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数学科で生命科学？理論生物学の展開
「DNA 動態と機能」「酵母染
色体の動態」「胚発生における
酵母ヌクレオソーム形成配列
左右性の決定機構」。ここに挙
酵母ヌクレオソーム排他配列
げたキーワードは、それぞれ
平成27年度理学部「数学」科、
数学情報課題研究（卒業研究）
として、
「代数学」や「解析学」
頻度
等のテーマと並んで発表され
た研究テーマです。「生物科学
科のではなくて？」と思われ
るかもしれませんが、実はこ
のような対象が、高度な実験
塩基対間の塩基対方向への揺らぎの強さ
技術を持つ化学・生物学研究
者 と 共 同 し 数 理 科 学（ 数 学、
図１．構築した DNA の数理モデル（左）と、モデルから計算した酵母ヌクレオソーム形成（排他）配列の塩基対
統 計 学、 物 理 学、 情 報 科 学 ）
間揺らぎの頻度分布（右）。（ヌクレオソームは真核生物核内染色体の基本単位構造。）
をベースに生命現象の解明に
挑む「理論生物学」の研究テーマとして、数学科で研究されています。
近年の実験技術の進歩は、高精度の定量的データの取得や従来のモデル生物に限らない幅広い対象への研究を可能にし、
様々な生物の仕組みを明らかにしています。しかし生物の仕組みには、一つの謎の解明が新たな謎の発見にも繋がる深遠
さがあります。そこで、「生物学」「化学」「数理科学」といった異なる武器を携えた研究者が共同してその深みに挑む。
そのような試みが生命科学の世界的な潮流となりつつあります。
理学研究科・数理分子生命理学専攻、及び理学部・数学科に属する我々のグループでは、「数理科学」的思考と手法を
武器に、同じ専攻に属する生物学・化学を専門とする実験系グループや、数理分子生命理学専攻を中心に化学専攻、先端
研、原医研のグループも交えて形成した「核内クロマチンライブダイナミックスの数理研究拠点（RcMcD）」のメンバー
等との共同研究・議論を通じ、生命の様々な「How ? What ? Why ?」の解明にアプローチしています。例を挙げますと、
まず我々と同じ専攻に属する分子遺伝学研究室の方々と共に、DNA の配列依存的な動態を計算機上で再現する数理モデ
ルの構築を進めています。そしてこれまでに、実験的に知られている酵母、線虫、ショウジョウバエ、ヒトのヌクレオソー
ム形成配列・排他配列（各数千配列）の動態解析を行い、DNA 配列に依存した２重らせん構造に誘起される２本鎖間の
塩基対方向の揺らぎの強さが、その配列のヌクレオソーム形成能を大きく左右している事を見出しました（Isami, et al.,
2015. 図１）。また分子形質発現学研究室の方々から議論や助言を頂きつつ、シロイヌナズナ遺伝子発現の「ノイズ」と「環
境応答性」との関係を網羅的に解析し、統計物理学で言うところの「揺動散逸定理」とのアナロジーを基に遺伝子制御の
背景の考察を進め（Hirao, et al., 2015）、更に分子生物物理学研究室、遺伝子化学研究室の方々との議論を通じ、DNA 結合
タンパク質に関する研究を進めています。また医学部のグループと共同で、心臓病患者と健常者での心電図波形の特徴の違
いを明らかにしました（Tokuyama, et al., 2014）。
数学と物理学は共進化的に発展してきた歴史を持ちます。生命現象はもちろん物理現象でありますので、物理学の対象
として研究する事ができ、それが我々のグループのアプローチの一つです。しかし生命を理解するには既存の物理学的知
見だけでは足りず、新しい視点・概念を確立していく必要が有り、そのためには数学の進歩も必要になります。つまり数
理科学は生命科学の進展に寄与するだけでなく、生命科学によって更なる進歩を駆動されることになるのです。
数理分子生命理学専攻／現象数理学研究室 准教授 粟津 暁紀
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研究へと挑戦してほしいと思います。広島大学理学
部・理学研究科は、皆さんの積極的な活動を応援し
ます。

新入生の皆さんへ
新入生の皆さんへ
理学部長・理学研究科長

楯

真

数学科の新入生の皆さんへ

一

理学部・理学研究科へ入学・進学
された皆さんに、心からお祝い申し
上げます。これから始まる新しい生
活を大いに有意義なものにしてくだ
さい。皆さんには、いろいろなこと

数学科長

田

丸

博

士

新入生の皆さん、入学おめでとう
ございます。大学（または大学院）
に入学するにあたって、様々な期待
と不安を抱いているのではないかと
思います。しかし経験上、あまり先

に挑戦する時間とエネルギーがあり
ます。今の新鮮な気持ちを大切にして、将来につなが
る「何か」をつかみ取ってください。
国立大学の役割が見直され、国立大学の在り方が大
きく変わろうとしています。皆さんのご両親が経験さ
れてきた大学と、現在の大学とはすでに様々な点で

のことを思い煩っても、良いことは
ありません。足元を見据えて、まずは「現在為すべき
ことを為す」ことが大事だと思います。
数学科において為すべきことのうち、数学の勉強は、
とても大事なものです。特に、大学の数学はいろいろ
大変です。大学の数学科がどういうイメージを持たれ

違っているでしょうし、今後はさらに変化してゆきま
す。国立大学は、かつては各都道府県で平等な教育・
研究の機会を提供することが役割のように考えられて
きましたが、今後は各大学の実力・状況に応じて果た
すべき役割を変えることになってきます。
広島大学は、
国際レベルの総合研究大学を目指すという役割を果た
すべく、
様々な教育・研究組織の改革を進めています。
大学における教育・研究のグローバル化は、マスコ
ミ等でも頻繁に取り上げられている話題ですが、広島
大学でも急速に教育・研究のグローバル化を進めてい
ます。理学部・理学研究科においても、留学生を受け
入れるための海外の大学との提携やカリキュラム整備
などを積極的に進めてきています。
教育・研究のグロー
バル化というと、英語による講義など技術的な部分が
注目され、特に理系の学生にとっては何も益すること
がないと捉えられることがあります。しかし、
理学部・
理学研究科でめざすグローバル化は、皆さんに早い時
期に海外の同世代の学生や研究者との交流を通して、
理学を修めるものとしての国際的な見識を身に着けて
欲しいという意図をもって進めています。中国、台湾、
韓国などアジア地域にある他の国々の学生達は、海外
の学生との交流や海外の研究室に出かけて研究を行う
ことに非常に意欲的です。彼らからは、日本の学生に
はない学問や研究に対する緊張感を感じることがあり
ます。これは、若いうちに多様な価値観・文化や研究
に触れることで、自分はどうやったら海外の仲間の中
で存在感を出せるだろうかということを真剣に考える
からではないかと考えています。
大学時代は、目の前の課題をこなすだけでは時間の
浪費だと思います。皆さんには十分な時間と意欲があ
るはずです。大学が大きく変わりつつある機会をうま

