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探査機「はやぶさ 2 」
、小惑星リュウグウへのタッチダウンに成功！
小惑星サンプルリターン「はやぶさ 2 」は、地球上の生命と海の起源を解明することを目的として、
有機物と水が豊富な炭素質小惑星の試料を採取し、地球に持ち帰り詳細な化学分析を行う宇宙探査計
画である。ターゲットは、地球近傍小惑星リュウグウ。探査機「はやぶさ 2 」は2014年12月 3 日に打
ち上げられ、およそ 3 年 6 ヶ月間の深宇宙航行の後、昨年2018年 6 月27日に小惑星リュウグウから20
km の位置に到着した。
到着後間もなく、探査機に搭載されている光学航法カメラ、中間赤外カメラ、近赤外分光計、レー
ダー高度計を用いて、 3 つの異なる高度（20 km, 6 km, 5 km）でのリモートセンシング観測が行わ
れた。小惑星リュウグウは、赤道部が膨らんだ「トップシェイプ」と呼ばれるコマ形で（写真 1 ）
、
自転周期が7.6時間と短く、平均半径は450 m。また、アルベドが非常に低いことが判明した。小惑星
表面には多数の岩塊（ボルダー）やクレーターが分布し、密度は1.2 g/cm3 と低いことから、リュウ
グウはラブルパイル小天体、つまり母天体が破壊
された後に生じた破片が再集積した天体である可
能性が推測されている。ちなみに、NASA の探査
機「オシリス・レックス」が昨年12月に到着した
小惑星ベンヌもトップシェイプ形で、外見はリュ
ウグウと非常に似ていることが報告されている。
「はやぶさ 2 」での筆者の本務は帰還試料分析で
あるが、昨夏には観測で得られたデータを解釈し、
試料を採取するための着陸（タッチダウン）地点
を選定する役割を務めた。着陸地点には、探査機
が安全に着陸できる地域でありかつ科学的に価値
の高い地域を選ぶ必要がある。まず観測画像から
作成された形状モデルを用い、傾斜、平坦部、ボ
ルダー高さ、表面温度の分布に基づき安全性が評
価され、 7 つの着陸可能地点が絞りこまれた。続
いて観測画像と反射スペクトルに基づき、地形学
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写真 1 ：高度 6  km から撮影された小惑星リュウグウ。（画像ク
レジット :JAXA、東京大、高知大、立教大、名古屋大、
千葉工業大、明治大、会津大、産総研）

的特徴、粒径分布、含水鉱物分布、アルベド分布、宇宙風化度などの評価が地域別に行われた。これ
らを総合評価し、100 m 四方の L08地域（写真 2 a）が着陸候補地点として選定された。
その後、10月に第 1 回目の試料採取が行われる予定であった。しかし、 9 月の着陸リハーサルにお
ける低高度観測の際、L08地域には50 cm 以上のボルダーが多数存在することが判明した。そこで、
10月には L08地域の中でもより平坦な直
径20 m の円形領域（L08-B）付近にター
ゲットマーカーを投下し、着陸は2019年
の年明けに延期された。その間、
観測チー
ムはボルダー分布のさらなる精査を継続
し、 最 終 的 に 直 径 わ ず か 6 m 程 度 の
L08-E 1 領域を着陸地点として決定した
（写真 2 b）。探査機の航法誘導精度は±
50 m であったところを、着陸精度を上
げるために、ターゲットマーカーに対し
て指定した相対位置に着陸する“ピンポ
イントタッチダウン”運用が工学チーム
により実施され、今年 2 月22日、第 1 回

写真 2 ：(a) 高度 6  km から撮影された小惑星リュウグウと着陸候補地 L08
（Credit:JAXA、東京大学、高知大学、立教大学、名古屋大学、千
葉工業大学、明治大学、会津大学、産業技術総合研究所）、(b) 高度
３ km から撮影された L08-B 領域、ターゲット・マーカー（TM）
の位置、および着陸候補地L08-E1( 画像クレジット :JAXA)

目のタッチダウンは大成功をおさめた。
小型モニタカメラにより撮影された画像には、タッ
チダウンの瞬間から探査機上昇時にかけて多量の破
片が放出されている様子が記録されている。
また、昨年 9 月と10月には、JAXA が開発した小
型ローバ MINERVA-II-1 と、ドイツとフランスが
開発した小型着陸機 MASCOT が、それぞれ探査機
から分離され、リュウグウ表面での高解像度観測に
成功した。昨年10月、ブレーメンで開催された国際
宇宙会議に筆者も出席した際、ドイツ航空宇宙セン
ターのイベントでは MASCOT のリュウグウ着陸祝
福と「はやぶさ 2 」応援のムード一色に包まれた（写
真 3 a）
。また、テネシーで開催された米国天文学会
の惑星科学部会では、「はやぶさ 2 」のために基調
講演、記者会見、特別セッションが設けられ、筆者
も連日にわたり講演させて頂いた（写真 3 b）
。宇宙
探査における国際協力の重要性を改めて実感した。
この 4 月には、探査機から衝突装置を投下するこ
とによってリュウグウ表面に人工クレーターを作
り、内部の観測が行われる。すべて計画通りに進め
ば、小惑星リュウグウ試料は2020年12月に地上へ帰
還する予定である。
（地球惑星システム学専攻・教授

薮田ひかる）
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写真 ３ ：(a) 第69回国際宇宙会議（ブレーメン）の展示ホール
に展示されていた「はやぶさ 2 」探査機模型。(b) 第
50回米国天文学会・惑星科学部会（テネシー）での記
者会見にて、「はやぶさ 2 」着陸地点選定結果につい
て説明する筆者（いちばん右の登壇者）。

