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PoGO+ 気球実験による天体からの偏光観測
高エネルギー宇宙・可視赤外天文研究室では、スウェーデン王立工
科大学との国際共同ミッション PoGO+ により、宇宙の天体からの25
～ 100keV のＸ線・ガンマ線を観測し、そこに含まれる偏光情報の検
出を試みている。偏光観測では、シンクロトロン放射における磁場強
度や、散乱体の構造を調べることができる（散乱による偏光の身近な
利用例は、散乱光を効率的に除去するカメラやサングラスの偏光フィ
ルターである）。電波や可視光の帯域では、感度の良い偏光観測がす
でに実現されているが、Ｘ線・ガンマ線帯域では、複雑な検出器が必
要となるため偏光の報告例は少なく、現在まさに世界中で検出器の開
発競争が行われている状況である。またＸ線やガンマ線は地球大気で
吸収されてしまうため、人工衛星などの飛翔体が必要になり観測機会
も限られる。こうした中、我々の PoGO+ チームでは、2016年夏に気
図１：PoGO+ のメンバーと気球ゴンドラ
球により上空40km の成層圏に偏光計を飛ばし、７日間の天体観測を
世界に先駆けて実施した。以下では、この内容について報告する。
PoGO+ 気球の打ち上げ（放球）は、スウェーデンの北方に位置す
る キ ル ナ 市 の Esrange 気 球 実 験 で 行 わ れ た。 ス ウ ェ ー デ ン は、
PoGO+ のような重量２トンにもなる大型の気球ゴンドラを、上空
40km まで持ち上げる大気球の設備を持っている。普通の航空機のフ
ライト高度は約10km であり、PoGO+ はその４倍の高度から天体観
測を行った。これだけ上空であれば、気圧（頭上の大気）は地表の
1/100以下と希薄になるため、大気の吸収なく天体からのＸ線・ガン
マ線が観測可能となる。この際にヘリウムガスを詰めている気球は、
直径100ｍにも膨れ上がっている。スウェーデンで気球実験を行う他
の利点は、北極圏を周回する最長２週間にもおよぶ長期フライトが可
能であり、また夏季は白夜のため太陽光発電を24時間効率的に利用で
図２：上空40km でのフライトの様子
きることにある。ただし地球の地磁気の極に近いため、宇宙から降り
（スウェーデン宇宙公社）
注ぐ宇宙線バックグランドが多く、これらをどれだけ低減できるかが
観測の感度に影響する。
広島大学メンバーは2016年５月からスウェーデン現地に滞在し、PoGO+ 偏光計を気球のゴンドラに搭載、放球前
のキャリブレーション実験の実施、７月12日の放球、その後７月18日にカナダで着陸するまで７日間の天体観測に携
わった。観測した天体は、高速回転する中性子星パルサーが形成するパルサー星雲（かに星雲）と、ブラックホール
連星系（はくちょう座 X-1）である。両者とも、Ｘ線帯域で明るく、偏光以外の手法では良く観測・研究されており、
今回の PoGO+ 観測から偏光情報が検出されれば、イメージ、エネルギー、時間変動とは相補的な物理量を提供する
ことができ、その成果が大いに期待されている（放球や着陸の様子、上空40km から地球を見た映像は YouTube 動
画をご覧ください https://www.youtube.com/watch?v=0oxd9-Wl-Qg）。
今回の７日間のフライトは順調で、
広島大学が開発した検出器の読み出し回路も正常に動作し、貴重な偏光観測デー
タを取得することに成功した。上で述べたように、宇宙線バックグランドの低減が重要であり、この回路には天体信
号であるＸ線・ガンマ線と、主要バックグランドである中性子を弁別可能な機能を搭載した。広島大学の工学部の中
性子線源をお借りした地上実験を行ったこともあり、フライトデータでも中性子バックグランドを除去し、偏光観測
の感度を向上できている。なお、PoGO+ の詳細なデータ解析は現在進行中であり、結果については今後にご期待い
ただきたい。
物理科学専攻・助教 高橋 弘充
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いたいと期待しています。
皆さんの広島大学における成長を楽しみにしていま
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

数学の勉強を始める前に

一

理学部・理学研究科へ入学・進学
された皆さんへ、心からお祝いを申
し上げます。現在の新鮮な気持ちを
大切にしながら、これからの学生生
活を有意義に送ってください。

数学科長

吉

野

正

史

数学科ご入学おめでとうございま
す。入試を乗り越えて一安心ですね。
でも親元を離れ下宿での新生活に少
し不安という人もいるかな。みんな
４月から新しい学生生活が始まりま

大学入試改革や、高大接続などを
通して高等教育の在り方を大きく変えようとする動き
が急速に進んでいます。18歳人口が減り続けるなかで
も、実は日本全体における大学生の数はそれほど変化
していません。このことは、結果的に大学卒業者の能
力の低下につながっており、その結果として、経済界

す。数学科に入学したけど、数学の
勉強はどうすればいいのかなと考えている人のため
に、少しでも参考になればと思いながら書きます。こ
れから４年間、皆さんの生活のかなりの部分を数学関
連のことが占めることになります。最初に、高校で学
んできた数学と大学でこれから学ぶ数学は、実態は別

からは大学など高等教育機関に大学卒業者の質の向上
を求める要望が挙がっており上記の教育改革へつな
がっています。また、このことは大学の規模と実績に
応じて各国立大学が担う役割を明確にして、国際的な
標準で高度な研究・教育を実施する大学と、主として
地域に貢献することが期待される大学などと大学の類
型化を国策として進めることにもなりました。かねて

の科目と思ったほうがいいくらい違うということを注
意しておきます。だから、４月に授業に出てわからな
くてもあまりショックを受けなくていいです。全く新
しいことをいきなり聞いてすぐ理解できる人はほとん
どいません。時間をかけて、わからないことを少しず
つわかるようにしていけばいいのです。数学は、いろ
んな科学分野と融合して発展しており、大学の数学は

から入試の難易度などを根拠とする大学のランキング
というものはありました。しかし、実際にはどの国立
大学でもほぼ同質な教育・研究の機会が与えられ、学

傾向の異なる分野、たとえば、解析、代数、幾何、確
率・統計などの各分野に分かれています。詳しくは述
べる余裕がありませんが、各分野はさらに豊富な内容

生自らに学ぶ意欲があればいくらでも能力を伸ばすこ
とが可能でした。上記のように大学の役割が類型化さ
れたために、今後はどの大学を選ぶかで得られる教
育・研究の機会そのものが変わってしまうだろうと思
います。
皆さんが入学された広島大学は、世界標準の高度な
研究教育を実施する大学です。日本における、最高の
教育と研究の機会を得ることができる大学に入学でき

を持っています。高校の常識ではこれが数学と思うよ
うなテーマもあり、きっと皆さんと合った分野が見つ
かると思います。これは面白そうだなという分野にで
あったら、履修のカリキュラムと関係なく自分で先に
勉強してみてください。
さて、大学で数学の授業を受けて、学習していくポ
イントは何でしょうか。それは、わからないことをそ
のままにしないということがあります。わからないと

