
第８９回学長定例記者会見          

第８９回学長定例記者会見 

日時：平成２９年７月２７日（木）１０：３０～１１：００ 

場所：広島大学 東広島キャンパス 法人本部棟４階 ４F 会議室 

※テレビ会議システムにより、記者会見の模様を同時配信 

受信場所：東千田キャンパス 総合校舎 １階会議室  

  ※Ustream および YouTube による録画配信を実施  

【発表事項】 

１．8 月 6 日に関連した広島大学主催行事について 

  (1) 平成 29年度第 1回平和科学研究センター主催国際シンポジウム 

  (2) 原爆死没者追悼式 

  (3) 広島大学平和企画 

 

２．「爆心地から生きる」原医研と鎌田七男名誉教授の資料を特別展示します 

 

３．広島大学で「日本生物学オリンピック２０１７本選（広島大会）」を開催します 

 

４．広大をぐっと身近に！「オフィシャルグッズ」日用品シリーズを発売開始 

 

【お知らせ】 

１．平成 30 年度「広島大学地域連携推進事業」テーマを募集いたします 

 

２．国際研究フォーラム 廣島大學 首都師範大學(中国) 絲綢之路暨“一帶一路 ”學術研討會 

(広島大学 首都師範大学 シルクロード“一帯一路”学術研討会) 

「東西を旅した聖人とその声跡(こえ)」を開催します【日本語・中国語（同時通訳）】 

 

３．広島大学 COC 事業共催 ヒロシマ「 」継ぐ展 2017 の開催について 

 

４．教育学部音楽文化系コース平成 29年度入学生によるサロンコンサートを開催します 

 

５．平成２９年度広島大学オープンキャンパスの開催について 

 

６．「たおやかで平和な共生社会創生プログラム」オンサイト研修の開催について 

～3大学・11か国の学生の参加による日本の林業における新たな産業創成の提案～ 

 

７．第 5回広島大学フェニックスリレーマラソン、参加者募集開始！ 

 

■次回の学長定例記者会見（予定） 

    日時：8 月下旬 

場所：霞キャンパス 



 

第８９回学長定例記者会見 発表事項１   

 

平成２９年７月２７日  

 

8 月６日に関連した広島大学主催行事について  

 

 

72 回目の原爆の日を迎えるにあたり、広島大学の関連行事をご案内します。 

 

8 月 2 日に、平和科学研究センター主催の国際シンポジウムを開催します。 

 

6 日には、広島大学に包括された旧制諸学校の教職員、学生、生徒および児

童で、在職中または在学中、広島に投下された原子爆弾により被爆され、その

後亡くなられた方々の霊を慰めるため、原爆死没者追悼式を執り行います。  

 

追悼式後、日本人女性初の国連事務次長を務められている中満泉（なかみつ  

いずみ）氏を講師にお招きして、広島大学講演会を行います。  

 

 また、講演会後は、元安川の砂利を埋め込んだオブジェの除幕式と平和に関

する学生の意見交換会を予定しております。  

 

 

 
【お問い合わせ先】  

財務・総務室広報部広報グループ  

TEL:082-424-3701 FAX:082-424-6040 

 



 

第８９回学長定例記者会見 発表事項１ (1)  

 

平成２９年７月２７日  

 

平成 29 年度第 1 回平和科学研究センター主催  

国際シンポジウムを開催します  

 

 

下記のとおり、平成 29 年度第 1 回広島大学平和科学研究センター主催国際

シンポジウムを開催します。  

多くの皆さまのご来場をお待ちしております。  

 

 

記  

 

 

【日時】平成２９年 8 月 2 日 (水 ) 13：00～17：25 (開場 12：30) 

【場所】広島大学東千田キャンパス  東千田未来創生センター4 階  

【テーマ】原爆体験・戦争記憶の継承～託す平和遺産     

    報告：  

         川野徳幸（広島大学平和科学研究センター長）  

         志賀賢治（広島平和記念資料館館長）  

         グレン・D・フック（英国シェフィールド大学名誉教授）  

         アンドリュー・ホスキンス（グラスゴー大学教授）  

         ルリ・  ファン・デル・ドゥース  

（広島大学平和科学研究センター外国人客員研究員）  

          パネルディスカッション：  

         モデレーター片柳真理  (広島大学大学院国際協力研究科教授 ) 

【使用言語】英語／日本語  (同時通訳付 )  

【主催】広島大学平和科学研究センター   

【申込方法】  

FAX またはメール (件名を「シンポ申込み」とする )にて、ご氏名・ご所

属・電話番号またはメールアドレスを以下の問合せ先までお知らせ下さ

い。  

 

 

 

 

【お問い合わせ先】  

広島大学平和科学研究センター（東千田キャンパス）(担当：下手 )  

TEL：082－542－6975 

FAX：082－245－0585 

E-mail：heiwa@hiroshima-u.ac.jp 

 







 

第８９回学長定例記者会見 発表事項１ (2)  

 

平成２９年７月２７日  

 

広島大学原爆死没者追悼式について   

 

 

 

本学では、広島大学に包括された旧制諸学校の教職員、学生、生徒および児

童で、在職中または在学中、広島に投下された原子爆弾により被爆され、その

後亡くなられた方々の霊を慰めるため、下記のとおり原爆死没者追悼式を執り

行います。  

 

記  

 

日  時：  平成 29 年 8 月 6 日 (日 ) 午前 10 時開式  

 

場  所：  広島大学東千田キャンパス内  

       「広島大学原爆死没者追悼之碑」前  

（広島市中区東千田町一丁目 1 番 89 号）  

 

式次第：  開式の辞  

       原爆死没者名簿奉納  

       黙とう  

       追悼の辞  

       献花及び献水  

       閉式の辞  

 

※今回新たに確認された死没者 22 人を書き加えた原爆死没者  

名簿（記載数 1,952 人）を奉納  

 

