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平成１5年　４月　2日

報道機関　各位

広島大学総務部大学情報室長
西　田　良　一

広島大学入学式の挙行について

　平成１５年度広島大学入学式を下記のとおり挙行しますのでお知らせします。
　つきましては，『式次第』，『学長訓示』，『入学者数』及び『学生表彰者一 覧』を別添
のとおり送付します。
　なお，式場で取材をされる場合は，自社の腕章を着用していただくよ うお願いしま
す。

記

日　時　平成１５年４月３日（木）　１１時開式

場　所　東広島運動公園体育館
　　　　　（東広島市西条町大字田口67番地の1）

【お問い合わせ先】

広島大学総務部総務課総務係長

　　　　　　　　仲　　良　夫

ＴＥＬ：（０８２４）２４－６０１6

（ダイヤルイン）

［発信枚数；Ａ４版１１枚（本票含む）］
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平成１５年度　広島大学入学式

日　時　　平成１５年４月３日（木）１１時開式

場　所　　東広島運動公園体育館

式次第　　　　　　　　　　　　
　一、開式の辞
　一、国歌演奏
　一、広島大学入学許可宣言
　一、広島大学大学院入学許可宣言
　一、学長訓示
　一、学生表彰
　一、広島大学歌合唱
　一、閉式の辞
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訓　示

　皆さんご入学おめでとうございます。ご列席のご家族の皆さん、ま
ことにおめ でとうございます。
　本日は、新入生の皆さんを迎えるにあたって、広島大学の理念５
原則の一番目 に掲げている「平和を希求する精神」という言葉につ
いて、考えを述べたいと思 います。
　広島大学の理念５原則
　　　　　　○平和を希求する精神
　　　　　　○新たなる知の創造
　　　　　　○豊かな人間性を培う教育
　　　　　　○地域社会・国際社会との共存
　　　　　　○絶えざる自己変革
は、森戸初代学長による「自由で平和な一つの大学」という建学の
精神を踏まえ て、統合移転完了を契機として装いも新たに出発す
るために、平成７（１９９５） 年１０月１７日に制定されたものです。当
時、理念検討チームの一員として私も 参画していました。理念の第
一番目に掲げるべきものが、平和に関するものであ ることは、チー
ムの誰しもが疑いませんでした。ヒロシマの地にある大学として、
平和を理念の一つとして掲げていないなどということは考えられま
せん。平和を 願う心を持ち続け、平和を全ての行動の規範とするこ
とを、広島大学全構成員に 期待して「平和を希求する精神」とした
のです。
　この理念があるからといって、すぐにそのための直接的行動をし
なければなら ないとか言っているのではありません。平和を希求す
る精神を根底に保ちながら、 日常生活はもちろんのこと、勉学や研
究を進めていただきたいと言っているので す。広島大学では、この
理念のもとに、教育活動や国際交流を通して、平和な世 界を実現
するために役立つ基盤的な貢献をしています。例えば、広島大学原
爆放射線 医科学研究所では、放射線障害に対する基礎的な研究
を進めると共に、東海村や セミパラチンスクでの事故に対して臨床
的な協力を行っています。広島大学教育 開発国際協力研究センタ
ーは、筑波大学の協力を得ながら、アフリカに於ける教育開 発の
国際協力拠点として活動をはじめていますし、また、国際問題に関
する助言 を仰ぐために、小和田恆先生に学術顧問となっていただ
いております。地域貢献 事業の一環としては、地域自治体と協力し
て、ひろしま平和科学コンソーシアム を結成し、世界に向けた平和
メッセージの発信を行っています。このような地道 な活動が、平和
への基盤的な貢献につながっているのです。
　いま世界は、イラクでの戦争に揺れており、明るい状況とはいえま
せん。テロ に対する警戒のために航空機旅行などもきわめて不自
由となっています。このよ うなときだからこそ、平和を希求する精神
を理念として掲げる広島大学は、扮装 のない平和で幸福な世界の
実現のために、更なる地道な貢献を続けるべきである と考えます。
　新入生の皆さんが、「平和を希求する精神」という広島大学の理
念をよく理解 し、全ての行動の原点としてくれることを期待します。 

平成１５年４月３日　　　　　　　　
広島大学長　　　　　　

牟　田　泰　三　　
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平成１５年度　広島大学　入学者数

学部生　　　　　　　　　　　　　　２，５０７名
専攻科生　　　　　　　　　　　　　　　　１０名
大学院生（博士課程前期）　　　　　１，１５９名
大学院生（博士課程）　　　　　　　　　１２０名
　合　計　　　　　　　　　　　　　３，７９６名

外国人留学生（内数）　　　　　　　　　　９５名（１８カ国）
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平成１５年度広島大学入学者数