か。大きな期待をして、皆様へのお祝いの言葉にした
いと思います。

新入生の皆さんへ
新しい科学の扉を拓く研究者に
理学研究科長・学部長

安

倍

学

新しく木花の芽吹くこの時期に、
理学部・理学研究科へ入学・進学さ
れた皆さんへ、理学部・理学研究科
を代表しまして、心からお祝いを申
し上げます。今のフレッシュで熱い
気持ちを大切にして、若い大事な
時間を一生懸命学ぶことに使って、ジャッジが出来
る社会から必要とされる新しい科学を生む科学研究
者になっていただきたいと思います。そのためには
どうすれば良いか。以下のことが一つの道標になれ
ば幸いです。
科学を楽しみ愛する我々の役割は何か。これは間違
いなく、新たな科学現象を観測し、正しく理解し、そ
してジャッジしてテクノロジーへと展開する新たな科
学の発見とそれを次の世代に引き継ぐことでしょう。
新たな科学を生み出すためにはどうしたら良いか。単
語、漢字、などのパーツを学んで理解して初めて文章
を書くことが出来るように、基礎知識の修得は欠かせ
ません。覚えるのではなく理解することが大事です。
学部生の目標は、大学院での真の研究活動に備える
ための基礎知識の修得にあり、大学院での目標は独
自の発想に基づく個性ある研究活動に邁進すること
にあります。真の研究とは他人と競争する比較研究
ではなく、100年後も揺るぎない科学現象を発見し理
解してテクノロジーへと展開することです。
現代科学がスタートして約100年が過ぎました。ま
ず、この100年間に自然現象を理解し応用するために
科学を愛した先輩たちが残した軌跡をたどり、それら
を理解することから始める必要があるでしょう。この
軌跡は現在では教科書・専門書としてまとめられ、
100年もの間積み重ねられてきた科学を皆さんが学び
修得する際の大きな力になるでしょう（皆さんの研究
成果も、将来は、後輩たちが学ぶための教科書の一部
になることでしょう）
。当然のことながら、巨人と呼
ばれた先輩科学者が見出してきた内容を一朝一夕に理
解することは難しいでしょう。自然への感受性を大事
にした純粋に科学を愛する心と難しいことにタックル
して修得するひたむきな努力が必要になります。新年
号が始まるこの記念すべき年に、今ここにおられる皆
さんは全員チャレンジして新しい科学の扉を拓く素養
を持っておられ、広島大学には、熱い皆さんをお引き
受けする研究環境が整っています。是非、この広島か
ら発信できる新たな科学を実践しようじゃないです
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数学を思う存分
数学科長

若

新入生の皆さんへ
木

宏

文

数学専攻長

新入生のみなさん、ご入学おめで
とうございます。
広島大学の数学科、
数学専攻を選んでいただいたこと、
嬉しく思います。皆さんは何故数学

井

上

昭

彦

広島大学数学科・数学専攻の新入
生の皆さん、御入学おめでとうござ
います。皆さんが数学を選ばれた理
由は何でしょうか？ 数学が好きだ

科を選びましたか？高校で数学が好
きだったからもっと学んでみたい、
中学校や高等学校の先生になりたくて、得意な数学を
選んだ、
など、
それぞれの理由があることと思います。
将来、こんな職業に就きたいから数学を学ぼう、とい
うふうに考えた人はいるでしょうか。数学の教師や大
学教授、研究所などはともかく、企業に就職を考えて
いて、数学を学ぼうと思った人はいるでしょうか？リ
クルートで大学に来られる企業の人事担当の方のお話

から・得意だから、といった漠然と
したものから、数学の教員・研究者
になりたい、などのより具体的なものまで、きっと様々
でしょう。私自身が数学をやっていて良かった思う瞬
間は、長年、ある問題に苦しんだ後、突然、視界が開
けてその問題の解決の見通しが立った時です。この感
動 は 本 当 に 言 葉 に 表 せ な い も の で す が、 最 近、
YouTube で、EnChroma という色覚補正メガネによ
り生まれて初めて色を見た人々の感動の瞬間の様子を

を聞くと、数学科や大学院数学専攻の学生に期待する
のは数学の知識ではなくて、論理的に考える能力を挙
げる方が多いです。数学は、問題を抽象化して本質を
捉える学問ですから、数字や図形、関数、集合といっ
た数学の教科書に出てくるような問題に限らず、社会

見ていて、すごくよく似ているなと感じました。
理由はどうあれ、この道を選ばれた以上は、数学が
皆さんのこれからの人生を多かれ少なかれ支える土台
となるわけです。しかし、そもそも「でも数学は役に
立たないから」と根本的な誤解をされている学生さん

における様々な問題の解決に役立つものであり、企業
の方もそれを期待しています。IoT という言葉がメ
ディアを賑わし、ビジネスに取り入れられているよう

が多いように思います。現実には、近年の技術革新の
方向性の大きな特徴は、高度な数理技術が企業あるい
は国さえの浮沈を左右する、というものです。

ですが、インターネットに繋がった様々な情報を分析
し、活かしてゆくためには数学的・論理的な能力が必
要であり、広島大学の数学科や数学専攻の卒業生の社
会での活躍の場が増えて行くのではないかと思いま

Google で「The Best Jobs of 2018」と検索してみ
ると、CareerCast という会社が毎年更新しているア
メリカの「良い」職種ランキングの2018年版が見つか
ります。この「良い」の定義は、将来性、ストレスの

す。大学院数学専攻に入学された皆さんは何故進学を
選びましたか、という質問の答えは大学院入試の面接
で回答を聞いているので尋ねるまでもありませんが、
数学科に入学された皆さんに紹介すると、広島大学大
学院数学専攻では、より深く数学を学んだ上で数学教
師になりたいという人が多いです。アクチュアリーな
どの資格をとって、保険や金融関係の企業に役立てた
いという人もいます。単に数学が面白いからもっと学
んでみたいという人ももちろんいて、もっと面白く
なって博士課程後期に進学する人もいます。私は何故
数学科を選び、数学専攻に進学したでしょうか？答え

少なさ等、様々な面からの評価によるもののようです。
これによると、 2 位：数学者、 3 位：大学教授、 5 位：
統計家、 7 位：データ・サイエンティスト、 8 位：情
報セキュリティ・アナリスト、 9 位：オペレーション
ズ・リサーチ・アナリスト、10位：保険数理人、等々
数学に関係の深い職種が上位に並んでいることが分か
ります。尚、 2 位の数学者は、日本でいう狭い意味で
はなく、例えば企業で人工知能を研究している人等を
含むようです。このランキングからも、近年の数理技
術の重要性、およびそれを身に着けた人材の優位性が
見て取れます。

