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「広島修道大学デジタルアーカイブ」
を公開

11

キャンパス見学会を開催
ダブルディグリー制度利用者が初の税理士登録

●表紙：書記局小委員会・厚生局小委員会

日本＝チェコ外交関係樹立100周年記念のバナー展示を開催

本学の課外活動公認団体は97団体あり、それぞれ体育局、文化

12 Ca m p u s N ews／受賞報告

局、書記局、厚生局に分かれて活動しています。今回は、書記局
から大学祭実行委員会、卒業アルバム編集委員会、厚生局から

16 学 生 広 報スタッフ企画

献血推進委員会の3つの小委員会を紹介します。
（左）献血推進委員会

18 寄 附 ／ 刊 行物

委員長

竹林 恭子さん

（法学部法律学科2年 広島県立広高校出身）

より多くの方にご協力いただけるよう工夫しながら、例年、年4回の
献血活動を実施しています。

19 Eve n t Gu i d e

（中）卒業アルバム編集委員会

委員長

宇佐美 ちひろさん

（商学部商学科3年 愛媛県立今治東中等教育学校出身）

20 Ci r c l e I n f o rma tion

イベントなどの写真撮影を行い、現在は年度末に発行する卒業アル
バムの編集・制作に携わっています。

22 Ca m p u s P hoto Messa ge

（右）大学祭実行委員会

委員長

大石 隆造さん

（法学部法律学科2年 広島県・武田高校出身）

現在75名の委員がグループに分かれ、11月に行われる大学祭の実
施に向け活動しています。

「 T r u t h 」̶ そ の ネ ーミング の 由 来 ̶
Since 1972

Truth 真理・真実・真相
Rapidly 速く

Universally ひろく

Thoughtfully 思慮深く
Honestly 誠実に

大学広報誌のめざすべき、
真理・真実・真相をできるだ
け速く、ひろく、
しかも思慮深

く、誠実に伝えることをモッ

トーとして、ここに「TRUTH」
が生まれました。

道 を 修 める
「修道」
という名は、古典の一つ『中庸』の「天命之謂性
性之謂道

率

修道之謂教」
（天の命ずるこれを性といい、性

に率うこれを道といい、道を修めるこれを教えという）に由
来します。
この意味は「人間にはそれぞれの天性がある。天

性を伸ばすのが人間の道である。その道をしっかりとした

ものに整えるのが教育である。」
という意味に解されます。

「地球的視野を持って、地域社会の発展に貢献できる人材

の養成」を理念、教育目標として掲げ、その精神をもとに、
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1 さまざまなフィールドで挑戦する修大生

01

教員採用試験に挑戦
私は、高校生の頃から教員に興味を持つようになりました。中でも、先生から受ける言葉は、早

本学には7学部13学科4研究科に合わせて6,000名以上の学生が在籍しており、学生各々がさまざまなフィールドで挑戦しています。
今回は、学内・学外を問わず、
さまざまなフィールドで挑戦している学生を紹介します。

02

管理栄養士＆栄養教諭に挑戦
私は、幼い頃から料理を作ることが好きだったので、家族に食事を振舞うことがよくありました。

い段階であるほどその後の人格形成に大きく影響するという自身の経験から、小学校の教員を志

弟が中学生になった頃からは、献立構成や栄養バランスも意識するようになり、次第に、将来は子

すようになりました。

どもたちに食育を通じて食生活や栄養の大切さを伝えていく栄養教諭になりたい、
と強く思うよう

入学後は、1年次から教職課程の勉強に励んできました。本学教育学科の学びは、
「教員になる

になりました。当時から、食育後に個人個人が行動変容してくれることが大切だと考えていたた

こと」だけでなく
「教員になってからのこと」に重点が置かれていると思います。現在、私は広島市

め、管理栄養士の勉強に加えて心理学系科目でカウンセリング関連の知識・技能も学べる本学に

の小学校で学校学習指導員として活動しているのですが、児童との接し方がスムーズに行えてい

魅力を感じ、志望しました。
入学後は、教職課程（栄養教諭）の授業と管理栄養士の授業の両立が大変でした。持ち前の粘り

るのは、教育学科での実践力を高める教育のおかげだと実感しています。

強さで取り組んでいましたが、それでも挫けそうな時には、周りの友人や先生からの応援の言葉

教員採用試験の勉強には、教職課程学習室をよく利用しました。学習室には、参考書やＰＣなど
の環境が整っているだけでなく、先輩方の使ったノートや練習問題などが残されていることも、勉

窪田 唯人さん

強の大きな助けになりました。
また、例年、学生が自主的に教員採用試験に向けて同級生数名でグ

人文学部教育学科4年
（広島市立沼田高校出身）

合格

ループを作り、協力しながら勉強しています。試験の勉強を一人で進めるのは大変難しいですが、
行き詰まった時には、
グループの仲間が心強い存在となってくれました。分からないことはすぐに

広島市立小学校教員

質問できましたし、
コロナ禍により対面ではできなかった面接練習も、
グループのメンバーとオン
ラインで行うことができました。
このように、同

その他の主な活動
Shuddyʼs でオープンキャンパスの在
学生相談を担当
※

※Shuddyʼs：2013年3月に入学センターで発足した
学生スタッフのグループ。年間を通して、オープン
キャンパスをはじめとしたイベントや入試実施のサ
ポートなどに取り組む。

級生や先輩方とのつながりを強く感じながら勉

が何よりの励みとなりました。特に先生方には、指導案作成など、１対1での丁寧な指導で支えて

井上 凜さん

いただき、本当に感謝しています。

健康科学部健康栄養学科4年
（広島県立安芸府中高校出身）

試験勉強にあたっては、9号館の学習スペースや小講義室をよく利用しました。中でも９号館は学

2月末の管理栄養士国家試験に
向けて挑戦中！

習スペースが多数設けられているため、大変助かりました。
コロナ禍により大学への入構が禁止され

その他の主な活動

間割に合わせて平日1〜5限の間勉強に臨みました。

た際には、集中力を保つ工夫として、友人4人でテレビ電話を使ってリモート勉強会を行い、大学の時

ひろしま地域食材PR促進事業に参加
し、小松菜を使った献立を考案

強できることが、本学の大きな特長といえると

この４年間では、辛く苦しい時期もあり、目指
した道を諦めようかと考えたこともありました。
でも、目標をかなえたいという強い気持ちが

思います。
与えられた環境で何ができるかを常に考え

あったから乗り越えられたのだと思います。皆

つつ勉強を進めることが、夢を実現するための

さんにはどんな目標があるでしょうか。
もし今な

近道だと思います。コロナ禍で大変なこともあ

かったとしても、ふとしたきっかけで見つかる

ると思いますが、周りの人たちとの協力を大切

かもしれません。いろいろなことに挑戦し、充実

にしながら頑張ってください。

1号館の教職課程学習室

した大学生活を過ごしてください。

小松菜を使った献立の一部

9号館の学習スペース

オープンキャンパスでの在学生相談の様子（2018年）

私の教員採用試験に挑戦した4年間
1年次

私の管理栄養士＆栄養教諭に挑戦した4年間
2年次

3年次

4年次

1年次

教職ガイダンス
教育学の基礎を勉強
所属コース検討

栄養と健康の基礎を勉強

初等教育コースに決定・コース配当科目を履修

科目「初等教育」にて教員側の姿勢や教育内容を学ぶ

教育実習

心理学関連科目の勉強

臨地実習（1週間）
臨地実習（2週間）

管理栄養士国家試験対策勉強

正課等大学での取組

管理栄養士国家試験
模擬試験・対策講義

学校栄養教育
実習（1週間）

教職課程（栄養教諭）勉強

※新型コロナウイルス感染症の影響により、4年次の流れは例年と異なる場合があります。
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臨地実習（1週間）

