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『飛翔』とは …？ 

『飛翔』は、広島大学総合科学部の魅力をもっともっと多く

の人に知ってもらうための総合科学部公式広報誌です。 

年に１～２回刊行されており、総合科学部の設立から約 50 年の

歴史を刻んでいます。この『飛翔 OC 増刊号』は OC に伴い、高

校生にも総合科学部を知ってもらおうという目的で発行していま

す。総合科学部がどんなところなのか、どんな人がいるのか、ど

んな魅力があるのか、是非のぞいてみてください！ 
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総合科学部には総合科学科と国際共創学科の 2 つの学科があり
ます。1 年生では主に一般教養を勉強し、その後自分の専門分野を学
科ごとに選びます。2 年生からは、自分の専門分野を中心に学びなが
ら、専門分野以外の授業も興味のあるものを中心に履修します。分野
の垣根を越えて多くの科目を学ぶことで、多角的な視点から問題に
アプローチする力が身につきます。 
・現時点で将来なりたい職業が決まっていない人 
・大学で何を学びたいか分からない人 
・色々なことに興味があって 1 つに絞れない人 
そんな人に特におすすめの学部です。学部内では様々なことに興味
を持ち、過去に異色な経験をしてきたユニークな学生もいるため、面
白く気が合う友人が見つかると思います。 
 
 
 
 
 
 
文理の枠組みを超え、多様な
分野について勉強します。3
つの教育領域と、それぞれ４
つの授業科目群があります。 
 
○人間探究領域（人間文化、言語コミュニケー
ション、人間行動科学、スポーツ健康科学） 

○自然探究領域（物性科学、生命科学、数理情
報科学、自然環境科学） 
○社会探究領域（地域研究、越境文化、現代社
会システム、社会フィールド研究） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
様々な国籍の学生が所属し
ており、多くの授業が英語で
行われます。日本人学生は留
学が必須となっています。以
下の３つの視点を中心に学
習します。 
 
○文化と観光 
○平和とコミュニケーション 
○環境と社会 
 
 
 
 
 
 
 

総合科学科 国際共創学科 

↑『文化と観光』の学生の時間割 ↑『社会探究領域』の学生の時間割 

総合科学部（総科）とは …？ 
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【オンライン授業の割合はどのくらい？】 
コロナウイルスの影響で、1 年生の時は、大学の方
針でほとんどオンラインでした。1.2 タームは対面
授業が無かったです。今年は半分くらいオンライ
ン授業で、対面授業もあります。 
 
【オンライン授業が多い中で、どこで友達が 
出来た？】 
友達のでき方が特殊でした。元々入学式の前に
LINEグループが出来ていて、入学式の日に 40 人
くらいで集まりました。その時に仲良くなりまし
た。その後も、ご飯に行ったり、オンライン授業を
一緒に受けたりして、対面授業がなくても仲良く
なっていきました。 
 
【ひとり暮らしで大変なことは？】 
掃除です。テスト期間や新歓の準備などの予定が
重なった時に、忙しくて家のことが何も出来なく
なってしまいます。そういう時に部屋が散らかっ
てしまいます。やっぱり自分の身の回りのことを、
計画立ててするべきだと思います。 
 
 

小出浩輝さん 
・総合科学部総合科学科２年生 

・社会探究領域・社会フィールド研究科目群 

・出身：兵庫県 / 特技：炒飯作り 

・趣味：読書、散歩 

・好きな食べ物：刺身      

 
 
【毎日自炊する？】 
ミールカードを使っているのと、バイトのまかな
いがあるのであまりしません。自炊を毎日する人 
は、食費が安く済むけど、一日だけしようとなる
と外食のほうが安いので、外食になってしまいま
す。ちなみに学食で一番好きなのは、汁なし担々
麺です。 
 