たことは、皆さんのこれまでの勉学における努力の賜
物です。一方で上記の国立大学を取り巻く状況を考え
て、皆さんは同世代の日本の若者を将来リードするこ
とが期待されている集団であることも意識してほしい
と思います。
日本の科学技術は、多くのノーベル賞受賞学者が出
ていることからもわかるように国際的にも大変高いレ
ベルにあります。理学部・理学研究科で進める自然科
学研究は、先人の積み上げた知識や技術の正確な理解
の上に積み上げられるものです。皆さんは、恵まれた
教育・研究環境で学ぶことが許されたわけですから、
この機会を十分に生かして次世代の自然科学研究や教
育を担う人材として最大限の努力をもって勉学と研究
に精励して同世代の若者を代表する役割を担ってもら
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いうことは悪いことではなく、チャンスです。図書館
で本を調べる、インターネットで検索する、だれかに
聞いてみる、あるいは他人と議論するということがそ
のとき役立つでしょう。高校ではほとんどやってこな
かった方法もありますね。でも、他人に質問をしたり
意見を聞いて自分の考えをまとめる、あるいは他人に
自分の意見をわかりやすく説明する、これらはとても
大切なことで皆さんの数学の能力あるいは社会での一
般能力を高めます。しり込みしないで、トライしてい
るとうまくできるようになります。
最後に数学を勉強する話ばかりをしてきましたが、
勉強ばかりでなくうまい息抜きと生活の楽しみもほし

いですね。特に皆さんの見聞を広めるような趣味は人
間としての厚みを増すと思います。学生生活を有意義
に過ごされることを願っています。

た教え子の皆さんに、教育・研究に携わる者の一人と
して、心より感謝しています。入学された皆さんは、
教員志望、研究者志望、企業への就職志望、あるいは
進路模索など、様々な思いをお持ちだと思います。
我々
数学専攻の教職員一同は、皆さんの大学院時代が稔り

新入生の皆さんへ
数学専攻長

作

間

豊かなものになるようサポートします。そして皆さん
と一緒に成長することを願っています。

誠

新入生の皆さん、ご入学おめでと
うございます。皆さんを数学専攻に
お迎えできることを嬉しく思います。
この原稿を書こうとしている時
に、数年前に修士課程を修了したＹ
君から、教員採用試験合格という嬉
しい電話を受けました。実を言うと、卒業研究受入当
時の彼は、学部１年次に学習したことすら身につけて
おらず、セミナー発表は惨憺たる有様で、同級生の発
表の時はじっと黙って座っているだけでした。ところ
が、学部セミナー最後の日になって、それまで一言も

新入生の皆さんへ
物理学科長

小

嶌

康

史

入学おめでとうございます。皆さ
んへの言葉の原稿を依頼され、約40
年前の入学以来のことを思い浮かべ
ました。それは大学生、大学院生か
ら研究者・教育者の人生であり、皆
さんが大学生活中に数多く見聞きで
きるものなので別の機会にすることにして、ここでは
大学の同級生がどのように他の職業で活躍されていっ
たかを紹介したいと思います。
Ｎ君は１年生の最初のコンパで将来新聞記者になる
夢を語りました。「文系学部に行けばよいのに」とい

発言がなかったＹ君が同級生の発表に対して的確なコ
メントを発してくれました。指導教員の私は我が耳を
疑いましたが、Ｙ君は私が知らないところで黙々と努
力を重ねていたのでした。修士課程入学後も歩みは
遅々たるものでしたが、努力の末に修士論文を書き上
げ、修了後は臨時採用教員として勤務しながら正規教
員を目指していたのです。

うのが多くの同級生の疑問でしたが、返答内容は忘れ
ましたが、その問いに立派に語っていた印象が残って

このような喜びは、これまで幾たびも味わってきま
した。
いま中堅実力研究者として活躍しているＳ君も、
学部・修士時代は学力不足を露呈することが続き、博
士課程進学希望は彼の熱意に免じて了承したほどで
す。博士課程進学後も見当違いのミスを連発して心配
が続きましたが、苦労の末に最初の論文の出版に漕ぎ
着けた頃から才能の片鱗が垣間見えるようになりまし
た。そして、学位論文審査会では審査員全員が感心す
るような発表を行い、
その成長ぶりに驚かされました。
Ｓ君はその後、海外留学を経て現在の職に就き、次々
と立派な研究成果を発表されています。
学部１年時の教養ゼミで出会ったＦ君は、高校数学
と大学数学のギャップに戸惑って落ち込みかけていま
したが、その後、数学に目覚め後期博士課程まで進学
しました。
某企業でインターンシップを受講した折に、
懸案の課題に対して数学的発想から誰も思いつかな
かった提案を行い、研究開発に大きく貢献しました。
本格的な数学の鍛錬は、実社会でも確実に「役立つ」
ことを証明してくれたのです。Ｆ君は学位取得後、そ
の企業に請われて就職し、研究者として活躍されてい
ます。
強い意志を持ち日々の研鑽を積むことにより人はこ
れだけ成長することができるということを教えてくれ
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います。４年後にその夢を実現させ、今でも新聞の科
学・文芸面の記者名でみかけます。
スポーツマンであったＳ君は就職にあたり、企業研
究をよくしていました。この会社のｘｘ技術は世界最
高で今後飛躍するなど。その影響を受けて気軽に、彼
が薦めるひとつである、当時無名に近い企業に資料請
求すると、その企業から熱心なお誘いがありました。
大学院進学が第一希望だったので就職はしませんでし
たが、その企業はこの40年で大きくなり、誰もが知る
存在となりました。一方、Ｓ君は自分がやりたい宇宙・
航空関連を取り扱う、名の通った会社に就職しました。
やりたい仕事に従事しているようですが、彼の属する
部門は独立し（切り離され）、幾度か社名が変更しま
した。会社（事業部門）の統廃合、転職は当たりまえ
の時代なので、会社員として一つの企業だけで過ごす
のは少ないのでしょうね。
仲間の中で要領が良いとの評判のあるのがＵ君でし
た。その良さを具体的に説明するのは不謹慎なのでこ
の場での説明は差し控えます。大学を卒業して約20年
後のある時突然、転職して弁護士になったと連絡があ
りました。事情は知りませんが、その挑戦する姿に感
激しました。「オレは文系」「理系頭」と学生さんの会
話を耳にすることがあります。二十歳そこらで自分の
可能性を決めつけてよいものか、どうか。

これらの実例が参考になったかどうかやその善し悪
しは皆さんの判断に任せます。
「大学は何の役に立っ
たのか」との想定問答に対して、彼ら３人の答えは知
りません。少なくとも、私は大学時代に貴重な機会と
時間を与えてもらったと考えています。皆さんも在学
期間中を色々なことに挑戦し有意義に過ごされること