管理栄養士国家試験

学校学習指導員と
して小学校で活動

（有料）…全国公開教員模擬試験等を学内で実施しています。
POINT ・教員採用試験対策学内模試

卒業ゼミにて卒業論文執筆
卒業年次セミナー

教員採用試験

教員採用試験勉強

・教員採用試験対策講座（有料）…教員採用試験に向けた各種対策講座を学内で実施しています。

4年次

卒業基礎ゼミ

教職実践演習

自主的な取組

3年次

実習（調理実習→大量調理実習、地域配食→臨床栄養学実習、栄養教育論実習）

卒業論文執筆

教職課程学習室を先輩から
引き継ぐ・利用開始

正課等大学での取組

2年次

自主的な取組

栄養教諭採用試験勉強

教職実践演習（栄養）
栄養教諭採用試験

※新型コロナウイルス感染症の影響により、4年次の流れは例年と異なる場合があります。

・管理栄養士国家試験対策…4年次には、授業科目「卒業年次セミナー」
でこれまでの各科目の学習の復習をしつつ、管理栄養士
国家試験対策講義も行います。
またゼミ単位などで教員の指導やアドバイスを基に学生同士の相互学習で合格への力を養います。
POINT ・国家試験対策模擬試験（有料）…管理栄養士国家試験の模擬試験を学内で実施しています。受験に際しては大学からの補助も
あり、個人や学外で受験するより経済的負担は大幅に軽減されます。
Hiroshima Shudo University

W i n t e r 2020 Truth
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公務員試験に挑戦
私は、将来は地域に貢献できる職種につきたいという思いから、当初は広島市の職員になるこ

04

特

私は、幼少期から長く続けていた水泳を、高校時代の怪我が原因で中断していました。
しかし、

とを考えていました。
しかし、3年次に学内で開催された公務員ガイダンスに参加したことで、
より

大学入学時、同級生にかつての水泳仲間がいたことがきっかけで、もう一度水泳部に所属して全

広い地域の経済発展に携わりたいという思いが強くなり、国家公務員を志すようになりました。

国大会に行きたいと考えるようになりました。入部後、水泳部では週5回2時間の練習を積み重ね、
個人競技で好成績を収めることができました。本学のプールは大変綺麗で設備も整っていて、高

「〇ページまで進んだら休憩」
という目標を立てることで、だらだらとした時間を過ごすことなく勉強

・国家公務員一般職
（中国経済産業局）
格
合
・広島市職員Ⅰ種（行政）

その他の主な活動
・グローバルコースに所属
・公務員試験対策講座の友人と災害復
旧・復興支援ボランティア活動に参加
・Shuddyʼsに所属し、オープンキャンパ
スでキャンパスツアーを担当

一方で、私にはもう一つの目標がありました。部員間の一体感を作り上げたいということです。入部当

必ず解き直してから次の問題に取り掛かることにしていました。試験の準備期間には、
コロナ禍にお

初は、初心者と経験者で練習メニューが異なることなどから、お互いがあまり積極的に関わりを持てず

ける影響も大きく、対面による面接練習ができなくなりましたが、Zoomを利用することで友人や公

にいました。
そこで、何か私にできることはないかと考え、
日ごろから積極的に話しかけるなどして、部員

務員講座の先生と練習を行いました。
さらに、試験日が後ろ倒しなるという事態においても、
その分

同士が何気ないことでもコミュニケーションをとれるような雰囲気づくりを心がけました。その結果、少

試験に備える時間が増えて万全な状態で臨める、
とポジティブに捉えて乗り切りました。

しずつ連帯意識が生まれ、2018年と2019年には、2年連続で全国大会の団体出場権を得ることができ

助けとなります。中でも、私は行政法のゼミナールに所属し、過去の裁判を研究しているのです
が、
この研究内容で得た知識もまた大変役に立ちました。

になって
「あれをやりたかったな」
という思いを
活はあっという間に過ぎていきます。さまざな

第50回中国四国学生選手権水泳競技大会（2019年）
の表彰台での様子

公務員試験等学習室

私の公務員試験に挑戦した4年間
3年次

4年次

※2018年度、2019年度学長奨励賞受賞

ボランティア活動に挑戦
私は、母が福祉関係の仕事をしていることや姉がボランティア活動に熱心であったことから、自
身も人の役に立つ活動をしてみたいという思いを持ちつつも、なかなかその一歩を踏み出せずに

英語を
勉強

いました。
そんな中、入学後に、学生のボランティア活動の支援・推進をしている、ピア・カウンター※
ティア募集の案内があり、その中の興味のある活動のパンフレットをもとに、職員の方が丁寧に活

公務員試験
対策講座の
先生とZoom
で面接練習

公務員試験対策講座受講

キャリア
センターで
電話面接・添削
を受ける

キャリア
センターで
集団討論
対策

公務員ガイダンスに参加
学内閉鎖に
公務員試験
（国家公務員の魅力を知る）
伴い自宅で勉強
等学習室で
（地方自治体に
勉強
重点を置く）

自宅で
勉強
（国に重点
を置く）

動を紹介してくださいました。
ここでの紹介をきっかけに、初めてのボランティア活動への参加を
実現することができました。私のように、意欲があっても情報収集の仕方が分からない方には、ピ
ア・カウンターは大変心強い存在だと思います。
その後も、昨年度までの1年半で、イベントでの子どもの見守りボランティアや地域のお祭りへ
国家公務員
採用試験受験
広島市
採用試験受験

の出店など、ピア・カウンターを通じて計10件以上のボランティアに参加しました。さらには、学内

髙尾 紗弥さん

人文学部英語英文学科3年
（広島県・比治山女子高校出身）

・公務員ガイダンス…年間を通して、キャリアセンターからの概要説明や公務員の人事担当者による職種説明、公務員試験
に合格した4年生による報告会など、各種ガイダンス・説明会を行っています。
・公務員試験対策講座（有料）…公務員を志す人のために、優秀な実績のある講師陣を招いて学内で実施しています。低学年
から計画的に取り組むことも可能で、自分のペースで学習できます。授業の後、そのまま講座を受けられる上、二次試験や進
POINT
路相談まできめ細やかにフォローしています。希望者には個別面接、集団討論対策、小論文の添削指導等も行っています。
・公務員試験のための面接・集団討論対策…キャリアセンターでは、公務員志望者を対象とした面接・集団討論対策を実施しており、
実践形式で面接・集団討論の練習を行い、
フィードバックを受けることができます。
また、面接カードの添削指導等も行っています。

の講習会で、私自身の経験をお話する機会もありました。
このような活動を続けるうちに、知らな
いところにでも一人で飛び込む自信がつき、学外主催のボランティアにも参加できるようになりま
した。活動を通して、私の顔を覚えてもらえたことや、
「また来てね」
という言葉をかけてもらえたこ
とも大きな喜びとなりました。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、4年次の流れは例年と異なる場合があります。
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第22回広島県学生選手権水泳競技大会男子200m個人メドレー 優勝
第49回中国四国学生選手権水泳競技大会男子200ｍ背泳ぎ 優勝
第23回広島県学生選手権水泳競技大会男子200ｍ背泳ぎ 優勝

の存在を知りました。勇気を出してカウンターを訪れてみると、カウンターの前には多数のボラン

公務員試験対策講座後に
何度か集団討論対策を実施

自主的な取組

05

商学（地域活性化）や
英語、韓国語など興味
のあることを勉強

法律学を勉強

公務員試験
対策講座
（数的処理
入門）受講

レに充てることにしました。
プールが再開されて実際に泳いでみると、その筋トレの効果が推進力

主な成績

持ちながら終わりたくなかったからです。大学生

アメリカ・
ポートランドへ
留学

今年度は、
コロナ禍においてプールで泳ぐことができない期間がありましたが、その時間を筋ト

活の間に、全力で取り組みたいと思えることを1つ見つけてみてください。

戦してみること」を決めていました。卒業する頃

2年次

ました。チームで助け合いながら競うことの意義も学ぶことができ、かけがえのない経験となりました。

私は、水泳部に入ったことが、大学生活を充実させる転機となりました。皆さんも、貴重な大学生

が、大学に入学する際に「迷ったらとりあえず挑

災害復旧・復興支援ボランティア活動の様子

正課等大学での取組

商学部経営学科3年
（広島県立廿日市高校出身）

に顕著に表れ、
どんな状況であってもできることはあるのだと実感しているところです。

をしてほしいと思います。

グローバルコース生として英語を勉強

髙橋 孝輔さん

もともと積極的な性格ではありませんでした

チャンスを生かして、皆さんにもぜひチャレンジ

1年次

いモチベーションで練習に励むことができました。

を進めることができました。
また、過去問で同じ間違いを繰り返さないために、間違えた部分は翌日

法学部の授業は、覚えることが多く大変ですが、身につけた法律の知識は確実に公務員試験の

法学部法律学科4年
（広島県立広島井口高校出身）

1 さまざまなフィールドで挑戦する修大生

サークル活動に挑戦

公務員試験の勉強にあたって気を付けたことは、
日々の目標を
「時間」
ではなく
「量」にしたことです。

竹本 修平さん

集

あの時ピア・カウンターへの一歩を踏み出す勇気を持ったことが、自分自身の成長や学外の方
との出会いにつながったと思っています。皆さんも、少しでも興味を持てることがあったら、恐れず
に「とりあえずやってみる」
ことをお勧めします。
※ピア・カウンター：学内外のボランティア活動をはじめとするさまざまな自主活動を通して、社会や人との関わりを学ぶ機会を提供している