【アルバイトはいつ頃から始めた？】 
一年生の 5 月頃からです。自分は仕送りが少なめ
で自由に使えるお金が無いので、バイトして稼ご
うと思ってちょっと早めから友達が紹介してくれ
て始めました。 
周りの人は夏休みぐらいから始める人が多かった
気がします。最初のうちは授業がどのくらい忙し
いのか分からないので、ペースがつかめてきてか
ら始めようかなっていう人が多いと思います。早
く始めるか遅く始めるかは、お金に余裕があった
ら遅くでもいいと思うけど、早く始めていると昇
給や仕事への慣れのメリットがあります。 
    
 
 

先輩にインタビュー（IAS 編） 
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【先輩・後輩が関わる機会はある？】 
コロナ前は今より交流が盛んだったと聞いていま
す。まず入学してすぐに新歓があります。今年は
午前中で終わってしまったのですが、コロナ前は
午後も自由参加でイベントがあって、その後先輩
に夜ご飯に連れて行ってもらって、みたいな流れ
になっています。 
次に、春は総科キャンプというオリエンテーショ
ンキャンプがありました。夏は、宮島キャンプが
あります。それに加えて、ゆかた祭りや大学祭で
の出店もありました。このようにイベントが多く
あるので、例年通りだと一年生から三年生の縦の
つながりが強くなるようになっていました。でも、
イベントがコロナで全部できなくなってしまって、
今はコロナ前ほど交流ができていない状況です。
自分が一年生だったときは縦のつながりがあまり
強くなかったので、今年は頑張っています。 
 
【総科に入って良かったと思うことは何？】 
総科に入って良かったことは必修が少ないことで
す。 楽しく自由な時間が多くて友達と遊べる大学
生活を送れるっていうのも大きいです。 人によっ
て考え方がそれぞれだけど友達と遊ぶのは、ただ
遊んでいるというより知り合いを増やしていくこ
とになると思います。将来何かやりたいとなった
ときに助けてくれる人が増えるから、沢山遊ぶと
いうのは意味のあることだと思います。この期間
にしかできないし、社会人になってから友達増や
すのは結構頑張らないといけないと思います。そ
う考えると、総科で過ごすのはすごく良い時間・
環境なのかなと思います。やりたいことが決まっ
てない人がよく来るところと言われると思うけど、
総科は色々なことを広く学べます。その中で自分
の好きなものを見つける機会が沢山与えられると
思います。可能性が広がるので、夢のある学部な
んじゃないかなと思っています。 
 
 

【領域選択で大事にしたこと（社会探究領域を選ん
だ理由）は？】 
社会探究領域は科目群間の垣根が低いから色々な
ことを学べると思います。社会というものは色々
な要因が重なり合って成り立っています。そう考
えると、社会に対していろんなことを学べていた
方が良いですよね。社会について広く知りたいと
思ったときに、社会探究領域が一番適しているの
ではないかと思いました。 
 
【1年生のうちにやって
おくべき事は？】 
バイトやサークルなど
の自分が何かしら所属
できる場所を作るのが
凄く良いなと思います。
一人でいると間違った選択をしてしまったり視野
が狭くなったりします。知っている事も少なくな
るし、他の人に聞いたら一瞬で分かることを自分
で死ぬほど調べて悩むこともありますよね。簡単
な例で挙げれば、「レポートの提出期限明日だよ」
といったことを聞けます。「広大のここでこんなこ
とをやっているからすごくいいよ」というのを先
輩から聞けます。どこかに所属することで得られ
るものが凄く多いと思うから、何かに所属するの
が良いと思います。一年生の間は単位を取りなが
ら、友達や知り合いを増やしていったら良いのか
なと思います。 
 
【受験生へのメッセージ】 
総科は他の学部と比べて特殊な学部だと思ってい
ます。自分が何をすれば良いのか色々悩むことも
あると思います。しかし、色々なことも学ぶこと
ができます。将来の可能性の幅を狭めたくない人・
まだ新しい可能性を探したい人にオススメです。
ちなみに、受験科目が少ないところもオススメで
す。  
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前田理生さん 

 総合科学部国際共創学科(IGS) 

２年生 文化と観光 
・イギリスと日本のハーフ 

・所属：アカペラサークル 

・趣味：音楽(ギター、ピアノ) 
 

