、これから大きく変わるでしょう。
自分の役割をしっかり把握して、
変化を楽しんでください。

したから。「職域拡大」——つまり、女
性の仕事を増やそうという取り組みがあっ
たくらいです。
　2年後に「男女雇用機会均等法」がで
きましたが、一朝一夕には変わらないで
すよね。女性の席は一番廊下側にあって、
お客さんが来られたらお茶を出すのが
仕事。もちろん、職員にもお茶を出しま
す。配席表に「この人は砂糖1杯」とか
書いてあってね。若い人が聞いたら“化
石”みたいな話ですよね（笑）。
　でも、法律が主導したおかげもあって、
少しずつ意識も変わっていった。今では
「女性だから」と制約を受けることはあり
ません。安心して広島市役所を受験して
ください（笑）。

21回の異動にも意味がある

　市役所に入ってからの35年間で、私、
21の職場を経験したんですよ。2年足ら
ずで異動している計算ですよね。「仕事
を覚える間もない」と言う人もいるけど、
私はあまりストレスは感じませんでした。
それまでにない経験ができることは、
気分が変わって意外に楽しいんですよ。
それに、新しい職場に行くとフレッシュ
な目で仕事を見ることができるでしょう、
だから改善点がいろいろ見える。世の
中、どんどん変化していて新しい考え方
ややり方が出ているのに、毎日の仕事は

「これまでどおりの慣れたやり方」で処理
してしまいがちです。慣れていない人間
から見ると「こうすればもっとスムーズに
できるのに」と感じるんです。もちろん、
それなりの根拠があってのことも多いの
で全部が実現できるわけではないけど、
そうやって意見を交換することが職場の
活性化につながると思っています。
　市役所にも専門性の高い仕事があっ

て、専門の職員がいます。「そんな部署
に行っても知識がないから何もできない」
と思いますか？　私はそうは思いません。
知らないこと、分からないことはどんど
ん聞けばいい。その上で、専門職の知
識や情報を“市民の生活に役立てる”
という視点で見ることが自分の役割だと
思っています。そのために、いろいろ経
験してきたのだとね。

2人の先輩

　私が入る前に上級職で入られた女性
が２人おられて、若い頃、同じ職場で仕

事ぶりを見せてもらいました。1人は広
大の先輩です。「難しい仕事は男性」と
いう中で、先輩方は、どんなささいな仕
事でも手を抜かずきちんとやり遂げるこ
とで少しずつ周囲の信頼を築いていかれ
ました。最終的に局長までやられたので、
まさに女性職員のパイオニアですよね。
私はずっと、その姿勢を見ならおうと思っ
てきました。2人とも、仕事をしながら
結婚して子どもを育てられた。その意味
でも、尊敬します。
　私自身は志を持って公務員になったわ
けじゃありませんが、社会や環境が変化
していって、結果としてここまで面白く
仕事を続けることができました。とても
ラッキーでした。
　広島市役所は職員が1万人もいる大き
な組織で、いろいろな仕事があり、そ
れも時代や社会の変化に応じてどんどん
変わっています。その中でやっていこう
と思ったら、変化そのものを面白がって、
そこで自分の役割を果たすことを考える
姿勢が大切じゃないでしょうか。

大学時代はユースホステルクラブ。
「ユースホステルに泊まらずテント
でキャンプするんですけどね。種子
島、屋久島、尾瀬……いろんな所
に行って楽しかった」。みんな忙し
くなって会う機会も減ったが、数年
前、久しぶりに当時のメンバーが集
まった。この後、懐かしい久里川へ。

森脇 実穂（総合科学部3年/写真左）
◆公務員は専門分野を超えてさまざまな部署で仕
事をするので、新しいことを発見し挑戦する機会
が多くあると知りました。これまで「堅い」という
イメージしか持っていなかったのですが、社会の
役に立つだけではなく、自分の好奇心を原動力と
して働けることに魅力を感じました。

住平 稜太（経済学部3年/写真右）
◆公務員の仕事は住民の意見を聞いてそれを反映
しながら事業などを進めていくと思っていました。し
かし、一口に「住民」と言っても考えは千差万別です。
それをまとめ、将来も考えながらより良いものにな
るよう方向づけするのだそうです。しかも数年たた
ないと芽が出ないこともあると聞きました。難しい
けど、そこにやりがいがあるのだろうと思います。