過去の主な活動
ボランティアで料理レクチャーを行う様子

旧広島市民球場跡地にて外国人観光客に折り鶴の折り方レクチャー
地域の子どもを対象としたレクリエーション
Hiroshima Shudo University
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学外活動に挑戦
中上匠さんと行近彩奈さんは2020広島観光親善大使に選ばれ、2020年11月17日より1年間、広

内外へのさまざまな観光行事に参加しています。

広島観光親善大使として活動する2人にインタビューを行いました。

広島観光親善大使に応募したきっかけを教えてください。

［中上さん］

姉が2017広島観光親善大使として活動していたこともあり、
この活動に興味を持ちました。
また、

これまでも広島観光親善大使は男女問わず募集されていましたが、男性の親善大使はいません
でした。
自分が男性初の親善大使になりたいという思いもあり応募を決めました。

人文学部英語英文学科3年
（広島県立廿日市高校出身）

1 さまざまなフィールドで挑戦する修大生

その他にも本学にはさまざまな挑戦の場があります！

島市の観光PRとイメージアップのため、広島市の代表としてイベントやテレビ・ラジオ等の出演や市

中上 匠さん

集

本学には、サークル活動以外にも、図書館利用をサポートする「図書館ピア・サポーター」や、本号でも記事を作成している
（P16・17参照）
「学生広報スタッフ」などのピア活動を始めとした多様な活動があります。
ここでは学内の活動の一部を紹介します。

■地域つながるプロジェクト

本学学生が、地域の方々とともに地域の課題を解決する活動の企画・実施や調査・研究を行うプロジェクトです。2010年度から

始まり、2019年度までの10年間で、計124プロジェクト、延べ1,400名の学生が活動しました。各プロジェクトはゼミや有志グループ
によって企画されており、活動の費用について、大学から一定の助成金を支給しています。

■SPA

Student Placement Adviserの略で、就職先が決定した4年次生が自らの体験をもとに3年次生の就職活動をサポートする制度

です。就職活動を始めたばかりの3年生が抱える悩みにより近い立場で寄り添い、後輩の皆さんを支えています。

［行近さん］

■バディ制度

「モノより経験」
で、お金で買えるものよりも、お金で買えない経験を大事にしたいと思っています。

活動していました。身近な環境で国際交流を経験したい人におすすめします。

広島観光親善大使の募集は、大学の職員の方に教えていただいて知りました。私の座右の銘は
広島観光親善大使の活動を通じてキャンパスの中ではできない経験をし、成長できると考え、聞
いた瞬間、
「応募しよう！」
と思いました。

本学学生が、来日した交換留学生の生活や諸手続きをサポートする制度です。2019年度までは年間約30名がバディ学生として

■RA

Resident Assistantの略で、本学「インターナショナルハウス」にて留学生の日本での暮らしをサポートするスタッフのことを指し

どのような学生生活を送っていますか？

ます。外国人学生達の相談に乗りアドバイスをすることもあります。
また、定期イベントの企画や運営にも携わります。

［中上さん］

ゼミでは英語の言語学を学んでおり、英語の起源である英国で出版された新刊を講読し、英語と
いう言語に関する知識と英文読解力を培い、新しい視点から多様性に富む「英語」について学んで
います。大学2年生の春休みには、
アリゾナ州立大学に1か月間、短期留学しました。
休みの日は、
アルバイトに加えて月に2回ほどサッカーの審判の活動をしています。サッカーの審
判は高校2年生から始めて、今年で5年目になります。

［行近さん］

ゼミでは英語の文学について学んでおり、
シェイクスピアについての考察などを行っています。新
型コロナウイルス感染拡大の影響で、外出できなかった期間は、英検準一級取得に向けて勉強

行近 彩奈さん

人文学部英語英文学科3年
（広島県・広陵高校出身）

し、合格しました。大学2年生の時には、長期インターンシップに参加し、ANAクラウンプラザホテ
ル広島で3週間の就業体験をしました。社会人としての経験ができたことはもちろん、お客として
ではなく、おもてなしをする側としてホテルを知ることができ、
とても勉強になりました。

今後の抱負を教えてください。

［中上さん］

大好きな広島の魅力を市内外の方に伝えられるよう
な発信を行いたいです。また、初めての男性の広島
観光親善大使を自分に任せて良かったと言ってもら

えるようになりたいです。

表彰制度・スカラシップ制度も充実しています！
在学中に優秀な活動を修めた学生に対しては、各種表彰制度も用意しています。

■学長表彰

本学の学生または本学学生で組織する団体が、学術・芸術・社会・体育・文化活動等の分野において、ほかの模範となる成績を修め、

または貢献し、
それが学生または団体ならびに本学の栄誉となるものについて表彰する制度で、学長賞と学長奨励賞があります。

■資格取得学生表彰

本学の学生が、国家資格などを取得し、本人の名誉となり、ほかの模範となるものについて表彰する制度です。

■スカラシップ制度

優秀な活動を修めた学生に対して一定の奨学金を給付する制度です。
区分
広島修道大学在学生スカラシップ

前年度の学業成績が優秀な者

広島修道大学課外活動スカラシップ

学長賞を受賞した者または団体

広島修道大学資格取得スカラシップ

特に難易度の高い資格取得者

［行近さん］

海外セミナー派遣学生

学校での学びを活かして海外の方にも広島市の魅
力を伝えたいです。何事にも物怖じせず堂々と取り
組む姿勢を身につけ、今より自分の言葉、行動に自
信を持てるようになりたいです。

資格

広島修道大学国際交流スカラシップ

認定留学生
派遣交換留学生
グローバルコース生

活動の様子

6

給付金額
15万円
団体：30万円
個人：10万円
最優秀賞：5万円
優秀賞：3万円

3ヵ月未満：派遣地域により5万円または10万円
3ヵ月以上：期間に応じて月額3万円
3ヵ月以上：期間に応じて月額3万円
6ヵ月未満：10万円
6ヵ月以上：20万円
40万円

※資格取得表彰の対象資格であっても、資格取得スカラシップの対象とならない場合があります。
※人数制限を設けているものもあります。

Hiroshima Shudo University
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2 卒業生からの便り

株式会社アビリティ・
インタービジネス・
ソリューションズ

Message from Graduate

拡大版

案件に対応したこともあります。普段の翻訳の仕事とは異なる通
訳に初めは緊張しましたが、ハワイから来られたアメリカ人のお
客様がとても気さくな方で、すぐに緊張が解けて落ち着いて通訳