＜参考＞  

 閉式後、引き続き、「原爆死没者遺骨埋葬の地碑」（東千田キャンパス内）に、

広島文理科大学および広島高等師範学校の関係者による献花および献水を執

り行います。  

 
【お問い合わせ先】  

財務・総務室財務・総務部総務グループ  

TEL:082-424-6032 FAX:082-424-6020 

 



 

第８９回学長定例記者会見 発表事項１ (3)  

 

平成２９年７月２７日  

 

8 月 6 日に広島大学平和企画を実施します。  

①国際連合事務次長 (軍縮担当上級代表 )中満泉氏による講演会  

②元安川の砂利を埋め込んだオブジェ「平和と自由の鳩」の除幕式  

③平和に関する学生の意見交換会  

 

広島大学は、８月６日に下記のとおり「広島大学平和企画」を実施しますので  

ご案内します。  

記  

 【日  時】  ８月６日（日）１１：００～１２：４５  

 

 【場  所】  広島大学  東千田キャンパス  東千田未来創生センター  

 

 【内  容】   

 １１：００～１２：00 東千田未来創生センター４階講義室 

①国際連合事務次長 (軍縮担当上級代表 )中満泉氏による講演会  
   ２０１７年５月から日本人女性初の国連事務次長を務める中満泉（なかみつ 

いずみ）氏をお招きし、２１世紀軍縮の課題について講演会を開催します。

（別添ポスター参照） 

 

 １２：００～１２：１５  東千田未来創生センター１階 BIBLA Send 

  ②元安川の砂利を埋め込んだオブジェ「平和と自由の鳩」の除幕式  
   元安川から採取した砂利を埋め込み、平和を祈念する思いをこめて、被爆者、

本学学生及び留学生が中心となり制作したオブジェ「平和と自由の鳩」をお

披露目します。制作にあたっては、東広島在住の陶芸家である中屋夫妻にご

協力いただきました。  

 

 １２：１５～１２：４５  東千田未来創生センター１階 BIBLA Send 

  ③平和に関する学生の意見交換会  
   元安川の砂利を埋め込んだオブジェ「平和と自由の鳩」を囲んで、本学学生

と留学生による意見交換会を開催します。  

 
【お問い合わせ先】  

講演会  ：国際室国際交流グループ  中家（なかいえ）TEL:082-424-6046 

上記以外：国際室国際交流グループ  嘉陽（かよう）   TEL:082-424-4566 

                         FAX:082-424-6179 

 



第79回広島大学講演会 

2017年8月6日[日] 11:00-12:00*開場10:30 
場   所：広島大学東千田キャンパス 東千田未来創生センター 4階 

        〒730-0053 広島市中区東千田町一丁目1番89号 
       *有料駐車場は台数に限りがあるため，公共交通機関でのご来場をお願いいたします 

使用言語：日本語（同時通訳あり） 

入   場：無料 
*事前申し込みをお願いいたします 
 8月4日(金)までに，お名前，ご所属，ご連絡先 
 （e-メール，お電話番号）を明記の上，e-メール，FAX， 
 もしくは電話でお申し込みください。 

お申込/問合せ先： 

広島大学国際室国際部国際交流グループ 
TEL: 082-424-6046 / FAX: 082-424-6179 
E-mail：kokusai-group@office.hiroshima-u.ac.jp 

主 催：広島大学 

中満 泉 氏：国際連合事務次長（軍縮担当上級代表） 
 
米国ジョージタウン大学外交大学院で修士号取得。国際機関で様々な本部およびフィールドのポスト(国連難民高
等弁務官事務所、国連平和維持活動、事務総長室など)を歴任後、一橋大学国際関係論教授(2005～2008年)、
国連平和維持活動局の政策部長(2008～2012年)アジア中東部長(2012～2014年)、国連開発計画(UNDP)総
裁補・危機対応局長(2014～2017年)、「難民と移民に関する国連サミット」担当事務総長特別顧問代行（2016
～2017年兼務）を経て、2017年5月より現職。 
 
今講演では、核軍縮問題のみならず、核兵器以外のＷＭＤや通常兵器・ＡＴＴ、サイバーやＡＩなども含め、軍縮と
安全保障に関するより全体的な理解を促し、その中での国連の果たすべき・果たしうる役割について話します。 
  

越智 光夫：広島大学長 
 
広島大学は、新しい平和科学の理念「持続可能な発展を導く
科学(Science of Sustainable Development)」の創生に挑む姿を国内
外に向けて発信し、知の創造を志す学生及び研究者を世界中から
受け入れ、平和を希求し、チャレンジする精神を有する人材を各界、
そして国際社会に輩出し、多様性を育む自由で平和な国際社会を
築く役割を果たします。 



 

第８９回学長定例記者会見  発表事項２     

 

平成２９年７月２７日  

 

「爆心地から生きる」  

原医研と鎌田七男名誉教授の資料を特別展示します  
（8 月 4 日～10 月 19 日、医学部医学資料館）  

 
 

広島大学原爆放射線医科学研究所（原医研）が「爆心復元調査」に着手して、

間もなく半世紀を迎えます。  

 

原医研所長を務められた鎌田七男名誉教授は、この調査が基になった「近距

離被爆生存者に関する総合医学的研究」を通じて、500m 以内の被爆生存者

78 人の健康調査に長年取り組んでこられました。ご退官後も現在に至るまで、

被爆者の方々に寄り添い見守り続けておられます。  

 

2017 年 3 月に原医研が鎌田先生から関係資料を受領したのを機に、「爆心

復元調査」など原医研の所蔵する資料と合わせて一部を展示します。原爆の非

人道性を物語る第一級の資料であり、ご本人、ご家族の承諾を得て初めて公開

するものです。  

 

8 月 3 日午後 2 時から広仁会館で行うオープニングセレモニーには、鎌田

名誉教授にご出席いただき、資料受領式と講演会を行います。なお、セレモニ

ーに続いて医学資料館で展示内覧会も行います。  

 

 

 

 
【お問い合わせ先】  

原爆放射線医科学研究所  

附属被ばく資料調査解析部  久保田明子  

TEL：082-257-5936 FAX：082-257-5878 

 