ているか分かりませんが、最低限の勉強で要領よく
やっていこう、などと考えていると、大抵は大変痛い
目にあいます。大学で学ぶ数学の大部分は、高校まで
の数学の難しいバージョンという訳ではありません。
難しくなるのではなくて、質が変わると言った方が正
しいと思います。あくまで個人の意見ですが、大学の
数学では「定義」が大切になります。
「証明」が重視
されます。何となく正しい、とか、自分は何となくは
分かっている、では不十分で、それを他人に向かって
きちんと説明することが求められます。（昨年私が担
当した講義の期末試験の欄外に、
「大学の数学は高校ま
でとは違うので、しっかり勉強しないと大変なことに
なります、ということを一年の最初に言って欲しかっ
た」ということを書いてきた学生が居たので、強調し
てみました。
）ということで、皆さん頑張りましょう。
さて、勉強でも大学生活でも同じですが、同級生や
先輩や先生など、いろいろな人と繋がることは、とて
も大事です。分からないことがあったら、同級生と一
緒に考えましょう（分からないことがないと思ってい
ても、分かっていないことを分かっていないだけ、と
いうことは多々あるので、他人と一緒に勉強すること
はお薦めです）。だめだったら、先輩に質問しましょう。
それでも無理だったら、教員に尋ねましょう。数学科
に来て、数学で分からないことがなかった人など存在
しません。怖がらずに質問しましょう。そうやって、
周りの人達と繋がって一緒に何かをやっていくこと
も、大学生活で為すべきことのなかで、かなり重要な
部分だと思います。
（そもそも、いろんな人とわいわ
いやった方が、楽しいですしね。
）数学の勉強は、当
然ながら為すべきことの一つですが、それが全てでは

く捉えて、ぜひ海外の学生との交流や、海外での教育・
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ありません。皆さんが、様々な経験をして、大学生活
を楽しまれることを、お祈りいたします。

白そうだから何もわからないけど、とにかくできるこ
とはなんでもやってみようという気持ちで取り組んで
みませんか。きっと新しい道が開けると思います。

数学を研究するとは何をするのだろう
数学専攻長

吉

野

正

新入生のみなさんへ、

史

新入生の皆さんご入学おめでとう
ございます。数学専攻の教職員一同
皆さんの勉学をサポートしていきま
すのでよろしくお願いします。さて、
皆さんはすでに大学等で専門課程の
数学を学ばれて、それぞれの目的を
もって大学院に進学されたと思います。大学院ではよ
り深く数学を学び、
そして研究をすることになります。
日常の生活においても研究という単語を時々使います
が、研究とはなんでしょう。研究をしている先輩や先
生をみても意味するところはよくわかりませんね。ま
して数学のように抽象的な学問では思考過程が具体的
に見えていないので尚更わかりにくいでしょう。それ

物理科学科長

栗

木

雅

夫

入学おめでとうございます。みな
さんは晴れて広島大学理学部の一員
としてスタートをきることになりま
した。理学部は科学（science）に
ついて学ぶところです。英語には不
加 算 名 詞 の science と 加 算 名 詞 の
sciences（区別のため複数形で示します）があります。
違いをご存知でしょうか。Science は西洋の自然哲学
からの伝統を引き継ぐ体系のことで、ものごとを「科
学的方法」によって理解する方法論、体系のことです。
一方、sciences のほうは、科学的方法論によって確立
されたいろいろな分野を示し、物理などもこのひとつ
です。Sciences の日本語訳は百科学で、科学という

はここで簡単に定義を与えられるようなものではあり
ませんが、数学専攻には研究に取り組むチャレンジ精
神があり、その雰囲気があります。それを感じとって
あなたも新しいことに挑戦してみませんか。新学期が
始まると学部生の頃と少しづつ何かが違ってくるのが
わかると思います。毎週開催される代数、幾何、解析、
統計などのセミナーへの参加や conference, workshop
への参加、学会への参加なども当たり前になってくる
でしょう。ゼミのスタイルも輪読形式ばかりでなく論
文を調査したり、本質はなんだろうということを重視
するようなスタイルに少しづつ変わってくると思いま
す。この時期に皆さんは、自分が面白いと思えるテー
マを見つけたり、同じテーマに取り組む仲間や人脈を
みつけたり、研究の基本姿勢や約束事を学んだりしま
す。積極的に自分で考えて判断する姿勢を持つように
するといいでしょう。それらはやがて、修士論文の作

言葉もこれに由来します。明治以来の近代化の中で、
日本は西洋から学問を輸入しましたが、sciences はす
ぐに輸入できても、その根本哲学である science を取
り入れるのは一朝一夕にはいきません。一方、理学と
いう言葉は大学の学部の名前以外ではあまりお目にか
かりませんが、この言葉は science の訳語として考え
ら れ た も の で す。 英 語 で 理 学 部 は department of
science と言います。残念ながら理学という言葉は
science の訳語として定着していませんが、みなさん
は理学部へ入学したのですから、sciences とともに
science も学んで、名実ともに立派な科学者 scientist
を目指してください。Sciences を学ぶには、量子力学、
無機化学、分子生物学などの教科書を勉強すればいい
でしょう。でも science はどうしたら学べるのでしょ
う。Science とはひとことで言えば sciences を疑うこ
とです。私が学生の頃の教科書には、ニュートリノは

成に取り組むときに、具体的に形をなしてきます。そ
の時、皆さんそれぞれの個性を持った独自の研究のス
タイルができてくると思います。あるいは修士論文に
取り組む先輩の姿が参考になるかもしれません。そし

質量ゼロと書いてありました。理学部に入学したみな
さんであれば、ニュートリノには質量があり、その種
類が入れ替わることもすでにご存知だと思います。も
し梶田先生が sciences だけを勉強していたら、大気

ていつか博士課程へ進学しての研究や学位の取得、研
究者への道も考えられるかもしれません。毎日少しづ
つ継続して積極的に物事に取り組む姿勢が、やがて大
きな成果につながります。今はまわりで立派な業績を
あげている諸先生も、研究を始めた当初は何もわから
ずいろいろ考え、失敗して悩みながらあるいは人に助
けられて少しづつ道を切り開いてきたと思います。新
しいことに取り組んだ最初は難しそうでわからないの
は当然でしょう。そこでそれをやめるのではなく、面

ニュートリノの発見はなかったでしょう。しかし矛盾
したようですが、sciences の勉強はきちんとしてくだ
さい。なぜなら、science を体得するには sciences に
ついて博覧強記といわれるくらいにならないと不可能
だからです。現代物理は非常に発達した体系ですから、
ちょっとやそっとで、そのほころびは見つかりません。
ほころびがでたら修正し、あるときは体系が根本的に
変化し、そういう長い時間をへて確立したのが現代物

―3―

理ですから、当然です。それに圧倒されて、現代の物
理は正しい、それを批判することは間違いだ、と思い
がちなのです。そういう人は scientist ではありません。
物理を極めつつ、それに溺れることなく、それを批判
的に見る、ということができるようになったとき、あ
なたはまぎれも無く scientist になったと言えるでしょ

興味を持っている研究の話をしましたが、もちろん、
学問だけを競うものでもないでしょう。成果を求めて
ギスギスするのもよくないでしょう。それぞれの方の
関心事は何ですか。決めかねているのも青春の特徴で

う。Scientist とは、職業的な科学者のことだけでは
ありません。研究以外の場面でも sciences とともに、
それ以上に science は役に立ちます。社会は常に変化
していて、正解といえるものが曖昧な場合が多いので
す。そのなかでより正しい、適切な判断を行うために
は、既存の価値観をしっかり把握しながら、批判的精
神を失わないことが大切です。これは科学的精神、
science の核心となんら変わることはありません。歴
史をひもとけば、工業化によって近代という時代を切
り開いた18世紀の産業革命は、それにさきだつ17世紀
の科学革命があってこそ起こったのです。科学には時
代を切り開く力があります。それは現代でも変わって
いません。
みなさんの奮闘に期待いたします。