大正製薬株式会社

ときには、
この仕事をやっていてよかったと心から思いました。

任の大きな部署で働いています。
仕事において、論理的思考は

必須能力です。大学時代の脇谷

ゼミの討論会は論理的思考力の

業務を行うことができました。

る企業もあります。そのようなお客様から大変お喜びいただけた

人文学部 英語英文学科
2018 年 3 月卒業
（広島市立舟入高校出身）

の策定、単年計画の立案を行う責

ウェアのGUIなどもあります。
これらの業務以外に、突発的な通訳

仕事のやり取りをするお客様の中には、社内に翻訳者を抱え

伊藤 万将（いとう かずまさ）さん

さまざまなフィールドで活躍した卒業生がどのような社会人になっているのか、今回は2名の卒業生を紹介します。

才上 雄太（さいじょう ゆうた）さん

経済科学部 経済情報学科
2011 年 3 月卒業
（広島県立五日市高校出身）

基礎を作ってくれました。ゼミの

時間に学んだ、論理的思考を身
につけ、自身の考えをまとめ、相
手を納得させるということは、社

会に出てからも役立っています。

英語に打ち込んだ 4 年間

相手の立場に立ち、自身の考えを相手に伝える能力

在学時はとにかく自分の英語力を伸ばすことに必死でした。授

大学時代、尊敬する先生の誘いもあり、3年間、母校である五日

業で分からないところが絶対にないよう必ず予習をし、授業中に

市高校サッカー部のコーチとして、平日の部活動の指導、休日の

にしていました。先生方には大変お世話になりました。

しました。

質問ができなかった場合は授業後に先生をつかまえて質問攻め

私は学生の頃から翻訳と通訳に興味があったため、英語英文学

科の翻訳コースや通訳コースで、集中して勉強ができる授業が設
けられているのはとてもあり
がたかったです。通訳コース

読み手の立場に立った翻訳

では2年にわたって通訳訓練

私が仕事をするうえで大切にしていることは、翻訳における原

を行うことができ、
その縁で海
外の方を招いた学術講演会の

則の一つである
「この文章の読み手は誰で、
どのような効果を求

こともありました。

ば製品マニュアルの場合は、製品の使用者に情報を正しく簡潔

通訳を担当させていただいた
また、先生からの勧めもあ

に関しては、大学の2次面接

用することで、無事に合格す

ることができました。

学術講演会で通訳をしている様子（2017年）

翻訳の道へ
私は物心ついた頃から偉人の自伝や児童小説といったさまざ

まなジャンルの本を読んでいました。その多くが日本語に翻訳さ

れた洋書であることに気づいてから、翻訳の世界に魅了されて
いきました。いつしか「翻訳物を読みたい」
という感情が、
「翻訳

をしたい」に変わっていました。翻訳された文章を読むと、
まった

自身がプレーすることと、コーチをすることは似ているようで

き、競合商品の分析を行うなど、チームメンバーで多くの議論を

精神状態の違いで、一人ひとり異なる反応が返ってきました。そ

つけました。自分が考えた商品が生活者の悩みを少しでも改善

全く違います。同じ指導をしても選手の技術力や理解力、日々の
のため、一人ひとりとの対話で、選手を理解し、それぞれの選手

うことを目標にしています。皆さまが、風邪で困ったときにパブロン

能力も身についたと思います。
この学びは就職活動にも活かす

していきたいと考えています。

就職活動で私が重視したことは「自分の強みが活かせること」

×「自己成長できること」
でした。
自分の強みはサッカー部のコー

チで身につけた「相手の立場に立ち、
自身の考えを相手に伝える

まるのですが、物事は続けるほど上達していきます。翻訳の世界

業」に力を入れていて、得意先の課題を見つけ解決していく際

できれば、それだけ原文のメッセージを形が変わることなく訳文

に反映できるようになります。現在の仕事を始めてまだ3年です
が、
より良い翻訳者となれるよう、一層研鑽を積んでいきます。

修大生へのメッセージ
世界的に猛威をふるっている新型コロナウイルスの影響で、

できる、
これはとても価値のある仕事であると、改めて認識するこ

物事を考えること」の重要性を学ぶことができました。
また、
コー

に見えて成長してくれました。
この経験から
「相手の立場に立ち

に取り組んでいます。

の訳文ができあがります。
しかし、訳文の質を向上させることが

行い、何度も社内プレゼンを実施し、やっとの思いで発売にこぎ

とができました。

ことができました。

に「完璧」は存在しません。10人が同じ文章を翻訳すれば、10通り

す。その商品を世に出すまでには、生活者の行動、意識を紐解

に適した声掛け、指導を心掛けました。そうすることで選手は目

に伝えることが求められます。観光パンフレットの場合は、訪問

当面の目標は、翻訳スキルを伸ばすことです。何事にも当ては

対策講座などを積極的に利

入社してから特に印象に残っているのは、自分の考えた商品

が店頭に並び、生活者の方が購入しているところを見たことで

チをすることで相手に伝わりやすい言葉でこちらの考えを伝える

いま自分が何のために作業をしているかを意識して日々の仕事

取得にも挑戦しました。英検

自分が考えた商品が生活者の悩みを改善する

試合への引率、合宿への参加など高校生と一緒になって汗を流

められているか」を常に考えながら作業を進めることです。例え

客を惹きつける魅力を届けることが求められます。
このように、

り、英検やTOEICといった資格

能力」だと考えていました。大正製薬は当時「ソリューション営

に、私の強みが活かせるのではと思い魅力を感じました。また、
OTC医薬品※業界シェアNO.1であることも魅力の１つでした。業
界トップの会社で働くことは社会への貢献度も高く、自身も成長

できると考え入社を決めました。

論理的思考を身につける
入社から5年半は営業部として、得意先の課題を見つけ、それ

を一緒に解決していく仕事をしていました。その後、2年半マーケ

今は、皆さまに「風邪といえばパブロン」
という認識を持ってもら

を思い出す、そんなブランドに
この目標を達成する過程で

は、さまざまな業務を経験し、
外部の方とも関係性を広げな

ければなりません。その結果、

自分自身も成長していくこと
ができると考えています。

中国在住の一般生活者とインフルエンサーに
対するオンライン勉強会の様子

修大生へのメッセージ
修大を卒業して10年経ちますが、私が在学していたころとは置

かれている環境など大きな違いがあると思います。社会人生活を
10年過ごして思うことは、
その一瞬一瞬を
「真面目に、楽しく」過ご
すことが将来の自分につながっていく、
ということです。大学時代
は学業に、バイト、遊び、ボランティア等と学内外の活動で本当に
大忙しだと思います。その中で、物事を何となくこなしていくので

く別の世界と繋がることができる不思議な感覚を味わうことがで

皆さんが思い描いていた大学生活を過ごせていないことは想像

事をするために一直線に走りました。

りたいことができないもどかしさを感じていることと思います。
し

ケートを通して明らかにしていく業務を行っていました。入社10

な業務内容は、お客様からいただく文書の英訳や和訳、そして翻

思います。大変なことも多いと思いますが、いつかやりたいこと

署でパブロンのブランドリーダーとして働いています。パブロンと

う最高の時間を「真面目に、楽しく」、悔いのないように謳歌してく

をつくること」を目標として活動しています。そのための中期戦略

※OTC医薬品：医師の処方箋無しで購入できる医薬品

き、
これがとても楽しかったです。そこからは、翻訳に関連した仕

私は入社後に翻訳・通訳サービス部門に配属されました。主

訳のチェックです。依頼文書の内容は幅広く、機械系マニュアル

から観光系パンフレット、さらには専門性の高い楽譜制作ソフト
8

ハワイ州上院議員ブライアン・タニグチ氏の講演会での通訳の様子（2017年）

チームでの議論風景

に難くありません。留学や課外活動ができない状況で、自分のや

かし、
こういった時にこそ、折れない人間が育つのではないかと
ができるようになった時に思いきり羽ばたけるよう、今はさまざ

まな知識やスキルを蓄える時期と捉えて頑張ってください。

ティングリサーチの部署で働き、
この部署では一般生活者が何を

はなく、遊ぶならしっかり真面目に遊び、バイトも真面目に頑張る。

考え消費行動を行っているのかを生活者へのインタビュー、
アン

そうすることで自分の中で蓄積された経験がどこかで役に立つと

年目の現在は、マーケティング本部ヘルスケアユニットという部

葉に掲げ、
日々仕事に向き合っています。皆さんも、大学生活とい

いう風邪薬のブランドを通して
「生活者が、風邪に悩まない社会

思います。
ですので、私は今も
「真面目に、楽しく」
をチームの合言

ださい！

Hiroshima Shudo University
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ゼ ミ