A.資料展示 

［日時］2017年 8月 4日（金）～2017年 10月 19日（木）：約 3か月展示 

［場所］広島大学医学部医学資料館 2階 会議室 

［主催］広島大学原爆放射線医科学研究所 

［共催］放射線災害・医科学研究拠点（広島大学・長崎大学・福島県立医科大学） 

［展示開催主旨］ 

2017年 3月に原医研が受領した鎌田七男名誉教授の資料を中心に、「奇跡の 78人」と言われた近距

離被爆者（爆心地 500m以内の被爆者）について、原医研が 1960年代後半に開始した「爆心復元調査」、

そこから展開した「近距離被爆生存者に関する総合医学的研究」、そしてその被爆者たちを原医研所属

時代から現在まで継続して見守ってこられた鎌田先生の足跡を紹介する。この展示を通して、原爆被

災後の被爆者の皆様に対して取り組んだ広島大学と原爆放射線医科学研究所の調査研究と鎌田七男先

生のご尽力の一端を皆様にご覧いただき、原爆を振り返るとともに現在の福島の問題を考えるきっか

けとなれば幸いである。 

［展示概要］ 

（a）文書資料展示 ガラスケース内資料配置およびパネル展示 

 （1）“原医研のプロジェクト”［原医研所蔵志水清資料、湯崎稔資料など］ 

（2）“近距離被爆者”［鎌田七男資料など］ 

（3）“生き抜く、見守り続ける”（鎌田先生の継続的な尽力の紹介）［鎌田七男資料など］ 

（b）映像放映   関連映像 

（c）体験型展示  「顕微鏡をのぞいて染色体を見る」～研究の世界の入口～ 

※夏季限定（8/7、9、21、23、28の 5日間、14：00～16：00） 

 

Ｂ.オープニングセレモニー（資料受領式） 

［日時］2017年 8月 3日（木）14：00～15：00 

［場所］広島大学 広仁会館 中会議室 

［スケジュール］ 

13：30 受付開始 

14：00 資料受領式～受領証明書贈呈 

14：15 鎌田七男先生のお話 

15：00 医学資料館に移動し、展示の内覧（～16：00） 

 

C．講演会 

［日時］2017年 9月 2日（土） 14：00～16：00 

［場所］広島市平和記念資料館会議室 

［主催］広島大学原爆放射線医科学研究所 

［演題] 原爆の非人道性の証（仮題） 

［講師］鎌田七男名誉教授 

 





 

第８９回学長定例記者会見 発表事項３    

 

平成２９年７月２７日  

 

広島大学で「日本生物学オリンピック２０１７ 

本選（広島大会）」を開催します 
 

 

広島大学では、国際生物学オリンピック日本委員会（ＪＢＯ）主催の「日本生

物学オリンピック２０１７本選（広島大会）」を下記のとおり開催します。  

 

本選（広島大会）は 80 人の高校生が参加し、３泊４日の合宿形式により、国

際生物学オリンピックを模して作成された実験問題を中心とした試験を行いま

す。その他に生物学研究者との交流を深める機会、研究施設での体験、参加者同

士の交流など多彩なプログラムを予定しています。また、成績優秀者には賞が授

与されます。  

 

さらに高校２年生以下の成績優秀者約１５人は、来夏イランで開催される第２

９回国際生物学オリンピックに派遣する４人を選抜する日本代表選抜試験（平成

３０年３月実施）に参加することができます。  

 

記  

 

日程：平成２９年８月１９日（土）開会式（１３時開始）、実験試験  

２０日（日）実験試験  

２１日（月）最先端研究体験、施設見学、交流会  

２２日（火）表彰式・閉会式（１０時開始）  

会場：広島大学総合科学部【東広島キャンパス】  

（広島県東広島市鏡山一丁目７－１）  

参考：国際生物学オリンピック日本委員会（ＪＢＯ）公式ホームページ  

日本生物学オリンピック  

http://www.jbo-info.jp/index.html 

     http://www.jbo-info.jp/jbo/JBO2017/jbo2017-02.html 

 
【お問い合わせ先】  

教育室  

教育部教育支援グループ  

ＴＥＬ：０８２-４２４-６１５４  ＦＡＸ：０８２ -４２４-６１７０  

 



第８９回学長定例記者会見 発表事項４   

 

平成２9 年７月２７日  

 

 

 

 

 広島大学は、日用品シリーズの「広大オフィシャルグッズ」6 種を 7 月 3

日から、広島大学生協店舗にて販売しています。  

 

今回の新商品は、気軽に、さまざまなシーンで使用

できる日用品をラインナップしました。商品にデザイ

ン し た 柄 の パ タ ー ン （ テ キ ス タ イ ル ） は 、

「HIROSHIMA」の頭文字「H」を並べたオリジナルの

ドットで、学章をドット柄の一部のようにデザインさ

れているのが特徴です。  

 

広島大学をぐっと身近に感じていただけるツールとして、来学の記念やお

土産にぜひお役立てください。なお、売上金の一部は、広島大学学生の支援

に活用されます。  

 

Ｔシャツ         マグカップ        ボールペン  

 

 
トートバッグ         一筆箋         ボトルウォーター  

（広島大学銘水）  

広大をぐっと身近に！  

「オフィシャルグッズ」日用品シリーズを発売開始 



＜新商品概要＞  

Ｔシャツ  カラ―：全 4 色、サイズ：WM、S、M、L 1,700 円  

マグカップ  カラ―：全 3 色  700 円  

ボールペン  ボディカラ―：全 4 色、インクは全て黒    120 円  

トートバッグ  カラ―：全 4 色、A4 サイズの書類が入る大きさ  400 円  

一筆箋  カラ―：全 4 色、12 枚入り  300 円  

ボトルウォーター  

（広島大学銘水）  

容量：５００ｍｌ、採水地：広島県東広島市志和町   100 円  

 ※価格は全て税別。  

※「ボトルウォーター」は 7 月中旬販売予定。自販機は 110 円（税込）で販売。  

 