取
材
の
後
で

ユースホステルクラブ
同窓会
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　5月、映画『孤狼の血』で、一人の広大
卒業生がデビューしました。広島県呉原
東署捜査二課の日岡秀一巡査。松坂桃
李さんが演じています。
　『孤狼の血』の舞台は昭和63年、広島
県の架空のまち呉原市。暴力団同士の覇

権争いが市民に及ばないよう抗争を防ご
うと活動する大上巡査部長と、彼のもと
に配属された日岡巡査、そして“極道”た
ちの息詰まるような戦いを描いています。
役所広司さん演じる大上巡査部長は、本
部長表彰を何度も受けながら、暴力団と

の癒着も噂される“悪徳警官”。広島大
学卒ながらキャリアの道を回避して一般
の警察官採用試験を受けて巡査になった
日岡は、大上に反発しながらも、愚直な
までの正義感で「警官の仕事の目的は何
か」「正義とは何か」を問い続けます。

“いい男”になった日岡に会いたい
　日岡秀一という人物像を、原作者の柚
月裕子さんは次のように語っています。
　「大学時代の日岡は、堅物で友達も少
なく、女っ気もなかったはずです。単位を
落とさない程度に授業に出席して、あと
は空手の稽古とバイトに明け暮れていた。
ただ、間違いなく言えるのは、まっすぐな
青年だったこと。物事を厳格に捉えて、
常に世の中に疑問を抱いて生きていた。
だから呉原東署に配属になった時、自分
の中の正義に従って“ある任務”を遂行し
ようとしたんでしょうね」
　学生は大学では“学ぶ”という受け身
の立場。でも社会に出ると、「それまで学

んだことの価値観が変わります」と柚月さ
んは続けます。「日岡も同じです。大上と
出会ったことで悩み苦しみ、しかし最終
的には孤狼の血を継承した。この物語は
ひとりの若者の成長譚でもあるんです」
　「もし、55歳になった日岡が今存在して
いたら？」という問いには、「組織におもね
らない刑事、自分を持った“いい男”になっ
ていると思いますよ」
　日岡秀一の物語は、続編『凶犬の眼』
でも描かれ、こちらも映画化が決定して
います。現在、シリーズ完結編『暴虎の牙』
を岩手日報で連載中。“いい男”のその
後の人生が楽しみです。

広島大
学卒、

日岡巡
査。

『孤狼の血』で全国へ

Ⓒ2018「孤狼の血」製作委員会

柚月裕子さんは岩手県生まれ、山形県在住。そ
れのになぜ広島が舞台？――実は映画『仁義な
き戦い』の大ファンでDVDを全巻揃えたほど。
実際に広島を訪れ、原爆投下から復興した街の
熱量や、方言がもつパワーを肌で感じたという。
『孤狼の血』執筆にあたってはマツダスタジア
ムで野球を観戦し生の広島弁をリサーチした。
趣味はネコと温泉、食べること。

『孤狼の血』は平成27
（2015）年に出版され第
69回日本推理作家協会
賞を受賞。続編『凶犬の
眼』は今春発売。（ともに
株式会社KADOKAWA）
柚月裕子さんのサイン入り
『凶犬の眼』プレゼント！
ウラ表紙をご覧ください。
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【連絡先】
広島大学75年史編纂室（担当：石田）
〒739-8524　広島県東広島市鏡山１-１-１　広島大学文書館内　
電話　082-424-5120　FAX　082-424-6049
E-mail　nenshi75@hiroshima-u.ac.jp

支出総額

40.9％

13.5％

24.7％

20.9％

33,631,671円

管理運営経費
7,019,499 円

会員等への
情報サービス経費
8,313,562 円

在学生等への支援経費
13,748,245 円

ホームカミングデー等の
経費
 4,550,365 円

教育研究活動支援
5,861,660 円

課外活動支援
6,543,173 円

その他支援　
22,000 円

就職活動支援
1,321,412 円

　5月の大型連休中に開催される「ひろしまフラワーフェスティバル」
は3日間で150万人以上が訪れるビッグイベント。広島大学校友会
はここにブースを出展し、校友会学生チームがホームカミングデーを
PRしました。

卒業生が手をつないでキャンパスを取り
囲もうという「手つなぎ写真」。ご協力
ありがとうございました。写真はホーム
カミングデーで掲載させていただきます。

広島大学×カープのコラボグッズは大人
気。1日だけの限定販売に、	“レアなカー
プグッズ”を求めてわざわざ訪れるカー
プファンも。

校友会員用Webサービスを
ご活用ください。

　広島大学校友会の会員が、
パソコンやスマートフォンを通じ
て24時間、365日、どこからで

も情報の登録・変更・会員検索ができるサービスです。正会員の方は、
同期会など会員同士の連絡にもご利用いただけます。
※校友会正会員…広島大学の在学生・同窓生・教職員・元教職員で校友会に
	 終身会費（￥20,000）を納付された方

