情報科学部

近距離被爆者の医療をたどる

原医研と鎌田名誉教授の資料を一般公開へ

被爆者の医療をたどって︱﹂を開催 に︑原医研が所蔵する資料と合わせ

展示展﹁爆心地から生きる︱近距離 授から関係資料を受領したのを機

原爆放射線医科学研究所は︑資料 世紀になる︒本年３月に鎌田名誉教

学部説明や研究室公開などのほか︑

日︵金︶のオープンキャンパスで︑

日︵ 木 ︶
・

オープンキャンパスで初披露
情 報 科 学 部 は︑８ 月

公開講座﹁
︵新︶
﹃情報科学部﹄を検

て一部を展示する︒入場料無料︒

する︒

ひと足早く体験〜﹂を開催する︒情

︻日時︼８月４日︵金︶〜 月

◆詳細はウェブサイトを参照

https://www.hiroshima-u.ac.jp/
rbm/news/40731
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心復元調査﹂に着手して間もなく半

原医研が１９６０年代後半に﹁爆

七男名誉教授の足跡を紹介する︒

ちに長年寄り添い見守ってきた鎌田

と︑原医研の所長も務め︑被爆者た ャンパス 医学部医学資料館

生存者に対する原医研の調査研究 日︵木︶ 時〜 時 ︻会場︼霞キ

爆心地５００メートル以内の被爆

索！〜 年度誕生の新学部の授業を

19
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8/4 〜
10/19

10

平成 年４月新設予定︵申請中︶

共創学科﹀
の特設サイトを開設した︒

り上げ︑新学部担当教員が分かりや

報科学分野で話題のテーマを４つ取

すく解説する︒

総合科学部国際共創学科

﹁ＩＧＳ奨学金﹂を新設

16

の︿情報科学部﹀
︿総合科学部国際

入試情報やカリキュラムなどの最新

共通のキャッチフレーズ﹁広大に

情報を発信する︒

新学部新学科それぞれのキャッチフ

新たな２つの未来が誕生﹂
とともに︑

レーズも決定した︒今後︑紹介動画

総合科学部国際共創学科は︑同学
科入学生のうち﹁留学﹂の在留資格
を取得する︵申請中を含む︶学生を
対象とした﹁国際共創学科︵ＩＧＳ︶
奨学金﹂
を新設する︒入学後１年間︑