＜販売場所＞  

広島大学生協店舗  

※広島大学生協ウェブサイトからもお買い求めいただけます。  

http://www.hucoop.jp/store/ 

 

＜広大オフィシャルグッズについて＞  

広大オフィシャルグッズは、広島大学オフィシャルグッズプロジェクトチー

ムの企画の下、これまでに、贈答向けの商品を 4 点（徽章バッジ、文鎮、

学章うつし金蒔絵シール、万年筆）を販売しています。  

 

＜商品デザインについて＞  

 新商品のデザインは、デザイナーの紺野達也氏に作成いただきました。  

  -紺野達也氏プロフィール- 

グラフィックデザイナー。1988 年神奈川県生まれ。桑沢デザイン研究

所ビジュアルデザイン科卒業、2015 年より株式会社岡本健デザイン事

務所に所属。  

 

【お問い合わせ先】  

 

広島大学総務・財務室広報部広報グループ  

TEL : 082-424-6781 

http://www.hucoop.jp/store/


 

第８９回学長定例記者会見 お知らせ事項１  

 

平成２９年７月２７日  

 

平成 30 年度「広島大学地域連携推進事業」  

テーマを募集いたします  

 

 

 

「広島大学地域連携推進事業」は、広島大学の長年にわたる研究の成果や教職

員・学生の力を活用し、地域のみなさんが直面している問題の解決や地域の活性

化のために貢献することを目的とする事業です。  

 

本事業は、地域の活性化や環境問題、安全安心など、地域で様々な活動に取り

組んでおられる方々から、広島大学の教職員・学生による研究や、地域の方々と

連携して行う活動（以下、「プロジェクト」といいます）のテーマを提案してい

ただき、本学の教職員・学生が地域のみなさんと連携しながら実施するプロジェ

クトを支援するものです。広島大学との連携により解決を目指したい研究テーマ、

活動テーマをご提案いただきますようご案内いたします。  

 

 詳細は、添付資料並びに本学ホームページを参照の上、ご応募ください。  

https://www.hiroshima-u.ac.jp/iagcc/ccc/ccc2 

 

記  

 

募集期間：平成 29 年 7 月 3 日（月）～平成 29 年 9 月 29 日（金）  

 

応募できる方：中国・四国地方にお住いの方（個人・団体）  

 

提案の内容：  

【タイプ A】（研究協力型）  

  広島大学の専門家との連携による地域の問題の解決や新たなノウハウの開

発を希望される場合  

 

【タイプ B】（地域協働型）  

  地域での取り組みに広島大学の教職員・学生の参加や支援を希望される場合  

 

 
【お問い合わせ先】  

社会産学連携室  社会連携部  

社会連携グループ   柳ヶ瀬  祐規  

TEL:082-424-7977  FAX:082-424-6189 

 

https://www.hiroshima-u.ac.jp/iagcc/ccc/ccc2




 

第８９回学長定例記者会見 お知らせ事項２  

平成２９年７月２７日  

 

国際研究フォーラム  

廣島大學  首都師範大學 (中国 ) 絲綢之路暨“一帶一路  ”學術研討會  

(広島大学  首都師範大学  シルクロード“一帯一路”学術研討会 ) 

「東西を旅した聖人とその声跡 (こえ )」を開催します  

 

 広島大学は、首都師範大学（中国）、平山郁夫美術館と共催で、下記のとお

り国際フォーラムを開催します。  

 

国際フォーラムでは、ユーラシア大陸における東西様々な文化とその交流の

様相について、旅した「聖人」とその伝えた「ことば」を中心テーマとして議

論を深めます。  

 

今回のフォーラムは、生口島の平山郁夫美術館を会場としています。平山郁

夫画伯（1930-2009）は、仏教、シルクロードをテーマに数々の作品があ

るばかりではなく、敦煌莫高窟の保存事業、バーミヤンの大仏保護事業、日中

交流事業に力を傾けられてこられた方であり、その美術館で開催することはた

いへん意義深いことです。  

 

広島大学と首都師範大学は平成２７年に「共同大学院プログラム」を設置し、

東西文化交流、日中文化交流を主としてテーマとした学術研討会をこれまでに

２回開催しています。  

 

記  

【日   時】平成２９年７月２９日（土）１７：００～２０：３０  

【場   所】平山郁夫美術館（広島県尾道市瀬戸田町沢２００－２）  

【使用言語】日本語・中国語（同時通訳あり）  

【対   象】研究者、一般の方（事前申込は不要です）  

【概   要】  

17：00 開幕式  

      挨拶  佐藤利行 (広島大学  理事・副学長 ) 

       呉勁松 (中華人民共和国駐大阪総領事館領事 (教育室長 )) 

平谷祐宏 (尾道市長 ) 

17：20 講義  

17：50 声明実演  松尾邦照（真宗興正派善教寺住職）「五會念佛作法」 

18：20 講義  

20：10 自由討論   

20：30 閉会挨拶  李均洋（首都師範大学）  

【共   催】広島大学、首都師範大学 (中国 )、平山郁夫美術館  

【後   援】中華人民共和国駐大阪総領事館  教育室  

【お問い合わせ先】  

大学院総合科学研究科  教授/敦煌学プロジェクト研究センター  センター長  

荒見泰史  

Tel：082-424-6347 

E-mail：arami@hiroshima-u.ac.jp 
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会議次第 

 

終日  平山郁夫美術館展示品見学、耕三寺、向上寺、光明坊参拝 

 

17：00 開幕式  

 

     挨拶  佐藤利行（広島大学・理事副学長） 

 

          平山郁夫美術館 

 

17：20 講義１ 荒見泰史（広島大学）「東西を旅した聖人とその声跡」 

 

17：50 声明実演 松尾邦照（真宗興正派善教寺住職）「五會念佛作法」 

 

18：20 講義２ 本田義央（広島大学）「インドの聖人と讃」 

 