新しい段階がスタートしました。皆さんが在学期間
を漫然と過ごすことなく、有意義に過ごされることを
願っています。そして40年後、自分には誇りを持って
進んできたと、皆さんそれぞれの『ノーベル』物語を
聞かせていただけることを期待しています。

化学科新入生のみなさんへ

新入生の皆さんへの期待
嶌

化学科長

康

山

㟢

勝

義

史

新入生のみなさん、広島大学理学
部化学科入学おめでとうございま

入学おめでとうございます。これ
からの卒業・修了までの期間をどの
ように過ごすかを考えましたか。

す。入学試験の重圧を乗り越え、目
標を達成されたことをお祝いいたし
ます。これから始まる大学生活への
期待がふくらむ一方で、授業につい
ていけるだろうか、必要な単位を取得できるだろう

物理科学専攻長

小

しょうか。よく学び。よく遊べ。聞きなれた言葉でしょ
うが、多くの学生が実行していないように見えます。
経済的問題もありますが、バイトの比重が大きいよう
に思えるのです。バイトで得る経験と金銭がよいのは
明らかですが、度が過ぎて、未来の自分への投資になっ
ていない点が心配です。同時に学生の特権である
「学」
と「遊」を十分享受できないのは悲しいことです。
「学」
と「遊」の経験、それに関連して主従関係でない人間
関係が貴重と思えるのです。

昨年度「も」日本人のノーベル物
理学賞の受賞で沸きました。今世紀
になり物理分野に限らず日本人の受
賞者が増え、「も」と表現したのですが、この間に成
長してきた皆さんにとっては当たり前に映っているか
もしれません。前世紀（昭和）に育ったものには驚き
です。戦後、経済は大国になったものの、ノーベル受
賞数では欧州の小さな国にも劣り、文化面では未成熟
と約40年前には議論がされていたのを思い出します。
この間、私の認識変化は数の増加だけでありません。

か、…という不安を抱いている人も多いのではないで
しょうか。これらの不安はすべて「大学と高等学校の
学習はどう違うのだろう」という疑問から生じている
と思いますが、その答に至る一つの鍵がみなさん自身
の呼称に表現されています。学校教育法によると、高
校生までは「生徒」ですが大学生は「学生」です。
「生
徒」の語源は教え子（弟子）ですから、知識を与えら
れる受動的な立場ですが、
「学生」は学んで生きる、
つまり、自らが能動的に学ぶ立場です。したがって、
授業で聞いた内容を、自らの意欲を原動力にしてより

ノーベル受賞者は教科書にのる XX 方程式や YY 効果
など天才に与えられるものと40年前の私には映ってい
ました。その後、折に触れて個々の業績の経緯を知る
につれ、
『大学院時代か30歳前半で始めた研究がうま
く行き、その後20－40年かけて確立した仕事』が多い

深く緻密に理解しようと努力する「学生」になること
ができれば、上で述べたような不安や疑問は自然に解
消します。
化学科に入学したみなさんは、高等学校で「ル・シャ

ように思うのです。適切な時期に適切なテーマを選択
し本人の努力等がうまく結びつき大成功に至ったので
しょう。新入生の皆さんは今、その可能性のある位置
に第一歩を踏み出したのです。大胆な夢が描ける青春
を、自分にもあって過ぎ去った時期なのですが、大変
うらやましく思っています。ここでは我々教員の一番

トリエの法則」を学び、入試対策として関連する問題
をたくさん解いたことでしょう。しかし、高等学校で
はその法則を使ってどう問題を解くかという How-to
は教わっても、なぜル・シャトリエの法則が成り立つ
のかという原理を学ぶ機会はなかったと思います。ま
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た、水分子（H2O）が H-O-H のような直線形ではな
いことは知っていても、なぜ曲がった構造なのかは説
明できないと思います。これらの例に限らず、高等学
校で約束事のように与えられ暗記していた事項の奥に

してください。
２．研究は、短期的な結果を求めず長期的な視野・忍
耐をもって進めてください。これまでの勉強と異
なり、皆さんが行う研究は正解のない課題に挑戦

ある「なぜ」を正しく理解し、実際系に応用できる力
を養うのが理学部化学科での学習です。建築家の安藤
忠雄氏が「受験競争に勝つことだけが人生の目標と
なった多くの若者が、基礎的な学問を学ぶ楽しみすら
知らないままに生涯をすごすとしたら、残念を超えて
人間として悲惨なことである」
（日本化学会「化学と
工業」
2007年６月号）
と述べています。みなさんは、今、
基礎的な学問を学ぶためのスタートラインに立ったわ
けですから、学びへの意識を「先生に教えてもらう」

しているのかもしれません。くじけそうになりな
がら、ときにはより険しい道を選ぶかもしれませ
ん。でも、回り道をしてもいいではないですか。
あきらめないで進みましょう。あきらめると、科
学の進歩はそこで終わりです。どこかに打開の道
があるはず。それからいつも、心のどこかで自分
の研究のことを考えていてください。
３．これなら他人に負けないという、自分の得意なも
のを一つ身につけてください。

から「自ら学び理解する」に変えて大学での学習を楽
しんでください。
学生の本分は学業ですが、大学生活の目標は授業を
聴講し試験に合格して修得単位を積み上げることでは
ありません。大学時代は友人や先輩・後輩あるいは教

４．学会発表や研究会を通して視野を広げるとともに、
研究室以外の友人を増やしてください。皆さんが
作った友人は、企業においてもあるいはアカデミッ
クの道に進んでも、必ず将来の人脈になります。
５．英語を苦手にならないようにしてください。英語

員などさまざまな人とのかかわりを通じて一人の人間
として成長できる大切な期間です。学科内の友人だけ
ではなく、部活動やサークル活動などを通じて他学科

は、大学での研究のみならず、就職した企業や研
究機関から皆さんが Global に展開していくため
の必需品です。

や他学部の人達とも交流し、多様な意見や考え方に触
れながら、心身ともに健康で有意義な大学生活を送っ
てください。

自分の自由な発想で何の制限もなく自由に探求・研
究することは今だからできる皆さんの特権です。
是非、
この特権をもとに化学の未知の領域にチャレンジし
て、充実した大学院生活を送ってください。我々教員
もサポートを惜しみません。

新入生のみなさんへ
化学専攻長

江

幡

孝

生物科学科新入生の皆さんへ

之

化学専攻博士課程前期そして後期

生物学科長

課程へ入学、進学した皆さん、おめ
でとうございます。皆さんの多くが
学部から進学なので、環境の変化も
少なく新鮮さがないかもしれません
が、我々がこれから皆さんを見る目
は学部とは異なっていきます。これから皆さんが大学
院で進める研究は、研究室の先輩や指導教員から教え
られて“習う”受け身の研究から、
“自分の考えで作

草

場

信

理学部生物科学科に入学されたみ
なさん、おめでとうございます。生
物科学の教員一同、心からお祝い申
し上げます。
皆さんは大いなる希望を持って
広島大学に入学されたことと思いま
すが、人によっては高校での生活との違いに戸惑うこ
ともあるかもしれません。まず、高校と大学では学習
のあり方が大きく違うことに留意してください。大学

