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Q 東広島市国際フットサルリーグの運営をされている

横山さん、名嘉さんにお聞きします。東広島市国際交

流フットサルリーグの活動内容を教えて頂けますか。 

A 2005年に「木下あいりちゃん殺害事件」という、外国

人の方が広島県安芸区矢野で、下校途中の小学校 1

年生の女の子を殺害した事件がありました。その事件

をきっかけに、外国人と日本人の住民同士で、顔が見

える交流の場ができないかということになり、最初は呉

市・広の地域で活動が始まりました。その後、2008 年

に総合科学部の先輩が東広島市にも作りたいというこ

とで、立ち上げたのが東広島市国際フットサルリーグ

です。基本的な活動としては、A リーグと B リーグに分

かれ、1 年間通してフットサルの総当たりのリーグ戦を

行っています。月に１回開催しており、2020年度でいう

と、24 チームが参加してくださいました。参加者は、開

催日ごとに変わるのですが、外国人が８０名、日本人

が８０名で１６０名程度集まります。開催場所は、鏡山

のサイエンスパーク内にあるひろしま国際プラザのグ

ラウンドです。運営は、総合科学部のサッカーサークル

で代々受け継いでいて、今年で 13 年目になります。

（2020 年 10 月）協賛していただいている東広島市の

企業から運営費としてお金をいただき運営をしていま

す。 

 

 

 

 

Q 東広島市国際交流フットサルリーグは、広島県国際

交流フットサルリーグの中にある組織なのですか。 

A もともとは、広島県国際交流フットサルリーグを大元

として、呉市・広や東広島など最大で 7 つの都市で活

動していました。8 月には各地区代表のチームが集ま

り、県大会もやっていました。しかし、僕が就任して半

年ぐらい経った頃、広島県国際交流フットサルリーグを

統括している組織が、運営者がいなくなり潰れてしまい

ました。唯一大学生が代々受け継いで運営しているこ

ともあり、運営者が途切れなかった東広島市国際交流

フットサルリーグだけが活動を続けることができていま

す。 

 

Q フットサル以外の他に活動はされているのですか。 

A 前提として、東広島市国際交流フットサルリーグの

目的は、フットサルをすること自体ではなく、日本人と

外国人の交流の場を創ることです。月一度のフットサ

ルがメインの活動にはなりますが、交流イベントとして

年に１度、イベントデーを企画したりしています。例年

は、ひろしま国際プラザ内にあるレストランで一緒にお

昼ご飯を食べながら、ビンゴ大会をしたり、日本文化体

験としてスイカ割りや流しそうめんなどをしていました。

今年はコロナでできないので、PK戦だけのトーナメント

を行い、また、日本の駄菓子をみなさんに配りました。

運営委員の活動としては、試合運営、会場設営、カメラ

マン、広報（SNS）、会計などいろいろあります。市長さ

んや議員さんなど来賓の方に来てもらうことが多くあり、

その際には、コンタクトを取り、事前に調整・連絡すると

いう細かい事務作業もしています。市長、議員や、地

元企業の方々と接することが多いので、社会人として

の振る舞いを学ぶこともできます。 

 

外国人と日本人の住民同士で、顔が見える交流の場を作る 
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 Q 今後国際交流をより重視したイベントを開催される

予定はありますか。 

Aこれまでは、フットサル以外の国際交流として昼食交
流会や日本文化体験などしかしてきませんでした。な

ので、今後は広島大学にある国際交流を目的としたサ

ークルと協力して交流イベントを考え、毎月のフットサ

ル後にそのイベントを開催できたらいいなと思っていま

す。協力してくれる方を絶賛募集中です！是非ご連絡

ください！ 

 

Q 東広島市国際交流フットサルリーグに参加した経緯

を教えて頂けますか。 

A 横山さん：総合科学部にサッカーサークルがあって、
その中に三つの役職があります。一つ目がサッカーの

キャプテン、二つ目がフットサルのキャプテン、最後三

つ目が、東広島市国際交流フットサルリーグの運営委

員長です。基本的には 3年生の中で、この三つの役職

を埋めていきます。年代が変わるときに、運営委員長

が指名されるのですが、僕はアメリカに住んでいたの

で英語が喋れることと、車があり移動がしやすいという

ことで、先輩に任命されて、この活動に携わるようにな

りました。 

 