休憩（18：50‐19：10） 

 

19：10 講義３ 楊明璋（国立政治大学）「義浄三蔵法師と讃」 

 

19：40 講義４ 白須淨眞（広島大学）「音楽法要・六時礼讃と念仏停止――生 

口島（尾道市瀬戸田町）光明坊の伝承の紹介」 

 

20：10 自由討論 Discussants：高井龍（広島大学） 

 

20：30 閉会挨拶 李均洋（首都師範大学） 

 

共催　広島大学　首都師範大学　平山郁夫美術館共催　広島大学　首都師範大学　平山郁夫美術館共催　広島大学　首都師範大学　平山郁夫美術館

運営　広島大学敦煌学プロジェクト研究センター運営　広島大学敦煌学プロジェクト研究センター運営　広島大学敦煌学プロジェクト研究センター
後援 中華人民共和国駐大阪総領事館 教育室後援 中華人民共和国駐大阪総領事館 教育室
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会議次第

終日　　平山郁夫美術館展示品見学、耕三寺、　　　　
　      向上寺、光明坊参拝

17：00　開幕式  
　　　   挨拶　佐藤利行 （広島大学 理事・副学長 )
　　　　       呉勁松   （中華人民共和国駐大阪
                          総領事館 領事・教育室長）
               平谷祐宏（尾道市長）

17：20　講義１　荒見泰史（広島大学）
         「東西を旅した聖人とその声跡」

17：50　声明実演　
         松尾邦照（真宗興正派善教寺住職）                
         「五會念佛作法」

18：20　講義２　本田義央（広島大学）
         「インドの聖人と讃」

休憩（18：50‐19：10）

19：10　講義３　楊明璋（国立政治大学）
         「義浄三蔵法師と讃」

19：40　講義４　白須淨眞（広島大学）
        「音楽法要・六時礼讃と念仏停止
        生口島（尾道市瀬戸田町）光明坊の伝承の紹介」

20：10　自由討論　
         Discussants：高井龍（京都大学）

20：30　閉会挨拶　李均洋（首都師範大学）



 

第８９回学長定例記者会見 お知らせ事項３  

 

平成 29 年 7 月 27 日  

 

広島大学 COC 事業共催  

ヒロシマ「  」継ぐ展 2017 の開催について  

 

本学 COC 事業が共催している「第三世代が考える  ヒロシマ『  』継ぐ展  

2017」が開催されます。  

 

本イベントは、30 代のクリエイター、アーティストが中心となり立ち上げ

た企画展です。特に若い世代に向けて、平和学習の場所を提供し、戦争体験者

と非体験者をつなげることを目的としています。企画展タイトル名の「  」に

は、情報を受け取るだけでなく、自ら意志を持って過去の出来事を学び、聞き、

考えて、自分なりの答えを入れてほしいという思いがこめられています。  

 

興味・関心のある方は、下記ＵＲＬを参照の上、奮ってご参加ください。  

 

記  

 

【会場と期間】  

○東京会場  

 IID 世田谷ものづくり学校（7/30(日 )～8/ 6(日 )）  

○広島会場  

 CLiP 広島（7/ 31(月 )～  8/ 6(日 )）  

 広島平和記念公園内とうろう流し会場（8/6(日 )）  

【詳細 URL】  

WEBSITE : http://tsuguten.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/tsuguten/ 

Twitter : https://twitter.com/h_tsuguten 

Instagram : https://www.instagram.com/tsuguten/ 

 

【企画展全体に関するお問い合わせ先】  

継ぐ展実行委員会  

TEL : 080-1916-8638 

MAIL : tsuguten2017@gmail.com 

 

【COC 事業に関するお問い合わせ先】  

  社会産学連携室  社会連携部  

社会連携グループ   柳ヶ瀬  祐規  

TEL:082-424-7977  FAX:082-424-6189 

http://tsuguten.com/
https://www.facebook.com/tsuguten/
https://twitter.com/h_tsuguten
https://www.instagram.com/tsuguten/
mailto:tsuguten2017@gmail.com


東京 こ

【本展会場】

11D世田谷ものづくり学校
＜電車＞

東急田園都市線「池尻大橋」駅下車徒歩約10分

東急田園都市線／東急世田谷線「三軒茶屋」駅下車徒歩

約15分

くバス＞

【渋谷方面】

バス停「自衛隊中央病院入口」下車徒歩約5分

渋谷駅バスターミナル東急バス乗り場番号（西口）

43番�渋谷→下馬1丁目循環（渋31系統）
44番�渋谷→野沢龍雲寺循環（渋32系統）

42番�渋谷→多摩川駅 ・ 都立大学北口循環（渋33系統）

42番�渋谷→三宿経由、都立大学駅北ロ ・東京医療セン

ター行き（渋34系統）

広島

広島平和記念公園内原爆の子の像付近［継ぐ展ブース］ 
8/6(日） 12:00-

CUP HIROSHIMA [広島トヨペット1F] 

〒730-0053 広島県広島市中区東千田町1丁目1番18号 

7/31(月） -8/6(日） 1 0:00-20:00 

協賛• 協力

協賛：株式会社ファンプ，株式会社DMC広島日下医院
Palabra株式会社

協力：関東学院大学，デジタルハリウッドSTUDIO
Peace Porter Project, とうろう流し実行委員会
HIROSHIMA SPEAKS OUT, みなとみらいごはん部
路上芸術祭実行委員会, CLiP HIROSHIMA 
teppan kitchen SETAGAYA, 世田谷区立平和資料館
（株）東京現像所プロモ ー ト事業部，東京テアトル株式会社

11D世田谷ものづくり学校

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 2-4-5
http://setagaya-school.net/place/ 

※施設には駐車場がありませんので、

お車での来場はご遠慮ください。

バス停「自衛隊中央病院入口」｀
世田谷区立
平和資料館

,.―彎ヽ

r------------------------- \ _____________________________________―7 
施設図

メイン会場11Dギャラリー
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teppan kitchen 
SETAGAYA 
（コラポカフェメニュー）

「この世界の片隅に」
上映会場

＂＂ 

「アオギリの葉を描こう」
チョークワークショップ

三世代が考え

Dシマ
「

凶．尉尾 ．．．

Hiroshima - 3rd Generation Exhibition : Succeeding to History 

「ヒロシマを知る教室」
戦争を体験していない世代がつくる、

参加して学べるヒロシマの企画展

｀

2017 

Y, 

, ,.