は、ただ、数学が好きだったからです。大学は社会に
出るための準備をする場でありますが、社会人として
の生活や立場にとらわれず、自由に好きな事が学べる
最後の場でもあります。数学が好きな人はそのまま、
そうでもない人も数学を好きになって、ぜひ、数学を
楽しんでもらえればと思います。

新興国の技術発展が著しいなか、また日本において
少子高齢化が進むなか、日本はより知的集約産業へ軸
足を移していかなければならない状況にあるといえま
す。その結果、それらの産業の基礎である数理技術の
高度化とそれを支える人材の重要性は、ますます高
まっていくことでしょう。広島大学の数学教室におい
て、数学という高度に技術的な学問をしっかり身につ
け、将来、立派な社会人として羽ばたいて行かれるこ
とを祈っています。
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ようこそ、物理学の世界へ
物理学科長

鬼

丸

新入生のみなさんへ
孝

博

物理科学専攻長

新入生の皆さん、ご入学おめでと
うございます。いよいよ大学での生
活がはじまります。大きな希望を胸
に、そして少しの不安も抱えつつ、

森

吉

千佳子

入学、進学、おめでとうございま
す。広島大学にようこそ。
みなさんはどんな気持ちで新しい
生活をスタートしたでしょうか。ち

入学の日を迎えられたことと思いま
す。大学での生活は、高校までのそ
れとはまったく異なります。日々の生活のことはもち
ろん、大学での講義や課外活動などの多くのことに対
して、自分自身で責任を持って行動しなければなりま
せん。最初は戸惑うことも多いと思いますが、できる
だけ早く、自分に合った大学生活のスタイルを築いて
ください。そして、何かに迷った時には、すぐに友達
や先輩、あるいは教職員、チューターに相談してみて

なみに「生活」とは「生きて活動す
ること」。大学生になると特に、生
きる基本の食生活がおろそかになりがちです。毎日食
べて動いて寝る。この三点にはぜひ気をつけて大学生
活を楽しんでください。
・・・という基本を踏まえた上で、大学入学も大学
院進学も、どれもゴールではなく新しくスタートを切
るということですね。就職するときも就職してからも、
そんなタイミングは何度もあります。人生の決断をす

ください。すぐには答えを得られないかもしれません
が、一つ歩を進めることで、何かの糸口が見つかるは
ずです。
さて、物理学科に入学して何をやりますか？まずは
迷わず、物理学を学ぶことでしょう。物理学は積み上

るときに自分の何を拠り所にするか。そんなとき、そ
れまでのどんな挫折も経験も決して無駄ではありませ
ん。大学教員をしながらも日々そんなことを感じてい
ます。みなさんよりちょっとだけ知識や経験があるだ
けで、大差ないです。学生時代に身につけたことは間

げ式の学問と言われます。物理学科の物理学プログラ
ムでは、「力学」や「電磁気学」などの古典物理学か
らはじまり、「量子力学」や「統計力学」
、
「相対論」

違いなく自分の基盤を作ってくれていて、自分の決断
を助けてくれます。でも、古くなってしまう知識もあ
るし、先入観を持ちすぎるのも目を曇らせてしまうか

などの現代物理学へと順々に積み進めていくように、
カリキュラムが組まれています。主要科目の内容を理
解するうえで必要な物理のための数学は、それぞれの
時期に合わせて
「物理数学 A-D」
として開講されます。

ら、どんどんフレッシュな知識や経験を積み重ねてい
かなければ、と折に触れ思わされます。自分の知らな
いことはこの世に存在しないこと、なんて思う人では
ありたくないな、というわけで、日々勉強です。自分

またセメスターごとに少人数での演習科目も開講され
ますので、プログラムに沿って学習することで、物理
学の基礎的な学力を身に付けることができます。
繰り返しになりますが、物理学は積み上げ式の学問
です。そうすると、最初の積み上げ始める部分、つま
り 1 年次の学習がもっとも重要です。入学直後でフワ
フワした気持ちがあるかもしれませんが、第 1 週目の
講義の最初の瞬間からギアを入れて、本気で取りか
かってみてください。そうして一日一日を大切に過ご
すことで、数年後には見違えるような力を身に付けて
いることでしょう。

も周りも社会もいつも変化していて、同じだったこと
はないのですから。最近、学生に影響されて、AI や
科学計算に強いとされている「Python」というプロ
グラミング言語をようやく使い始めました。新しいこ
とに挑戦するのは楽しいです。みなさんといっしょに
楽しみながら勉学や研究を進めていけたらといつも
願っています。
大学に入学したみなさん、大学で勉強する学問は高
校までの学習と全く違っていて面食らうかもしれませ
ん。でも、へこたれないでやってみてください。理学
や物理学の体系の面白さを少しでも感じてもらえたら

3 年次までに基礎的な物理学を習得した後には、 4
年次の卒業研究が待っています。そこでは、最先端の
物理学の研究テーマに取り組むことができます。物理
学が扱う範囲は広いですが、広島大学の物理学科には
各分野の先鋭的な研究グループが揃っています。ぜひ
最先端の研究に身を投じてみてください。きっと、こ

と思います。大学院に進学したみなさん、研究が本格
化していく時期と思います。大学院でしか経験できな
い研究生活を満喫してください。それから、よく遊ん
でください。気持ちにも栄養剤を与えることが大事で
す。部活動もアルバイトもしてみてください。大学と
は異なる環境に身を置くのもいいものです。みなさん

れまで見たこともなかったような世界を感じることが
できるはずです。さぁ、魅力に満ちた物理学の世界へ
踏み出しましょう。

がご自身の変化を楽しみながら充実した大学生活を過
ごしていけるよう祈念しています。
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評価に振り回されず努力を継続しよう

新入生の皆さんへ
化学科長

井

上

克

也

化学専攻長

勝

義

ですが、当時、大学院生に対してど
ういうイメージをもっていたでしょ
うか。大学を卒業したのち、さらに数年間大学に在籍
して研究を続ける姿は、高校生から見れば雲の上以上
の想像を超えた存在であり、その学問への情熱に畏怖
の念を抱いたのではないかと思います。今日は、みな
さん自身がその大学院生としてのスタートラインに
立った記念日です。
大学院進学の動機として、実験装置や計算機を扱う