量子仮説などたくさんの業績が生み出したのです。そ
れと自身の研究もしくは大学院生活を送るにあたっ
て、大事になってくるのがコミュニケーションです。
大学院生同士のコミュニケーションはもちろん、教員
もどんどん活用していただければと思います。皆さん
の充実した大学院生活になるよう全力で支援させてい
ただきます。どうぞよろしくお願いします。

を願っています。卒業式には、誇れる話を聞かせてい
ただけることを期待しています。

次にステップアップするための４年間

新入生の皆さんへ
物理科学専攻長

木

村

昭

化学科長

夫

田

聡

新入生の皆さん、ご入学おめでと
うございます。皆さんが大学生とし
て活躍されることを、化学科の教職
員一同、楽しみにしています。さて

新入生の皆さん、入学おめでとう
ございます。
物理科学専攻教員一同、
心よりお祝い申し上げます。卒業研
究を経て学部を卒業され、大きな希
望を胸に大学院へ進学されたことと
思います。2016年のノーベル生理学

中

皆さんは様々な思いで入学されたこ
とでしょう。また４年後の自分が想
像できない期待と不安を持っているでしょう。ここで
「単位を取って４年間で卒業して就職が決まればそれ
でよしと思うのは大きな間違いです！」と書きたいと
ころですが、三十数年前の入学時に私自身が「それで
よし」と思っていましたので、自己矛盾を抱えながら

医学賞は「オートファジーの仕組みと解明」で、大隅
良典先生が単独受賞をされたことはご存じと思いま
す。それでは物理学賞のことはご存じでしょうか？残
念ながら日本人の受賞はありませんでしたが、私に
とっては大変元気の出るものでした。それは私が専門

タイピング中です。
人というのは不思議なもので、職に就いても働いて

とする固体物理学におけるトポロジーに関するもので
して、サウレス、ハルディン、コスタリッツの三人の

いれば何かしら満たされないものを感じ、満たしたい
何かを求めることがあります。「愛は脳を活性化する」
（岩波、松本元著）によると、他人がうらやむ立場に
いることに人は幸せを感じることは一瞬で、それより
もどの立場にいても上を向いているほうが幸せを感じ
るのだそうです。
皆さんの人生は20年足らず、職に就いて定年まで働
くとしたらこれまでの２倍の年数働くことになりま

研究者に与えられたのです。この物理学賞に関する新
聞記事をいくつか見ておりましたら、ある新聞記事は
一般向けに分かりやすく解説されていながら、物理的
にも筋が通ったものでした。それを大変感銘を受けな
がら読んでおりますと、最後の記者の名前を見て驚き
ました。なんとその記事は当専攻で学位を取った卒業
生の書いたものだったのです。卒業生の活躍を目の当
たりにしてとてもうれしかった記憶がございます。さ
て、皆さんに一つお伝えしたいことがございます。皆
さんは難しい大学院入試を見事突破されてきたことで
すから、
おそらく「与えられた問題に対する解決能力」
はしっかり備わっているものと思います。それはそれ
でとても大事なことなのですが、大学院に入ってから
は、問題は自分で設定していかなければならなくなり
ます。その答えは決して一つではなく複数あります、
自らの力で、道筋をつけて解決していかなければ行け
ません。その過程で一番大事なのが、
「決してあきら
めないこと」です。アインシュタインは天才物理学者
ですが、挫折もたくさんあったということは有名な話
です（大学受験に失敗したとの噂もあります）
。おそ
らくアインシュタインと同じくらいの天才研究者は何
人かいたはずですが、アインシュタインのすごいとこ
ろは、やはりあきらめなかったことで相対性理論、光

す。つまり職が決まっても終わりではないのです。こ
こで、本タイトルにつなげます。大学の講義では「理
解する」ことが重視されます。それは、
「自分が何を
理解して何を理解していないのか認識するとともに、
何が問題でその問題解決には何をすべきか考えるこ
と」です。
大学生活４年間の集大成に「卒業研究」があります。
これは専門の講義で学んだことを基盤として、科学の
未解決問題の解明を目的とします。ところが単純作業
や暗記だけではその目的は達成できません。もし皆さ
んが大学生活の４年間で問題解決のための能力を身に
つけることができたら、宝の山を探し、宝の山の存在
に気づき、宝を見つけることができます。そうなれば
「科学の不明な事象の解明」や「世界が望んでいた製
品開発や物質合成」といった、科学を学ぶものが持つ
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夢とロマンの実現に近づける気がします。そしてこれ

らは、いかなる職に就いても引き継がれます。
皆さんは、これからの日本の社会、それどころか国
際社会のキーマンであることには違いありません。若
い頃は大いにチャレンジと失敗を繰り返し、ご自身を
磨き輝いてください。手取り足取りの指導はしません
が、懸命な努力には全力でバックアップします。

のを一つ身につけてください。
４．学会発表や研究会を通して視野を広げるとともに、

新入生の皆さんへ

です。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。

化学専攻長

井

上

克

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
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

也

化学専攻博士課程前期そして後期
課程へ入学、進学した皆さん、おめ
でとうございます。化学専攻の教員
は皆さんを歓迎します。大学におけ
る３つの課程である学部、大学院前

新入生の皆さん、ワクワクしますか？

期課程、大学院後期課程の違いはど
こにあると考えますか？大学学部における教育は学生
個人が主体的に必要な科目を選び、知識と技能を習得
すること、大学院前期過程は、研究を指導教員から与
えられたテーマに関して主体的に進めること、大学院
後期課程は、研究テーマを自分で考えて主体的に研究

生物科学科長

千

原

崇

裕

理学部生物科学科に入学した皆さ
ん、おめでとうございます。今は受
験勉強から解放され、大学ではどの

を進めまとめるまでと僕は考えます。つまり修了生の
期待されるスキルは、前期が研究テーマがあれば一人

ような生活が待っているのかと心
躍っている頃でしょうか。そのワク
ワク感を大事に、思いっきり大学生

で研究を進め、学会発表、論文としてまとめられる能
力、後期課程はテーマ選びから含めて研究すべてを遂
行できる能力、となります。そのためにはどう勉強あ
るいは研究を進めて行けばいいでしょうか？皆さん今
がいい機会ですから、考えてみてください。以下は昨

活を楽しみましょう。
生物学科に入ってきた皆さんなら昨年のノーベル生
理学・医学賞の受賞者はご存じでしょう。細胞の自食
現象（オートファジー）を発見した大隅良典先生です。
大隅先生の受賞が決まった直後、私は友人、そして研

年度の江幡専攻長のアドバイスです。名言と思うので
再掲しておきます。
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

究室メンバーにメールを送り、大隅先生の受賞を喜び
合いました。大隅先生は受賞前から「人類の知的財産
が増すことは、人類の未来の可能性を増す」というこ
とをおっしゃっており、基礎研究・理学研究の重要性
を世の中に説いていました。というのも、昨今の研究
業界では、いわゆる「役に立つ」研究が重宝され、基
礎研究に対する認識が薄くなってきており基礎研究の
衰退が危惧されていたからです。
では逆に、「役に立たない研究」というのはどのよ
うな研究でしょうか。私はそのような研究は存在しな