校友会Webサービスを利用するには
申請手続を行ってください。
▶ https://www.hiroshima-u.ac.jp/koyukai/

touroku/web

●平成29年度収支状況（平成30年4月1日現在）
　●収入 33,105,535円
　●支出 33,631,671円

　※平成29年度末残高　50,396,424円

●入会状況（平成30年5月25日現在）

個人会員　20,959名
（在学生7,230名、卒業生12,744名、教職員985名（離職者含む））

団体会員　99団体
（同窓会23団体、後援会10団体、登録団体66団体）

校 友 会 レ ポ ー ト

　2年生の1月から卒業まで千田町の工学寮で暮らしました。写
真は年に一度の工学寮祭の時のものです。ギター伴奏の「アリ
オンコール」という合唱団を編成し出演しました。近くの官舎に
お住まいだった佐藤静一教授には毎年ご臨席いただきました。
他の出演は落語、フラダンス等がありました。

▶工学寮は昭和55年に廃止されました。

『広島大学75年史』NOW!❶
お手持ちの

写真・資料をご提供ください。

  思い出は歴史になる。

決算報告

広大でつながろう
「2018ひろしまフラワーフェスティバル」で
ホームカミングデーをPR

工学寮祭の思い出（昭和34年頃）

川口英雄さん　提供
（昭和35年工学部醗酵工学科卒業）
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広 大 ネ ット ワ ー ク
広島大学・千田塾　2018.5.9

第9回交流会開催　「在学生の就職支援強化」に賛同

広島大学体育会同窓会　2018.3.24

隔年開催から毎年開催へ

　広島大学・千田塾の第9回交流会が開催されました。広島大学・
千田塾はビジネスというキーワードで同窓生をつなぐ組織。年2回の
交流会を開催しており、今回も、広島経済界の重鎮から新社会人ま
で多彩な参加者でにぎわいました。
　設立時から「広島大学の在学生・同窓生の就職支援」を目的の一
つに掲げている千田塾ですが、いよいよ会員企業のネットワークを在
学生の就職活動に活かすための施策をスタート。山坂哲郎会長が
交流会でスピーチしました。
　今年の第12回ホームカミングデーにも広島大学・千田塾は出展す
る予定です。

　広島大学体育会同窓会の総会＆懇親会は、昨年に続いて今年も
3月に開催され、200人を上回る卒業生、在学生などが集まりました。
会では、今年10月に開催される『2018ハンザクラスワールド＆イン
ターナショナルチャンピオンシップ広島大会』が紹介され、また、約
10年間休部状態だった応援団を復活させた吉田健祐さんなど13人
の皇
すめらぎ

賞表彰式が行われました。

障がい者が中心の世界ヨット大会
2018ハンザクラスワールド＆インターナショナル
チャンピオンシップ広島大会
　世界約20カ国、約200人の障がい者セーラー選手と約300人のボランティ
アが参加するヨットの国際大会。アジアで初めて、広島で開催されます。実行
委員長は広島大学体育会同窓会の山根恒弘会長。広島大学も後援しています。

●10月12日㈮〜18日㈭　●会場：広島市観音マリーナ

在学生とOB、OGとのマッチング
広島大学・千田塾は「在学生の就職支援」
　広島大学卒業生を中心とする会員には、地元広島の有力企業だけ
でなく、全国に拠点展開する大手企業社員も多く名を連ねています。こ
うした先輩と直接コミュニケーションできる機会を、千田塾が提供して
いこうという取り組みで、2月にはOB、OG約30人がアドバイザーとし
て参加する業界研究セミナーを東千田キャンパスで開催。第9回交流
会にも就活中の在学生を招待しました。
　広島大学・千田塾の「在学生の就職支援活動」は大学のグローバル
キャリアデザインセンターを通して行っています。