んを歓迎します。
大学での化学の勉強は、これまでの高校での勉強と
はどう違うのでしょうか？ 高校までの受験を見据え
た勉強から、自分で科目を選んで授業を受ける能動的な
勉強に変わります。つまり主体的に勉強したいものを選
んで勉強することができます。ここで能動的とは、授業
を受けてその分野を教えてもらうだけではなく、その授
業をきっかけにして自分で勉強していくことです。科目
を厳選して、自分の将来のキャリアが有利になるように
良い成績を修める手もある一方、人生において大学にお
ける勉強は、最も自由に学べる時間と考えることもでき
ます。つまり学問する自由が名実ともに与えられた貴重
な時間と受け取ることができます。自分の人生を豊かに

スキルをレベルアップしたいという考えをよく耳にし
ます。しかし、実験装置や計算機を正確かつスピーディ
に扱えるスキルは研究の前提であって目標ではありま
せん。実験・計算というオペレーションにより取得し
たデータに秘められた自然からのメッセージを学術的
な視点から解読し、論理的な説明を与える行動がサイ
エンスですから、大学院生はオペレータではなくサイ
エンティストです。装置には操作マニュアルがありま

する自由な学問ができ、しかも学問すること自体を楽し
める貴重な機会が、大学での能動的な勉強です。
人を含む生き物には、欲求があります。知的階層の

すが、サイエンスにマニュアルはありません。試行錯
誤を続け、新しい現象・知見を発見・獲得しながら書
き上げる自分独自の“サイエンスマニュアル”は、学
術的活動だけでなく、みなさんの将来の生き方の指針

低い生き物にはない、知的階層の高いヒトには知的好
奇心を満たすという特別な欲求があります。つまり自
分が知らないものを“知る”こと自体がその欲求を満
たせるのです。高校までの勉強は、このように考える
と自分が知らないことを身に着けるという意味では、
知的好奇心という欲求を満たすもののはずです。しか
しながら楽しく勉強できていたでしょうか？おそらく
多くの人はそうではなかったと思います。つまりこれ

す。皆さんの中には、よりよく人生を送るために、そ
の呪縛から離れられず義務的に勉強する人もいるで
しょう。それではもったいないと思われます。自分か
ら勉強したくなる、あるいは進んで知りたいと思う、
そのように大学での生活で変わっていければいいです。
ちなみに知的好奇心を満たす欲求は、個人的なもの
もありますし、もっと大きな視点に立てば、人類とし
て知的好奇心を満たすことも同列です。理学部は人類
が知らないことを、研究を通して知っていくところに

﨑

大学院理学研究科化学専攻への入
学・進学おめでとうございます。博
士課程前期入学・進学者の大半は、
4 年ほど前には高校生であったわけ

広島大学理学部化学科へ入学、お
めでとうございます。新入生の皆さ
んは、大学でさらに化学を深く学び
たいと期待を胸に膨らませているこ
とと思います。化学科の教員は皆さ

までの勉強は、欲求を満たすものではなくなんとなく
しなければいけないような義務のように感じていたの
かもしれません。しかし本当の意味での勉強は、欲求
を満たすもののはずです。それが大学での勉強なので

山

になるはずです。
大学院生として原著論文を書こうと考えている人も
多いと思いますが、論文は研究成果を公表するために
書くものであって、論文を書くために研究をするわけ
ではありません。「評価の時代」と呼ばれる現代にお
いて、みなさんもさまざまな評価を受けることになり、
原著論文の発表数や掲載雑誌のインパクトファクター
を問われることがあるかもしれません。しかし、2016
年にノーベル生理学・医学賞を受賞した大隅良典さん
が「 視 野 の 狭 い 研 究 者 ほ ど 客 観 指 標 に 依 存 す る 」
（https://newswitch.jp/p/11497）と題した記事の中で、
「研究者にとってインパクトファクターの高い雑誌に
論文を掲載することが研究の目的になってしまえばそ
れはもう科学ではないだろう」と述べておられるよう
に、数値化された評価に振り回される近視眼的な生き
方ほど危ういものはありません。評価とは、他人のモ
ノサシ（価値観）で自分が測られることですが、その
モノサシの方向と自分が目指す方向が一致していると
は限りませんから、他人のモノサシで測られた結果に
一喜一憂せず、自分のモノサシで自分を正確に測って
絶対評価を下し、自身の信念にもとづいて設定した目

存在価値があります。それはやがて広く応用の可能性
が探られ、人類全体の幸福へとつながっていくことに
なります。したがって研究はミスや間違いが許されな
い厳しい世界でもあります。そのような世界で学問を
楽しんでください。
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標に向けて努力を続けてください。また、自らをレベ
ルアップするための努力を継続するために大事な基盤
は健康です。研究を遂行し新しい世界を切り拓くため
には少しの無理が必要な場面もあるかと思いますが、
自己管理を怠らず、心身共に健康な状態を維持しなが
ら学習と研究に邁進してください。