 

 
【自己紹介を】 
出身はイギリスで、2，3年間住んでいました。日
本には小学生の頃からずっと住んでいます。 
 
【今は大学付近で 1 人暮らし？】 
広島大学の寮に住んでいます。IGS では寮以外に
住む人もいるけど、基本は寮に住むことを推奨さ
れています。 
 
【寮生活のメリット】 
学校に近く家賃が安い、寮内に住む友達のところ
にはすぐ行けることがメリットです。また、ほと
んどの留学生は寮に住むので留学生との交流もし
やすいです。 
 
【IGSでの会話や人付き合いの特徴】 
留学生とは英語で喋ることが多いですが、 日本語
と英語を混ぜて使うこともあります。留学生に国
や文化について聞けることが魅力です。 
僕は母がイギリス人、父が日本人なので元々英語
は結構話せたのですが、最初の頃はやっぱり英語

が難しく、日本人同士で固まりがちでした。だん
だんと日本人も留学生と友達になっていくことが
できました。 
 
【全て英語での授業だが、不安はあった？】 
はい、大学と高校までに習う英語は違うと聞いて
いたので不安はありました。特にたくさんの量の
英語を読むためのスピードと語彙力が心配でした。
ガイダンスから英語が多く、英語に関して知らな
いことがいっぱいあって大変だなと感じました。
例えば、始めは英語でメールを書くときの dear…
や sincerely…を使ったスタイルを知りませんでし
た。 
 
【その不安はどう克服していった？】 
文法と発音は完璧でなくても伝わったら大丈夫だ
ということに気づき、不安は減りました。先生が、
発言することが大事だから、失敗は気にしなくて
良いとよく言ってくださいます。 
発言しやすい環境も魅力ですね！ 

 

先輩にインタビュー（IＧS 編） 
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【面白かった・印象に残っている授業は？】 
日本のアニメーションを、作品の意味や背景を考
えながら見る日本のメディアについての授業はと
ても興味深く、面白かったです。また、日本は実際
どういう文化・国なのかを深く読み解く
「contemporary Japanese issues」という授業も印
象に残っています。自分が住んでいる国だからこ
そ、 もう 1 回考え直す機会となって面白かったで
すね。 
 
コロナ禍になってからの留学について 
まず IGSの留学制度では留学が必須な人とそうで
はない人がいます。留学が必須な人は、主に日本
人ですが、僕や日本とアメリカのハーフの友達も
必須ではなく、人それぞれですね。コロナ禍で去
年は行けてなかった気がしますが、今年は今のと
ころ行けると思います。 
 
【留学以外での国際交流について】 
国際交流の場がきっかけで、仲良くなって遊びに
行く人もいます。僕の場合は特別国際交流の場に
は行ってないですが、1 年次に留学生 1 人と知り
合って以降、そのつながりでどんどん留学生の友
達を作ることができました。授業以外で英語を使
いたいと思ったら留学生の友達を作ることをおす
すめします。(欄外※へ) 
 
【IGS、総合科学科や他学部との交流は？】 
IGS は結構仲いいイメージだと思うし、別の学年
とも仲が良いです。英語には敬語がないので、上
下関係がすごく緩いっていうのがいいと思います。
例えば、入学後に、バディーシステムという 2 年
生何人かと 1 年生で一緒にご飯に行って話す機会
があります。僕はこの機会で話した人と今日も会
って話しましたね。 
他学部との交流はサークルに入っていたら機会が
できます。僕はアカペラサークルの pde っていう
ところに入っているので、交流はあります。 