名嘉さん：自分は高校 3年間フットサル部に入っていて、

シンプルにフットサルが好きだったからです。あとは、

実際に参加して楽しかったことと、外国人の方が楽しそ

うにしてるのを見て、なんかいいなと思ったからです。

イベントデーでの PK戦もすごく盛り上がってくれて嬉し

かったですし、とてもやりがいを感じました。正直面倒く

さいこともありますが、その分やりがいも大きいです。 

Q 運営としてこれからどのような活動をされていきたい

ですか。 

A 僕はめちゃくちゃサッカーが好きで、サッカークラブ

のスタッフとして働きたいという夢がありました。その中

で、昨年の 11 月に 1 ヶ月間、水戸ホーリーホックとい

う茨城県の J2のチームで、インターンシップとして働き、

その際に東広島市国際交流フットサルリーグの話をす

ると、Ｊリーグでもアジア枠を新しく設けるなど、アジア

人気を高める活動をしていて、その延長線上で外国人

がサッカーを通して日本人と関わる活動を Jクラブが主

導でできたら面白いよねという話になりました。そこが

ターニングポイントで、それまでは、運営の活動に関し

て「やらされてる感」があったのですが、やる気が出で

きたんです。改めて考えると 150人もの人が集まり、東

広島市の企業さんからお金をもらい開催をしていると

いうのは凄いことですよね。また、日本にやってくる外

国人が今後増えていくと予想される中で、それに逆行

して、活動が東広島市だけになったことに違和感を感

じ、これはもう 1 回大きくするしかないという想いが強く

なりました。そこで、これからもっと大きくしていくなら、

まず運営体制から変えようと思いました。これまでは大

学生 1 人だけで運営していたのですが、新しく５つ枠を

設けて、学生に新しい役職に付いてもらいました。何度

も言いますが、僕らが唯一残った理由は、大学生が運

営をしているからです。なので、大学生の運営体制をも

っと強くしていきたいですね。 
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サッカー未経験者も大歓迎 

 

Q サッカー・フットサル経験者以外の方も入ることがで

きますか。 

Aプレイヤーに関しては、全くサッカーをしたことのない
人たちもたくさん参加しているので、サッカーを初めて

したい人でも参加できます。また、女性の方も参加され

ています。運営に関しては、サッカーの知識は必要な

いです。運営として参加してくれている 1年生の女性運

営委員は、カープが好きですが、開催中にみんなの写

真を撮ったり、休憩中の外国人の方と楽しく喋ってたり

と、運営委員の活動をしています。 

 Q 飛び入りで参加することはできますか。 

Aできます。外国人の方でも、Facebookを通して、「興

味があるので参加させてください」って連絡が来たので、

参加してもらったことが多々あります。他にも国際プラ

ザが、JICA の研修生の方などの宿泊施設になってい

るので、その宿泊者の人が飛び入り参加することもあ

ります。また、その日だけ参加するチームもあります。 

 

 

Q 読者に向けてメッセージを頂けますか。 

A 参加者はどなたでも大歓迎です。個人でもチームで

も予定が合う日に来てくれれば、当日試合を組みます。

運営なら、当日しっかりと来てくれる人に来てほしいで

す。あとは、東広島市国際交流フットサルリーグの中に、

フットサルに対してハードルを感じる人と、国際交流と

いう言葉に対してハードルを感じる人がいると思います。

さっきも言ったように、フットサルに対しては、壁を感じ

てもらわなくて構いません。国際交流に関しては、サッ

カーやっている人が、この活動を通して、しっかりした

仕事ができるようになったらいいなと思ってます。なの

で、両方どっちに対してもハードルを持って欲しくない

です。参加者も運営でも興味がある人はぜひ来てくだ

さい。 

 

 

 

 

フットサルにも、 

国際交流にも 

ハードルを持ってほしくない 

 

“ 
 

” 

“ 
 

” 
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犬田悠斗 

編集長 

 

 「飛翔」をお読み頂きありがとうございます。今

号の作成は、COVID-19 の蔓延により、多くの壁にぶ

ち当たりました。編集員の仲間集めは、従来通りに

は行かず、初めて Twitter 等の SNS を用いて、編集員

の募集をかけました。また、インタビューも、対面

で行っていたところを、全て Zoom などを用いたオン

ラインに変更しました。これらの様々な困難を乗り

越え、９７号の「飛翔」が完成したことを嬉しく思

います。幹部、編集員、支援室、教員の方々、本当

にありがとうございました。 

 
 

黒木渉 

副編集長 

 