Topics

訪問

Topics

取材担当：学生広報スタッフ

村上 遥（むらかみ はるか）さん

国 際コミュニティ学 部 国 際 政 治 学 科

国際コミュニティ学部国際政治学科 3 年
（広島県・広島なぎさ高校出身）

宇 野 ゼミ

テーマ
『 積 極 的 な 意 見 交 換で 民 族 の 多 様 性 につ いて研 究 』

今回のゼミ

することで、民族の置かれた状況などの

違いが浮き彫りになり、自分が研究する

12月3日、国際コミュニティ学部国際政

民族についても違った視点で見直すこと

治学科の宇野伸浩教授のゼミを訪問し

ができるのではないかと思いました。

ました。宇野先生は、国際政治学科の中
でも、歴史学、文化人類学を専門とされ

積極的に発言し、高め合う

歴史と世界と先住民族」を小テーマに、

今回、ゼミに参加して気づいたことは、

ており、ゼミは「グローバリゼーションの
学生が研究を進めています。主に、先住

況などが発表されました。特徴として、入

には研究に使う関連する文献を読んで

かまりがほぼ無いことや、マオリ語や文

民族や少数民族について取り上げ、前期

要約して意見を書き、後期には、1〜2名

ずつ発表を行い、質疑応答などでさらに
研究を深めていきます。今回のゼミで

植者との土地所有権や人権問題のわだ

ということです。発表者がプレゼンを行っ

化が衰退する危機から、マオリ族の自助

取りながら聞いて、質疑応答になると、先

努力で復興を果たしたことなどが説明さ

グローバル化が進む現代社会で、民族

民族の多様性を学ぶ
今回は、ニュージーランドの先住民族

である、マオリ族について発表がありま

した。マオリ族は、約79万人で、起源は

なっていると感じました。また、先生は、

ミ生がそれぞれ調べてきた民族を比較

今回のゼミ訪問では、自分とは異なる

ルドカップのニュースなどで見たことが

ても貴重な経験になりました。ゼミ生同
士の積極的な発言や、先生による成長の

発表では、マオリ族の歴史から、特徴、

サポートなどから、素敵なゼミだと感じ

衰退の危機を乗り越えた話、現代での状

10

に加えて、ゼミ生の書いた文章の添削

ゼミの発表の様子を見ることができ、
と

ある方も多いのではないでしょうか。

国際コミュニティ学部国際政治学科 3 年（広島県立祇園北高校出身）

発表で身につく、読む力・聞く力・話す力

識されているということでした。

族の民族舞踊で、2019年のラグビーワー

声

あ いまって、より発 言しや すい 状 況 に

で、書く力もしっかり成長させることを意

表が試合前に踊る「ハカ」は、
このマオリ

※2020 年 12月3日に取材をしました

た、質疑応答の様子も朗らかで仲の良さ

した。また、今回は1つのみでしたが、ゼ

た。
また、
ラグビーのニュージーランド代

山本 鷹丈（やまもと たかじょう）さん

びを深めることができると思いました。
ま

そうな雰囲気でした。こうした雰囲気も

クック諸島またはタヒチということでし

ゼミ生 の

があれば、発表者も質問者も研究の発表

について学び、多様性を考えることは、
こ
れからの時代とても意味があると感じま

アーカイブ」をリニューアルし、
「広島修道大学デジタルアー

部データベースとの連携を図り、利用しやすく発見されやす

カイブ」を公開しました。

いアーカイブを構築しました。

本学では、中国地方の裁判所等から寄贈いただいた資料

今後は、本学図書館が所蔵する著作権保護期間満了済み

を核としたコレクション「明治法曹文庫」の一部資料をデジタ

の資料のうち、教育・研究上有益と考えられるものを順次デジ

ル化して公開していました。

タル化し、公開する予定です。

今回のシステム更新により、デジタル画像を公開・共有す

Topics

2 キャンパス見学会を開催（11/1）

11月1日、キャンパス見学会を開催しました。2020年度は新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため、オープンキャンパスなどをＷＥＢ上で開
催しておりましたが、実際にキャンパスを訪れ、施設見学をしたいと考え
る受験生・保護者の要望に応えるため、事前予約制で開催しました。当日
は、キャンパスツアーや在学生相談などのプログラムを実施し、参加した
高校生からは「ツアーで在学生の説明を聞いて、
より一層修大の魅力を
感じることができた」といった声
がありました。12月19日の開催も

の状況を鑑み、中止としました。

に対する意識の向上につながり、
より学

て楽しさを感じました。

るための国際規格であるIIIFへの対応や、利用条件の策定、外

生はもちろん、ゼミ生全員が質問してい

面白く、自分の知らない民族の話を聞け

疑応答が行われました。

12月10日、従来から公開していた「明治法曹文庫デジタル

予定していましたが、広島県での

ました。
こうした、全員が質問をする流れ

した再結束などは、現代ならではの話で

1 「広島修道大学デジタルアーカイブ」を公開（12/10）

ている間、発表者以外のゼミ生はメモを

れました。中でも、インターネットを活用

は、学生1名が研究中のテーマについて
発表を行い、先生や他のゼミ生による質

ゼミ生がみんな、発表に対して積極的だ

ました。

ゼミを選んだきっかけは、私は父親がニュージーランド人で、2歳までニュージーランドに住んでおり、
自分

Hiroshima Shudo University

新型コロナウイルス感染症拡大

Topics

3 ダブルディグリー制度利用者が初の税理士登録（9/23）

2020年3月に本学商学研究科を修了した前田祐太朗さん
が、2020年9月23日に税理士登録をしました。
前田さんはダブルディグリー制度 ※ を利用し、法学研究科
期課程を1年間で修了しており、3年間で修士（法学）と修士

※ダブルディグリー制度：修士学位を2つ取得するには通常4年かかるところを、標準

（経営学）の2つの学位を取得しました。また、修了後には学位

修業年限を短縮して3年ないし2年で取得できる制度です。

取得による税理士試験科目の一部科目免除を受け、
この度、

Topics

4 日本＝チェコ外交関係樹立 100 周年記念のバナー展示を開催（12/10 〜 1/14）

2020年12月10日〜2021年1月14日の期間、本学図書館内の展
示スペースにて、日本とチェコ共和国の交流を紹介したバナー
が展示されました。2020年は両国の外交関係樹立100周年に当
たり、外交・経済・文化・学術・スポーツなど多方面から、その時々
の重要な瞬間にスポットを当てたバナーをチェコ共和国大使館

も、調べていくうちに、
自分が知らなかった歴史や文化、民族による工夫などを知ることで面白さを感じます。

り、広島においては本学で展示する運びとなりました。

て学びたいと思います。

た修了者は前田さんが初めてになります。
前田さんのこれからの更なるご活躍を祈念いたします。

が作成しました。本バナーは昨年の春から全国各地を巡ってお

卒業後はニュージーランドに戻る予定ですが、それまでにさらに研究を深め、民族と社会の共生関係につい

で、２つの学位でそれぞれ科目免除を受け税理士登録され

法律学専攻修士課程を2年間、商学研究科経営学専攻博士前

のルーツにも関わりがあることから民族に関する研究に興味を惹かれたからです。研究は、関連した記事や
論文を読んで進めていきますが、先住民族のことになると、参考文献が少なく大変な部分もあります。
それで

晴れて税理士登録されました。ダブルディグリー制度利用者

本学は、オロモウツ・パラツキー大学（チェコ共和国）
と2015年
に協定を結んでいます。
Hiroshima Shudo University
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ポートランド・グローカルイノベーションセミナーの報告会（10/27）

news

5

本 学 卒 業 生 吉 田 拓 郎 氏 が 中 国 文 化 賞を受 賞（11/3）

10月27日、新型コロナウイルス感染症の影響により、延期になって

11月3日、本学卒業生、吉田拓郎氏が文化・芸術、学術・教

いた、
「 ポートランド・グローカルイノベーションセミナー報告会」を

育、地域貢献の各分野での功績をたたえる「第77回中国文

開催しました。

化賞」
（中国新聞社主催）を受賞しました。

このセミナーは、ポートランド州立大学が本学の学生のために特

本学には、開学50周年を機に建立した吉田拓郎氏の歌碑

別に提供する、講義と現地フィールドワークを組み合わせて行うプロ

があります。

グラムで、2020年2月11日〜20日に10名の学生を派遣しました。

心よりお祝い申し上げるとともに、さらなるご活躍を祈念

報告会では、学生の代表として商学部の古本元輝さんがセミナー

いたします。

で学んだこと、感じたこと、特に、SDGsに代表される環境配慮や持続
可能型ビジネスの実践都市としてのポートランドの状況や地元の食
材を使った地産地消の取り組みについて報告しました。

news

2

news

留 学体験報告会（10/27）

10月27日、
「 留学体験報告会」を開催しました。留学を考

子大学校、中国：東北財経大学、アメリカ：アリゾナ州立大

えている学生に留学経験者の話を直接聞く機会を設け、今

学、カナダ：ノーザン・ブリティッシュ・コロンビア大学）で、

後の参考としてもらうことを目的としています。

留学の動機、留学中の生活や授業、留学で感じたことや得

発表者は、昨年度交換留学に参加した4名（韓国：淑明女

たこと、留学経験を今後どのように生かしていくかなど、現
地での写真を交え、具体的に報告されました。報告終了後に
は留学経験者や国際センタースタッフとの個別相談の時間
が設けられました。
参加者からは、現地の様子がよく分かった、楽しいことだ
けでなく苦労したことも聞けて参考になったなどの感想が
寄せられ、コロナ禍で実際の派遣が中断している現状です
が、来年こそは留学したいという参加者の思いが伝わる報

