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広島大学入学式の挙行について

  報道機関各位

平成１８年４月３日 

国立大学法人広島大学 

広報グループ広報課長 

広島大学入学式の挙行について

 

　平成１８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。 

　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４月４日（火）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

  （資料）

式次第

学長訓示

平成１８年度広島大学入学者数

学生表彰者一覧

 

【お問い合わせ先】 

広島大学総務部総務グループ主査　岡村　誠 

TEL：０８２−４２４−６０１６ 

E-mail：soumu-syogai@office.hiroshima-u.ac.jp
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平成１８年度広島大学入学式式次第

平成１８年度　広島大学入学式

日　時　平成１８年４月４日（火）　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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平成１８年度広島大学入学式学長訓示

  平成１８年度広島大学入学式

訓示 

目標を掲げて学ぼう

 

　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、目標を持って学ぶことの大

切さについてお話したいと思います。 

　確固たる目標を持つことによって人は強くなり、その目標を達成するために迷わず力

強く行動することができます。冬季オリンピックで金メダルに輝いた荒川静香選手の例

が、このことを雄弁に物語っています。 

　明確な目標を持つことによって、その目標に向かって力強く邁進するようになるの

は、人だけに限ったことではありません。大学や学部や大学院研究科のような組織で

あっても、その組織が達成すべき目標を定めることによって、組織の活動を活性化す

ることができます。 

　新入生の皆さんも、自分が広島大学の卒業生になったと考えてみてください。どのよ

うな卒業生になりたいですか。今すぐに明確なイメージを描けと言われても、難しいか

も知れません。しかし、漫然とではあっても、どのような実力を身につけたいのか、どの

ような人間性を備えたいのか、どのような友達をつくりたいのか等、「ありたい姿」という

ものは抱いているでしょう。それが皆さんの目標です。 

　私たち広島大学の教職員は、勿論、皆さんが、社会から高く評価される人材に育っ

てほしいと願っています。広島大学では、各学部がそれぞれの目標を定めて、「卒業

時にはどのような実力が身につくか」を皆さんに示し、皆さんをその目標に導くような教

育を実施することにしました。この目標は、広島大学に対する社会の期待や大学院か

らの要請に応えられるように定めています。この目標を、卒業時に達成するために、授

業や実習や実験などを適切に配置し、入学から卒業まで一貫して学習を進めることが

できるように工夫しています。この一貫した教育課程を「教育プログラム」と言います。

新入生の皆さんは、各自の目標に合った教育プログラムを選び、その教育プログラム

に沿って学習を進めます。私達は、この教育システムを、「到達目標型教育プログラ

ム」と呼んでいます。 

　この教育システムのもとでは、皆さんの成績は、到達目標に対する達成度として記

録されます。他方、教育プログラムにおける学生の成績の平均値は、その教育プログ

ラムが、到達目標に向けた良いプログラムになっているかどうかを判定する指標でも

ありますから、学生の成績の平均値を参考にしながら、教育プログラムをより良いもの

に改善することができます。 

　この４月から始まる到達目標型教育プログラムは、広島大学の学部教育の大改革で

あり、皆さんの卒業時の確かな学力を保証するための広島大学の新たな試みです。 

　また、この試みは、大学院における教育にも少なからぬ影響を与えており、今度の大

学院教育の更なる改革改善にもつながるものです。 

　本学では、この４月で教員の所属がすべて大学院に移り、いわゆる大学院の講座化

が完成しました。これで、研究の高度化・学際化を推進し、その成果を大学院教育にも

直接反映できる環境が整いました。さらに、本学には、自然科学、人文科学、社会科

学の全ての学問・研究領域において特色のある基盤的・先端的研究のできる、充実し

た教育研究環境も整っています。この環境のもとで、高い目標を掲げ大学院教育を推

進し、その目標を達成して、世界をリードしうる人材を育成しようとしています。 

　新入生の皆さんが、本学の教育に対する考え方をよく理解し、それぞの分野で勉学

に励むことによって、卒業・修了時に各自の到達目標を立派に達成し、社会から高く評

価される人材に育ってくれることを期待しています。

　　　　平成１８年４月４日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広島大学長　牟田泰三
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学部生 ２５４１名

専攻科生 １０名

大学院生（修士及び博士課程前期） １１５２名

大学院生（博士課程） ７９名

大学院生（専門職学位課程） ５８名

合計 ３８４０名

   

外国人留学生（内数） １０１名（１８カ国）
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学術研究活動（大学院生） 

　・大学院保健学研究科博士課程後期　　友川　幸 

　　　西アフリカニジェールにおける学校保健教育及びラオスにおける学校保健教育 

　　　に関する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　　糠谷優之 

　　　生体医工学シンポジウム２００５　ベストリサーチアワード受賞 

　・大学院医歯薬学総合研究科博士課程　　田井雅子 

　　　第４回キャンパスベンチャーグランプリ　中国経済産業局長受賞 

　・大学医歯薬学総合研究科博士課程　　丹根由起 

　　　第１８回日本顎関節学会学術大会　ポスター発表最優秀賞受賞 

　・大学院医歯薬学総合研究科博士課程　　蔵元銘子 

　　　第４３回小児歯科学会　優秀発表賞受賞 

　・大学院医歯薬学総合研究科博士課程　　本山　満 

　　　第２０回日本整形外科学会基礎学術集会　優秀ポスター賞受賞 

課外活動 

　・体育会女子ヨット部　　萩原絵美、平川真織 

　　　第１４回全日本学生女子ヨット選手権大会　スナイプ級　第３位 

　・体育会陸上競技部 

　　　北村裕規　　第６０回国民体育大会陸上競技　成年男子10,000ｍ競歩　第７位 

　　　井藤由希子　第７４回日本学生陸上競技対抗選手権大会　女子10,000ｍ競歩 

　　　第４位 

　・体育会漕艇部　　鳥山悠子、山口真理 

　　　第３２回全日本大学選手権大会　女子ダブルスカル　第８位 

　・心身統一合氣道部　　弓削輝泰、橋口高大、中村光佑、 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩間崇浩、岸野雄二、中垣亜由美 

　　　第２５回全日本心身統一合氣道競技大会　金賞 

　・体育会サイクリング部　　水谷裕太 

　　　2005 MTB JAPAN SERIES J2　ビギナーの部　優勝 

　・総合科学部　　国本文平 

　　　創作ダンスコンクール全国大会　特別賞受賞 

　・工学部　　安田裕也 

　　　平成１６年度工業英語能力検定試験　文部科学大臣奨励章受賞 

　・工学部　　伊木勇人 

　　　第２回鬼貫青春俳句大賞　大賞受賞 

　・教育学部　田中里未子 

　　　第７回ショパン国際ピアノコンクール in ASIA　銅賞受賞
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