り出す”能動的な研究へと変わっていきます。そのよ
うな皆さんへのアドバイスとして、５つほど挙げてお
きます。
１．時間を大切にしてください。博士課程前期に進学
した皆さんは、学部の４年間を振り返ってみて
あっという間に過ぎたという感想を持っているの

では、自分で学ぼうとする講義を決め、履修すること
になります。もちろん必修科目も少なくありませんが、
高校時代に比べて格段に自由度が大きくなります。教
養科目を学ぶことで広く教養を身につけることも社会
人になる皆さんにとって重要なことです。どのような
科目を学習し、どのような知識を身に付けて行くか、

ではないでしょうか。これからの２年間あるいは
５年間は皆さんの将来を決める重要な時間になり
ますが、これまで以上に早く過ぎていく感じがす
るはずです。終わってからでは取り返しがつきま
せん。悔いを残さないよう、充実した時間を過ご

幅広い興味を持って取り組んでもらいたいと思います。
日々の生活もまた大きく異なってきます。初めて家
族から離れて生活を始める方も多いと思いますし、
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サークル活動やアルバイトを始める方もいるでしょ
う。こういったことは社会人になっていく過程では有
益なものだと思います。しかし、時々、自身のコント
ロールができず、生活や学習のリズムを失ってしまう
学生を見かけます。
自由度が大きくなるということは、
自分で生活を律する必要も増すことを意味します。是

成し遂げられるものではなく、教員の指導の他、先輩
や後輩の協力、ディスカッションを積み重ねて達成さ

非、意識しておいてほしいことです。広島大学には
チューター制度があり、生物科学科では10名に一人程
度、教員が配置されています。もし、学習・生活面で
疑問や問題を感じたら、是非チューターの先生に相談
してみてください。
最後に、生物科学科は、集団・個体から細胞・分子
まで様々なレベルでの生物学の教育・研究に対応でき
るスタッフと施設を備えています。大学での４年間、

力を身につけてください。自分の殻に閉じこもること
なく、日頃から研究室のメンバーと議論を重ね、知識
を幅広く吸収するようなつもりで研究生活を送ってほ
しいと思います。
大学院で受講する講義は、学部の時と比べてずっと
少なくなります。大学での生活の大部分は、ほぼ自分
で自由に使える時間となります。その時間をどのよう
に使うかによって、今後の人生がかかっていると言え
るのではないでしょうか。私が大学院に入学したのは
今から何十年も前ですが、その頃の私はフィールドに

それを活用して有意義な時間を過ごしてほしいと思い
ます。まずは、３年生までの間にしっかりと生物学の
知識と実験技術、考え方を身につけてください。４年
生になると皆さんは研究室に配属され、
初めて「研究」
に出会うことになります。これまでの「学習」とは違
い、研究では、答えのない問題に向き合うことになり
ます。是非、オリジナリティーを発揮して、自分で考
え、見つけることの面白さを味わってください。研究
室は世界で初めての発見する可能性を秘めた魅力的な
場所です。皆さんの今後の活躍を期待しています。

山

入り込み、膨大なサンプルを採取して研究室に持ち帰
り、その観察を続けていました。修士の学生だった２
年間の経験が、今の自分の研究生活の基礎になってい
るのは間違いありません。皆さんもこれから数年間、
思う存分自分の時間を使ってください。きっと、その
経験が将来の皆さんの糧になるはずです。

ようこそ“ちくわ”へ

新入生の皆さんへ
生物科学専攻長

れます。また、学会やセミナーなどに参加して、学外
の研究者からヒントを得ることもあるでしょうし、と
きには外国の研究者と交流することもあるでしょう。
そのためには、英会話を含めたコミュニケーション能

地球惑星システム学科長・専攻長

口

片

富美夫

生物科学専攻に入学・進学された
皆さん、おめでとうございます。生
物科学専攻の教職員一同心から皆さ
んを歓迎します。生物科学専攻は動
物科学講座、植物生物学講座、多様
性生物学講座、両生類生物学講座と
植物遺伝子資源学講座で構成されています。理学部ビ
ル内にある研究室の他に、臨海実験所（尾道市向島）、
宮島自然植物実験所
（廿日市市宮島）
、
両生類研究施設、
植物遺伝子保管実験施設が併設されており、圃場や温
室を備えた植物管理室（通称植物園）もあります。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。自
分が所属している研究室だけでなく、専攻内のすべて
の施設を活用するつもりで、大学院生活を有意義に過

山

郁

夫

ここでいう“ちくわ”は食べもの
ではありません。“地球惑星システ
ム学科”のことを指します。“地球
惑星システム学科”では長くて
ちょっと舌を噛みそうですので、広
島大学では“ちくわ”という名で親
しまれています。ちなみに、他大学では同じ名称の学
科は“ちわく”と省略した形で呼ばれているらしく全
国をみてもとてもユニークな呼び方で、私たちも大変
気に入っています。
そんな“ちくわ”で何をやっているかというと、地
球のできかたや、地球の歴史、また地球以外の惑星と
地球との関係や、もちろん地震や火山をはじめとした
現象やそれに関連する防災・減災などのテーマにも取
り組んでいます。残念ながら、高校では地学を選択し
ていない方が多くいると思いますが、受験の科目上そ
れは致し方ありません。しかし地学では、先にも述べ
たような地球に関する根本的な問い、なぜ生命は誕生
したのか？これから地球はどうなるのか？など、誰で
もこれまで一度は疑問に思ったことがあるようなこと
をサイエンスとして取り組んでいます。そこには、も

ごしてください。
皆さんは研究室の一人のメンバーとして、研究室に
所属します。卒論生の頃とは違って、基本的な研究の
スキルを身につけた、一人の若手研究者であると自覚
してほしいと思います。ほとんどの研究は自分一人で
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ちろん数学や物理、
化学、
生物などの知識も必要になっ
てきますので、ある意味それらの科目のごちゃまぜと
いってもいいかもしれません。ちなみにお好み焼きで
はそういうメニューを“スペシャル”といいます。ど
んな具材を混ぜ合わせるのか、それはその人次第です
が、全く新しい発見や考えが見つかることも多々あり

学部時代に知を享受してきた皆さんは、大学院では
研究の内容や技量はもとより、論理性、思考力、分析
力、発想力など、どれをとっても一段と高いレベルを
要求されます。このことは、皆さんがいよいよ本格的
に知を“産み出す”創造の場で活動することを意味す
ることを再認識して下さい。研究の醍醐味の一つは、
その過程を通じて知的発見の喜びと感動が味わえるこ

ます。そんな“ちくわスペシャル”でこれからの４年
間いろいろなことを学んで、そしてこれからの人生の
中でそれを活かす場で活躍できるよう、私たちもみな
さんを応援していきたいと思います。また、大学院生
にとっては、そんな場でさらに深くサイエンスに取り
組める貴重なチャンスです。ぜひ自分のやりたいこと
に挑戦して、楽しい大学院生活を送ってください。