6

三 上 学 長ラジオ出 演（11/8・9・16）

11月8日、RCCほか「ラジオでリモート同窓会」、11月9日・16日、
FMちゅーぴー「節子の部屋」に三上学長が出演しました。
「ラジオでリモート同窓会」は、本学同窓会の発案で、新型コロナ
ウイルス感染症の影響で中止となった同窓大会の代わりとして、中
四国9県8局に生放送されました。学長のほか、同窓会の松井会長
や本学学生3名などが出演し、本学の昔と今を発信しました。
「節子の部屋」は、広島アセアン協会の副会長をされている小
松節子さんがパーソナリティを務められている番組です。本学が
広島アセアン協会に新規加入したこともあり、11月9日、16日の放
送分にゲストとして出演し、本学の現状などを発信しました。

news

7

学 内 個 別 企 業 説 明 会を開 催（11/16〜 12/25）

告会となりました。

news

3

11月16日〜12月25日のうち24日間、
「学内個別企業説明会」を対面もしくはオンラ
インにて実施しました。対象は、
これから就職活動を行う3年生で、企業と直接接触

公 務員合格体験報告会を開催（11/30）

できる機会を確保できるよう開催しました。感染症対策を徹底して行い、対面で参
加できない学生には、オンラインでの同時配信を行うなど工夫をし、実施しました。

11月30日、
「公務員合格体験報告会」を3101教室で開催し、今年度の

学内で直接企業の説明を聞き、質問することができる貴重な機会ということもあり、

公務員試験（国家一般職・行政職・公安職）に合格した4年生4名が進路

延べ1,795名の学生が参加しました。学生は、気になる企業の説明を熱心に聞き、積極

決定先の志望理由や具体的な勉強方法・面接対策等について発表し

的に質問するなど情報を集めることで視野を広げ、
これからの進路選択に向けた行動

ました。感染症対策を徹底してパネルディスカッション形式で実施し、

を本格化させるきっかけとなりました。

93名の学生が参加しました。終了後のアンケートでは、
「試験内容や勉
強のスケジュールなどについて詳しく知ることができて良かった」、
「今

news

何をすべきか考えることができた」などといった意見が寄せられ、モチ
ベーションを向上し、今後の行動を考える契機となりました。

8

卒 業 生との交 流 会を実 施（12/5）

12月5日、本学同窓会とキャリアセンター共催による「卒業生との交流会」を2号館2階で開
催しました。学生にとって身近な存在である卒業生から、業界の現状と企業・団体の特徴を直
接聞ける貴重な機会となり、当日は卒業生24名、学生108名が参加しました。

news

4

本 学卒業生 市原則之氏が旭日小綬章を受章（11/3）

11月3日、秋の叙勲が発表され、本学卒業生 市原則之氏が
「旭日小綬章」を受章しました。
市原則之氏は日本オリンピック委員会（JOC）の副会長や
12

専務理事などを歴任されました。
心よりお祝い申し上げるとともに、さらなるご活躍を祈念
いたします。

参加学生からは、
「この時期に対面で話を聞くことができて良かった。」
「先輩が話を広げて質
問しやすくしてくださり、和やかな雰囲気で話ができた。」
といった感想が寄せられ、卒業生から
は、
「学生から気付かせてもらうことも多く勉強になりました。」などの言葉をいただきました。
学生にとっては、就職だけでなくこれからの進路を考えるきっかけとなり、卒業生にとっては学生
とのつながりができる機会となりました。
Hiroshima Shudo University
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入学準備学習プログラム（第1回Webキャンパス学習Week）を実施（12/16〜22）

12月16日〜22日の期間、本学の入学準備学習プログラ
ムの一環として、第１回Webキャンパス学習Weekを実施し
ました。例年はキャンパスで開催していましたが、今年度

学習し、入学までの期間にさらに学びを深めていきます。

･附属校（専願）〕に合格した高校生が参加しました。

2021年3月3〜9日には、第2回のWebキャンパス学習Week

訓練では、本学の自衛消防業務担当者から自衛消防組織の役割、屋内消火栓
やAEDの使用方法などを説明したのちに、広島市防火連絡協議会から提供され
た防火・防災訓練のDVDを視聴しました。防火・防災への意識をより一層高める
ことができる訓練となりました。
今後も引き続き、学生、教職員が安心して過ごせる安全なキャンパスを目指
していきます。

留学生の体験入学会を実施（10/21）
news

入学会が開催され、22名の留学生が来学しました。まず、国際

15

ボランティア講 習 会をオンラインで開 催（12/3・9）

12月3日・9日、ボランティア講習会をZoomで開催しました。今回は「全集中！

センター職員からキャンパス内の施設や留学生サポート、外国

ボランティア講習会〜今だからこそ知ろう ボランティア活動について〜」を

人留学生入試についての説明があり、続いて大学院商学研究

テーマに、2日程で学生22名、職員4名の総勢26名が参加しました。

科に在籍する留学生から、本学を選んだ理由や入学後の大学

講習会では、
「ピア・カウンターがおススメするボランティア活動タイプ診断」

生活についての発表を聞いた後、本学講師による日本語の模

や、
「コロナ禍でも参加可能なオンラインの活動紹介」などのプログラムを用意

擬授業を受講しました。

しました。講習会の最後には、参加後の気持ちをメッセージにして参加者同士

参加した留学生の皆さんは、今後の進路選択の参考にしよう

で画面を通して交換しました。

と熱心に耳を傾けていました。

11

ロナウイルス感染症拡大防止の観点から、座学での訓練としました。

を実施予定です。

10月21日、広島の日本語学校に通う留学生を対象とした体験

news

11月26日、オンラインによる防火・防災訓練を行いました。今年度は、新型コ

の準備が始まりました。

実施し、総合型選抜・学校推薦型選抜〔公募（専願）･指定校

10

防 火・防 災 訓 練をオンラインで開 催（11/26）

「読む技を身につけよう」などを受講し、大学生活に向けて
今後は通信課題や学科課題に取り組むことで、継続的に

news

14

による学習支援センタープログラム｢修大生になるために｣、

は、新型コロナウイルス感染拡大防止のためオンラインで

同時双方向で行う学科･専攻の紹介や模擬講義、録画配信

news

WEB入試直前対策講座を実施（12/14〜1/31）

12月14日〜1月31日の期間、受験生･保護者を対象にした

テンツなど、入試対策や学びの理解ができるコンテンツをい

｢WEB入試直前対策講座｣を実施しました。駿台予備学校の

つでも視聴できるよう公開しました。一般選抜（前期日程）実

講師による｢一般選抜・大学入学共通テスト対策講座動画｣

施の前日まで公開し、多くの方に視聴いただきました。

参加学生からは、
「今まで漠然としたイメージだったボランティアについて、
どのような種類があってどのような活動をするのか知ることができ、ボランティ
アに対して前向きな気持ちになった」など、ボランティア活動への期待と意欲
ある感想が多く寄せられました。

やインターネット出願実演動画、各学部学科オリジナルコン

news
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留 学生のための就職ガイダンスを実施（11/9）
11月9日、協創館（8号館）1階まなびホールにて留学生を
対象とした就職ガイダンスを実施しました。参加した留学生
は、メモを取りながら真剣な表情でガイダンスに臨みまし
た。
このガイダンスでは主要な就職情報会社をお招きし、現
在の就職状況やこれから準備するべきこと、今後の就職活動
に関するスケジュールや留意点などが説明されました。

受賞報告
国際コミュニティ学部 津崎直人准教授の著書が
2020年度（第32回）国際安全保障学会
最優秀出版奨励賞（佐伯喜一賞）
を受賞
国際コミュニティ学部

津崎直人准教授の著書「ドイツの核保有問題−敗戦

からNPT加盟、脱原子力まで」が「2020年度（第32回）国際安全保障学会最優秀

news
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Bo okHu n t in g（ブックハンティング）2020を
オンラインで開催（10/30〜11/18）

10月30日〜11月18日の期間、
「B o o k H u n t i n g 2 0 2 0 」をオンラインで実施しました。
Book Huntingとは、図書館に置いてほしいと思う本を、学生・教職員が選ぶイベントです。
今年は感染症拡大防止のため、試読サービスシステムを利用し、学内からはもちろん、自宅
のパソコンやスマートフォンからも選書できるようにしました。期間中に約400件の希望が
寄せられ、購入した本は、1月下旬から本学図書館にて順次閲覧可能になる予定です。
14