を支給し︑２年次以降は学業成績な

１年間の授業料相当額
︵年間 万円︶

する︒

どに応じて支給対象者と金額を決定

利を埋め込み︑計 〜 人が７月上
旬から制作した︒それぞれが持つ平
和への思いを作品に込めたという︒

年

10

解を深める機会となった︒

しみながら︑異文化交流や理

つ学生などが︑広島の味を楽

食に関する多様な背景を持

ウォーターが提供された︒

業株式会社からはミネラル

提供された︒また︑中国産

饅頭﹂や﹁杓子せんべい﹂が

ラル認証を取得した﹁もみじ

株式会社やまだ屋からは︑ハ

次々と参加者に振る舞った︒

焼アカデミー﹂のスタッフが焼きあげたお好み焼きを

は豚肉のかわりに鶏肉を使った︒一般財団法人﹁お好み

ハラル認証の﹁ハラルお好みソース﹂が使用され︑具に

お好み焼きには︑オタフクソース株式会社が開発した

がら交流を図った︒

好み焼きをはじめ︑もみじ饅頭など広島名物を味わいな

が出席︒イスラム教の戒律に沿った﹁ハラル﹂対応のお

者︑日本人学生︑教職員など︑昨年の２倍の約４００人

流会﹂を昨年に引き続き開催した︒留学生や外国人研究

東広島キャンパスで７月 日︑
﹁留学生との異文化交

10

などを随時更新予定︒

︻会場︼東千田未来創生センター

︻日時︼８月６日︵日︶ 〜 時

４階講義室 ︻使用言語︼日本語︵同

陶芸家である中屋夫妻が協力︒

制作にあたっては︑東広島市在住の

制作の中心となった本学の嘉陽研
究員︵国際交流Ｇ︶は︑
﹁戦後

承事業が急務となっている時代背景

を過ぎた昨今︑被爆者の皆様との継

らの我々のメッセージが１００年後

て世界に発信されることを願ってい

にも１０００年後にも︑作品を通じ

ます﹂とコメントした︒

Ⅴ࠼↝ԛ⇁ಏↆ↯Ⅵ
ီ૨҄ʩ්˟⇁͵

◆特設サイト

https://www.hiroshima-u.
ac.jp/hu̲new/

たすべき役割についてお話いただく︒

࠼ܖٻԧ˖ဒ⇁ܱ
被爆から 年を迎え︑本学では︑

平和企画﹂を実施する︒

時通訳あり︶

⅊ Ψ↝߷ܤჿМ⇁؈↰ᡂ⇂
⅙ ⇐⇼⇞⒩ⅻܦ

で本学学生と留学生が﹁平和に関す

の除幕式を行う︒同オブジェを囲ん

る意見交換会﹂も行う︒
原爆ドーム横を流れる元安川の砂

ーや人工知能︵ＡＩ︶なども含め︑

制作したオブジェ
﹁平和と自由の鳩﹂ なども併せ︑この平成 年の時代か

講演会の後は︑被爆者︑本学の学

17

ついて講演会を行う︒軍縮のみなら

生および留学生︑教職員が協力して

18

ず︑核兵器以外の通常兵器︑サイバ

を講師に迎え︑ 世紀軍縮の課題に

日本人女性初の国連事務次長を務

⅊ ɭኔ↝↝
⅙ ᛢ᫆⇁ᎋⅷ↺ᜒ˟

︵東千田キャンパス︶で﹁広島大学

８月６日に東千田未来創生センター

ؾမ⇁ឬⅷ↺⅛ɭမ⇁ↀ↺⅛

める中満 泉︵なかみつ いずみ︶氏

60

70
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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

焼きたてのお好み焼きを前に笑顔の留学生

20
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72

30

30

21

30

29
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ᴾ地域の元気︑応援します

安全安心の確保など︒本学の研究者 る問題の解決や地域の活性化への貢 成 年６月 日 ▼マラウイ大学チ

29

との連携を希望する﹁研究協力型﹂ 献を目的とした事業︒平成 年度〜 ャンセラー校︵マラウイ︶／平成

と︑
地域の取り組みへの本学教職員・ 平成 年度までで計 件のプロジェ 年６月 日 ▼北京外国語大学︵中

iagcc/ccc/ccc2

23

協働テーマを募集

19

29

᭗ࡇ↙ܖᘐ૨ᇘ↝ⅼ૾⇁↥ܖ
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20

度な論文の書き方について

︵サセックス大学︶が︑高

教職員や学生と協働で取り組みたい し︑教職員︑学生より提案内容を包
テーマを９月末まで募集している︒ 含してさらに発展させた﹁プロジェ

地域の方々に広く呼びかけ︑本学の

提案されたテーマは学内に公表

日︑若手研究者を対象に

ター︵ＲＩＪＵＥ︶は６月

プごとに︑意見交換や指導

● 締結した協定

29

成 年６月 日 ▼輔仁大学
︵台湾︶

27

︻部局間国際交流協定︼ ▼教育学研

／平成 年７月 日

10

応募できるのは中国四国地方在住 クト﹂の公募を行う︵ 〜 月︶
︒ ︻大学間国際交流協定︼ ▼北京建築 究科︱北京外国語大学北京日本学研
の個人または団体︒
募集のテーマは︑ ﹁広島大学地域連携推進事業﹂は︑ 大学︵ 中国 ︶／平成 年６ 月 日 究センター︵中国︶／平成 年６月