とですが、実際はこれまでに学んだ知識や方法論が必
ずしも役に立たないことを痛感し、実験や解析が思う
ように運ばず挫折感や非力感を味わうことのほうが遙
かに多いことでしょう。そもそもわからないことをや
る研究は積み重ねであり、得られた成果の裏には多大
な努力や数多くの試行と失敗があるものなのです。こ
のような経験は、問題の本質を見抜く洞察力を鍛え、
課題解決能力を培うための糧として、ポジティブに捉
えるのがよいでしょう。「光陰矢の如し」（若い皆さん

数理分子生命理学専攻へようこそ
数理分子生命理学専攻長

坂

本

敦

大学院に入学・進学された皆さん、
おめでとうございます。数理分子生
命理学専攻の教職員を代表し、心よ
りお祝い申し上げます。
長い専攻名であります。学部時代
の分かり易いシンプルな呼称とは異
なり、ご両親や友人にはなかなか正確には覚えてもら
えないかも知れません。しかし私たちは、
この長い（が
記憶に残る）専攻名に込められた理念のもと、生命現
象をはじめとして、多様で複雑な自然現象の背後に潜
む普遍性や法則性の解明を目指しています。これまで
の生命現象の法則化や一般化は、当初は概念でしかな
かった遺伝子が４つの塩基の単純な並びで説明されう
るように、主として分子レベルでなされてきました。
このようなアプローチは、生命の仕組みを司る分子や
要素の実体を次々と明らかにし、生命現象の理解を飛
躍的に深化させることに成功しました。しかしその一
方で、全体が個の集まりを超越する創発性がさまざま
な生命現象にみられるように、個々の分子・要素の働
きのみでは生命現象を必ずしも説明できるわけではな
いこと、即ちシステム全体を理解するための枠組みを
追究する必要性を提起しました。本専攻は、このよう
な命題に取り組みつつ新しい学問領域の創成を目指
し、数理科学（数学）
・分子科学（化学）
・生命科学（生
物学）に携わる研究者の協力や連携のもと設立された
のです（本号の表紙を飾る研究はその成果の一部で
す）。異分野間の融合的教育研究を推進する理念のも
と、皆さんには自身の専門を研鑽すると同時に、一つ
の専門領域に偏らない多角的な科学的視野を身につ
け、新分野の開拓や分野横断的領域で活躍できる資質
を育くまれるよう期待します。
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には流水よりもこちらの方がしっくりきます）
、しか
し短くても物事に一心不乱に取り組めるこの時間を如
何に過ごすのか。まっすぐに貪欲に高みを目指し、有
意義で充実した大学院生活を過ごされることを願って
います。

一緒に宮島や海へ行ったりキャンプをしますが、ここ
では学科を越えての交流があるので交友関係がとても
広がると思います。また、広島大学のいいところは、

先輩からのメッセージ
新入生の皆さんへ
数学科

小

原

さまざまな学部が入り混じった総合大学であるという
ことです。なのでサークルやアルバイトでいろんな学
部学科の人と出会います。私はサークルには所属して
いないのですが、ひょんなことから他学部の方と多く
接する機会をいただきました。そこで多くの友人がで
き、自分にはない考え方を持っている人に会うことで、
自らの考えが狭いことを知り、自分の生活がとても豊
かになりました。
大学生は活動の幅が本当に広がるので、去年までと

有水佳

みなさん、ご入学おめでとうございます！！！苦し
かった受験生活にも終わりを告げ、今からは待ちに
待った華のキャンパスライフでございます（笑）楽し
みでワクワクしているでしょうか、それとも、ちょっ
ぴり不安もあるのでしょうか。私も１年前、少しの緊
張と多くの期待をもってこの大学に入学しました。今
回、新入生の皆さんへメッセージを書かせていただけ
るということなので、私が１年間過ごしてみて思った
ことを少し述べたいなと思います。
まず、数学科に入学されたみなさん。数学科はどん
なところか気になりませんか？私は去年関数電卓を買

は比べ物にならないくらい自由で、さまざまなことが
できるようになります。どんどんいろんなことに前向
きに挑戦していってくださいね。そしてぜひ、人生に
おいてとても大切な４年間だったと胸を張れるよう
な、充実した大学生活を送ってください！！

いましたが、この１年で１回も使わなかったのでもう
紛失しました（笑）それくらい、数学科は計算をほと

新入生のみなさんへ

んどしない学科なのです。数学科は実用的な計算では
なく、それよりもっと前の話である、
「数学の証明」
をたくさんやるところです。例えば、１年のうちから
「この関数が積分可能であることを証明しなさい」の
ような問題がたくさん出てきます。最初は本当に慣れ

物理科学科

野

田

翔

太

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
これから新生活が始まるみなさんは、期待とともに不
安も抱えていると思います。ここでは主に、
「日常生活」

なくて、何を勉強したらいいかすらわからないかもし
れません。時には、高校数学とのギャップに困惑し、
いやな気持ちになるかもしれません。でも、自分たち

と「勉強」についてアドバイスしたいと思います。
まず日常生活について、多くの人が一人暮らしを始
めると思いますが、今までの生活とは違い、食材や日

が高校時代に「こういうものだ」と教えられてきたこ
とを自力で証明できるようになります。分かればとて
も楽しい学問なのです。努力すればできるようになる
ので、諦めずに練習を積み重ねてください。そして、
わからなくなったら友達や先生や先輩にどんどん頼っ
てください！
理学部にはオリキャンという、理学部の新入生が仲
を深めることができるイベントがあります。２年生も

用品はすべて自分で買い、家事を全て自分で行うよう
になります。最初は大変に感じるかもしれませんが、
すぐに慣れます。しかし実家にいたときよりは生活は
不規則になり、食事などのバランスも偏りがちになっ
てしまいます。朝もなかなか起きられず、１コマを遅
刻する人は結構見かけます。ここは特に注意しましょ
うね。また、東広島キャンパスがある西条の慣れない
気候に体調を崩す人も多いので体調に充分気をつけて
ください。
次に勉強について、講義や演習で難しい問題に出会
い、自力では解くことが困難な状況に陥ることがある
かもしれません。そういう時は、すぐに誰かに聞くの
ではなくて、まずは図書館でその分野の教科書や解説
書を探して手にとり、それをもとに自分で考えてみる
ことをお勧めします。それでもわからないときに、先
生に質問してみましょう。たくさん悩んだ問題が解決
するとモヤモヤが一気に吹き飛び、その問題は鮮明に
記憶に残ります。私が入学して最初のガイダンスで
「質
問は学生の特権である。」と先生がおっしゃっていま
した。たしかに、経験や年齢を重ねると、なかなか質
問できる立場ではなくなってしまうように感じます。

オリキャンでの宮島観光（中列一番左が筆者）
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学生であるうちにいろいろ質問しちゃいましょう！物
理科学科のアドバイスとしては、１年生で習う数学は
この先いつでも使えるようにしっかり勉強しましょ
う。ここでつまずいたらこの先で学ぶ専門科目で、計
算に目を奪われ肝心な物理的意味を見失いかねません。
大学生活では、自由に使える時間が増えます。ただ

あなたの人生にとって充実した数年間となるかどうか
はあなた次第です。
やはり、大学生にとって学業は大切なものですから、
このことについても少し書かせてもらおうと思いま
す。私は化学が好きで今の学科を選択しましたが、は
じめて専門科目の講義を受けたときは高校までとの