新入生の皆さんへ
生物科学科長

山

口

富美夫

生物科学科にようこそ。皆さん、
入学おめでとうございます。生物科
学科の教職員一同心から皆さんを歓
迎します。生物科学科はキャンパス
の理学部ビルの中に発生生物学研究
室、細胞生物学研究室、情報生理学
研究室、植物分類・生態学研究室、植物生理化学研究
室、植物分子細胞構築学研究室、分子遺伝学研究室、
分子形質発現学研究室、遺伝子化学研究室の 9 研究グ
ループがあります。また、理学部ビルの外には植物遺
伝子保管実験施設、両生類研究センターが、キャンパ
ス外の尾道市向島には向島臨海実験所、廿日市市宮島
には宮島自然植物実験所があり、これらすべてを合わ
せ生物科学科は15研究グループ、約40名の教員から構
成されています。皆さんはこれらの研究室や施設を
使って分子から群集までの様々なレベルで生物学を学
ぶことになります。学科内のすべての施設を活用する
つもりで、大学生活を有意義に過ごしてください。
入学して最初の 1 年間は教養教育科目を受講するこ
とになります。生物とは少し離れるかもしれませんが、
自然科学のほか社会科学を含めた幅広い知識に触れ、
総合大学に入学したことを実感することでしょう。 2
年次から専門の実験が始まり、 3 年次の後期から研究
室に配属され、 4 年次からはほぼ卒業研究のみの生活
になることでしょう。最後の 1 年間は自分の専門に集
中することになりますが、それまでは幅広く知識を吸
収し、実験や観察の経験を積んでください。多くの生
物学では飼育・培養された実験生物を材料としていま
すが、多様な生物が自然界でどのように生活し、繁殖
しているのか理解することは大切なことです。生物科
学科では選択必修科目として 3 つの野外実習を提供し
ています。その他、学内の団体が関係している野外観
察会も頻繁に開催されています。これらの機会を利用
して、是非野外で生物を観察し、将来の自分の研究の
アイデアを見つけてください。
高等学校での授業は、決められた時間割に従って進
められてきたことと思います。大学では、いくつかの
必修科目はありますが、学びたい科目を自分で選んで
自分の好みの時間割をつくり、勉強の仕方も自分で工
夫し実行します。大学に入ってやりたいことはたくさ
んあるとは思いますが、学問の面白さを是非見つけま
しょう。
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地球惑星システム学科・専攻にようこそ
地球惑星システム学科長・専攻長

井

上

徹

新入生の皆さん、地球惑星システ
ム学科・専攻への御入学・御進学お
めでとうございます。皆さんは将来
に向けて大きな夢を持たれているこ
とと思います。大学及び大学院はそ
の夢を実現させるための第一歩で
す。大いに充実した学生生活を送ってください。
皆さんが志望した本学科・専攻は、特に“地球”や
“惑星”好きの好奇心旺盛な連中が集まっているとこ
ろだと思います。大いに研究を楽しんでください。ま
た本学科は“地球惑星システム学科”と称しているよ
うに、
“地球”
“惑星”を一つのシステムとして捉え、
“地
球”
“惑星”
を総合的に理解することを目指しています。
対象は、地球・惑星の起源・形成及びその後の歴史、
それに伴う生命の起源とその進化、
地球の運動（地震・
火山現象）、環境問題など多岐に渡ります。これらを
網羅するためにはかなりの知識が必要です。本学科で
は各教員が専門の授業を開講していますので、授業に
は貪欲に参加してください。そして、皆さんが興味あ
る分野を見出し、探求して行ってください。研究する
上で基礎知識が大変重要です。最近はインターネット
で楽に知識・情報が得られますが、冊子体を持って勉
強することをお勧めします。知識の定着の仕方が絶対
に違います。また大事なことは自分の得意分野を伸ば
すことです。武器を持つことです。そして自分でよく
考えることです。そうすれば自ずと、論理性が研ぎ澄
まされていくことと思います。
昨今、少子化という言葉をよく聞きます。社会全体
にとっては歓迎されないことではありますが、皆さん
にとっては競争相手が少しでも少ないという意味では
幸運なこととも捉えられます。多くの選択肢が用意さ
れているわけです。そのなかで皆さんには将来の日本
ひいては世界を動かす存在となることが求められてい
ます。その自覚を持って、広島大学の学生として、頑
張っていってもらいたいと思います。
最後に大学ではよき友人を作ってください。大学生
活では人間関係の構築、人間力の育成も重要なテーマ
の 1 つです。よき友人は皆さんの現在そして未来を助
け、広げていく存在となることでしょう。皆さんの大
いなる飛躍を願っています。
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について学び、演習の授業で証明を中心とした問題を
解いていくのです。問題の性質が異なるので、今まで
の数学での楽しさは感じられにくいかもしれません。

先輩からのメッセージ
新入生のみなさんへ
数学科

倉

谷

真

したがって、今までのものとは違う新しい数学をする
という心構えで授業を受けるといいかもしれません。
また、大学での勉強は復習が非常に大事になります。
友人と議論しながらでも、一人で黙々とでもかまいま
せん。わからないところは教員や先輩に積極的に質問
しましょう。勉強をするうちに大学数学の楽しさが感
じられるようになるのではないでしょうか。
最後に、体調には気をつけつつ、大学生活を楽しん
でください。大学で得たものが、皆さんのかけがえの

衣

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
皆さんを数学科の新たな仲間として迎えることがで
きうれしく思います。長かった受験勉強を乗り切り、
ほっとしている方も多いのではないでしょうか。ま
た、これから始まる大学生活に期待とともに不安を
抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今までとは違う生活に戸惑うこともあるかと思いま
すが、これが少しでもそんな皆さんの手助けとなれ
ばと思います。
まず皆さんに伝えたいことは、大学生活では明確な
目標や目的を持って生活してほしいということです。

ないものとなることを願っています。

新入生の皆さんへ
濱

野

幹

矢

大学生は今までよりも自由な部分があります。それを
ただ喜んで怠惰に過ごせば 4 年間はあっという間に過

物理学科

ぎ去ってしまいます。自由には責任が伴うことを自覚
しつつ、自由であることを活用し、目標や目的を達成
すべく行動しましょう。自由を何に当てるかは人それ
ぞれです。勉学以外でもかまわないのです。例えば、
サークルに打ち込んだり、留学したり、ボランティア

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。皆
さん人それぞれ、様々な思いでこの広島大学に入学さ
れたと思います。専門の勉強を勤しもうと奮起してい
る人、バイトをしてお金をたくさん稼ごうとしている
人、サークル活動を楽しもうとしている人、何か資格
の勉強をしようと思っている人、他にも様々な目標を

活動をしたり、
バイトをしたり、
資格を取ったりです。
趣味を極めたり、新しいことに挑戦することで、大学
生活はより一層有意義なものになるのではないでしょ

持っている人もいるかもしれません。大学生は、これ
までの学生生活とは異なり、「自由に使える時間」が
大幅に増えます。だからこそ、この「自由に使える時
間」をどのように使うかが、とても大切なことだと思
います。