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
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いと思っています。
「役に立たない」というのは、そ
れが「役に立つ」ことを現在の私達が知らないだけで
はないでしょうか。これは科学の歴史が立証しており、
事実、何百年も経って初めて人々の役に立った研究成
果が多くあります。また、人の知的好奇心をかき立て、
次の研究を導くような成果も、間接的に役に立ってい
るのではないでしょうか。そう、私達はこれまで何千
年もかけて蓄積した「役に立つか立たないか分からな
い、でも大事な知識」の上に立っているのです。
理学部とは、その名のとおり、理学（英語でサイエ

ンス）を極める場所であり、目先の利益、役に立つ研
究だけを行うところではありません。医学、薬学、農
学の基礎となるのが理学的研究、
知識です。
ここでしっ
かりした知識を身につければ幅広い分野へ羽ばたくこ
ともできます。しかし、皆さんはまだ理学部に入った
ばかり。これからは貪欲に知識を吸収し、その面白さ

う。新たな発見を目指す意気込みで、頑張って欲しい
と思います。
２．プレゼンテーションの力を磨いて下さい。折角良

に感動してください。将来、
学校の先生になりたい人、
企業に入りたい人、留学したい人、色んな人がいると
思いますが、理学部生物学科で学ぶ知識、経験は必ず
人生の財産となります。理学部の学生として誇りを持
ち、将来の日本のサイエンスを支える人材となって欲
しいと切に望みます。皆さんが科学の歴史の上に一つ
の石を載せるのです。やっぱりどう考えても、ワクワ
クしますね。

生物科学専攻の新入生の皆さんへ
生物科学専攻長

菊

池

い研究をしても、それを伝える能力がなければ他の人
になかなか認めてもらえません。特に広島大学の学生
さんは、自分の考えを説明する力や自分の成果をア
ピールする力が弱いと感じています。他の人達に自分
が行っている研究を理解してもらうため、話し方や説
明・アピールの方法などを工夫して下さい。更に、日
本語ではなく英語でプレゼンテーション出来る様、努
力して欲しいと思います。
新入生の皆さんが充実した大学院の生活を送れるよ
う、私達教員も一緒に努力していきたいと考えていま
す。

時間を大切に
裕

地球惑星システム学科長・専攻長

安

生物科学専攻に入学された皆さ
ん、おめでとうございます。大学か
ら大学院へ入学するにあたり、新た

東

淳

一

新入生の皆さん、入学おめでとう
ございます。ここ数日、見るもの全
てが新鮮で、そして希望に溢れる時

な気持ちで新年度を迎えているので
はないかと思います。大学の学部で
は、授業を受け単位を取ることが中
心でしたが、
大学院では研究室での実験、
セミナー（英
語論文講読）やディスカッションが中心となるため、
生活は大きく変わることになります。無論、大学院で
も授業はありますが、教科書の内容を学ぶ事から、最
新の研究成果を読み理解する事へと変化していきま
す。今までは、教科書に書いてあることは正しいとい
う前提で学んできましたが、これからは、
「どこまで
正しいのか」
、
「何が分かっていないのか」を意識して
学ばねばなりません。そして、
分かっていないことを、
どの様に今後明らかにしていくのかを考え、日々の研
究活動に生かさなければならないのです。教科書に書
いてあることを暗記する様な受け身の姿勢ではなく、
教科書に書いてある内容を理解し、教科書の限界を見
極めるような積極的な姿勢で学んで下さい。
更に、大学院に入学する皆さんには以下の２点を心
掛けて欲しいと思っています。
１．人とは異なる事を考え、研究を行って下さい。言
い古されている事ではありますが、私自身常々考えて
いながらも、人と異なることをするのは非常に難しい

間を過ごしていることだと思いま
す。また将来への心配も感じている
ことかもしれません。いずれにして
も人生の一つの大きな節目を迎え、通常とは異なる高
揚感溢れる心境に包まれていることだと思います。か
くいう私にとってもこの時期は毎年、様々な思いに浸
ることができる重要な季節です。そして、自分が皆さ
んの教育に携わる非常に重要な立場にいることを再認
識し身を引き締めています。
さて、ここでは皆さんに対して何かを述べなければ
いけないのですが、私も皆さんと同じようにまだ人生
の途上にあり、日々、様々なことに迷い、様々なこと
と格闘し、必死に毎日を過ごしていますので、多くを
語れる立場にはありません。ただそれでも50歳を過ぎ
たあたりから強く感じていることがありますので、そ
のことを書かせていただきます。それは世の中の多く
の事は、紙一重の差で決まっていくように思えるとい
うことです。日々の紙一重の準備の差であったり、紙
一重の努力の差であったりとかです。だからこそ、こ
の紙一重を乗り越えたいと……。
そして、この紙一重の差が何によって生まれるのか
を考えてみると、それは、いかに毎日を大切に感じて

と感じています。どうしても自身の過去の経験や知見
が考えの基盤となってしまいます。時には、突飛もな
いこと考えてみたり、一見意味のないことやってみる
ことが重要です。科学は論理性が重要ですが、論理性
だけを追求しても新しい現象を発見出来ないでしょ

過ごしているかということにたどり着くように思えま
す。有限の時間を大切に使うという心構えこそが人生
を豊かに、そして多くの紙一重の事柄でプラスの成果
を出すことができるのではないでしょうか。これから
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始まる大学生活は、卒業後に待っている長い人生の礎
を築くための重要な時間です。卒業後も人生は続きま
すので、ことさら大学４年間をクローズアップさせて
“時間を大切に”というわけではなく、人生の全ての
局面で時間を大切にすることが重要なのですが、それ
でもこの４年間は皆さんにとって重要な時間になるこ

した DNA２重螺旋構造の発見のような「ど派手な」
発見は稀としても、皆さんの先輩のほぼ全員が、周囲
の助けを得ながら何らかの新しいもの（コト）を探し
当て、科学の進歩にしっかり貢献してきました。オリ

とは間違いありません。
この重要な時間を大切にして、
多くの事を経験してください。皆さんは社会に出て、
いやおう無く歳をとり、そして所属する組織において
システムや人を動かす立場になってゆくと思います。
その際に、説得力ある姿勢で臨むことができるかは、
自分がどれほど多くのことを体験しているかによると
思います。経験した上での判断が最も重要で、個人的
には評論家的な人生は嫌いです。ということで、皆さ

ジナルな研究は、一見些細なものであれ、世界中で共
有され尊重されます。研究を通じて、見たことのない
風景に出会い、世界中とつながる楽しみを２つ目の
「楽」としましょう。大学院において、一つ目の「楽」
を追い求めるか、二つ目の「楽」を目指すのか、皆さ
ん一人一人の気持ち次第です。我々、数理分子生命理
学専攻のスタッフ・学生一同は、新しく加わった皆さ
んとともに、科学の奥深い楽しさを味わえることを期
待しています。