■　学部入学者

学　部 入学者数 筆頭者氏名

総合科学部 １３６（８６） 向田　舞

文学部 １４５（９０） 勝田　ひろみ

教育学部 ５３７（３３９） 三上　恵理

法学部
（昼間コース）

○ ４（１）　　　１５１ （８０） 方　勇

法学部
（夜間主コース）

７６（３９） 宮崎　麻由

経済学部
（昼間コース）

○１（０）　　　 １５４（５０） 尾賀　優子

経済学部
（夜間主コース）

６３（２１） 深野木　優太

理学部 ○１（０）　　　２５ ５（５７） 宮 本　祥太

医学部 ２８７（１８４） 荒井　ゆう子

歯学部 ５５（２５） 近藤　浩子

工学部 ○１０（２）　　　５ ４２（７１） 坪根　和也

生物生産学部 １０６（５８） 保地　里 美

計 ○１６（３）　　　２５０ ７（１１００） 　

■　専攻科入学者

学　部 入学者数 筆頭者氏名

特殊教育特別専
攻科

１０（１０） 福原　佳奈

（注）　○は外国人留学生を内数で示す。
　　　　（）内は女子を内数で示す。
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平成１５年４月　広島大学大学院入学者 

研究科名 博士課程前期 博士課程 筆頭者 氏名

文学研究科
○３（１）

３９（１６）

　

堀井 　美穂

教育学研究科
○１９（１３）
１５７（７ ９）

宮脇　隆博

社会科学研究科
○１３（８）

１０９（３ ６）
中村　健

理学研究科
○５（２）

１６８（４１）
北浦　啓次

先端物質科学研究科 ９９（８） 長町　学

保健学研究科 ５１（３９） 添田　えり子

工学研究科
○１１（２）

２９６（１５）
小丸　豊

生物圏科学研究科
○１２（４）

１４９ （５５）
MANISH SARKER

医歯薬学総合研究科

○１（１）
４８（２８）

幸田 　龍紀

　
○６（２）

１２０（２４）
金剛　寛泰

国際協力研究科
○９（４）

４３（１９）
　 SUBEDI，KALPANA

合計
○７３（３５）

１，１５９（３３６）
○６（２）

１２０（２４）
　

注　○印は外国人留学生で内数
　　（）内は女子で内数
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表彰者一覧
平成１５年４月３日（木）　（入学式）
１　学術研究活動　　大学院生　　　　　　　　　　（規程第２条第１号該当）

候補者氏名又は団体名 表彰に値すると認められる行為等

大学院教育学研究科
博士課程前期
科学文化教育学専攻
（Ｍ１４）
山田　秀人

日本熱測定学会主催の第３８回熱測定討論会におい
て，「気体発生速度制御 熱分析による炭酸水素ナトリウ
ムの熱分解反応の解析」の研究内容及び発表が 優れて
いると評価され，ポスター発表賞「犀川賞」を受賞。

大学院生物圏科学研究
科
博士課程前期
環境循環系制御学専攻
（Ｍ１４）
岩谷　真一朗

日刊工業新聞社主催の「第１回キャンパスベンチャーグ
ランプリ」において， 食品の品質を評価するための測定
サービス及び測定装置の製作・販売であるベ ンチャービ
ジネスのプランと技術が評価され，ＣＶＧＣ大賞を受賞。

大学院歯学研究科
博士課程
歯学系専攻
（Ｄ１３）
米野　潔

「細胞外基質による未分化間葉系細胞を用いた人工関
節円板および人工関節 軟骨の開発」の研究で，国際的
に評価の高い Biochimica et biophysica Acta, Journal of
Medicine, Archives of Oral Biology に研究成果を発表
（受理を 含む）し，歯科学分野において顕著な業績をあ
げている。これらの最先端研究 により，広島大学で初め
て，平成１４年度の文部科学省最先端分野学生交流推
進制度に採択され，米国 UCSF での研究交流を終了し
た。
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１　課外活動　　大学院生　　　　　　　　　　（規程第２条第２号該当）

候補者氏名又は団体名 表彰に値すると認められる行為等

天野　孝三
(大学院教育学研究科：博士課程前期・
生涯活動教育学専攻　Ｍ１４)

第１２回アジアマスターズ陸上競技選手
権
５，０００競歩(７５～７９歳の部)優勝
４００×４リレー優勝
大会開催日：平成１４年９月１５日～２１日
開催場所：中華人民共和国・大連市

板倉　有吾（１２工・一類）
（体育会アーチェリー部）

第十五回全日本学生フィールドアーチェ
リー選手権大会　男子個人優勝
　大会開催日：平成１４年１０月１８日（金）
～２０日（日）
　開催場所：岐阜県美濃国際アーチェリ
ークラブ
第１２回A.J.S.A.F.CUP （第３位）
　大会開催日：平成１４年９月２８日（土）
～２９日（日）
　開催場所：大阪市長居球技場
第２回中国インドアアーチェリー選手権大
会　男子個人第２位
　大会開催日：平成１４年１２月８日（日）
　開催場所：島根県広瀬町総合体育館