今回の交流会には就活中の在学生3人も参加。
それぞれ希望する業界の先輩たちと交流した。

校友会学生チームの住平
リーダーは11月３日の第12
回広島大学ホームカミン
グデーをPR。

交流会に先立ち、広島大学大学院理学研究科の山本卓教授によるセミナー「ゲノ
ム編集とはどんな技術なのか」を開催。国泰寺高校科学部の1年生19名を招待。

情報科学部スタート

総合科学部に国際共創学科

ビッグデータと頭脳で世界を創る

—留学生と共にグローバルな環境で学ぶ—
境界を超える。
世界を翔ける。

広島大学に
新学部、新学科 誕生しました。

平成30年
4月

情 報 科 学 部 ●	情報科学科	 ■データサイエンスコース
	 	 ■インフォマティクスコース

広　島

広　島

【広島大学・千田塾についての問合せ先】
広島大学・千田塾事務局
TEL	050-3634-0777	 FAX	050-3737-6958
メール info@sendajuku.net

【広島大学体育会同窓会についての問合せ先】
TEL/FAX　082-246-1859
メールdousou@hiroshima-u.ac.jp
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工学同窓会×東海地区広大会　2018.6.22

広島大学・千田塾と懇親会
ジャカルタ広大同窓会　2018.5.19

異国でも広大ネットワーク拡大を

広島大学東京オフィス　2018.7.14

恒例の「ハジメの一歩」を開催

　首都圏で働きはじめた卒業生の
ために広島大学東京オフィスが企
画した「東京広大会 ハジメの一歩」
も3回目。今回は「20代をどう生
きるか」と題して開催し、20代を
中心に約30人が参加しました。共
催は、広島大学関東ネットワーク。

　愛知県在住の広島大学卒業生14人と広島大学・千田塾の有志14
人が名古屋市内で懇親会を開きました。広島大学・千田塾の「村上
農園山梨北杜生産センター見学ツアー」を機に集まったものです。
　愛知県は首都圏、近畿圏に次ぐ有力企業の集積地。ここで働く広
島大学卒業生は多いはずですが、“オール広大”のネットワークは見当
たりません。この日集まったのは、工学同窓会などの卒業生と、卒業5年

以下のプライベート同窓会
「東海地区広大会」が中心。
「これを機に名古屋でも、
学部や年齢を超えた集まり、
千田塾中部支部を」という
気運が参加者の間で盛り上
がりました。

　「ジャカルタに広大同窓会がある」という話を聞き、幹事の村上雄
亮さん（工学部・平成26年卒）にメールで話を聞きました。
　「私がジャカルタに赴任した平成28年にはもう同窓会がありました。
法学部卒業生の村川さんが設立されたそうです。メンバーは20人足
らずで、皆さん忙しいのですが、3カ月に1回をメドに都合のつく人が
集まって飲みながら現状報告をしています。学部も世代もバラバラで
すが、異国の地で“広大卒”が集うのは、不思議な感覚でおもしろい
ですよ」
　村上さんは既に帰任し、後は三
島紀幸さん（法学部・平成17年卒）
が引き継ぐことになりました。イン
ドネシアに進出している日本企業
は1,500社以上（JETRO資料）。
広大卒業生の皆さん、これから赴任する方、ぜひ、ご連絡を！

【問合せ先】
広島大学東京オフィス
〒108-0023　東京都港区芝浦3-3-6
キャンパス・イノベーションセンター（CIC）	409号室
TEL	03-5440-9065
メール	liaison-office@office.hiroshima-u.ac.jp

保護者向け
「広島大学地域懇談会」の開催
本年度、新たな取組みとして、学部1年次生及び2年次生の保
護者・ご家族の皆様を対象に保護者向け「広島大学地域懇談
会」を開催します。これは、学生が充実した大学生活を過ごせ
るよう、保護者・ご家族に広島大学の教育の取組みや学生生活、
留学、就職・キャリア支援などを紹介し、広島大学の就学・キャ
リア支援等についてご理解いただくことを目的としています。
開催日時・開催場所は以下のとおりです。

神戸会場	 日時：	平成30年10月20日㈯　13：00〜15：55
	 場所：	三宮研修センター　505会議室
	 	 兵庫県神戸市中央区八幡通4丁目2番12号
	 	 カサベラFRⅡビル
広島会場	 日時：	平成30年11月3日　　　11：30〜15：55
	 場所：	広島大学東広島キャンパス
	 	 サタケメモリアルホールほか
	 	 広島県東広島市鏡山1丁目2番2号
福岡会場	 日時：	平成30年12月16日㈰　13：00〜15：55
	 場所：	アクロス福岡　4F国際会議場ほか
	 	 福岡県福岡市中央区天神1丁目1番1号
松山会場	 日時：	平成30年12月22日㈯　13：00〜15：55
	 場所：	松山市総合コミュニティーセンター
	 	 3F大会議室
	 	 愛媛県松山市湊町7丁目5番地