んは時間を大切にして多くのことを経験し、紙一重を
乗り越えてください。私たち教員は、皆さんが多くの
ことを経験できるような教育研究環境を整えることに
邁進したいと思っています。

新入生のみなさんへ
数理分子生命理学専攻長

西

森

拓

大学院数理分子生命理学専攻入
学・進学おめでとうございます。
皆さんが、本専攻のとても長い名
前に一日でも早く馴染み、専攻名に
込められた異分野融合への思いを体
感していただけることを願っていま
す。さて突然質問です。学部４年生までと大学院生の
一番の違いは何でしょうか。必修の授業数が少ないこ
と？ 筆記試験がほとんどないこと？ たしかに、大
学院では、学部４年生までと比べて１日の内で授業に
拘束される時間は少なくなり、また、いわゆる試験対
策というものから解放されることでしょう。それでは
大学院時代は楽なのでしょうか？ そのとおり「楽」
です。ただし、これには、二つの意味があります。一
つ目の「楽」は、少しだけ気を抜いても「痛み」を感
じないということです。講義のレポートを無難に提出
し、セミナーの順番をなんとかこなせば留年の恐怖か
らは逃れられるかも知れません（
「とりあえず最初の
一年間は」ですが）
。一方の「楽」は「楽しみ」の「楽」
です。大学院では勉強よりも研究が活動の主体となり
ます。皆さんが身につける実験テクニック、
理論解析、
数値計算手法などを駆使して向き合うのは、先人の残
した足跡だけでなく、むしろ、そこから先の誰も見た
ことない風景です。本専攻の目指す異分野融合の「売
り」は新発見のチャンスの大きさです。例えば物理学
の手法が生きものの研究に巨大なインパクトをもたら
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ります。数学科に入学されてきた方の大半は、中高の
数学が楽しかった方ではないでしょうか。たぶん、高
校数学の頃の楽しさと比べながら大学数学をすると、
大学数学が嫌になると思います。特に最初の方は楽し

先輩からのメッセージ
勉強すればするほど奥深い
理学部の世界へようこそ‼
数学科

小

島

健

治

新一年生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
初めて一人暮らしする方、広島市内から毎日通う方、
人それぞれたくさんの不安があることと思います。数
学科の人たちは、
先輩も先生もみんな温かいので、困っ
たことがあったらすぐに相談してみてください。ただ、
数学科の人たちの心が温かくても、西条の町は非常に
寒いですので、冬になったら防寒が非常に大事です。
12月でも寒いのですが、１、２月はそれ以上に寒いで
す。西条の冬は、ヤバいです。
さあ、ここからが社会人にむけて新たなるスタート
です！きっと夢の大学生活、ワクワクして入学してき

くないと思います。だからこそ、高校数学とは別の新
しい数学をするという心構えで授業を受け、演習を重
ねた方が、心の持ちようがずっと楽だと思います。そ
して、勉強するうちに大学数学ならではの快感を感じ
とれるようになると思います。問題を必死に考えて、
解けたそのほんの一瞬に、ものすごい快感が得られま
す。大学数学は難しいですが、非常に楽しいです。難
しくて、つまってしまったときは、先生や先輩に遠慮
せずに質問してきてください。
高校時代より自由の幅が広がります。自由だからと
言って羽目を外しすぎず、その自由を利用して新たな
ことにたくさんチャレンジしてみてください。そして、
充実した大学生活を謳歌してください。

た方も多いと思います。私は中高男子校でした。つい
に共学へ、とワクワクしていたら驚愕の事実が ... 数

目標を持った大学生活を

学科は他の理学部の学科以上に女子が少ないです。正
直、同級生の女子二人には失礼ですが、近似的に男子
校です（笑）いやぁ、大学、女子とふれあえる機会が
増えると思っていたのですが、学科内の雰囲気は私に
とっての中高の頃とあまり変わらず、
という感じです。

物理学科

新入生のみなさん、入学おめでとうございます。つ
まらなかった受験勉強が終わり、大学生活を楽しもう
と考えている人も多いでしょう。また、新生活に対し

出会いを求める方は、サークルに入ったり、私たちが
催している理学部のオリエンテーションキャンプ、略
してオリキャンに積極的参加したりしてください！

て不安を感じている人もいるのではないでしょうか。
大学に入学するにあたって、みなさんに考えてほしい
ことがあります。みなさんは大学で何をするつもりで

大学生活は様々なことが新鮮で、非常に充実し楽し
いですが、勉強はとっても大変です。まず、大学数学
は、高校数学とは質が違います。最初は∃や∀などを
使い、証明が中心です。もちろん、計算することもあ

すか。何でもいいですから大学生活の目標を立てま
しょう。目標はできるだけ具体的なほうがいいですが、
それが難しいのであれば、勉学に励む、部活を楽しむ、
社会経験を積むなどの漠然としたものでもいいと思い
ます。とにかく目標をもつことが大切だと思います。

加

藤

盛

也

大学生活は高校生活よりも自由です。授業を遅刻・欠
席したり、課題を出さなかったりしても叱られること
はほとんどないです。自分の時間割もある程度自分の
好きなように決められます。もちろん専門科目など卒
業する上では必須の科目もありますが、最低限のこと
を行っていれば卒業は可能です。つまり、何を勉強す
るかも自由なのです。時間もたくさんあります。夏休
みと春休みは約２か月あるので１年の３分の１が休み
です。さらに、授業期も平日すべてが授業になってい
ることは少ないです。午前だけ授業や、場合によって
は授業のない平日もあります。そのため、大学では自
由な時間が増えます。このように、大学生活が自由な
分、何をするのかを自分で決めていく必要があります。
自由な時間が多いために自堕落な生活を送ってしまう
人も少なからずいますが、自由な時間が多いことは暇
とは違います。実際、私の周りでも時間がないと嘆い

演習の授業で自身で作った解答を説明する作者
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ている人は大勢います。大学で得られる時間は、何か
を志すのには十分な時間がありますが、何かを成すの
には時間が足りないのです。大学で自分は何をするの
か。それがはっきりしていないと貴重な時間を無駄に
してしまうでしょう。みなさんの中には、受験勉強だ
けをしてきて入学後のことを考えていない人もいると

人的には長野と京都を足して２で割ったものだと思っ
ています。
続いて学習について。化学科は最初からいきなりき
ついです。最初の専門科目は、高校までの内容を全否
定するところから入るといっても過言ではないくら
い、ギャップがものすごいです。だからこそ、分から
なくなったら友達や先輩、教授陣に質問する、という

思います。大学受験は通過点であり、終着点ではあり
ません。大学で、あるいはその先で、自分は何をやり
たいのか。そのために今、何をすればいいのか。今一
度考えてみてはいかがでしょうか。皆さんが自らの目
標を立て、充実した大学生活を送れることを祈ってい
ます。

