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広島大学学位記授与式の挙行について

  報道機関各位

平成１８年３月２２日 

国立大学法人 広島大学 

情報化推進部広報課長 

広島大学学位記授与式の挙行について

 

　平成１７年度広島大学学位記授与式を、下記のとおり挙行しますのでお知らせしま

す。学長告辞、卒業者数等は別添のとおりです。 

　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１８年３月２３日（木）　１１時開式 

場所：東広島運動公園体育館 

　　　東広島市西条町田口６７番地の１

（送付資料）

式次第

学長告辞

平成１７年度広島大学卒業者数

平成１７年度広島大学大学院博士課程前期修了者数

平成１７年度広島大学大学院博士課程及び博士課程後期修了者数

平成１７年度広島大学法科大学院専門職学位課程修了者数

平成１７年度学位記授与式　各代表

学生表彰者

平成１７年度広島大学　卒業・修了予定者就職状況

 

【お問い合わせ先】 

広島大学総務部総務グループ主査　木船 

TEL：０８２−４２４−６０１６ 

FAX：０８０−４２４−６０２０ 

E-mail：soumu-syogai@office.hiroshima-u.ac.jp
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式次第

平成１７年度　広島大学学位記授与式

 

日　時　平成１８年３月２３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、卒業証書学位記及び修了証書授与 

　一、修士学位記授与 

　一、博士学位記及び法務博士学位記授与 

　一、学長告辞 

　一、在学生代表送辞 

　一、卒業生及び専攻科修了生代表謝辞 

　一、修士、博士及び法務博士学位記被授与者代表謝辞 

　一、留学生代表謝辞 

　一、学生表彰 

　一、広島大学歌斉唱 

　一、閉式の辞
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学長告辞

平成１７年度広島大学学位記授与式（卒業式）

告辞 

挑戦する、行動する

 

　皆さん、ご卒業・修了おめでとうございます。ご家族の皆さん、本日はまことにおめで

とうございます。卒業・修了というめでたい日にあたって、皆さんに「挑戦する、行動す

る」という言葉を「はなむけ」として贈りたいと思います。 

　皆さんは、最近、広大キャンパスのあちこちで、「挑戦する、行動する」と書かれたポ

スターを見たことがあると思います。また、近日中に公開予定の本学のアドミッション・

ポリシー（入学者選抜方針）の冒頭でも、「広島大学は、挑戦する意欲を持ち、行動を

起こす人材を育てます。また、自ら考え、判断し、表現することができる創造性豊かな

人材の育成に努めます。・・・」と述べています。 

　「挑戦する、行動する」というスローガンは、２年前に、広島大学のユニバーシティ・ア

イデンティティ戦略のもとで創出されたメッセージ「挑戦する意欲を持ち、行動を起こす

人材が育つ大学」から生み出されたものです。 

　私たちが、「挑戦する、行動する」というスローガンにこだわるのにはわけがありま

す。 

　本学では、本年４月から、到達目標型教育プログラムを全学一斉に実施することとし

ました。この教育システムでは、卒業時に備えるべき実力の達成目標を明確に定め、

その目標に向かって養育プログラムを整備し、学生と教職員がともに目標達成を目指

して努力します。この教育システムにおいては、目標に向かって「挑戦し、行動する」こ

とが求められます。 

　この教育プログラムの効果は数年後にならなければ現れませんが、広大の卒業生

の実力向上に大きく貢献するものと確信しています。皆さんの在学中にこの到達目標

型教育プログラムを始めることができなかったのは残念ですが、この教育プログラム

の実施準備には数年間を費やしており、この間、種々の試行的教育プログラムが各部

局で行われているので、皆さんの中でも教育プログラムの一端に触れた人も多いと思

います。実力向上にとって大切なことは、勉学に取り組む熱い意欲です。常に「挑戦

し、行動する」意欲を持って頂きたいと思うのです。 

　ところで、大学外の人達に「広大生に対するイメージを簡単な言葉で表してください」

と尋ねると、よく「目立たない、地味、誠実、確かな実力」という答えが返ってきます。要

するに、広大生と言えば「地味で誠実で実力がある」という評価であるということです。

私は、この評価は決して悪いことではないと思います。むしろ誇りにしていい広大生の

特色だと思います。しかし、「地味で誠実で実力がある」だけではいまひとつ迫力があ

りません。「地味で誠実だけど、ひとたび仕事をさせると、びくっりするような実力を持っ

てるぞ」と人々に言わせたいのです。そのためには、広大生の皆さんが、日頃から一

層勉学に励み、もっともっと実力をつけていただきたいと思うと同時に、「挑戦し、行動

する」姿を、大学の外でも見せてほしいと思います。 

　「挑戦する意欲を持ち、行動を起こす人材が育つ大学」でありたいと願っている広島

大学で勉学に励んできた皆さんは、これから社会に巣立っても、「挑戦する、行動す

る」というスローガンの意味をよく理解して、それぞれの道で活かして下さい。 

　卒業生・修了生の皆さんの活躍を心から願っています。 

　　平成１８年３月２３日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広島大学長　牟田泰三
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学術研究活動（学部生：成績優秀者） 