うか。
次に、大学での数学は今までのものと大きく違う点
があるということです。数学科に進学された皆さんは
高校で数学が得意だったり好きだったりしたのではな
いでしょうか。高校までの数学では、習った公式や定
義、定理を活用することで、計算を中心とした問題を
解いていくものだったと思います。しかし大学での数
学は定義や定理について考えます。講義で定義や定理

さて、あなたはどんな目標を持っていますか？まだ
目標を決めていない人はすぐに決めましょう！まずは
漠然とした目標でもいいと思います。一年生の時は将
来のことを考えている人は多くないと思います。私も
まだはっきりとした将来のビジョンは見えていませ
ん。でも、それはまだ自分には多くの選択肢があると
思っています。可能性は無限大です！自分の興味あるこ
と好きなこと、なんでもいいので全力で取り組んでみて
ください！きっと充実した生活が送れると思います。目
標があるかないかでは、これからの学生生活の充実度に
大きな差が出ると思います。私たち若者にとっての 4 年
間はとても大きなもので、これからの人生の方向性をあ
る程度決めると言っても過言ではないと思います。
勉強についてですが、これまでよりも難解な数学や
現象について学習することになります。最初は高校ま
でとのギャップに戸惑うこともあるかもしれません。
しかし、高校の時は暗記することしかできなかった、
理解することができなかった現象や法則が、大学で勉
強して構造的に理解することで感動を覚えることもあ

左が筆者
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ります。専門的な分野を学ぶことは簡単なことではあ
りませんが、専門的に学べるからこそ学問の真の面白
さが見えてくると思います。
最後に、
大学生活は様々なことを経験できる場です。
目標を持った上でいろいろなことに挑戦してみてくだ
さい。そして、これから始まる 4 年間の生活を充実さ

ます。そこでは所属学部に関係なく人が集まるので、
日常とは別のコミュニティーを持つことができます。
いろんな人に出会うことで、改めて自分と向き合える
きっかけになると思います。勉強を疎かにしてしまっ
たら本末転倒ですが、できる範囲で経験してみてはい
かがでしょうか。

せてください。皆さんのこれからのご健闘を心からお
祈りしています。

勉強についても少し書いてみます。高校の頃から口
酸っぱく言われてきていることと思いますが、わから
ないところは早めに解決した方がいいと心から思いま
す。最近ではターム制（学期の仕組みは把握しました
か。前・後期がそれぞれさらに前半後半に分かれてい
ることです）も取り入れられて、週に 2 回または 2 コ
マ連続授業の形をとっているはずです。そうした進行
スピードも早い中で理解不十分なまま過ごすと、本当
にあっという間に何の話かわからなくなります。化学
科の先生方は幸せなことに、質問にも親身になって答
えて下さいます。学ぶ上での環境は完璧ですから、怖
じけずどんどん質問すると良いかと思います。
最後になりますが、きっと今が人生で最も自由な時

帽子をかぶっているのが著者

ランキングの 1 位か 2 位です。大学生をめいっぱい楽
しんで過ごしてみてください。

東広島へようこそ
化学科

村

山

仁

愛

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。西
条に住み始めた人はこの町を気に入ってくれているで
しょうか。西条は、お好み焼き屋さんと、
（なぜか）
インドカレー屋さんが多いのでいろんなお店を訪問し
てみてください。
さて、この春は身の回りの環境が大きく変わります
ね。遠方から広島県にやってきた人は特にそうだと思
います。一人暮らしを始めた人は衣食住を整えること
から是非頑張ってみてほしいです。食事をおろそかに
すると、後から体を壊します。ですがここは実家と違
うので、たとえインフルエンザになっても一人でただ、
うーんとうなっていることになります。
（いい友達を持
つことも大事ですね）そうならないためにも普段から
ご飯はしっかり食べましょう。食堂のご飯も小鉢料理
などバランスが考えられていてお勧めです。そして、
部屋は掃除しましょう。ちなみに筆者は掃除が苦手で
す。部屋が汚いと、よどんだ空気が漂い始めます。つ
まりやる気の出ない部屋へと変身していきます。学生
としては自宅で勉強に集中できる環境があることは結
構大切ですから、
綺麗な部屋を維持してみてください。
実家生の皆さんはご両親に感謝しましょう。
自分の生活の基軸ができたら、今度はアルバイトや
サークル、ボランティアなど沢山経験してみてほしい
です。私は特にアルバイトをしてよかったと思ってい

神戸にて

右側が筆者

新入生の皆さんへ
生物科学科

酒

井

悠

佑

広島大学理学部に入学される新入生の皆さん、ご入
学おめでとうございます。受験勉強の焦燥感と緊張感
から解放された皆さんは、期待感と不安感が入り交り
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ながらも、高揚感と満足感で胸が高鳴っていることと
存じます。
生物科学科は、
他学科と比べて人数は少ないですが、
その分一体感があり、 1 つのクラスのような仲の良い
学科であると思っています。生物科学科の授業は、実
績ある諸先生方によるためになる講義や実験に、広大
周辺の広大な自然での生物採集、また日本全国、時に
は国外での実習など多岐に渡ります。野外実習の内容
は、山を歩き回ったり、海に入ったりと様々で、これ
らの実習自体の楽しさはもちろんですが、同じ生物科
学科の仲間と泊まりがけで行う実習では、さながら修
学旅行のようで、若かりし高校時代を思い出すことも
できるはずです。
大学には、同じ学科の同級生から、他学部の先輩や
後輩、先生方まで、実に多くの人が所属しています。
出会いのきっかけは、
授業やサークルなど様々ですが、
皆さんにはより多くの人と関わりを持ってもらいたい
と思います。当然のことですが、人にはそれぞれ価値
観があります。多くの人と関わることで、多様な価値
観を知ることができます。また、気の合う親友と呼べ
る存在の人、尊敬できる素晴らしい人、といった人と
出会うこともできるかもしれません。出会いは一期一
会といいます。皆さんが自分の人生を豊かにしてくれ