ことを心掛けてください。丁寧に答えてくれるはずで
す。また、高校までとは違い、一日みっちり授業とい
う日はあまりなく、自由に使える空きコマがあります。
ここをどう使っていくかも重要だと思います。
大学生になったら長期休暇を中心に時間がかなりあ
ります。この時間をどう使っていくかは皆さん次第で
す。私の場合は旅行やバイト、サークル活動等に充て
てきました。そして、普段はできない体験を多くして
きました。そうして得た経験は大きな人生の糧になり
えると思います。
まとめとしては、とにかくやって慣れていくこと、
および分からなくなったら尋ねること、この二つが全
体的に重要だと思います。やるべきことはやり、楽し
む時は思いっきり、で大丈夫です。大学で過ごす４年
間が皆さんにとって最高の期間となることを願ってい
ます‼

Hi サイ「自由課題研究」中間報告会

新入生の皆さんへ
化学科

岡

部

悠

太

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。新
たなる生活に夢や希望を抱いている一方で、友人関係
や勉強などに対して不安を持っている方もいると思い
ます。私も最初の頃は不安ばかり抱えていましたが、
今ではそのようなこともなく充実した大学生活を送っ
ています。今回は皆さんに大学生活のアドバイスを紹
介したいと思います。
まずは日常生活について。多くの方が一人暮らしを
始めると思いますが、そうなると家事は全部自分でし
なければいけません。
食材や日用品の購入も同じです。
また、時間の管理もしっかりしていかなければなりま
せん。これらは慣れれば問題ありませんが、時間の管
理についてはかなり高い意識をもってやっていかない
と難しく、そこから大学生活全般が乱れていく可能性
もあるので気を付けてください。また、西条の気候は
盆地ゆえにかなり変化が激しく、
なかなか慣れません。
私も入学早々に寒さで体調を崩しました。冬場は平均
月一で雪が積もるので、とても瀬戸内の気候区分に入
るとは思えないです（※元岡山県民の感想です）。個
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岩国・錦帯橋近くの公園にて（筆者は一番右）

新入生の皆さんへ
生物科学科

常

塚

健

裕

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。苦
しかった大学受験を乗り越え、憧れのキャンパスライ
フに胸を躍らせていることでしょう。わたしは大学と
は“新しいことにチャレンジする最後の機会”である
と考えています。高校までに比べて時間にもお金にも
余裕が生まれる大学生活は新しいことを始める最高の
チャンスだと思うのです。ぜひ新入生の皆さんにも、
新しいことにチャレンジして大学生活を有意義なもの
にしていただきたいものです。

新入生のみなさんへ

少しわたしの話をします。大学に入ってわたしは新
しいジャンルの音楽にどんどんチャレンジしました。
わたしは幼少期からピアノやドラムなどを習ってお
り、大学に入学する前から「大学ではもっと多くの楽
器に触れたい！」と思っていました。入学後、わたし
はギターマンドリンクラブというサークルに入り、少

地球惑星システム学科

松

岡

友

希

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。
長く辛かった受験生活が終わり、いよいよ新生活がは
じまります。それを楽しみに思う人もいれば、ちょっ
と不安に感じている人もいるかと思います。不安な気

し珍しいマンドリンという弦楽器の練習に没頭しまし
た。今まで触れたことのなかった弦楽器は非常に新鮮
で、全く弾けない状態からのスタートだったにも関わ
らずとても楽しみながら練習に明け暮れたことを覚え
ています。３年間練習を積み重ね、最終的にわたしは
中国地方の大学による合同演奏会で首席奏者を務める
までになりました。ここまで上達できたのも、自由な
時間が多く趣味を満喫できる大学生だからこそだと思

持ちはみんな一緒なので、心配する必要はありません。
おそらくすぐ知るところとなるとは思いますが、広島
大学地球惑星システム学科は『ちくわ』と呼ばれてい
ます（公式略称などではないのでそこは要注意です）
。
私は練り物のちくわはあまり好きではありませんが、
広大の『ちくわ』は大好きです。
ちくわは人数が少ないため、先生と学生、そして学
生同士の距離が近いのではないかと感じています。こ
れは大きな魅力の１つと言えます。ありきたりな表現

います。
さらにわたしは他の団体の演奏会に頻繁に足を運び
ました。大学にはギターマンドリンクラブの他にもク
ラシックギタークラブ、JAZZ 研究会、吹奏楽団、交
響楽団など多くの種類の音楽系団体が存在します。始

ではありますが、アットホームな学科なのです。西条
という土地では苦労も多いかと思いますが、みんな
きっと力になってくれます。そしてちくわでは野外に
おける調査（巡検）も経験することになりますが、み
んなで過ごす巡検は非常に楽しいものになります。

めはサークルを通して知り合った他団体の友人に頼ま
れて定期演奏会を観に行ったのですが、他ジャンルの
音楽の生演奏を間近で聴くことは良い刺激になりまし
た。今まで真剣に聴いたことのなかったさまざまな

岩石から火山、地震、はたまた隕石まで、ちくわで
学ぶことのできる分野には様々なものがあります。そ
れでも、入学したときにやれると思っていたことと実

ジャンルの音楽に触れることができるのも、大学の
サークル活動の１つの魅力です。
もちろんこれらのチャレンジは“勉学を疎かにしな
い”という前提の元で推奨されるべきです。一方で大

際にやれることが違った…と感じる人はそれなりに出
てくると思います。ですが専門の授業を受けていくう
ちに、今まで興味のなかった分野をおもしろく感じる
ようになるかもしれません。実は入学前までは「岩石っ

学での勉学というのも、ある意味では新しいことへの
チャレンジかもしれませんね。やはり大学生活にチャ
レンジは付き物なのだとあらためて感じさせられま
す。皆さんがチャレンジ意欲を絶やすことなく大学生
活を満喫できるよう心から願っています。

てあんまりおもしろくないなあ」と思っていた私です
ら、今では岩石に興味津々です。是非何事にも前向き
にチャレンジしてみてください。そして大学では今ま

右から３番目が筆者

巡検時に（右手前が筆者）
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でより自由にできる時間が増え、いろいろなことがで
きるようになります。
勉強にあまり興味がなかったら、
アルバイトをしたりサークルに入ったり友達と遊んだ
り旅行に行ったりするのもいいと思います。是非この
時期にしかできないことを目一杯楽しんでください。
ただし留年だけはしないように気を付けましょう。
どんな大学生活になるかは、みなさん次第です。み
なさんが何年かたって振り返った時に
「ああ、
楽しかっ
たな」
、そして「
『ちくわ』に入ってよかったな」と思
えるような大学生活になることを、心から願っていま
す。

必要な能力でもあり、最も重要な能力でもあるのでは
ないでしょうか。
最後に、一切触れませんでしたが、大学に行ってちゃ
んと単位をとることももちろん大事です。みんなと仲
良くなってみんなで協力してみんなで卒業できるよう
に頑張ってください。