【大学在学中の目標は？】 
目標…。将来の夢がまだ決まっていないんですけ
ど、それは大学に入る前からです。今はコース選
択時に一番興味のあった文化と観光に所属して学
んでいます。特に文化について学びたいです。 
個人的には音楽が好きで、アカペラサークルにも
入っていますし、高校はギターとかも始めたし、
歌も好きなんです。路上ライブとか、やってみた
いですね(笑) 素敵ですね！ 
あまり将来のこと考えてないのもよくないんです
けど…。IGS では必修が少なくて自由に授業が選
択できるので、僕を含め入学してから好きなこと
を見つけようという人が多いと思います。それも
いいんです。でも IGSのプログラムでは、一つの
ことを一貫してやるわけじゃなく、深い知識が身
に付きにくく、目標無しに各授業を適当にやって
いたら、結局何を学んでたの？ってなってしまう。
目標をもって入学する方が良いのかなと思います。 
  
【所属する視点(文化と観光)とその他の視点(環境
と社会／平和とコミュニケーション) について】 
選択は１年生後期ですね。２年生になってからも
自分が選んだ視点以外の授業をとります。いくつ
かはとらないといけないです。 
僕は「環境と社会」と「文化と観光」との選択で悩
んだんですが、「環境」がかなり理系だったので、
観光を選んで「持続可能な観光」を勉強した方が、
環境問題について、自分のやりやすい形で学べる
と思い、「文化と観光」を選びました。「観光」では、
日本と世界の観光、最近の観光のトレンドや問題
などを学びます。「コロナと観光」や、VR・ARで
の観光、「メタバースツーリズム」など今後流行す
るというものも学びました。 
日本で学ぶ「観光」は他の国と異なっています。他
の国だと、接客やホテル経営などを学ぶことが多
いですが、広大では、どうすれば観光地を宣伝で
きるか、なぜ人は観光地に行くのかなどに注目し
ます。  

※国によって違う英語の発音や食べ物などの文化の話で盛り上がるそうです。      

 同じ寮のモロッコ人に料理を作ってもらったとのこと。とても楽しそうですよね！ 
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「文化」は、さっき言ったような日本のアニメや文
化人類学の講義がありますね。文化人類学はすご
く面白くて…、説明するのは難しいですが…。 
うーん、そんな授業があります(笑) 
「環境と社会」は、４年生になると島に行って調査
するとか結構フィールドワークが多いみたいです。
ガッツリ「理系」って感じがします。でも「環境と
社会」は「社会」とも繋がっているので、環境に関
する法律の授業もあったと思います。 
「平和とコミュニケーション」は比較的二つの要
素のバランスがとれています。「平和」の分野では
僕は「平和共生論」をとっています。ウクライナと
ロシアの問題や移民、そういう問題に関する国連
の機関について学びました。「コミュニケーション」
の「Language＆Thought」という授業では言語と
思考の関係性について学んでいます。 
こんな風にバランスが取れている印象です。「言語
は平和をつくるのに大事だよ」という感じですね。
コミュニケーションできないと話し合い等ができ
ないので。 
 
【受験生に向けて何かメッセージを】 
わー、なんだろう…(笑)  
IGS は、国際交流をしたい人にとってはとても良
い環境だと思います。留学もできるし、留学中の
単位も広大で使えるので。それから、チャンスも
すごく多いですね。 
あと、一人暮らしは絶対した方がいいと思います。
生活面もそうですけど、自分の時間が多いので、
自分についてもっと知ることが出来ます。それが
すごく大きいなと、最近感じますね。 
 
【高校生のうちにやってよかったことなどは？】 
僕は総合型選抜だったので、合格後、英語の本を
読み、速く読むための練習をしていました。 
あとは、高校の時もやりたいことがわからなくて、
広大に行く決断をするのにはかなり悩みました。
でも悩んだ方が後々自分の決断に後悔しないと思

います。悩んだだけそれはいい選択になると思う
ので。 
 

将来のことに悩んでいるとおっしゃっていました。 

【IGS全体ではどのような様子？ 
どういう道を目指しているのか、など】 
大学院に行く人、そのまま卒業して就職する人、
JICA に入りたいって人もいます。IGS は新しく、
卒業生が少ないので進路の実績も多くはないんで
すが、できることは多いと思います。日本人で海
外で就職したい人もいるし、海外の人で日本で就
職したい人もいるし。どっちもあります。留学生
が「日本に来て、日本で就職するんだ」と思ってく
れているのは嬉しい感じがしますね(笑) 
  