仮想空間にあなたの想いを込めた
1 II 2018年仙台開催に向けて

戸ー"'● 0."'.. 

灯ろうが流せます。
賛助金•寄付金ご協力のお願い 進ぐ譲
釆年の継ぐ展は、仙台で開催予定で http:/ /tsuguten.com/ 会

石 30 日（日）
一

す。企画展の資材の輸送費、準備や

運営のためのスタッフの交通宿泊費な IJ https //www.facebook com/tsuguten/ 

どは、皆様からの賛助金•寄付金で補 £l https://twitter.com/h_tsuguten 

-8月 6 日（日）われています。 回 https·//www 1nstagram com/tsuguten/ 
賛助金•寄付金にご協力いただける方

には参加要項をお渡ししております。 畠 11D世田谷ものづくり学校 主催：ヒロシマ「 」継ぐ展実行委員会

ヒロシマ「」継ぐ展実行委員会までお問 東京都世田谷区池尻 2-4-5 共催’広島大学coc

http://message.tsuguten.com 

I II 
い合わせください。 企画展全体に関するお問い合わせ先 後援．世田谷区、 世田谷区教育委員会．広島市，広島大学

※PC ・ スマー トフォン、 いずれも利用可 TEL. 080-1916-8638 <継ぐ展実行委員会） 月 1 Q:00-19:QQ 
MAIL. tsuguten2017@gmail.com ※最終日17:00まで

公益財団法人広島平和文化センター，中国新聞社
朝日新聞，東京新聞，読売新聞
共同通信社，FMヨコハマ，NHK広島放送局

‘

 



はじめに 戦後70年の2015年からスター トしたこの企画展は、東京、みなとみらいでの開催を経て、今年で 3 年目になります。

回を重ねるごとに輪が広がり、企画展そのものに深みが増しているのを惑じています。

自由研究ツールを持ち、真剣な面持ちで広島平和資料館のパネルと向き合う子どもたち。

企画展をきっかけに冊親と命について話しあった男の子。

展示パネルから被爆体験伝承者養成事業を知り、応募を決めた大学生。

会場内では、来場者とスタッフが対話を行う姿もよく見られます。

2017年の継ぐ展は、人対人で伝えていく「体験」を伴った参加型のイベントに力を入れています。

10代から60代までの約70名が運営に携わり、広島•神奈川•仙台の教育機関のご協力を得て制作されました。

多くの方々のご支援に、深く感謝いたします。

企画展を通じて、若い世代が平和について考え、

自分にとっての次世代に継ぐべき「何か」を探していただけたら幸いです。 代表 久、｛呆田謁(�

一 来場者参加型のト ー クショ ーやワ ー クショップ
※場所の明記がないイベントは
11Dギ ャ ラ リ ー 内で開催いたします。

オーブニングイペント
映画「この世界の片隅に」
バリアフリー上映

消しゴムはんこ作家津久井智子さんの
ヒロシマをモチー フにした
はんこ作りワ ー クショップ

オープニングイベントとして「この世界の片隅に」
のバリアフリー上映（日本語字幕•音声ガイド1寸）
を行います。

折り鶴やキョウチクトウ、灯ろう流しといった、ヒロ
シマをモチー フとした消しゴムはんこをつくるワ ー

クショップ。バッグに捺して、オリジナルグッズとし
てお持ち帰りいただけます。【場所】110 Presentation Room 【日時】7月30日（日）

1回目12:15開場12:30上映 ※小学生親子限定 【場所】104 Meeting Room1 【日時】7月31日（月）

1回目11:00- 2回目14:00-(各回1時間）2回目 15:15開場15:30上映

【参加費】無料 【定員】各回50名（抽選）

【協力I(株）東京現像所プロモート事業部

東京テアトル株式会社、Palabra株式会社

【講師】津久井智子（消しゴムはんこ作家）

【参加費]1,500円（バッグ材料費込 大人・子供同 一料金）

【定員l各回 20名（予約制）

一 見て学ぶバネルや写真などの常設展

「絵で読む広島の原爆（福音館書店）」
原画展

「やこうれっしゃ」や「がたごと がたごと」の絵
本作家西村繁男さんの作品の原画を展示
（一 部レプリカ）。第43回産経児童出版文化
賞の受賞作です。

被爆建物から見るヒロシマ写真展

現在も広島に残る被爆建物を70年前の写
真と同じアングルで撮影しました。当時と今が
比較できる写真展。

写真：及川誠• 山本早苗(2015)
平和記念資料館 （所蔵・提供）

被爆アオギリのお話を聞き、チョー クで
路上にアオギリの葉を描こう

広島平和記念公園に奇跡的に再生した被爆ア
オギリの木があるのをご存知ですか？絵本「アオ
ギリのねがい」のお話の後、チョー クでその姿を
路上に再現します。沢山の葉っぱを描いて平和
の木を育てましょう。※小雨決行、荒天中止

【場所】11D ギャラリー 内／正面玄関横

［日時】8月1日（火） 1回目11:00�2回目14:00�

［共催】路上芸術祭実行委員会

【講師】松本かなこ（ストリートペインター）

［読み聞かせ】芳晴

［参加費)500円 （大人・子供同 一料金）※チョ ーク代含む

［定員I 各回20名（予約制）

ヒロシマの記憶を継ぐ人
インタピュ ー展示

被爆者の方をはじめ、広島市被爆伝承者養
成事業を卒業された方など計22名を取材した
インタビューを冊子、ミニパネルで展示。

平和記念資料館収蔵資料
「消えた家族」

広島平和記念資料館収蔵資料である原爆で
一家全滅した鈴木六郎さんの家族の悲劇を
伝える「消えた家族」展の一部を展示

ヒロシマピー スポランティアと
展示をまわろう

広島平和記念資料館・広島平和記念公園をヒ
ロシマピー スボランティアとして8年間ガイドをし
ている楢原泰 ー さんが被爆の実相（原子爆弾
投下によるさまざま影響）について展示資料を周
りながら解説を行う約45分のツアーです。