社会で生きていくために
数学専攻

大

石

峰

が、これだけ言っておきながら大学の講義で出会った
のですが…
以上２つのことをお話しさせていただきましたが、
どちらも結局は社会で生きていくための力を身に付け
ることができると思っています。それはいずれにして
も必要な人と上手く付き合っていく力です。社会を作
るのが人である以上、社会で生きていくために最低限

暉

新入生の皆様、ご入学おめでとうございます。これ
から始まる新生活への希望や不安など様々あることで
しょう。当時の私は楽しみな気持ちが強く、遊ぶこと
しか考えてなかったような気がします。
さて、大学はほとんどの人にとって社会へ出る前の
最後のステージになると思いますが、これからの４年
間をどのように過ごそうと考えていますか？ この４
年間はおそらく人生の中で最も自由に使える時間なの
ではないでしょうか。言い換えればやりたいことは何
でもできる時間ということです。それゆえ過ごし方次
第では、社会に出るころには周りと大きな差が付くこ

フェニックスソフトでの一こま

新入生の皆さんへ

とになります。ではどのように過ごせば良いでしょう
か。私から２つお話させていただきましょう。
まず１つ目は、様々なことに全力で取り組みましょ
う。私はどんなことも経験して無駄になることはない
と考えています。ただし、全力で取り組むことが条件
です。様々といいましたが、身近なところではアルバ
イトやサークル活動も該当するでしょう。特にアルバ

物理科学専攻

イトはほとんどの方が経験すると思いますが、始める
動機は何でしょうか？ もちろんお金を稼ぐためで
しょう。
ですがそれだけではなく、
やるならスキルアッ
プなどを目指して全力で取り組むべきだということで
す。お客様や社員など様々な人と関りながら仕事をす
ることになると思いますが、そこでしっかり頭を使い
ながら経験を積むことはとても良い社会勉強になると
思います。私も多種多様な人と接するアルバイトをし
ていますが、そこからたくさんのことを学ぶことがで
き、学部時代の１番の財産の１つといえます。
２つ目は、
様々な人と関わって人脈を広げましょう。
人脈が広ければそれだけたくさんの情報を得ることが
できます。それによってこれからの人生に大きく関わ
る運命的なものに出会える可能性が高まります。私は
将来の進路に関わる運命的な出会いを果たしました

仮屋薗

寛

悟

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。受
験勉強から解放され、新居を目にし、これから始まる
キャンパスライフを想像して、期待に胸を膨らませて
いるところではないでしょうか。
皆さんは自分の興味がある分野であったり、得意な
分野であったり、あるいは大学卒業後の進路を見据え
て学科を選択されたかと思います。しかし僕は高校時
代、文理選択で理系を選択してから「とりあえず大学
進学」
「高校では物理が一番得意だった」という安直
な理由で、大学の勉強のことをよく知らないまま物理
科学科へ進学しました。大学の勉強は高校のものに比
べてはるかに専門的で難しく、焦りを覚えることもあ
りましたが、いざ勉強してみると、それまで知らなかっ
た物理学の面白さも見えてくるようになりました。そ
して勉強しているうちに物性科学、化学物理といった、
より深い分野に興味を持つようになり、大学を卒業す
るころには、大学院進学を決意するまでになりました。
新入生の皆さんには学科の勉強だけにとらわれず、自

― 11 ―

分の得意な分野、興味のある分野を深く学ぶ場、未知
なる分野との出会いの場として、ぜひともこの広島大
学を利用してほしいと思っています。
また、大学で学べることはなにも勉強だけではあり
ません。これからの大学生活では、同級生や先輩、大
学の先生など、目まぐるしいほどの人との出会いが待

ここで、少しだけ私の研究室生活について紹介したい
と思います。みなさんも、４年生で研究室に配属され
ることになるので、少し早いかもしれませんが参考に
していただけたら幸いです。私は現在、有機典型元素
化学研究室に所属しています。３年生の３月に配属が

ち受けています。自分と気の合う人、自分と異なる価
値観や考えを持った人と交流し、様々な刺激を受けな
がら、たくさんの思い出を作ってください。また大学
生活では、部活やサークル、趣味、アルバイトなど、
やりたいことにとことん取り組むことのできる自由な
時間を、十分に確保することができます。一生を変え
うる、
貴重な経験をする機会がたくさんあるはずです。
ちなみに僕は大学入学後すぐにアニメやカードゲーム
にドハマりし、趣味の創作折り紙に熱中し、たいへん
充実した４年間を過ごすことができました！
実りある学生生活を送るために、
遊びにも勉強にも、
冗談みたいに真剣に取り組むことを全力でおすすめい
たします。

決まり、すぐに研究テーマも与えられて、日々実験を
行っています。研究室で特に重要だと感じたのは、英
語力です。私の研究室では、実験報告を英語で行って
います。また、英語の論文を読むことも非常に多くあ
ります。国際学会に参加すると、英語で研究内容を発
表することになります。私は英語が大の苦手で、配属
当初は英語での実験報告に全くついていくことができ
ませんでした。今では少しずつ慣れてきましたが、研
究室に入る前からしっかり勉強しておけばよかったと
後悔した記憶があります。英語は何もしなければ、大
学入学時から忘れていく一方です。ですが、研究を進
める上で英語は必ず必要になってくるので、今のうち
から勉強しておくと楽になるかもしれません。また、
研究室では実験や勉強だけではなく、旅行に行ったり
飲み会を開いたりと、楽しいことも多くあります。私
の研究室では今年、中国からの留学生を歓迎するため
に餃子パーティーを行いました。みんなで作った餃子
はとてもおいしかったです。お酒を飲みながら会話も
弾み、留学生ともすぐに打ち解けることができました。
他にも、ボーリング大会やお好み焼きパーティー、お
花見など楽しい行事は盛りだくさんです。先生に用事
があって部屋を訪ねる際は、研究室の様子を覗いてみ
るといいかもしれません。
最後に、新入生のみなさまが楽しく充実した大学生
活を送れることを願っています。

実験室の筆者

新入生の皆様へ
化学専攻

和

田

佳奈子

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。大
学での生活には慣れてきたでしょうか？大学生にはた
くさんの時間があります。アルバイトやサークル、ボ
ランティア活動、留学など、時間の使い道は様々あり
ますが、どのように使うかは皆さん次第です。自主的
に行動して、様々な経験の中から多くのことを学び、
感じ取り、有意義な学生生活を送っていただきたいと
思います。
化学科新入生の皆さんへ。４年間の大学での生活に
ついて、
まだ想像がつかないこともあるかと思います。
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研究室旅行（後列右から３番目が筆者）

４年間はあっという間です！
生物科学専攻

勝

部

最後にですが、大学院生になった今、学部生の４年

隆

間は本当にあっという間だったと感じています。まだ
まだ、やり残したことも多くあります。皆さんは、も
うすでに大学でやりたいことが決まっていますか？
ぼーっとしていると時間はどんどん過ぎていきます。
やりたいことがあったらすぐに取り掛かりましょう。
勉強も遊びもメリハリが大事です。時間を大切に使い
ましょう。これからの４年間が皆さんにとって有意義