出版奨励賞（佐伯喜一賞）」を受賞しました。
国際安全保障学会最優秀出版奨励賞は、国際安全保障学会により、防衛・安
全保障に関わる研究を奨励する目的から設立された賞であり、安全保障・防衛に関する優れた学術研究書に対して最優秀出
版奨励賞（佐伯喜一賞）が表彰されます。
本著は、
ドイツ（かつての西ドイツ）がNPT加盟によって核保有を放棄するに至った経緯を、膨大な量の史料に基づいて実証
的に明らかにしており、その内容が評価されました。
津崎准教授の受賞につきまして、心よりお祝い申し上げるとともに、
さらなるご活躍を祈念いたします。

Hiroshima Shudo University
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学生広報スタッフ企画

今回は私たちが作成しました
左から

濱根 弘喜（健康科学部心理学科1年生）
林 祐里（人文学部人間関係学科2年生）
新田 桜雪（商学部経営学科2年生）
中田 瑠偉（人文学部英語英文学科2年生）
西原 七海（商学部商学科3年生）
羽田 楽子（商学部商学科4年生）

2020年度の学生生活インタビュー
今回は2020年度、修大生がどのような学生生活を送っているかインタビューしました！
※インタビューは原則、非対面型授業の実施に変更する前（11月下旬から12月上旬）に行いました

1年生

Q

今年入学した1年生に2・3・4年生が気になることを聞いてみました！

Q

どうやって
友達を作った？

A オンライン授業のグループワークや後期からの
対面授業以外にも、SNSで友達を作りました！＃春か

大学に入学前と
入学後の
ギャップはあった？

Q

オンライン面接はどうでしたか？

QA

大変だったことはなんですか？

援センターが行っているレポート作成
講座を受けてから、良いレポートが書

れないと思っていました。

タイムラグや画面上での見え方を気にする必要があったりと通常の面接と勝手が違い大変

でした。
コミュニケーションを取りにくかったので、なるべく簡潔に話すようにしました。

らなくて苦戦しましたが、5月に学習支

ので、あまり先輩や友達と関わ

※SNSの使用は個人情報などに十分注意しましょう

QA

初めてのレポートは
どうやって頑張った？

A 最初は、レポートの書き方が分か

A（入学前）コロナ禍だった

ら修大生や＃学科名でつながることができました。

就職活動はどのように行ったかを聞いてみました。

4年生

オンラインでの面接も大変でしたが、感染症対策の方針が企業によって違い、戸惑いました。

県外で行われる選考に行くか行かないかなど、
自分で決めなければならないことが大変でした。

けるようになりました。

QA

オンラインで良かったところはありますか？

学生広報スタッフ

羽田 楽子さん（金融業界に内定）

距離や移動の負担が少なかった点はよかったです。オンラインであれば、連日の説明会も自

宅で受けることができ、体力の心配がありませんでした。

番外編

QA

2・3年生はこれからの就職活動に向けて何か行っていることはある？

健康科学部心理学科1年生

人文学部教育学科1年生
（前列左から）弘中 萌椰さん、
村上 佑夏さん

鈴木 ひとみさん

（後列左から）吉村 悠希さん、
服部 沙桜理さん、西村 ひなのさん

A（入学後）混声合唱団に入

学生広報スタッフ

濱根 弘喜さん

り、先輩や他学部の人と関わる

学内で行われている企業説明会に参加しています。例年実施していた大規模な合同説明会

が、今年は、１日１社ごとの学内個別企業説明会に変わりました。※ZOOMでの同時配信も行われ、
来校が困難な場合も安心して受けることができるため、有効に活用しています。

ことができました!

※2020年12月12日に『広島修道大学における新型コロナウイルス感染症に対する活動指針』の危機レベルが変更されたことから、途中からはオンラインのみで開催しました。

2・3年生

1日の流れが去年とどう変わったか聞いてみました！

20
19

21

22

23

自由時間

夕食

0

1

2

睡眠

帰宅時間が
無くなって
家事を手伝う
時間ができた！
3
4

17

16

勉強

6

授業
8
15 授業
昼食
バスで
9
14
10
13
帰宅
12 11
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中田 瑠偉さん

その他にも…

16

2019年度

7

17

通学
遠方から通学しているので
親の通勤時に送ってもらう

早く学校に到着するので
授業前にレポート作成等

23

0

1

4

睡眠

勉強

5
6

家事

15
14

授業
昼食

オンラインで
授業を受講

13

決！
解
で
修大

お悩み相談コーナー

3

16

学内のピア活動に
リモート参加

2

自由時間
夕食

18

5

18 自由時間

21
20
19

朝食

22

通学時間が
無くなって
睡眠時間が
増えた！

12

授業
11

自由
時間

10

2020年度

7
8

朝食

9

勉強の他に、新たに
筋力トレーニングを
始めた！

（商学部2年生）
今年度初めてオンデマンド授業を行って、何回も見返すことができるのがいいと思いました！
（商学部2年生）
対面授業が減って、同じ対面授業を受けている人とサークルの友達以外しばらく会えていないのは少し寂しいです。

お悩み

お悩み

もっとレポートをうまく書きたい…
By1年生
どうしたらいいですか？

去年までと違う生活に慣れないので、
By2年生
だれか話を聞いてほしい！

A レポート作成は、特にテーマ決め

A 大きく状況が変わったので、慣れ

ンターでは、
アイデア出しや何を調べ

ます。修大には学生相談室があるの

るべきかなどレポート執筆前から相

で、普段生活している中で困ったこと

談に乗っています。話しながら一緒に

があれば利用してみてください。電話

と情報収集が大事です。学習支援セ

ないというのは自然なことだと思い

良いレポートを作っていきましょう。

で相談ができます。
学習支援センター

学習アドバイザー 宮原さん

学生相談室

TEL 082-830-1119

学生相談室

カウンセラー 丸山さん

Hiroshima Shudo University
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ご寄附いただきました方々へ、心より御礼申し上げます。

広島修道大学寄附金の
お申し込みについて

一般寄附

広島修道大学WEBサイトから
お申込いただけます。

2020年9月〜11月

（敬称略）

〈 社 名 の み 〉 株式会社ティーユーロジネット/もみじ銀行 寄付型私募債※

修大

〈お 名 前・金 額〉 児玉 美都子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,813,500

広島修道大学寄附金
〈お名前・金額〉
上野 淳次

￥1,000,000

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

三上 貴教 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥300,000

株式会社合同総研 ・・・・・・・・・・・・￥100,000
川本 明人 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥100,000

堀越 俊哉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥30,000

小川 健

奥田 健志

小林 宏臣

中川 潤

中川原 廣高

長澤 稔

田中 博隆
二藤 敏則

田丸 栄治
本田 貢久

豊島 崇宜
水戸 省爾

￥10,000

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・

〈お名前のみ〉
上田 護
寺本 浩昭
入江 みどり 谷屋 久幸
二井内 滋
宮田 秀雄
〈匿名〉
￥250,000 ・・・・・・・・・・・・・・・・1名
￥100,000 ・・・・・・・・・・・・・・・・3名
￥50,000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2名
￥40,000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名
￥30,000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名
￥15,000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名
￥10,000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9名
￥5,000 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1名