【日時】8月1日（火） 1回目12:30 2回目15:30 

【参加費】無料

【ゲスト1楢原泰ー（ヒロシマピースボランティア）

【定員】各回15名（予約制）

被爆体験伝承者楢原泰ーさんと
対話をしよう

2015年に伝承者の資格を取られた東京都在
住の広島市被爆伝承者養成事業1期生 楢原

泰 ー さんが、被爆の実相（原子爆弾投下による
さまざまな影響）や伝承者への応募のきっかけ、
語り継ぐことを決めた被爆者の方のお話をしてく
ださいます。

ー委嘱）

【日時】8月2日（水） 11:00 【参加費I 無料

【ゲスト1楢原泰一

（被爆体験伝承者：（財）広島平和文化センタ

【定員】20名（予約制）

一部の企画は予約・抽選制です。
ご予約は継ぐ展Webサイト

http://tsuguten.com/event/ 

もしくは電話090-6934-261 8まで

國霊は品フォン

広島関運書籍

互

被爆体験伝承者石綿浩 一さんと
対話をしよう

2016年に伝承者の資格を取られた神奈川県
在住の広島市被爆伝承者養成事業2期生 石
綿浩 一さんが、被爆の実相（原子爆弾投下によ
るさまざまな影響）や伝承者への応募のきっか
け、語り継ぐことを決めた被爆者の方のお話をし
てくださいます。

【日時】8月4日（金） 1回目11:00 2回目14:00

［参加費】無料

【ゲスト】石綿浩一

（被爆体験伝承者：（財）広島平和文化センター委嘱）

【定員］各回20名（予約制）

語り部川本省三さんと対話をしよう

原爆孤児の体験と被爆証言を続けてこられた
) II本省三さんを広島からお招きして対話を行い
ます。

【日時】8月5日（土） 1回目11:00 2回目14:00

【参加費】無料

【ゲスト】JII本省三

（被爆体験証言者：（財）広島平和文化センター委嘱）

［定員］各回20名（予約制）

絵本の読み聞かせコー ナ ー

― 「はだしのゲン」、「函録ヒロシマを世界に」な
ど広島の原爆に関連する書籍、絵本、漫画、
写真集が自由に読めるコ ーナー。絵本の読み
聞かせボランティアが11時-14時まで常駐。

広島原爆資料バネル・石材展示

被爆の実相を学べるパネルと、原爆で破壊さ
れた建物の瓦礫や石材の展示。

パネル：広島平和記念資料館（担供）
被爆石材：嘉陽礼文（広島大学研究員提供）

クロ ー ジングイベント
語り部梶本淑子さんと対話をしよう

国内外で被爆証言活動を続けてこられた梶本
淑子さんを広島からお招きし、対話を行います。そ
の後、参加者全員で広島で流すとうろうに想いを
書きます。

［日時】8月6日（日）15:QQ 【参加費】無料

［ゲスト】梶本淑子

（被爆体験証言者：（財）広島平和文化センタ ー委嘱）

［定員】30名（予約制）

夏休み自由研究サポ ー ト教室

小学生高学年以上を対象にした夏休みの自由
研究をつくるワ ー クショップ。ヒロシマをテ ー マに
した自由研究キットをもとにスタッフがその場で完
成出釆るようサポー ト致します。

［日時】8月2日（水）、3日（木） 1回目13:QQ 2回目15:30

8月4日（金）、5日（士） 1回目12:30 2回目15:30

［参加費]500円（模造紙、折り紙などの材料費込）

【定員】各回 5名（予約制）

とうろうに込めるメッセ ー ジ
平和へのメッセージを込めたとうろうを仮想空問の/IIに流し、8

月6日の広島へ届けるプロジェクト。

Sound: 鎌田まみ

teppan kitchen SET AGA YAX 継ぐ展
コラボカフェメニュー

広島のおばあちゃんが心を込めて作った野菜をふん
だんに使用した限定スペシャルメニューを会期中に
ご用意します。



 

第８９回学長定例記者会見 お知らせ事項４  

 

平成２９年７月２７日  

 

教育学部音楽文化系コース平成 29 年度入学生による  

サロンコンサートを開催します  

 

教育学部音楽文化系コース平成 29 年度入学の学生が、一から企画し作り上

げた演奏会です。  

 

クラシックからお馴染みの曲まで、幅広いジャンルの音楽でみなさんを素敵

な世界旅行へお連れします。  

 

お時間がある方は、是非会場まで足をお運び下さい。  

 

お待ちしております。  

 

【日  時】2017 年 8 月 9 日（水）  

 

【開  場】13:30 開演 14:00 

 

  【プログラム】  

    ピアソラ  リベルタンゴ  

ショパン  バラード４番  

バリー・マニロウ  コパカバーナ   他  

 

【場  所】東広島芸術文化ホールくらら  サロンホール  

 

【入場料】無料  

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】  

教育学研究科音楽文化教育学講座事務室  

Tel : 082-424-６８３４  

 