義

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。大
学での新しい生活はいかがですか？毎日が初めての連
続で、緊張して過ごしておられる方も多いのではない
でしょうか。私も入学した当初は不安でいっぱいでし
たが、先輩方が時間割の作り方やアルバイト、サーク
ルなどについて、丁寧に教えてくださりほっとしたの
を覚えています。
皆さんもわからないことがあったら、
遠慮なく先輩に聞いてください。きっと、優しく教え
てくれると思います。
大学生活では、規則正しい生活を送ることが大切だ
と思います。多くの方が一人暮らしをされると思いま
すが、今までと違って身の回りのことをすべて自分で
しなければなりません。
忙しいと食事おろそかになり、
インスタント食品で済ませてしまったり、野菜が不足
したりしがちです。また、大学の勉強やアルバイトが
忙しかったり、
友達と夜遅くまで遊んでいたりすると、
生活リズムも乱れがちです。皆さんは若いので多少の
無理は大丈夫でしょうが、不規則な生活を続けている

で素晴らしいものになることを願っています。一緒に
広島大学で頑張っていきましょう。

新入生の皆さんへ
地球惑星システム学専攻

迫

田

夜

空

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
キャ
ンパスライフを楽しみにしながらも、新生活に不安を
抱いている時期かと思います。筆者はというと早く研
究がしたいな、と胸を膨らませている時期でもありま
した。
さて『研究』というとなんだかかっこいいイメージ
がありますが、実際に研究をしてみると、うまくいく
ことばかりでなく、コツコツと積み重ねることばかり
で飽き性の筆者には飽きてしまう時もあります。しか
し日を追うごとに自分の研究テーマに愛着が沸きまし
た。挫折してしまうこともありますが『研究』とは有

と体調を崩したり、寝不足で授業に集中できなかった
りします。しまいには、きちんと大学の授業に出席で
きず、単位を落とすなんてことにもなりかねません。
充実した大学生活を送るためにも、きちんと自己管理
をしましょう。
また、大学では自由に使える時間がたくさんありま
す。勉強はもちろん頑張らないといけませんが、学業

意義なものです。
研究を通して幸運に恵まれたこともあります。今年

以外の時間をどう使うかは皆さん次第です。いろんな
ことに取り組んでみてください。私は、お金がなかっ
たので部活やサークルには入りませんでしたが、夏は
アルバイトを頑張って、冬は大好きなスキーにたくさ
ん行きました。また、
長期休暇は原付や電車を使って、
友達とのんびりと旅行したり、海外旅行に行ったりも
しました。どんなことでもいいと思います。自由な時
間を活用して、いろんな経験をしてください。

度、ドイツのバイエルン地球科学研究所で研究させて
いただけることになりました。（写真はドイツバイエ
ルン地球科学研究所の６軸マルチアンビル装置です。
）
世界中から研究者が集まるようなところで研究させて
いただける、大変良い機会です。一ヶ月程度滞在する
予定ですが、筆者はビールが好きなのでドイツでの生
活もとても楽しみです。また実験だけでなく地球惑星
システム学科では野外調査に行くこともあるので、
色々な体験をすることもできます。皆さんも『研究』
するのを楽しみにしながら、二・三年間は授業を受け
てくださいね。
大学時代は学業に専念するのも大切ですが、学業だ
けでなく、色々なことにチャレンジするのに適した時
期でもあります。サークルやバイトや趣味など、大学
生活の間でしか取り組めないこともたくさんありま
す。筆者もバイトや趣味に精を出しました。親元を離
れて、できるだけ経済的に自立しながらも、趣味や旅
行に必要な資金を自分で稼いでいました。バイトでは
資金作りという目的だけでなく、社会勉強としても大
変有効な経験をしました。時間は有限です。常に必要

研究室のスキー旅行にて（左から４番目が筆者）

な時間を逆算し、時間を有効に使い、有意義な大学生
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活が送れるとよいでしょう。
大学は高校と違って、
自ら積極的に学ぶところです。
受け身にならず、前向きに行動しましょう！先生方は
みてくださっているので、きっとチャンスは訪れるは
ずです。ただし頑張りすぎは禁物です。思いつめない
よう発散するのも大切です。最後にはなりますが、皆
さんにとって大学生活が、人生においても大変有意義
で充実したものになることを願っております。

今だからこそ簡単にできるものだと思います。さらに、
サークルやボランティア活動を行い、そこでも歳も立
場も、考え方も違う色々な人と関わることが有りまし
た。どれも、今できるか、と言われるとなかなか難し
いものばかりです。自分の視野が広がる、懐が温まる、
今思い返してもメリットはたくさんあります。
また、私は学部で四年生から研究室に配属になりま
したが、そこからは実験が楽しすぎて、とにかく実験
ばっかりやっていました。私自身博士課程後期まで進
むべきか悩んだ時期はありましたが、結局自分のやり
たいという気持ちには抗えず、今に至ります。皆さん
ものめり込めるくらい専門分野を好きになれればいい
ですね。その時はその好き、を極めていってもらいた
いものです。
あと、後悔していることがあり、それは学部時代に
好きな授業だけ真面目に勉強し、たとえば化学だった
り、統計学だったり、後々知識が必要になってくる科
目はテスト前に付け焼刃的に勉強したことです。研究
室に配属された後は、自分の研究課題に関連した勉強
をするだけで手いっぱいになりがちです。ぜひ学生の
本業である、勉強を第一にしっかりと行うことを忘れ
ないでください。
研究には体力も必要です。どうぞ体調には気を付け
て、皆さんの輝かしい未来のために、様々な経験を積
んで人間性を深めていってください。

六軸と筆者

やりたいことを全力で楽しみましょう
数理分子生命理学専攻

重

田

美津紀

新入生の皆様、ご入学おめでとうございます。毎年
この時期は初々しい一年生をキャンパス内で見かける
ことが多く、自分が入学した頃を思い出します。時間
が経つのはあっという間です。大学生の内は好きなこ
とができる時間はあるので、後々後悔しないように、
やりたいことを積極的にやってほしいと思います。
私の場合は、勉学以外での活動はというと、学部一
年生の夏休みからアルバイトを始めました。販売員、
模試監督、ウエイトレスなどをさせてもらい、その中
で、本当にいろいろな考え方の人間がいることを知り
ました。また、お客さんへの対応をする自分、社員の
方の下で指示に従う自分、後輩に教える自分、といろ
んな立場に身を置くことによって、大学の中にいるだ
けではできない社会経験を得ることができました。他
にも長期休暇には友達と国内、海外旅行に何度か行っ
ています。周りが就職してしまうと難しくなるので、
友達と集まって旅行に行ったり遊んだり、というのも
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実験で手を動かしている時間が好きです

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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