選択肢が多く、周りで同じように悩んでいる人も多いと思

います。 

【将来の話をする機会は？】 
 たまに「何したいの？」と話すことがあります。
「わかんないんだよね～」って(笑) 
でもあまりよく話さないかもしれないです。話し
た方がいいんですけど。 
 
考え方によってはそうかもしれないですね。 
他の学部ではストレートに一つの分野に絞られま
す。IGS では悩んでいる人も多いので、お互いに
話し合えるし。あと、IGS に入ったら先輩にアド
バイスをもらうのがとても良いと思います。授業
の履修やフィールドワークについて実際の情報が
得られるので。 
 
 
 
 

悩む余地があるのは良いことですよね。 

幅広いからこそ、就職や進学の際の情報交換が盛んになり 

そうです！ 

 

たくさんのお話ありがとうございました！ 
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総合 科学部 

周辺写真 
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安部夏生さん（写真中央） 

・総合科学科１年 
・出身：福岡県 
・好きな食べ物：中村チーズあられ 
 
＜総合型選抜について＞ 
【総合型選抜について知った時期は？】 
「入試は情報戦」なので部活動を頑張っていた高
１からさまざまな大学の総合型選抜について調べ、
特徴的な広大の方式は高１や高 2 で知っていまし
た。広大だけでなく、大学受験に関するたくさん
の情報をインターネットの活用で得たと思います。 
 
【総合型選抜についてどう思う？】 
「頼みの綱」のような受験方式だと思っていまし
た。広大の総合科学部（以下総科）に自分のレベル
が達していないと思っていたので、活動をアピー
ルできる総合型選抜は大きな希望でした。 
 
【総科を受験した理由は】 
私は元々理科が大好きだったのですが、中学・高
校で数学が苦手になり、文系に進みました。しか

し理系選択ができなかったことへの未練があった
ため、総科を見つけたとき、まさに私の学びたい
ことができる場所だと感じました。さらに、経験
が活かせる光り輝き入試があったことが、志望す
る後押しになりました。 
 
【いつから総科を目指そうと思った？】 
高３進級前の進路調査です。「文理融合型学部」や、
その中でも歴史が長い広大の総科は私にとって憧
れの場所だったのですが、かなり高望みだったこ
ともあり、最終的な決断には時間がかかりました。 
 
【総合型選抜の対策を始めたのはいつ？】 
夏休み終わりには総合型選抜の受験を考えていた
ので、受験校の決定・今までの活動のまとめなど
を少しずつ進めていました。小論文対策は一次試
験に通ってからの二週間で必死にやりました。た
だ、以前から高校で行われていた小論文対策は積
極的に受講するようにしていました。 
 
【出願はどのように行った？】 
総合型選抜は自己推薦なので、全て自分に責任が
あります。ただ自己推薦書の添削や小論文対策な
ど、高校の先生方や家族、周りの方々の支えが必
要です。一人ではできないからこそ自分から動く
ことがとても大切でした。  
 
【出願までの情報収集はどのようにしていた？】 
過去に同じ入試を経験した先輩方の受験記録を参
考にしました。ただ主にインターネットを使って
おり、広大の HP には何度もお世話になりました。
この「飛翔」のバックナンバーの総合型選抜経験
者のインタビューは本当に参考になりました。 
 
【小論文対策はどのようにした？】 
総科の総合型選抜の小論文試験は、講義を聞いて、
その講義の内容をもとに質問に答えるという形で
す。過去問は HP に掲載されていますが、質問部
分のみです。私は、講義の内容を理解して文字に
できるよう、ネットにある講義動画を用いて要約
する練習を行いました。総科の小論文のテーマは

受験体験談 
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年によって大きく違っていたので、練習に使用し
た講義も文理問わず様々なものを選びました。 
 
【面接対策は何をした？】 
ひたすら面接練習を沢山の先生と行いました。ま
た、総科は文理融合のため、理系の先生と文系の
先生にそれぞれの視点から質問をしていただき、
これだけ練習したから大丈夫、というような自信
にもつながりました。 
 