交 流 会 で は︑ ミ ニ・ 酒

地域経済︵商店街など︶の活性化や

本学の研究成果や教職員・学生の力 ▼バレンシアカレッジ︵米国︶／平

ᲲஉᲫᲱଐᲢஙᲣ äǪȸȗȳǭȣȳȑǹ
ᲲஉᲫᲲଐᲢᲣ

ᲳஉᲫᲳଐᲢ້Უ äᏋᄂᆮᚸᜭ˟
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10/22

22

決行 ︻場所︼メイン会場⁝北第３

10
13

10

︻結果の公開︼９月４日︵月︶

日

いただき︑公開について承諾いただいた方を掲載

18

10

ಅોծ⏉␚⏘␟⏯⎞⎇ңщ⏂

ントできる機会となるため︑その趣

旨を理解いただき︑ご協力をお願い

21

10

24

25

24

14

22

⅙

29

27

広島大学基金寄附者
ご厚意に深く感謝申し上げます︒

社大学の若手研究者４人が

フェニックス

月 日︵日︶※小雨

を活用し︑地域の方々が直面してい

ᲫᲪஉᲬᲬଐᲢଐᲣäȕǧȋȃǯǹȪȬȸȞȩǽȳ

駐車場︵法学部・経済学部北側︶
︻募 ▼医療法人 S.R.C.
▼大谷 美奈子 様
リレーマラソン
中光整形外科リハビリクリニック ▼オタフクソース株式会社
集定員︼１５０チーム︵１チーム２
８月３日に広報誌﹃ HU-plus﹄を発行した︒
代表取締役社長 佐々木 直義 様
院長 中光 清志 様
︒
今号の第１特集は︑
﹁広大がつなぐ 平和・ひと・未来﹂
本学体育会主催による﹁第５回広 〜 人で総計１１００人程度︶︻募
▼越智 光夫 様
▼医療法人エム・エム会
それぞれの立場から尽 島大学フェニックスリレーマラソ 集締切︼インターネット⁝９月 日
▼医療法人 KOC
理事長 白川 泰山 様
金谷整形外科クリニック
︵月︶／郵送・ＦＡＸ⁝ 月２日︵月︶ ▼医療法人おち眼科医院
力する︑本学の教職員 ン﹂を 月 日に開催する︒
理事長 金谷 篤 様
理事長 越智 温子 様
９つの参加部門を設け︑２〜 人
や学生など５人に焦点
▼株式会社紀陽
▼医療法人社団楓会 林病院
をあて︑平和への思い で構成するチームでたすきをつな ◆詳細は大会ホームページに掲載
代表取締役社長 寒川 起佳 様
理事長 林 淳二 様
や活動を紹介する︒ぜ ぎ︑東広島キャンパス内の約１．
２ http://home.hiroshima-u.ac.jp/
▼
医療法人社団慈恵会いまだ病院 ▼株式会社総合広告社
代表取締役副会長 坪井 高義 様
院長 大杉 健 様
ひご覧いただきたい︒ キロの特設コースを４時間でどれだ husa1rm/husa/relaymarathon/
▼株式会社にしき堂
▼医療法人社団仁慈会
index.html
け周回できるかを競う︒
代表取締役 大谷 博国 様
理事長 安田 克樹 様
▼株式会社バルコム
▼医療法人社団
代表取締役 山坂 哲郎 様
スマイル博愛クリニック
▼株式会社やまだ屋
理事長 高杉 敬久 様
代表取締役 中村 靖富満 様
▼医療法人社団清流会
教育室では︑授業の改善に学生か したい︒
▼小西 隆史 様
理事長 永井 賢一 様
本アンケートは︑昨年度より名称 ▼医療法人社団マッキー
らの声を反映させるため︑７月
▼佐藤 利行 様
▼大正富山医薬品株式会社
理事長 松木 啓 様
日︵月︶から平成 年度︵第２ター を﹁授業改善アンケート﹂とし︑全
代表取締役社長 藤田 憲一 様
▼医療法人社団まりも会
ム︶授業改善アンケートを実施して 授業科目において実施している︒
▼中村 英雄 様
理事長 平松 廣夫 様
おり︑教員から学生への回答の呼び ︻学生による回答期間︼７月 日
▼医療法人昭和原田整形外科病院 ▼西村 悟 様
︵月︶〜８月 日︵日︶
かけをお願いしたい︒
▼浜野 真大 様
理事長 原田 昭 様
▼堀江 加代美 様
また︑
教員によるコメント入力は︑ ︻教員によるコメント︼８月 日 ▼医療法人せいざん青山病院
▼山本 陽介 様
院長 大村 泰 様
学生のアンケート記述に対してコメ ︵月︶〜９月３日︵日︶
︵五十音順︶
▼医療法人明笑会
※平成 年６月 日〜７月 日までにご寄附を
理事長 安本 正徳 様
ᲫᲪஉᲫᲱଐᲢ້ᲣäᏋᄂᆮᚸᜭ˟

︻開催日︼

環境問題︑地域医療・福祉︑生活の

äٰ˞ܓಅᲢ᳸ᲳᲩᲭᲪᲣ

参加者募集中！

祭りなど東広島ならでは

研究者間の親睦を深めるこ

ᲲஉᲳଐᲢ൦Უ

29

日英欧研究学術交流セン

25

の﹁おもてなし﹂を用意し︑

した時間となった︒

13

第２部では︑
クリティカル・
シンキング︵批判的思考︶
とができた︒

äᇹᲬǿȸȠኳʕ

29

を通して︑互いに切磋琢磨

12

英語で論文発表を行った︒

の研究者として名高い︑エ

ᲲஉᲲଐᲢ້Უ

29

29

29

Vol.4 を発行
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広報誌
『HU-plus』
ᲲஉᲰଐᲢଐᲣ

27

第１部では︑本学と同志

29

学生の参加などを希望する﹁地域協 クトを実施している︒
国︶／平成 年６月 日 ▼アルダ
社会産学連携室は︑
平成 年度
﹁広 働型﹂のどちらかを選択し︑研究・
詳 細 は ウ ェ ブ サ イ ト を 参 照 ハン大学︵トルコ︶／平成 年６月
ミリー・ダンバース准教授
島大学地域連携推進事業﹂として︑ 活動テーマを提案していただく︒
https://www.hiroshima-u.ac.jp/ 日 ▼山東農業大学︵中国︶／平
30

講演した︒その後はグルー

ᲳஉᲫᲮଐᲢஙᲣ äኺփңᜭ˟

学術文章作成のためのセミ
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ナーを開催した︒英国・サ
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17

29

セックス大学との共催︒

11

22
■
８月〜１０月

■ 行事カレンダー

10
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