　総合科学部　　　 西井　佳奈恵　　文学部　　　山口　容美　　教育学部　 池田　美穂 

　法学部　　　　 　　野口　智江　　　 経済学部　 橋本　青明　　理学部　　　山崎麻美 

　医学部　　　　　 　大江　健　　 　　 歯学部　　　平田　佳永　　工学部　　　梅崎将志 

　生物生産学部　　小野　歩 

学術研究活動（大学院生） 

　・大学院文学研究科博士課程後期　　工藤卓司 

　　平成１７年度日本中国学会賞（哲学思想部門）受賞 

　・大学院理学研究科博士課程前期　　福永千種 

　　２００５年度ナノ・バイオ・インフォ化学シンポジウム　学生賞受賞 

　・大学院理学研究科博士課程後期　　吉永雅史 

　　第１２回生物学的無機化学国際会議　Student Poster Award 受賞 

　・大学院先端物質科学研究科博士課程前期　　久米一規 

　　単細胞モデル生物・分裂酵母をしようした研究で学界おいて高い評価を得た 

　・大学院先端物質科学研究科博士課程後期　　金井宗良 

　　単細胞モデル生物・分裂酵母をしようした研究で学界おいて高い評価を得た 

　・大学院先端物質科学研究科博士課程後期　　牧原克典 

　　次世代電子デバイス国際会議　Best Student Award 受賞 

　・大学院保健学研究科博士課程後期　　森山英樹 

　　拘縮の発生に関する研究で学界において高い評価を得た 

　・大学院保健学研究科博士課程後期　西浦　博 

　　感染症流行の数理的な研究で学界において高い評価を得た 

　・大学院工学研究科博士課程前期　　林田智弘 

　　国際会議　IFSR2005 Best Student Paper Award　受賞 

　・大学院生物圏科学研究科博士課程前期　　土田　舞 

　　２００５年度日本家禽学会春季大会　優秀論文受賞 

　・大学院生物圏科学研究科博士課程後期　　原田晶子 

　　第一原理古典ハイブリッド学法による水素収蔵ナノ構造化グラファイトの研究で学界 

　　において高い評価を得た 

　・大学院医歯薬学総合研究科博士課程　　柘植雅貴 

　　慢性肝疾患に関する研究で学界において高い評価を得た 

　・大学院医歯薬学総合研究科博士課程　　Aung Phuy Phyu 

　　第９６回アメリカ癌学会　2005 AACR Scholay-in-Training Award　受賞 

　・大学院医歯薬学総合研究科博士課程　　北島正二朗 

　　平成１７年度先端歯学国際教育研究ネットワークサマースクール　優秀賞受賞 

　・大学院国際協力研究科博士課程前期　　内田満則 

　　日本海水学会５６年会　ポスター大賞（最優秀ポスター論文賞）　受賞 

課外活動 

　・体育会ヨット部　（藤井裕文、河東康彦、高原弘明、天畠和彦、三浦愛加） 

　　第５回全日本チームレース選手権大会　優勝 

　・体育会水泳部 

　　黒坂志穂　第５２回全国国公立大学選手権水泳競技大会　女子１００ｍ平泳　第７位 

　　小野結貴　第５２回全国国公立大学選手権水泳競技大会　男子４００ｍ個人メドレー 

　　第７位 

　・体育会テコンドー部 

　　池本琢己　第１６回全日本テコンドー選手権大会　組手の部　ライト級　第３位 

　　佐尾隆志　第１６回全日本テコンドー選手権大会　組手の部　ミドル級　第３位 

　・体育会卓球部 

　　（三登悠司、河上和寿、西田和史、森元雅貴、吉本哲也、有間勇気、坂之上一朗、黒 

　　岩真也） 

　　第４５回全国国公立大学卓球大会　男子団体第３位 

　・体育会卓球部 

　　（増井聡子、片山直美、伊藤梓、神浦麻衣、中村詩織、西田香織） 

　　第４５回全国国公立大学卓球大会　女子団体第３位 

　・体育会サッカー部　　（上田亮、清野雄大、戸田光） 

　　第１９回デンソーカップチャレンジサッカー大会中国・四国地区選抜選手として出場第 

　　４位 

　・体育会ソフトテニス部　渡邉祐子、高橋佐沙織 

　　第４５回全日本学生東西対抗選手権大会　西日本選抜選手として出場 

社会活動 

　・藤田展子、岡かおり（ピア・サポーター） 

　　ピア・サポーターとして本学の学生支援活動に貢献 

　・小倉亜紗美（社会活動） 

　　広島県の「健やかな流域づくり構想（黒瀬川モデル）」における環境保全活動で「黒瀬 

　　川流域ガイドブック」を編集・出版し高い評価を得た 

　・平林千典、眞鍋哲也（人命救助） 

　　東広島市鏡山広島中央サイエンスパーク内の池に落ち溺れている女性を見つけ救助 

　　した 
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　・金井塚遠、原口正彦、日下部達夫、竹内明日香、Abdur Rehman、James Daniel 

　　Short（ボランティア活動） 

　　パキスタン大地震に伴い、「南アジア地震救援委員会」を立ち上げパキスタンの被災 

　　者の救援活動に貢献
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