し、自主性と責任をもって行動する必要があります。
自由時間を有効活用していろいろなことにチャレンジ
してみましょう。勉強、アルバイト、サークル活動な
どさまざまな経験をすることで視野が広がります。
最後に、辛いことや不安なことがあったら、一人で
抱え込まずに友達や先輩や先生に相談してください。
目標を持って、仲間と協力して充実した大学生活を
送ってほしいと思います。

ギャップに戸惑いました。皆さんも同じ経験をするこ
とでしょう。あまりにショッキングでその分野を嫌い
になってしまうかもしれません。そんなことにならな
いように、ある程度は覚悟しておいて下さい。どうして
も困ったときは教授や先輩を頼ってください。自分と同
じ苦労をしている後輩を冷たくあしらう先輩はいませ
んし、勉強熱心な生徒を邪険にする教授もいません。
最後に、この文章を目にとめてわざわざ読んでくれ
た皆さんにひとつだけ覚えておいて欲しいことがあり
ます。朝はちゃんと起きて大学に行きましょう。これ
までの高校生活からすれば余裕だと思っていません
か？後々この言葉の重みを思い知ることとなる人は少
なくないでしょう。皆さんの大学生活がよりよいもの
になることを願っています。

学科の友達と…（左から２番目が筆者）

新入生の皆さんへ
化学科

田

渕

千

裕

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。入
試が終わりホッと一息ついているのと同時に、きたる
大学生活への大きな期待と不安をいだいていることと
思います。県外から新幹線で東広島駅にやってきた方
はあまりの田舎っぷりに絶望しているのではないで
しょうか。北側はもう少し拓けているので安心してく
ださい（笑）。私も入学当時は同じように一人での生
活や新たな友達づくりに対する不安を抱えていました
が、今ではなんでそんな心配をしていたんだろうかと

化学実験にて

ご入学おめでとうございます！

いうくらいに大学生活を楽しんでいます。なので、そ
んなに心配する必要はないと思います。楽しみにして
いてください。
大学生活は今までの学校生活とは比べものにならな
いくらいとにかく自由です。学業以外の時間はサーク
ルやバイトの他、旅行や遊びなど、好きなように時間

生物科学科

大

橋

由

紀

新入生の皆さま、ご入学おめでとうございます。長
かった受験を終え、晴れて大学生になられた皆さまと
同じ広島大学で過ごせることを嬉しく思います。

を使うことが出来ます。学業はもちろん大事ですが、
サークルでの他学部との交流やバイトで学べることは
たくさんあります。とにかく、自分がやりたいことに
何でもチャレンジしていってほしいです。大学生活が
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さて、皆さんは大学というとどのようなイメージを
持っているでしょうか。高校生活との違いの一つに自
由であるということが挙げられます。また、休暇もた
いへん長いです。これでもか、というくらいあります。
この有り余った自由な時間をぜひ有効に活用してほし

いと思います。勉強はもちろん、自分の興味のあるこ
とにも挑戦してみてください。
私は入学して３年が経ちますが、この夏休みにとて
もいい経験をしました。それは生物科学科の７人で
福岡の大会に出たことです。夜に開催される大会で、
ゾンビから逃げながらチームで４時間リレーマラソン
を行い、合計走距離を競うというものでした。７人に
は生物科学科の３年生であるという以外の共通点はな
く、出身地も出身部活も違いました。陸上部出身の私
が、走ることが好きそうな人を誘って大会にエント
リーし、ならば福岡観光もしようと盛り上がり、大会
を含めた旅行計画がされました。この時私たちは誰も
思いもしませんでした、まさか福岡という地で広島大
学理学部生物科学科25という完全にアウェイなチーム

かけになると嬉しいです。皆様が充実した毎日を過ご
せることを心よりお祈り申し上げます。

新入生の皆様へ
地球惑星システム学科

橋

本

知

世

忙しかった受験生活が終わり、楽しく、充実した
大学生活を夢見ていることでしょう元受験生の皆様、
広島大学への合格おめでとうございます。三年前、
広島大学に合格し、夢のキャンパスライフに胸躍らせ
ていた自分を懐かしく思う今日このごろです。山や田
んぼに囲まれた田舎で、夏はカエルの鳴き声、冬は洗
濯物の凍結で悩まされるのが西条という土地です。
華々しい、ドラマで見るような大学生活とは全然違う
のが現実です。一人暮らしを始められる方は、洗濯や
掃除などの家事を自分でしなければならなくなりま
す。今まで当たり前のようにしてくれていた両親の大

が優勝してしまうとは。当日は全員20歳を超えていな
がらおこがましくも高校時代に来ていたユニフォーム
で出場しました。しかし大学に入り、現役のものとは
程遠くなってしまった、お酒の蓄えられた自分の姿は
貫禄とたくましさが出てきたと思う一方で、服装を指
定したのは自分でありながら、何が嬉しくてこの格好
でゾンビから逃げ回らなければならないのかという情
けなさもありました。またゾンビはとてもリアルで凶
暴でまさに死に物狂いで走りました。しかし結果発表

変さを知ることでしょう。
また、大学に入ると学ぶ内容も大きく変わってきま
す。１～２年の間は教養科目として数学や英語の授業
もありますが、地球惑星システム学科特有の専門科目
も学年が上がるにつれて増えていきます。（この教養
科目の単位を落とすと後々、とても面倒くさいので一
年生のうちに取っておくことを強くお勧めします。ち

で優勝チームとして私たちが呼ばれたときの感動は今
までの大学生活で一番のものでした。なにより、この
チームで優勝できたことが本当に嬉しかったです。
勉強、サークル、アルバイト、旅行など、何かをす

なみに、筆者は三年の後期でようやく数学の単位をと
れました。）専門科目には、鉱物の鑑定や顕微鏡を使っ
た授業など、この学科ならではの演習授業もあります。

る時、これからはすべて自己責任で行わなければなり
ません。逆に何もしなければ膨大な自由な時間は無駄
に過ぎていきます。時には勇気を出して一歩前に出て
みてください。自分の力、あるいは仲間と協力して０
から作った何かを成し遂げるということは、本当に素
晴らしい経験になります。私が生物科学科の仲間と勝
ち取った優勝は一生の思い出です。自分の思い出話を

また、地殻運動から、宇宙まで幅広く学べることもこ
の学科のいいところだと思います。そのほかにも、こ
の学科特有のいい点は、学科自体の人数が少ないこと
です。筆者の学年は全員で26人ですが、少人数である
ため、全員と仲良くなれるので学科全体でわきあいあ
いとした雰囲気でやっています。ほかの学部や学科で
は人数が多いため、全員の顔と名前が一致しない、と
いうところもあるくらいです。

延々としてしまいましたが、皆さんの背中を押すきっ

話は変わりますが、筆者がこの学科を選んだ理由
は、椅子に座り、机に向かって勉強するより、山を
歩き回ってフィールドワークをするほうが性に合っ
ていると思ったことでした。しかし、想像したほど
フィールドワークや演習は多くはありませんでした。
また、筆者が高校時代に勉強してこなかった地学や
物理があらゆるところで出てきます。もともと勉強
がと嫌いだったこともあり、授業の内容がわからず、
悩んだこともありました。しかし、そのたび周りに
支えられてきました。そのおかげもあってか、勉強
もできず、ダラダラしているこんな筆者でさえ４年
に進級できるようです。

ゾンビ night!（リレーマラソン）表彰式
（最前列左が筆者）
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皆さん、安心してください。皆さんの大学生活は
きっと充実したものとなるでしょう。新入生の皆様
に幸あれ！