保護者向け「広島大学地域懇談会」専用WEBサイト
URL：https://www.hiroshima-u.ac.jp/nyugaku/

chiikikondankai

ネット時代のオピニオンリーダーとして
知られる法政大学社会学部メディア
社会学科准教授・藤代裕之さん（平
成8年文学部卒）による講演「20代
をどう生きるか」

3人のセンパイに若者が斬り込んだ
「センパイ×ワカモノ対談」
センパイは藤代さんと鎌田望さん（元
伊藤忠商事㈱・昭和49年政経学部
卒）、御厨直樹さん（㈱日本経済新聞
社・平成15年国際協力研究科修了）
ワカモノ代表は松井駿さん（独立行政
法人国際協力機構・平成29年国際
協力研究科修了）、胤森麻結さん（東
日本電信電話㈱・平成28年文学部
卒）、鍔木智代さん（国立大学法人広
島大学）

東　京

名古屋 インドネシア

【東海地区広大会・千田塾中部支部結成についての問合せ先】
本田　秀一（平成22年文学部卒）
TEL	080-1116-3580
メール shuichi.yamamoto13@gmail.com

【ジャカルタ広大同窓会の問合せ先】
三島 紀幸	 TEL	+62-811-885-5276
	 メール noriyuki0615@live.jp
村上 雄亮	 TEL	080-8737-3346
	 メール yu.murakami@shimz.co.jp（東京勤務）
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広島大学校友会だより vol.24
平成30年9月10日発行
（年2回発行予定）

　応援、ありがとうございました。来年は、
中田投手、國政捕手など活躍の原動力と
なってきた選手が卒業し、3年生中心の新
チームになります。広島大学は設備も練習
も選手獲得も私大のようにはできないので、
その分、工夫が必要です。個々が自主練
習するのはもちろんですが、練習のヒント
になるような情報を見つけたらみんなで共
有してやってみる。ビデオを何度も観て技
術や戦術を分析し、情報として共有する。
自分たちにできることを積み重ねてここま
でやってきました。今年、全国のレベルの
高さを思い知らされましたが、甲子園に出
場した1年生もいるので、竹内新キャプテン
のもと、これまで以上に工夫して、全国大
会出場、そして勝利を目指したい。これか
らも応援をお願いします。

右の二次元コードでサイトにアクセスしてア
ンケートにお答えください。
締切：平成30年10月31日㈬
抽選で3名様に、柚月裕子さんのサイン入り
『凶犬の眼』をプレゼントいたします。

■発表は発送をもって
かえさせていただき
ます。

広島大学硬式野球部　35年ぶり、3回目
第67回全日本大学野球選手権大会に
出場しました。

国立大学として唯一、全国大会出場
　全日本大学野球選手権大会は、東京六大学な
ど全国27のリーグ戦を勝ち抜いたチームが集まる、
まさに大学野球の最高峰。広島大学は広島六大学
リーグの優勝校として35年ぶり3回目の出場を果た
しました。国立大学が全日本に進むことは珍しく、
今回、広島大学は「唯一の国立大学」として各種メディ
アでも取りあげられました。

関東の同窓生たちも燃えた
　この快挙に、盛り上がったのは関東地区の同窓
生たち。広島大学関東ネットワーク、広島大学東京
オフィスを中心にネットを通じて励ましの寄せ書きを
集め、「神宮球場で応援を！」とメンバーを募って応
援チームを結成。越智学長、前広島東洋カープ監
督の野村謙二郎さんや在学生の応援団と一緒に一
塁側スタンドで大学歌を歌い、大声で応援しました。

勝ち星を神宮に預けてきた
　結果は、優勝した東北福祉大学と1回戦で対戦し
3対8で敗退。67回の大会の中で勝ち星を挙げた国
立大学はわずか5大学だけという私大優位のなかで、
広島大学の勝ち星はお預けとなりました。四たび広
島六大学リーグを勝ち抜き、神宮球場で“預けた勝
ち星”を手にする日が早く来るよう、広島大学硬式
野球部に声援を送り続けましょう。

柚月裕子さんサイン入り『凶犬の眼』プレゼント 抽選で3名様に

情報を活かして個の力を磨く
広島大学硬式野球部はこんなチーム
主務　宮本遼さん（文学部2年生）