 新型コロナウイルスの影響により、従来の飛翔の

製作とは大きく異なる形となり、苦労した部分もあ

りましたが、飛翔編集員のみんなや協力してくださ

った方々の支えにより、新たな企画の作成などにも

チャレンジすることができ、こんな時代だからこそ

できた飛翔 97 号に仕上がっていると思います。是非

一度手に取って、ご覧頂けると幸いです。 

 私は昨年に引き続き、今年は副編集長として飛翔

の作成に携わらせて頂きました。編集長に迷惑をか

け、支えてもらうなど至らない点もありましたが、

私個人としては彼に誘われて始めた飛翔の活動を、

今年は編集長と副編集長としてできたということは

大変感慨深く思います。そういった点では個人的に

印象深い 97 号となっております。我々の 2 年間の成

果をお確かめになるという意味でも、是非是非一度

ご覧頂ければと思います！ 

 この 2 年間の活動で携わってくださった皆様あ

りがとうございました！これからの飛翔もご愛

読よろしくお願い致します！ 

 
 

 

江嶌 睦 

レイアウト長・IGS 担当 

 
 We had many troubles throughout Hisho activity 
under the situation of the recent pandemic, but we 
made huge efforts and got many kinds of experiences. 
I really appreciate for all who involved the Hisho 
editing. Good Job!!!! 
 

Pornphan Wajjwalku 
IGS 編集長 

 
 This year, we had the first ever layout team. 
Although there were a lot of difficulties with having a 
big team, we were able to successfully finish HISHO 
97th. I am happy to be the part of HISHO 96th and 97th, 
and excited to see how HISHO grows in the future.  山重有羽香 

副編集長 

 

 対面ではない形での取材ということで、色んな面

で大変だと思うこともありましたが、飛翔のみんな

と、協力してくださったすべての方の支えによっ

て、最後までやり遂げることができたと思っていま

す。貴重な経験と、たくさんのサポート、本当にあ

りがとうございました！ 

 

 この 2 年間の活動で携わってくださった皆様あ

りがとうございました！これからの飛翔もご愛

読よろしくお願い致します！ 

 
 



44 
 

 
  

宗愛澄 
 

 自分の志望している領域とは違う先生に直接質問

ができて面白かったです。色んな学問の先生方に学

べるのは総科ならではの良さだと改めて感じまし

た。アポ取りや取材は大変でしたが、先輩のサポー

トでやり遂げることができました。貴重な体験をあ

りがとうございました！ 

 

水島愛 
 

 例年のような対面でのインタビューこそは出来ま

せんでしたが、オンラインで先生方の貴重なお話を

聞くことが出来て楽しかったです、ありがとうござ

いました！ 

 

小笠原彩乃 
 

 オンラインではありましたが、先生方のお話を直

接聞けてとても勉強になりました。総科の良さを改

めて実感できたと思います。編集作業も楽しかった

です。貴重な体験をありがとうございました！ 

 

大橋春仁 
 

 メールでのアポ取り、インタビューは、初めての

体験でした。教授に失礼になっていないか不安なこ

とも多々ありましたが、快く引き受けてくださった

ときはとても嬉しかったです。飛翔に入ったことで

先生方の優しさに触れ、教授に対するイメージが変

わりました。大変なことも多かったですが、先輩方

のサポートもあり学びの多い活動でした。関わって

くださったみなさんありがとうございました！ 

 

宇都宮万里子 
 

 コロナ禍で対面でのインタビューは叶いませんで

した。しかし、オンラインでも様々な分野の先生か

ら研究や総科についてのお話を伺うことで、自分の

知らなかった分野や、異なる視点から総科の良さに

ついて知ることができました。また、先生方と連絡

をとったり記事の編集をしたり、社会に出て活かせ

る体験もさせていただき、とても為になりました。

ありがとうございました！ 

 

谷朋香 
 

 コロナ禍でも何かをしたいと思い、最初に始めた

事がこの飛翔でした。先生方とお話する機会は授業

では滅多にありませんでしたが、飛翔に入ったおか

げで、先生の意外な一面を見ることが出来ました。

飛翔の特権ですね！携われ、非常に嬉しいです。あ

りがとうございました！ 

 

金娜永 
 

 キャンパスに行けず、友達が作れなくて心配して

いた私に先輩たちが飛翔での活動を紹介してくれま

したが、ここでいろんな人に出会えて、活動ができ

て楽しかったです。特に、インタビュー活動は先輩

方に協力していただき、多くの話を聞くことができ

たので、記憶に長く残っています。貴重な経験あり

がとうございます！ 

 
 

牧野桃子 
 

 高校生のときにもらった飛翔が大学生活の参考に

なり、私もこんな記事が書きたいと思い、参加させ

ていただきました。インタビュー等でお話する機会

も多く、自粛を強いられる中で人の温もりを感じる

ことができました。いつかこの状況が落ち着きまし

たら、飛翔のみなさんにお会いしたいです。ありが

とうございました。 
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Mai Quoc Trung 
 
 I am very glad to have an interview with the 
professor. He gives me a wider view about 
Environment and Society field. 
 
