
すぎやま　けんいちろう 広島大学 外から日本を見ることで医療人としてのグローバルな資質を高めるとともに、

杉山　謙一朗 国際医療研究会COCO 世界平和に向けての理解を深め、実践する

かない　はるな 広島大学 オーケストラ活動を通して医療人としての資質を養う

金井　陽奈 霞管弦楽団

ゆかわ　しんじ 広島大学 アカペラによる地域と学生の交流と、サークル主催「Winter Live」の成功

湯川　真司 アカペラサークルPlaza de España

ひらもと　りょうすけ 広島大学 バーチャルリアリティを用いた心理実験の実現

平本　亮介 教育学研究科

さの　なおき 広島大学 地域とともに歩む音楽活動 　

佐野　直紀 交響楽団 ―広島に根ざしたオーケストラを目指すために―

ふじわら　まな 広島大学 全国大会優勝、そして総合杯の獲得を目指して

藤原　茉那 自動車部

ふじもと　みか 広島大学 『体験乗馬会への参加者数、年間1,000名達成！』　

藤本　美加 馬術部 ～地域に開かれた馬術部へ～

たなか　ともこ 広島大学 被ばく者と若者が語り合う場を

田中　智子 Lingua franca

やまざき　わたる 広島大学 英語による本格演劇

山崎　航 E.S.S

つゆき　あつし 広島大学 広島湾のブランド魚 ”クロダイ” の保全生態学的研究

津行　篤士 生物圏科学研究科

ことおか　じゅんし 広島大学 全日本大学ソフトボール選手権でベスト４以上に入る！

琴岡　隼志 硬式ソフトボール部（男子）

よこた　ちか 広島大学 競技普及および地域社会貢献と世界へ挑戦する日本代表選手輩出に向けて

横田　知佳 水中ホッケーサークルHiroshima Sha-rea

キム　ジョンソン 広島大学 「東アジア平和教育プロジェクト」

金　鍾成 東アジア平和教育プロジェクト

まえだ　ひより 広島大学 障がい者のスポーツの活動支援と普及啓発

前田　ひより 霞アダプテッドスポーツクラブ

まつい　りょうや 広島大学 学生発のインド教育支援〜自分らしい生き方への挑戦を〜

松井　稜弥 Smiles Production

やまさき　なおと 広島大学 科学の楽しさを伝える　きっず☆サイエンスクラブ

山崎　直人 きっず☆サイエンスクラブ

かしはら　しほ 広島大学 小学生の算数問題解決における図表活用方略の価値の認知と使用関係

柏原　志保 教育学研究科 ―学習者の自発的な方略使用を促す学習支援の提言―

たなか　ひかる 広島大学 意見文課題における文章産出の方略使用尺度の作成

田中　光 教育学研究科

かわい　けんたろう 広島大学 広島県における「フルーツ魚」の味と臭い～クロダイの消費拡大に向けて～

河合　賢太郎 生物圏科学研究科

くぼた　ありさ 広島大学 体育会　硬式ソフトボール部女子部の活動の充実化

窪田　有紗 硬式ソフトボール部（女子）
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おくだ　みかこ 広島大学 学生が出演・演出に参加するオペラの成功を目指して〜舞台美術の制作〜

奥田　美香子 工学研究科

えら　ゆうざぶろう 広島大学 IDECで国際協力を!

惠良　友三郎 国際協力研究科

ながの　れん 広島大学 地域住民と留学生の交流：北広島町でのエコツアー

永野　廉 すばらごいサークル

きたむら　たくや 広島大学 プログラミング学習スクールの運営とオンライン教材の設計・開発

北村　拓也 工学研究科

えだむら　たくま 広島大学 イギリスのSaltersプロジェクトに関する研究―イギリスでの実践と日本理科教育への示唆―

枝村　拓磨 教育学研究科

くろかわ　まみ 広島大学 異文化間の「共感」を促す学習開発プロジェクトー日韓の研究者交流を通してー

黒川　麻実 教育学研究科

たなはし　ほのみ 広島大学 食物アレルギーをもつ子どものためのデイキャンプ

棚橋　ほのみ 教育学部

やまもと　こうへい 広島大学 インカレにおいて数部門で準決勝進出、全国で名の知られるチームになること

山本　耕平 漕艇部

おはま　らら 広島大学 体育会男子バスケットボール部全国大会での入賞を目指して

尾濱　ララ バスケットボール部（男子）

さいき　ゆうひ 広島大学 第10回ホームカミングデーならびにフラワーフェスティバル

佐伯　雄飛 校友会学生チーム 広島大学校友会学生チームブースの企画・運営

もりわき　まゆ 広島大学 書道パフォーマンスの活動の場の拡大

森脇　麻由 書道部

ふくだ　ひろあき 広島大学 Japan Steel Bridge Competition 2016

福田　洋顕 工学研究科

たけもと　けんご 広島大学 西条における河川の外来種の駆除と在来種の保護（二年目）

竹本　健悟 理学部

いけだ　しゅん 広島大学 ジャグリングを通じて部員同士の親睦を深め、練習の成果としてジャグリングを披露する

池田　駿 Ｊｕｇる×Ｊｕｇる ことによって、人を楽しませ社会貢献したり、ジャグリングを広めたりする

おおむら　たけと 広島大学 なんで、あなたが広大に！？－隠れた“広大マインド”発掘プロジェクト－

大村　健人 工学部

しみず　しょうへい 広島大学 練習状況・部活動実施状況の改善

清水　祥平 軟式野球部

とみた　かい 広島大学 全日本学生フォーミュラ大会への挑戦 

冨田　海 学生フォーミュラチーム・フェニックスレーシング

かむら　ゆい 広島大学 地域貢献・ボランティア活動による広島のダンスシーンの盛り上げ

嘉村　優衣 Ｒｈｙｔｈｍｉｃ　Ｄａｎｃｅ　Ｃｌｕｂ

さなだ　しげと 広島大学 大学院生と教員が連携し、よりよい教育実践を創る　

真田　穣人 教育学研究科 ―協同学習における振り返りに着目して－

まえかわら　しいこ 広島大学 相互理解のための方法提案

前川原　思惟子 歯学部

むらかみ　りょうた 広島大学 広島大学体育会ヨット部 スポーツセーリングの発展と全日本インカレ総合10位を目指して

村上　亮太 ヨット部
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