とが、皆さんの視野や考えを広げることにも繋がりま
すし、大学を卒業する時に大きな財産になります。ち
なみに、私は遊び過ぎたために留年しかけましたので、
皆さんはそのようなことが無いようにしましょう。
最後に、今、皆さんが持っている「初心」を忘れな
いでください。これから悩むこと・決断することがあ
ると思います。その時に、
「なぜ、自分はここに来た
のか」・「大学で何がしたかったのか」を思い出してく
ださい。きっと、道標になってくれるはずです。
いろいろ書きましたが、とりあえず大学生活は楽し
いものですし、いろいろなものが得られます。私は、
広島大学で大切な友人に出会いました。皆さんも、卒
業する時に広島大学に来て良かったと思える「何か」
を手に入れてください。皆さんの大学生活が楽しく、
実りの多いものとなることを願っています。

進級論文時のひとコマ
（※山で拾ったキノコを安易に食べてはいけません）

新入生の皆様へ
数学専攻

黒

木

健

司

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。こ
れから始まる大学生活・新生活に、期待や不安、様々
な思いを抱いていることと思います。私は、６年前に
入学した時、知らない土地で一人暮らしを始めること
に、不安と寂しさを非常に感じていたことを今でも覚
えています。
広島大学に入学するにあたって、おそらく、これを
読んでいる皆さんは、それぞれの分野が好きで学科を
選ばれたことと思います。私も同じで、数学が好きで
数学科に入学し、大学院まで進んでしまいました。し
かし、学部入学当初は、高校までの数学との違いに戸
惑い、慣れるまでにかなりの時間がかかりました（正
直、今でも慣れたとは言い切れませんが）
。皆さんも、
最初のうちは授業の内容に戸惑うと思います。そんな
時は、ぜひ、先生や先輩方に積極的に質問をしてくだ
さい。そして、分からないからといって授業に出なく
なることだけはやめましょう。分からないなりにも、
しっかりと授業に出て、
ノートを取って、
復習をする。
当たり前のことだと思うでしょうが、これこそが大学
で単位取得に苦労しないためのポイントです。
また、
これからは授業で拘束される時間が減るため、
自由に使える時間が増えます。その時間で、友達と遊
ぶ・サークル活動・アルバイトなどをする（したい）
人も多いと思います。ぜひ、いろんなことに挑戦して
みて、様々な経験・失敗をしてください。それらのこ
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研究室にて

夢は何ですか？
物理科学専攻

賴

燎

平

ご入学おめでとうございます。新しい環境の中、期
待と不安で落ち着かない日々を過ごされているのでは
ないかと思います。また大学生活でどんなことをする
か夢を膨らませていることでしょう。
さて、大学の勉強とはどんなものでしょうか？大学
ではどんな勉強をしても OK です。義務ではなく権利
だからです。どれだけ勉強ができるかではなく、どれ
だけ勉強をしたいかが大切です。夢に向かってフォー
カスしていくのが大学の勉強です。
また大学では、紙とペンだけが勉強ではありません。
演奏会、絵画展、サークル活動、教育実習、放射光実

験、学会、宴会など、経験という財産になるものはす
べて立派な勉強です。
これらは将来必ず役に立ちます。
そして最も強力なツールといえば読書です。私は年
間100 ～ 150冊ほど本を読んでいますが、読書量は全
然足りないと思っています。それほど読書から学ぶこ
とは多く、また奥が深いのです。私の勉強・趣味・人
間関係・性格はこれまで読んできた本がベースになっ
ています。
次に時間はどうでしょうか？私は呉工業高等専門学
校から広大理学部へ３年次編入しました。工学から物
理学への編入、教職科目、２つの習い事、土日はサー
クルや集中講義で大変でした。ですが時間を上手に活
用してきたおかげで、自分のやりたい研究分野に進む
ことができ、最先端の研究や国際学会への参加が実現
しました。また趣味の面では、演奏会やコンクール、
作品展示や自作曲の初演、そして教職やサークル活動
を通じた人々との出会いなど、数えきれないほどたく
さんの体験をさせていただきました。
私がここまで多くのことにチャレンジできた背景に
は一冊の本があります。
「大学時代にしなければなら
ない50のこと」
（ダイヤモンド社／中谷彰宏）
。これは
新一年生の皆さんにぜひ読んでいただきたい１冊で
す。また大学院へ進まれた方には「研究を深める５つ

新入生のみなさまへ
化学専攻

藤

田

祥

基

新入生のみなさま、ご入学おめでとうございます。
これから始まる大学生活に期待や不安などいろんな想
いを抱かれていることと思います。新しい環境に慣れ
るまでは何かと大変なこともあると思います。始めは、
周りに知らない人ばかりで戸惑うと思いますが、新た
な友人ができ、大学での講義にも慣れてくると、大学
生活はとても楽しく有意義な時間になることでしょう。
また、部活動やサークル活動にも参加してみるとい
いでしょう。広島大学にはたくさんの部やサークルが
存在します。高校まで続けてきたことを大学でも継続
して更なるレベルアップを図るのもいいですし、高校
の部活ではないようなマニアックなサークルもあるた
め、新しいことにチャレンジするいい機会でもありま
す。他学部の人とも交流することができるため、たく
さんの出会いが待っていると思います。どうぞそれら
の出会いを大切にしていってください。
化学科に入学された皆様へ。大学での化学は、暗記
が中心であった高校での化学と大きく異なってきま
す。物理に近い分野から生物に近い分野まで幅広い専
門知識を身につけることができます。そして、それら
の知識に基づいて、現象の解明、反応の予測、新たな

の問い」（講談社／宮野公樹）をオススメします。ど
ちらも生協や図書館にありますので、この機会にぜひ
読んでみてはいかがでしょうか。
さて、このように私は時間意識を大切にしてきまし

化合物の合成などに挑戦し、より化学の本質に迫って
いくことになります。まずはしっかり学習し、自分の
興味のある分野を探してみてください。４年生になる
と研究室に配属されます。この研究室に配属され、こ

た。大学には時間に悠長な学生や先生がいるかもしれ
ませんが、少し厳しい言い方をすれば、どんな時間を
過ごすのかは皆さんの自己責任です。義務ではなく権
利だからです。「時間は非常に貴重で限られた資源な
のです。
」
以上、勉強と時間、そして夢について話しました。
大学生活は、最も自由に勉強ができる時間であり、ま

の分野を専攻したので、こんな業界へ進むしかない、
ということは決してないので、将来のことも考えつつ、
好きな分野へ進んでみるといいと思います。自分が興
味を持ったことに対してとことん追求してみましょう。
高校のときに比べて大学ではたくさんの自由な時間
が与えられます。今やりたいこと、今しかできないこ
とに果敢に挑戦して、様々な経験を通して、実りの多
い大学生活にしていただきたいと思います。また、そ
んな中で是非、これからの人生でも縁のある友人をつ
くってください。これから始まる４年間が皆さまに
とって、充実した時間となることを願っています。

た時間の使い方を勉強する場でもあります。ぜひとも
夢に向かって躍進していただきたいと思います。最後
になりましたが、皆さんの大学生活が実り多いものに
なりますよう心から願っています。

低温 STM 装置と筆者

サークルの集合写真（後列一番右が筆者）
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新入生のみなさまへ
生物科学専攻