祢宜 卓（１２工・四類）
（体育会弓道部）

第３５回中国学生弓道競技大会
男子個人準優勝
　大会開催日：平成１４年４月２０日（土）
～２１日（日）
　開催場所：松江市総合体育館

植島　直生（１３教・一類）
（体育会競技スキー部）

第７６回全日本学生スキー選手権大会
男子第４部クロスカントリー
　１０Ｋクラシカル　第３位
男子第４部クロスカントリー
　１５Ｋフリー　　　第４位
　大会開催日：平成１５年１月１１日～１月
１６日
　開催場所：北海道旭川市冨沢クロスカ
ントリーコース
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表彰者一覧

候補者氏名又は団体名 表彰に値すると認められる行為等

体育会女子弓道部
川岸　弘幸（１２教・四類）
磯脇　志舞（１２教・二類）
萩元　美晴（１２教・一類）
鷲見　志乃（１２教・一類）
大賓　なほ（１３法・法昼）

第３５回中国学生弓道競技大会
女子団体優勝
　大会開催日：平成１４年４月２０日（土）～２１日（日）
　開催場所：松江市総合体育館

川岸　弘幸（１２教・四類）
（体育会女子弓道部）

第３５回中国学生弓道競技大会
女子個人準優勝
　大会開催日：平成１４年４月２０日（土）～２１日（日）
　開催場所：松江市総合体育館

鷲見　志乃（１２教・一類）
（体育会女子弓道部）

第４６回西日本学生弓道選手権大会
女子個人優勝
　大会開催日：平成１４年５月２６日（日）
　開催場所：岡山県体育館
第３５回中国学生弓道競技大会
女子最高的中者
　大会開催日：平成１４年４月２０日（土）～２１日（日）
　開催場所：松江市総合体育館

体育会ソフトテニス部
有冨　友美（１３教・四類）
高橋　沙織（１４教・四類）

第４９回中国・四国・九州三地区学生ソフトテニス選
手権大会
女子個人優勝
　大会開催日：平成１４年４月１１日（木）～１５日（月）
　開催場所：松山市空港東第４公園コート
第４６回中国学生ソフトテニス優勝大会
個人選手権　女子の部　優勝
　大会開催日：平成１４年５月２２日（木）～２５日（日）
　開催場所：山口維新百年記念公園テニスコート
第５２回中国学生ソフトテニス選抜インドア大会　優
勝
　大会開催日：平成１４年１２月４日（火）
　開催場所：広島サンプラザ

根木　恵里（１２教・四類）
渡邊　祐子（１４教・四類）
（体育会ソフトテニス部）

第４６回中国学生ソフトテニス優勝大会
個人選手権　女子の部　第２位
　大会開催日：平成１４年５月２２日（木）～２５日（日）
　会社場所，山口維新百年記念公園テニスコート
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候補者氏名又は団体名 表彰に値すると認められる行為等

高木　奈美子（１３教・二類）
渡邊　祐子（１４教・四類）
（体育会ソフトテニス部）

第３１回中国学生ソフトテニス選抜インドア大会第２
位
　大会開催日：平成１４年１２月４日（火）
　開催場所：広島サンプラザ

元水　歩（１２経・経昼）
浅野　昭彦（１３教・四類）
（体育会ソフトテニス部）

第４６回中国学生ソフトテニス優勝大会
個人選手権　男子の部　第３位
　大会開催日：平成１４年５月２２日（木）～２５日（日）
　開催場所：山口維新百年記念公園テニスコート

光宗明日美（１３教・四類）
（体育会硬式庭球部）

平成１４年度中国学生テニストーナメント大会　女子
シングルス優勝
　大会開催日：平成１４年６月２２日（土）～６月２８日
（金）
　開催場所：広域公園テニスコート
平成１４年度中国四国学生室内テニス選手権大会
女子シングルス優勝
　大会開催日：平成１４年１２月１２日（木）～１２月１５
日（日）
　開催場所：広域公園テニスコート
平成１４年度九州学生室内テニス選手権大会
女子シングルス優勝
　大会開催日：平成１４年１１月７日（木）～１１月１０
日
　開催場所：博多の森競技場室内コート

吹奏楽団
野地亜由美（１３総・総合）
今吉　明奈（１３教・三類）
田尾友樹子（１３教・四類）
千代延真吾（１３理・物理）

第２５回全日本アンサンブルコンテスト　金賞
　大会開催日：平成１４年３月２１日（木）
　開催場所：横須賀芸術劇場
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３　社会活動　　　　　　　　　　　　（規程第２条第３号該当）

候補者氏名又は団体名 表彰に値すると認められる行為等

広島ＲＣＹ
（広島学生赤十字奉仕
団）
中村やち代（１２総・総
合）

広島ＲＣＹ（広島学生赤十字奉仕団），日本赤十字社によ
る献血活動において長 きに亘り，社会貢献を果してき
た。その成果として広島大学が平成３年日本赤十 字社
広島県支部長感謝状，平成７年広島県知事感謝状の授
与に続き，平成１４年 ７月には厚生労働大臣からの感謝
状を受けることになったが，このことは当該団体 の献血
推進ボランティア活動の寄与貢献に負うことが大きい。