 

Gesree Komolsirikul 
 

 This is a new experience for me. I was so excited 
during interview. I think it is a very good experience to 
be a part of the HISHO, to know and learn from other 
people. 
 
 

青木美緒 
 

 While there are not many opportunities to start 
something new due to the COVID-19 situation, I am 
glad that I could leave something in shape cooperating 
with other Hisho members. I appreciate professors 
and seniors for their kind cooperation! 
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坂田省吾 

広報・出版委員会（飛翔担当） 
 総合科学部広報誌「飛翔」97 号をお楽しみ
下さい。学部生が編集委員になって自分たち
で考えて作成してくれました。編集委員の皆
様お疲れ様でした。COVID-19 の渦中で飛翔の
編集委員集めも，記事にするためのインタビ
ューも編集作業も，従来以上にたいへんだっ
たことと想像いたします。そんな中での 97

号の完成おめでとうございます。考える楽し
さを味わうことができたのではないかと思い
ます。青木利夫総合科学科長も巻頭言で書か
れていますように，この楽しさとたいへんな
苦労をした経験は皆さんの今後の力になりま
す。IASも IGSも一緒になって総合科学部を推
進して下さい。多様性の中で総合科学部が一
つになる思いはきっと読者にも伝わるはずで
す。 
 

 Kyungjae Jang 
広報・出版委員会（飛翔担当） 

 This issue was a completely new 

Hisho that caught my eye from the 

cover. The IAS and IGS students 

who were in charge of editing 

worked hard! It is always exciting to 

read an introduction by teachers. I 

could understand their research and 

thoughts. The article on the “Saijo 

cold” (Is it true?) was also very 

impressive. I look forward to 

Hisho’s continued success! 
 

 

佐々木和人 
総合科学系支援室（飛翔担当） 

97 号を制作した令和２年度は、コロナ渦で
飛翔制作にあたって躓くことが多く、飛翔編
集員も手探りの中で取組みました。例年以上
に大変だったと思います。そんな中で取組ん
で完成まで至ったことは、課題を発見して解
決するまでの一つのプロセスを体験できたと
言えるかもしれません。各々が任せられたこ
とを全うしたことは、その過程で得たことも
含め、貴重な経験になったはずです。 

こんな現状がいつまで続くのかはわかりま
せん。新しい生活様式ではありませんが、新
しい飛翔制作様式や、飛翔でどんなことを伝
えていくのかを改めて検討するなど、飛翔の
歴史を継承しつつも、世の中の変化に柔軟に
対応していくことも、今後は必要なのかもし
れません。 
 

 

水羽信男 
広報・出版委員会（飛翔担当） 

『飛翔』97 号の発行、おめでとう！ 僕自
身、色々な雑誌の編集に関わってきました
が、手塩にかけた雑誌が日の目を見るのは、
嬉しいものですね。因みに僕の最新の編集は
『拓蹊』第 3 号（電子版）。興味があれば、
広島大学学術情報リポジトリでご覧くださ
い。 

いまさらですが、今号の学生の編集委員
は、21 世紀生まれが中心なのでしょうね。昨
年還暦を迎えた僕からみれば、なんだか不思
議です。しかし本誌をみて、雑誌作りにかけ
る情熱の熱量というものは、僕たちの頃から
変わっていないな、とも感じています。その
『飛翔』にかける思いを、今後も後輩へと繋
いでいってください。本当にご苦労さまでし
た。 
 

 



 

 この度は飛翔 97 号をお読み頂き誠にありがとうございました。 

本年度は、COVID-19 の蔓延により、これまでのように記事作成を進めることができま

せんでした。しかし、様々な困難に会いながらも、多くの方の助けを借りることで、何と

か今号の飛翔を作成し終えることができました。総合科学部の総合科学部生による広報

誌、楽しんでご覧いただければ幸いです。また、飛翔公式ウェブマガジンでは、総科での

イベントや先生インタビューの記事を随時投稿しておりますので、併せてご覧下さい。よ

り一層多くの人に総科の魅力について伝えて行けたらと思っております。 

最後に、取材にご協力してくださった皆様、総合科学部支援室の皆様、そして最後まで

読んでくださった皆様に謹んで御礼申し上げます。 
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