＜入試本番について＞ 
【受験当日に特に気にしたことは何？】 
悔いがないように「やりきる」ことです。前日の夜
に顧問の先生から激励があったこともあり、当日
はそれだけを考えていました。あと、面接ではど
んな質問でもなにか返答しようと意識しました。 
 
【書類・面接でアピールした高校時代の活動は？】 
私は理科部に所属し、研究、実験などを行ってい
ました。夜空の明るさやトゥファという岩石の研
究活動では、観測や測量から得た数理的データと
人間行動や歴史的要因を合わせて考察する、まさ
に総科的な調査を行っていました。総科のアドミ
ッションポリシーに通じる点が非常に多く、志望
理由にもつながっています。はじめ推薦書には、
大会出場記録などの対外的な活動のみを記載して
いました。しかし、添削の際、「大学は研究機関で
あるからこそ、その動機や思考過程を評価してく
れるはず」と助言いただき、私という人間を見て
もらえる、自身の内側が表現できた推薦書が書け
たことが、合格にもつながったのかなと思います。 
 
【小論文の講義はどのような内容？】 
講義は「呪術」についてでした。どうにもできない
ことを超自然的なものに働きかけてどうにかしよ
うとする、お守りやゲン担ぎといった「神頼み」の
ようなことです。その歴史や文化についての講義
でした。詳細版が総科で開講されていて、私も入
試をきっかけに文化人類学Ａを受講しました。当
時よりも深く学ぶことができ、面白かったです。 
 

＜その他＞ 
【広島大学のキャンパスの第一印象は？】 
とにかく大きいザ・大学。都会ではないですが、の
どかで、学びの環境が整っています。面積が広い
だけでなく、学生数、学部ともに多様で、様々な人
と関われるのも魅力でした。二次試験で初めて来
て、「広大の総科」で学びたい気持ちが強くなり、
浪人してでも受かりたいと思えました。キャンパ
スを肌で感じることも大切だと思いました。 
 
【入学してから取り組んでいることは？】 
自分の興味のある講義は積極的に受講してみるこ
とです。入学前の想像通り、総科の自由度の高さ
や学問の豊富さは抜群です。また、大学生活は講
義だけでなく、すべてが新しく刺激的です。この
「飛翔」の編集委員や部活・サークル活動にも参
加しています。楽しそうなこと、大学でしかでき
ないことにはどんどん飛び込みたいです。 
 
【どんな人が総合型選抜に向いている？】 
自己分析力やアピール力のある人、そして何より
「この総科で学びたい！」という理由や熱意があ
る人は誰でも向いているのではないかなと思いま
す。光り輝き入試は、受験者の人間性と向きあっ
てくれる入試だと思います。純粋な熱意が何より
も大切だと、私は感じます。 
 
【総合型選抜を考えている受験生に一言！】 
総科で学びたいという強い意志がある方は、ぜひ
挑戦してください！その気持ちをたくさんの人を
巻き込む行動力に変えて、最後まで自信をもって
貫き通せば、きっと結果はついてくると思います。
一緒に総科で学びましょう！ありがとうございま
した！ 
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入試・受験勉強アンケート調査 

Q1. 
志望校を決めたのはいつですか？ 

Q2. 
部活動はいつまでやっていましたか？ 

Q3.総合科学部を志望した理由は何ですか？ 

自分の学力とレベルが合って
いた
14%

文理融合に惹かれた
42%興味のある研究ができる

21%

受験科目が適していた
10%

周囲の人に薦められた
7%

就職に有利
2%

その他
4%

2022年度入試を受けたばかりの広島大学総合科学部１年生に 
受験に関するアンケートを行いました！ 
計 42 名がアンケートに参加してくれました！ぜひ参考にしてください！ 
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Q4. 
受験勉強を始めた時期はいつですか？ 