赤

というのもあります。大学の学びは高校までのそれと

司

は様々な面で違いますので、「イメージしていたもの
と違った」という声もよく聞きます。学業の面でうま
くいかなくなったとき、「なんで大学に入ったのか
な？」と落胆してしまうこともあるかもしれません。
そのようなとき、学業以外になにか継続して取り組ん
でいることがあれば、
「まあ、
勉強は振るわないけど、
（勉
強以外に）○○ができるようになったし、いいか。
」と

一

新入生のみなさま、ご入学おめでとうございます。
長期間の受験勉強を乗り越え、ほっとしていらっしゃ
ると思います。「大学生活は人生の夏休み」といわれ
るように、大学生は学業以外にもいろいろなことを経
験できる時間的な余裕があります。実際、大学の夏休
み、冬休み、春休みの日数を足すと４か月ほどありま
すから、１年の３分の２は文字通り「休み」というこ
とになります。これだけの時間をどのように活用する
かは人それぞれだと思いますが、私は１年生の時、
「な
にか運動ができるようになって卒業したい」と思い、
運動系の部活動に時間をつかうことに決めました。も
ともと運動の経験はなかったのですが、初心者でも始
められるということで、武道系の部活動に入部し、３
年間修練に励み、
初段の段位を取得して引退しました。
現在は、大学院生としてもっぱら研究活動に勤しむ毎
日ですが、部活動をやっていたおかげで体力の面で自
信がつきました。また、以前の自分であればあきらめ
ていたようなことに対しても、
「まあ、もう少しだけ
がんばってみるか」と、自分を励まして取り組むこと
ができるようになりました。
新入生のみなさまも、
せっかくの大学生活ですから、
学業にプラスしてなにかひとつやり遂げたいと思える
ことを見つけてみてはいかがでしょうか。私の場合、
武道というものに出会えたことで、体力的にも精神的
にも、成長することができたと感じています。受験勉
強を経験したみなさまならきっとイメージできると思
いますが、勉強だけ４年間するのではおそらく途中で
飽きます。たとえ興味のある学問分野について学んで
いるとしても、４年間ずっと興味が続くかどうかはわ
かりません。また、正直なところ学業への向き不向き

考えることができ、
ずいぶんと気が楽になるはずです。
最後に、新入生のみなさまが、学内外多方面で活躍
し、豊かな学生生活を送ることができますことを願っ
ております。

興味に素直に
地球惑星システム学専攻

齋

藤

拓

也

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
長かった受験期を乗り越え、新しい生活への期待を胸
にこの広島大学へご入学されたことでしょう。大学で
は授業以外の時間を自分の思うままに使うことができ
ます。バイト、サークル、旅行、それぞれの趣味など
様々なことを好きなだけできる人生のモラトリアムと
も言えるかもしれません。何をしても、何をしなくて
も許されます。つまり自分で何か目的を持って行動し
なければ何も生まれないということです。と、かくい
う私には目的という目的は特に存在せず、サークルで
バスケを楽しみ、バイトでお金を稼ぎ、目先の単位を
取得することしか考えていませんでした。サークルや
バイトなどには興味が湧きましたが勉学にはなかなか
湧かず、大学でどのような研究をしたいか、などは全
く考えていませんでした。
しばらくして学部２、３年で受けた授業に興味を持
ち研究室は『資源地球科学』という分野を選択しまし
た。授業の内容にも興味はありましたが、実際に海外
の鉱山などのフィールドに出て調査をすることができ
る、という部分に特に興味を惹かれました。他の研究
室はほとんど頭にありませんでした。
大学院１年の夏に先生、中国の研究者の方々、鉱山
で働く方々の協力のおかげで、中国の鉱山に行って調査
をすることができました。飛行機の手配や現地でのバス
の乗り方を調べたり、食べたことのないものを口にした
り、習慣、文化の違いに驚いたりなど、二週間近い中国
滞在は自分の大学生活において最も刺激的な期間でし
た。実際に鉱山に入れていただいて見た鉱物には感動し
ました。一番ヒヤヒヤしたのは帰りの飛行機でせっかく
取ったサンプルが持って帰れるかどうかでした。
無事に税関を通った時には先生、後輩と一緒にとて
も喜びました。日本に帰った時にはこの研究室に興味

学会会場での筆者（2014年９月）
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を持って入ってよかったと心から思いました。
入学してすぐに目的がなくても自分の興味のある方
向に進めば充実した大学生活を送ることができると思
います。それがバイトでもサークルでも、部活でも、
勉強でも、自分の趣味でもなんでもいいと思います。
やりたいと思ったことに挑戦してみてください。ただ

たか眠たいかのどちらかに原因があるのだと気づきま
した。家族と過ごしているときよりも自分の癖に気づ
きやすいです。科学に興味を持つのと同じように、自
分にも少しその目を向けて見てください。それはきっ
と、この先生活する上で役に立つと思いますし、最終
的にどんな自分になりたいか考えることにも繋がると

単位は落とさないように授業には出ましょうね。これ
からの皆さんの４年間が実りある時になることを願っ
ています。

思います。
大学院に進学された方は、卒論を越え、研究生活に
も慣れてきたころでしょうか。私もまだまだ勉強中の
身ですが、博士課程前期を終えて感じるのは critical
thinking（≒論理的思考）を鍛えるのには時間がかか
るということです。もし感じることがあれば、日々論
文を読むときに、筆者の解釈と結論だけでなく様々な
可能性を考えながら読むとよいトレーニングになると
思いますので、少しずつそういった時間を増やすこと
を薦めます。それから些末なことですが、悲しい思い
をした方を何人かお見かけしましたので、大学入学時
に PC を購入した方はたいてい４年くらいで HDD が
壊れがちですから、大事な実験データはぜひバック
アップをとることもお薦めします。
これから始まる皆さまの素晴らしい大学生活が満ち
満ちたものであることを願っています。

中国、鉱山内にて（右から二番目が筆者）

新入生の皆さまへ
数理分子生命理学専攻

鈴

木

美有紀

新入生の皆さま、ご入学おめでとうございます。縁
あって、ともにこの日を同じ大学で迎えられることを
嬉しく思います。生活の変化に伴い最初はせわしい
日々が続くかと思いますが、体調が悪いときだけは無
理をせず、楽しく過ごしてください。大学生活が過ぎ
るのはあっという間で、広島にきて５年も経つという
ことが書きながら信じられないほどです。長いようで
短いこの時間を皆さまが充実して過ごされるのを願う
とともに、数年早く入学した身として僭越ながらいく
つかの薦めを書かせていただきます。
学部新入生の方は、はじめて親元を離れた方も多い
のではないでしょうか。友人と過ごす時間が増える一
方で、案外、一人の時間も長いものです。寂しさや不

昨年の動物学会は新潟でした

安に駆られる方もいますが、これは自分のことを冷静
に見つめられる、とてもよい機会だと思います。自分
はどんなときに調子が良くて、悪いのか。性格、考え
方の癖、体力の限界。悩むことがあれば、どんな感情
をどういう理由で抱いているのか。どんなときに本当
に嬉しく感じるか。小さな例を挙げると、私が落ち込
むときは、最初はいろいろと理由が出てきますが、冷
静に観察したところ、結構な確率で最後はお腹がすい
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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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