新入生のみなさんへ
地球惑星システム学科

中

村

綾

花

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
長かった受験勉強を乗り越え、いよいよ大学生活が始
まります。新しい環境の中、期待と不安でいっぱいに
なっているのではないでしょうか。そのような落ち着
かない生活も、この学科ならきっとすぐに慣れること
と思います。と言いますのも、少人数でアットホーム
な「ちくわ」（広島大学理学部地球惑星システム学科
の愛称）は、同級生はもちろんのこと先生や先輩との
距離が近いからです。すぐに仲良くなりいつでもなん
でも頼り合える、そんな「ちくわ」が私は大好きです！
そして「ちくわ」の一員となった新入生のみなさんと
も、お会いできる日を楽しみにしております。
さて、ここからは「ちくわ」の魅力を語ります。と
は言うものの、私は入学して早々「あれ、入る学科を
間違えたのかも」と実は思いました。そんな私が今で
は自ら興味を持って勉学に励んでおります。それほど
までに大きな魅力はなにかというと、身近で単純な疑
問をサイエンスとして取り組むことができる、という
ことです。言葉だけではぴんとこないと思いますが、
きっと講義を受けていくうちにわかってくることで
しょう。私たち人間や生命はどこから来たの？そして、

るような素敵な人と巡り会うことを期待しています。
また、高校と違って、大学では誰かに指導されること
が格段と少なくなります。やるべきこと、やるべきで
ないことを自分自身で考え、行動することが必要にな

地球はこれからどうなるの？など、誰しも一度は抱い
たことのある根本的な疑問を解決する手掛かりとなる
内容だということを、だんだんと実感できるようなっ
ていくことに気が付けば、みなさんも学びをより一層

ります。何も考えずに漠然と日々の生活を送っている
と、時間はあっという間に過ぎてしまい、気づけば 4
年が過ぎ卒業…ということにもなりかねません。部
活・サークルに勤しむ、友達と遊ぶ、恋愛をする…な
どなど、大学生でしかできないこと、大学生だからこ
そできることはたくさんあります。勉学に励むのはも
ちろんのことですが、様々なことに積極的に取り組む

楽しめることになるでしょう。
また、
「ちくわ」の授業は講義だけではありません。
野外調査（巡検）や 3 年生の進級論文（地質調査）で
は、講義内容を実際に自分の目で確かめて活かすこと
ができ、本当に貴重な経験になります。みんなで長い
時間を一緒に過ごすことができるということも楽しみ

ことで、その取り組んだことは、きっと人生にとって
かけがえのない宝物となることでしょう。
最後になりますが、皆さんの大学生活が充実感と達
成感、それに幸福感の詰まった、素晴らしいものとな
ることを祈っています。

野外での地質調査実習にて（一番右が筆者）

沖縄の実習にて（アロハシャツが筆者）
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の一つです。
「ちくわ」では、岩石から地球内部の構造、地震、
火山、
そして宇宙まで、
幅広い分野を扱っております。
どれも身近な分野なので、今まで興味のなかった分野
でも学習しやすく面白いと感じるようになるでしょ
う。とにかく最初は、何事にも前向きに取り組んでみ
てください！もちろん勉強だけではなく、大学生にし
かないたくさんの自由時間を精一杯楽しんで下さい！
「ちくわ」で過ごす 4 年間がみなさんにとって有意
義なものになりますよう心から願っております。

研究集会（後列左から 1 番目が筆者）

新大学院生のみなさまへ

新入生のみなさま、ご入学おめでとうございます。
晴れて大学院生になられたみなさまと、同じ広島大学
で学べることをうれしく思います。ここでは、新入生

本当に楽しいです。
最後に新入生のみなさまに大切にしてほしいことが
あります。それは同じ研究室の仲間、同期の友達と研
究や勉強を楽しんでほしいということです。大学院は、
同じ分野の勉強が好きな仲間と出会う機会がありま
す。お互いの研究について話したり、講義の学習を一

のみなさまに私からいくつか伝えたいことを書こうと
思います。
大学院の講義についてですが、修了のために必要な

緒にしたり、学生だけのゼミをしたりと大学院生だか
らできることもあると思います。そのような素敵な時
間を過ごすことのできる仲間も時間も大切にしてほし

単位数は学部卒業に必要な単位数の約 4 分の 1 となり
ます。これだけ聞くと講義が少ないと感じる方もいる
と思います。しかし、一つひとつの講義は学部生の講
義に比べるとより専門的になり、講義以外での勉強が
多く必要となります。私自身、講義の学習には、多く

いと思います。みなさまのこれからの大学院生活がよ
りよいものになることを願っています。

数学専攻

髙

口

裕大朗

ようこそ、広島大学へ！

の時間を要しました。その上で、各自の研究室で与え
られる課題や研究・それに伴い必要な学習をしなけれ
ばなりません。私の感想にはなりますが、思った以上
に時間はありません。またその多忙な生活の中で、卒
業後就職を考えている方は、就職活動のためにも時間
を使わなければなりません。
そこで、私がみなさんにお話ししたいことは一つで

物理科学専攻

す。それは、先のことを見据えてほしい、ということ
です。多くの人は目標を持って大学院に進学されたと
思いますが、中にはまだ持っていないという人もいる
かもしれません。上に記した通り、大学院生としての
生活は忙しく、何も考えずに過ごしていては 2 年間と
いう月日はあっという間に過ぎてしまうと思います。
まだ、これから研究することが決まっていないのであ
れば、早めに指導教員の先生と話し合うことをお勧め
します。自分の研究のゴールを見据えていれば、自分
のやるべきことが見えやすくなりますし、担当教員の
先生等の協力も得やすくなるように思います。また、
修士号を取ることが人生の終わりではありません。卒
業後にも人生は続きます。卒業後の進路先も含めて考
えて、優先順位を考えながら研究を楽しんでいただけ
たら良いと思います。ただ、大学院での研究も勉強も