Q5. 
高校３年生のとき塾に通っていました？ 

Q6. 
共通テスト本番の判定は何でしたか？ 

Q7. 
小論文(文系)の対策を 

始めた時期はいつですか？ 

高３の4～6月
4%

高3の夏休み
9%

高3の冬休み前
17%

共通テスト以降
48%

その他
22%

はい
50%

いいえ
50%

高３の4～6月
4%

高3の夏休み
9%

高3の冬休み前
17%

共通テスト以降
48%

その他
22%
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  先輩からのメッセージ 
アンケートに回答してくれた 1年生からのメッセージの一部を紹介します！ 

 
 
〇私は模試でずっと E判定だったけど、諦めずに頑張ったら共テ本番で 
A判定をとれました！ 
努力は絶対報われるから、諦めずに頑張ってください！ 

 
〇受験は本当に辛かったけど、今広島大学に入れて良かったなと心から思いま
す。自分の出来るとこまで頑張ってください！ 
きっとなるようになります 
 
〇総科は、ほんっとうにいろんなことが学べるので、文理関係なく 
自分の中で物事を繋げられるのが最高に楽しいと思います！ 
今は辛いと思いますが、ファイトです！ 

 
〇勉強に遺伝や才能は関係ありません。努力次第です。 
 
〇自分の学力とメンタルの両立が大事。合格点を取ればいいんだから 
人のペースに合わせずに自分のペースで山を受験日に持っていこう。 
 
〇受験の時は辛いこともたくさんあったけど、合格した今、あの時 
頑張っててよかったなと思うし、本当に楽しい日々を送ってます！ 
第 1志望合格に向けて頑張ってください！！！ 
 
〇判定なんか気にせず頑張れ！ 
 
〇実際に総科に入ってみて、自由に授業をとれるのは本当にいいことだと実感し
ます！是非一緒に総科で大学生活を送りましょう！ 
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編集後記 
竹内 結萌 
先輩にインタビューをさせて頂くこ
とは中々無いので、凄く良い経験で
した！私達が高校生の時に知りたか
ったことを考えながら質問したり、
アンケートを取ったりしたので、そ
れが OC号の見所だと思います。 
 
沖野 羽那 
改めて私自身も総科について知る機
会となりました。読んでくださる皆
さんにとって、ためになるものとな
れば嬉しいです！ 
 
金子 穂美 
私は昨年の飛翔の OC号のアンケー
ト読み、それを参考にしながら受験
勉強に励みました。私のように今年
の OC号がみなさんのお役に立てれ
ば嬉しいです！ 
 
前平 細希 
自分の所属以外(IGS)についても知る
ことができる機会を得ることができ
よかったです。インタビューでは私
自身も楽しくお話できました。受験
の話だけでなく、学校生活について
たくさんお話を聞けたので、大学生
活のイメージを膨らませて貰えれば
と思います！ 
 
 
 

安部 夏生 
私も今までの OC号のインタビュー
を参考に、受験に取り組んだ一人で
す。そして今年は飛翔の制作側、さ
らにインタビューをされる側として
飛翔に関わることができたことを嬉
しく思います。 
 
細迫 愛 
先輩から学科のことについてガッツ
リと聞く機会が無かったので、とて
も学びになりましたし楽しかったで
す！この OC号を見て下さった皆さ
ん！総合科学部でお待ちしていま
す！ 
 
勇惣 愛美 
制作に関わったことでより深く総科
のことを知ることが出来、この学部
がより大好きになりました！ 
これから進路に悩んだり勉強に悩ん
だりすることがあると思いますが、
その時はこの OC号を見て楽しい大
学生活を思い描いてみてください！ 
 
坊垣内 あかり 
飛翔の制作に取り組むなかで今まで
気づかなかった新たな総科の魅力を
発見することができてとても楽しか
ったです！ 
受験する皆様のお役に立つことがで
きたら幸いです(^^) 

  



 
 

 
 

そして、ご協力くださった皆さん 
ありがとうございました。 

飛翔編集員一同 

最後まで読んでくださった皆さん 
ありがとうございました。 

 