2017 8/9 （水）
開場13:30 開演14:00〜

東広島芸術文化ホールくらら
サロンホール

入場無料

ピアソラ リベルタンゴ

ショパン バラード４番

バリー・マニロウ コパカバーナ 他

お問い合わせ

プログラム

場所

日時

～世界を旅する音楽～

くららしっくコンサート特別企画
広島大学教育学部音楽科２９年度入学生

サロンコンサート

子どもから大人まで楽しめるコンサート！
音楽で皆さんを世界旅行へお連れします。

東広島芸術文化ホールくらら チケットセンター
082-426-5990
(10:00～19:00土日祝日営業）

※満席の場合入場をご遠慮いただく場合がございます。
※事前の予約は不要です。当日会場に直接お越しください。

主催：東広島芸術文化ホールくらら
広島大学大学院教育学研究科音楽文化教学育講座

①から③の駐車場については合計利用
時間のうち２時間まで駐車料金が無料に
なります。
駐車券をくらら総合案内・事務室にお持
ちください。
ご不明な点がございましたら、くらら総合
案内・事務室082-426-5900(9:00～
19:00)へご連絡ください。
※③市役所駐車場は平日18時以降・土
日祝日のみご利用いただけます。



 

第８９学長定例記者会見 お知らせ事項５  

 

平成２９年７月２７日  

 

平成 2９年度広島大学オープンキャンパスの開催について  

 

                        

 

 平成２９年度広島大学オープンキャンパスを、８月１７日（木）、１８日（金）

＜東広島キャンパスおよび霞キャンパス：１７日・１８日、東千田キャンパス：

１８日＞の日程で開催します。  

    

 例年多くの方の参加をいただいており、延べ 30,000 人以上の参加者が見

込まれる一大イベントとなっております。  

 

東広島キャンパスのプログラムについては、参加目的や内容に応じて次の４

つのプログラムを設け実施いたします。  

 

 

 

A 
「 広 島 大 学 を 知 る 」

プ ロ グ ラ ム  

学長講演や大学説明、文理選択のアドバイス

を行います。  

B 
「 広 大 生 と ふ れ あ う 」  

プ ロ グ ラ ム 

学生によるキャンパスガイドや相談を行い

ます。  

C 
「学部の特色を感じる」  

プ ロ グ ラ ム 

各学部で模擬授業や研究室見学などを行い

ます。  

D 
「施設を見る・相談する」

プ ロ グ ラ ム 

学内施設見学や入試、奨学金、就職支援、留

学などの各担当部署が個別相談を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【お問い合わせ先】  

教育室教育部  

入試グループ   渡部  淳  

TEL:082-424-6175  FAX:082-424-6180 

 



 

第８９回学長定例記者会見 お知らせ事項６  

平成２９年７月２７日  

 

「たおやかで平和な共生社会創生プログラム」  

オンサイト研修の開催について  
 

～3 大学・11 か国の学生の参加による  

       日本の林業における新たな産業創成の提案～  

 

広島大学大学院博士課程教育リーディングプログラム「たおやかで平和な共

生社会創生プログラム」では、同志社大学の博士課程教育リーディングプログ

ラム「グローバル・リソース・マネジメント」及びテキサス大学オースティン

校リンドンジョンソン公共政策大学院と共同で、オンサイト研修「森林資源管

理と新技術による産業創成」を島根県隠岐の島町で開催します。   

 隠岐諸島では、かつて林業が地域経済の大きな割合を占めていましたが、林

業従事者の不足などにより、現在では適切な森林管理が困難となっています。

そこで、隠岐の島町では、林業を支える新たな産業の創出を目指して、木製チ

ップや化学製品の製造などを行う「緑のコンビナート計画」に取り組んでいま

す。  

本研修では、11 か国  25 名の様々なバックグラウンドを持つ学生が、「緑

のコンビナート計画」をテーマにグループワークを行い、分野横断のチームに

よる新たな提案を導き出すことに挑戦します。   

 

記   

  

テーマ：森林資源管理と新技術による産業創成  

開催期間：2017 年 8 月 22 日（火）- 26 日（土）  

開催場所：島根県隠岐郡（隠岐の島町）   

参加校：広島大学「たおやかで平和な共生社会創生プログラム」、 同志社大学

「グローバル・リソース・マネジメント」、テキサス大学オースティン校リン

ドンジョンソン公共政策大学院 ※  

※ テキサス大学の学生の参加は、日本学生支援機構  平成  29 年度海外

留学支援制度（協定受入）の支援を受けています。   

 

【お問い合わせ先】  

 たおやかプログラム事務室  

TEL:082-424-6954  

FAX:082-424-6954 



 

第８９回学長定例記者会見 お知らせ事項７  

 

平成２９年７月２７日  

 

第 5 回広島大学フェニックスリレーマラソン、参加者募集開始！ 

 

                         

 広島大学体育会主催による「第 5 回広島大学フェニックスリレーマラソン」

を 10 月 22 日（日）に開催します。  

 9 つの参加部門を設け、2 名～10 名で構成するチームでたすきをつなぎ、

広島大学キャンパス内の約 1.2km の特設コースを 4 時間でどれだけ周回でき

るかを競います。  

 参加者を募集しておりますので、皆様お誘い合わせの上、ぜひご参加くださ

い。  

 

記  

 

【日  時】  平成 29 年 10 月 22 日（日）  ※小雨決行  

【場  所】  広島大学東広島キャンパス  

【募集定員】  150 チーム（1 チーム：2～10 人、1,100 人程度）  

  ※コースの安全確保のため、規定の団体数に達し次第、募集

を締め切ります。  

【参加料】  一般の方  2,000 円／人  

 高校生以下  1,000 円／人  

【参加資格】  老若男女、学内外を問わず出場可能。ただし、健康であり、長

時間の運動を行っても支障がない方に限ります。  

【参加申込】  大会パンフレットの参加申込書に必要事項をご記入の上、持参

郵送もしくは FAX によりお申し込みいただくか、インターネッ

ト（http://runnet.jp）よりお申し込みください。  

【募集締切】  インターネット  平成 29 年 9 月 25 日（月）  

 持参・郵送・FAX 平成 29 年 10 月 2 日（月）  

【大会 HP】  http://home.hiroshima-u.ac.jp/husa1rm/husa/ 

 relaymarathon/index.html 

 

【お問い合わせ先】  

広島大学体育会窓口  

TEL･FAX:082-424-9217 

 