安

藤

玖瑠実

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。受
験勉強から解放され、新たな地で始まるキャンパスラ
イフを想像して、期待に胸を膨らませているところで
はないでしょうか。
皆さんは自分の興味がある分野であったり、得意な
分野であったり、あるいは大学卒業後の進路を見据え
て学科を選択されたかと思います。私はというと、高
校時代に文理選択で理系を選択してから「とりあえず
大学進学」
「高校では物理が一番得意だった」という
安直な理由で、大学の勉強のことをよく知らないまま
物理科学科へ進学しました。大学の勉強は高校のもの
に比べてはるかに専門的で難しく、焦りを覚えること
もありましたが、いざ勉強してみると、それまで知ら
なかった物理学の面白さも見えてくるようになりまし
た。そして勉強しているうちに物性科学、化学物理と
いった、より深い分野に興味を持つようになり、大学
を卒業するころには、大学院進学を決意するまでにな
りました。新入生の皆さんには学科の勉強だけにとら
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われず、自分の得意な分野、興味のある分野を深く学
ぶ場、未知なる分野との出会いの場として、ぜひとも
この広島大学を利用してほしいと思っています。
また、
大学は勉強をするだけの場所ではありません。
大学では本当に色んな人がいます。新しい世界もたく
さんあります。そして、知りもしなかった自分に出会

とっての苦手なものはなんでしょうか。私は、たくさ
んありますが、勉強の面では物理と英語が苦手です。
私は、授業で強制的でしたが、物理を少しでもわかる
ようになったことは良かったことですし、英語を継続
してこなかったことは惜しいことだと思っています。
まだ、入学したところで早い話ですが、 4 年生になる

えます。大学生活での数々の刺激的な出会いは、どれ
も大切にしてほしいです。もしかしたら、大学時代が
人生の中で最も自由な時間が持てるときかもしれませ
ん。ぜひ、部活にサークル、趣味やアルバイトなど、
自分のやりたいことに積極的に挑戦してみてくださ
い。一生を変えうる、貴重な経験をする機会がたくさ
んあるはずです。私自身、とにかく色んな場所に出か
けました。中でも一番記憶に鮮明に残っているのは、

と研究室に配属され卒業研究を行います。英語の論文
を読まなければならないし、研究内容は様々な分野の
融合みたいなものです。苦手な分野でも、基礎的なこ
とができていないと、その研究において分からないと
こが分からないという現象や面白いと思う機会を損失
することになります。少なくとも 4 年生の 1 年間は研
究を行うのですから、楽しいと思いながらできるよう
に後回しにしたいことに時間を割いてみましょう。

一週間一人で屋久島に旅行に行ったことです（笑）そ
こで過酷ながらも素敵な経験をたくさんしました。
ぜひ、自分の殻を打ち破って、有意義な大学生活を
歩んでみてください！

きっと、苦手なことややりたくないことでも挑戦し継
続することは、自分の成長だけでなく未知の楽しさを
感じる機会が得られると思います。
ここまであまり楽しくなさそうな大学生活を堅苦し
く書いてきましたが、好きなことはもっと楽しいです
し、サークルやアルバイトはとても新鮮な経験ができ
ます。自由な時間を目一杯使って、勉強だけでなく遊
びの面でも充実した生活を送ってください。
最後になりましたが、新入生の皆さんの健康と実り
ある大学生活が送れることを願っています。

一番右が筆者

新入生の皆さんへ
化学専攻

藤

井

直

卒業式にて（筆者は左から ３ 番目）

香

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。新
たな生活への期待もあるなかで、初めてのことばかり

何もかも自分次第な大学生活

で不安を抱かれていることと思います。私は、親元を
離れての生活だったので不安の方が大きかったことを
覚えています。しかし、慣れてくるとその不安も薄れ
ていくものです。まずは、焦らず 4 年間の生活の基盤
を整えて、その上で様々なことに挑戦していただきた
いです。

地球惑星システム学専攻

松

岡

友

希

新入生の皆さん、広島大学への合格そしてご入学お
めでとうございます。月日の流れというのはとてつも
なく早いもので、気づいたら卒業、その頃にはあっと
いう間の大学生活だったと感じることでしょう。その

大学では新しいことに挑戦しようとよく言われます
が、苦手なことや後回しにしたいことを継続するのも
皆さんの大きな成長に繋がると思います。皆さんに

大学生活を有意義で楽しいものにできるかどうかは、
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みなさん次第です。
ただぼーっと待って過ごしているだけでは楽しめな
いのが大学生活だと私は思っています。それは学業だ
けでなく、
様々なことについて言えます。バイト、サー
クル活動、趣味……高校時代に比べて一気に自由度が
増す大学生活は、逆に言えば自分から動かなければ得
られるものは少ないです。今までやりたかったけどで
きなかったことをする、
新しい何かをはじめる、
昔やっ
ていたけれどやめてしまったことを再開する、等々思
い思いに過ごしてください。
全部についてお話することはできませんので、今回
は学業・研究にフォーカスを当てようと思います。大
学 1 年生のみなさんにとってはまだまだ先のことでは
ありますが、 4 年生になるといよいよ研究が始まりま
す。入学したばかりのタイミングでは、一体どんなこ
とができるのか、自分に何が向いているのか、一切想
像がつかない人がほとんどだと思います。ですが、専
門の授業を経てみんな何かしら自分がやりたいことと
いうものを探していきます。筆者はどうかというと、
もともと惑星に興味がありましたが、惑星を知るため
にはまず地球を…と思い広島大学に入学しました。で
すが結局惑星への想いが捨てきれず、
「火星の研究っ
てできますかね？」と今所属している研究室のドアを
叩きました。幸いなことに一蹴されることはなく、火
星の研究をしている今に至ります。もちろん研究室の
得意分野というものがありますのでなんでも良いとい
うわけではありませんが、方向性が合うのであれば自
分のやりたいことを積極的に口に出してみるとより楽
しい学生生活が送れるかもしれません。少なくとも私
は、そうして良かったと心から思っています。
自分次第だと言われても入学したばかりで右も左も
わからないよ、と思うかもしれません。ですがみなさ
んの周りには経験豊かな先生方、この広島の地ですで
に何年も過ごしている先輩、そして同じようにこれか
らの生活にどきどきしている同級生達がいます。周り
を頼りつつ、貴方だけの素敵な学生生活を作り上げて
ください。

米国・ワシントンＤＣでの学会にて
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理学研究科・理学部の木「シラカシ」
威厳、
勇気、
忍耐を象徴する常緑高木です。
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