寄附

検 索

スマートフォンからの
申込も可能です。

Event Guide

Hiroshima Shudo University

EVENT CALENDAR
1 January
1/25（月）〜1/28（木）学内個別企業説明会（オンライン開催）
1/29（金）図書館整理休館日

就職活動体験報告会（オンライン開催）

グローバル教育充実支援
地域連携・地域貢献支援
スポーツ・文化活動支援
災害等による家計急変学生支援

※株式会社ティーユーロジネット様がもみじ銀行 寄付型私募債の発行企業となられ、本学を寄附先に指定されました。

新型コロナウイルス感染症関連のご支援は
へお願いします。
お問い合わせ先
総務課（TEL 082-830-1104）

2/ 1（月）第9回就職ガイダンス配信開始
2/ 1（月）〜5（金）図書館休館

刊行物

本 学 の 先 生 方 の 著 書を紹 介します

『感情・人格心理学（公認心理師の基礎と実践：第9巻）』
横田 晋大 ほか著（杉浦 義典 編） 遠見書房 2020年5月 200ページ 2,600円（税別）

本書は、大学での公認心理師養成に必要な科目である
「感情・人格心理学」の教科書として執筆されたも

のである。著者は第9章「人格の社会・進化的要因」を担当している。本章では、性格特性の一つであるサイコ

パスを例に、性格がどのような要因によって決まり、いかなる進化をたどってきたか、
という人格に関わる社
会要因やその進化過程を説明している。

『紛争と和解を考える―集団の心理と行動（心理学叢書）』
横田 晋大 ほか著（大渕 憲一 編） 誠信書房 2019年8月 249ページ 2,400円（税別）

本書は、民族・宗派間の暴力的抗争やテロなど、現代社会が抱える深刻な社会問題である
「紛争」をテーマ

2/12（金）
・18（木）
・19（金）
・22（月）
・24（水）
・25（木）
・26（金）
・
3/ 8（月）
・9（火）学内合同企業説明会（オンライン開催）
2/15（月）
・16（火）
・17（水）SPI直前対策講座（B日程）
2/17（水）長期貸出図書返却日（卒業・修了年次生）
卒業･修了年次生成績発表

2/25（木）後期追試験成績発表（学部卒業年次生）

いて視覚的にわかりやすく説明している。
「自分とは何か」
「他人とうまくかかわるにはどうすればよいか」
「自

分に合ったキャリアを持てるのか」
といった日常抱えるさまざまな問いに回答できる知見の宝庫であり、
より

よく生きるために必要な実践知を網羅している。
この本がたくさんの人たちの支援の一助になることを願う。

『ひろしま地歴ウォーク2』

川瀬 正樹 ほか著（広島地理教育研究会編） レタープレス株式会社 2020年10月30日 162ページ 1,091円（税別）

2018年発行の「ひろしま地歴ウォーク」の続編である。第一巻で書ききれなかった広島の魅力を扱ってい

る。第一巻で反響の大きかった「西国街道」をはじめとする
「みち」
と
「まち」、熱烈なファンがいる
「鉄道」に関

する地理や歴史に関する話題も取り上げている。路面電車の電停の変遷の地図や特別付録「広島城下絵屏
風と現在の広島市街地の比較」などの資料も掲載されている。

18

大学入学共通テスト利用選抜（後期日程））
人間環境学部）出願受付（必着）
経済科学部・人間環境学部）
●3/10（水）合格発表（一般選抜（後期日程）･大学入学共通テスト利用
選抜（後期日程）、編入学・学士入試（人文学部・法学部・経済科学部・
人間環境学部））
大学院

●2/ 3（水）〜10（水）出願受付（必着）
（第2次募集）
●2/20（土）入学試験
●2/26（金）合格発表
【問い合わせ先】入学センター

3 March
3/ 3（水）〜9（火）入学準備学習プログラム

第2回Webキャンパス学習Week

3/10（水）卒業認定者･修了認定者発表
グローバルコース修了式

3/15（月）〜19（金）修大生のための教学セミナー
3/22（月）学位授与式

3/25（木）日本学生支援機構奨学金等新規募集開始

駐車場・駐輪場利用申請者手続開始 〉
〉
〉G U I D E
在学生ガイダンス

3/25（木）〜29（月）Web履修抽選科目エントリー

3/26（金）新入生英語プレイスメントテスト･ガイダンス等

ションを通じて、紛争を引き起こす心がどのように進化してきたかを分析した結果について述べている。

本書は、人生における心の変化を各発達時期に区切り、それぞれの時期の特徴について多くの図表を用

●2/17（水）〜26（金）インターネット出願受付（一般選抜（後期日程）、

●3/ 4（木）一般選抜（後期日程）
・編入学・学士入試（人文学部・法学部・

3/31（水）〜4/2（金）前期履修登録

西野 泰代 ほか 編著、鈴木 亜由美 ほか著 福村出版 2020年4月5日 236ページ 2,400円（税別）

部

2/12（金）〜16（火）後期追試験（学部）

3/31（水）図書館整理休館日

『ひと目でわかる発達：誕生から高齢期までの生涯発達心理学』

学

●2/17
（水）
〜24
（水）編入学・学士入試
（人文学部・法学部・経済科学部・

2/ 8（月）〜10（水）SPI直前対策講座（A日程）

としている。各章において、紛争の諸相および紛争当事者たちの心理と行動について、それぞれの分野の専
門家が分析することを通じて、紛争の本質の理解を試みるものである。筆者は、第4章にて、進化シミュレー

一般選抜(後期日程)は、全ての学部･学科･専攻に出願できる併願制

です。１回の受験で最大13の学部･学科･専攻に出願できます。

2/ 8（月）国家公務員採用試験制度説明会（オンライン開催）

2/26（金）図書館整理休館日

books

これからの入試日程

出願はインターネット出願「シューダイレクト」
でのみ受け付けます。

2 February
寄附金の使途をお選びください

GUIDE

Web履修抽選発表

TEL 082-830-1100

保健室より

この時期は、インフルエンザやノロウイルスなどの感染症が流行し
やすい時です。日頃から疲れた時や体調不良の時は早めに休養を
とるなどの自己管理に加え、外出先から帰ってきた時や食事前の
流水での手洗い、
うがい、マスクを着用するなどの予防に努めま
しょう。発熱、咳、鼻水、のどの痛み、腹痛、嘔吐、下痢などの症状が
みられる時は早めに医療機関で受診してください。2月､3月の休暇
中でもインフルエンザや新型コロナウイルスと診断されたら保健
室まで報告してください。
新型コロナウイルスに感染した場合、感染経路の特定など過去の
行動について確認する必要があります。普段より日々の体調および
行動内容の記録をお願いします。記録票は本学WEBサイトからダ
ウンロードできます。
※健康診断の詳細は本学WEBサイトにてお知らせします。必ず受診
しましょう。
【問い合わせ先】保健室

TEL 082-830-1118

学生センターより

4 April
4/ 1（木）入学式、学生センターガイダンス

4/ 2（金）日本学生支援機構奨学金進学届提出説明会

4/ 2（金）
・3（土）新入生ガイダンス・オリエンテーション
（学生センター・学友会等）
新入生健康診断

4/ 5（月）前期授業開始

4/ 5（月）
・6（火）
・7（水）卒業年次生健康診断

4/11（日）長期貸出図書返却日（新2〜4年次生）
4/21（水）日本学生支援機構奨学金等募集締切

自動車･自転車・自動二輪（バイク･原付）に関して、一定条件を付して許
可制度を設けており、学生が学内に乗り入れて駐車・駐輪する場合は、
事前に学生センターに申請し、学長の許可を受けなければなりません。
学生の交通マナーを向上させるため、定期的な講習の受講を義務づけ
ており、所定の手続きを行った者に駐車許可証、駐輪ステッカーを発行
しています。手続き方法については大学HP等を確認してください。
なお、駐車許可証または駐輪ステッカーを取得して、学内駐車場を利
用してください。自動車は年額6,000円、自転車･自動二輪（バイク･原
付）は車両1台につき年額500円の利用料を支払う必要がありますが、
2021年度前期は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、利用
料を徴収しません。後期の手続きについては追ってご案内します。
※許可証・ステッカーは年度毎に更新が必要ですので4月からも
引き続き通学に使用する場合は、忘れずに更新しましょう。

【問い合わせ先】学生センター

TEL 082-830-1117

Hiroshima Shudo University
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Circle Information
少林寺拳法部

ハ ンド ボ ー ル 部

まん が 愛 好 会

Hiroshima Shudo University

楽しく活気のある部活へ、場作りを
私たち少林寺拳法部は、月・火・木・金曜日の17時から活動しています。最
近では、新入部員が5名入り、少林寺拳法の基本や移動練習、組手と級別に
別れた練習を行っています。
今年度は大会等が、新型コロナウイルス感染症の影響で中止になりました
が、TwitterやInstagram等のSNSで日々の練習風景など、発信しています。
去年の大会では、中四国学生大会において男子初段の部1位、男子茶帯の
部1・2位、女子茶帯の部1位、単独級拳士の部3位で、大学総合でも2位の成
績を納めました。
今後の目標として現在のコロナ禍の状況においても、楽しく部活ができる
ように上級生が考えて行動し、下級生が過ごしやすい場を作れるよう、活気
のある部活にしようと思っています。

走る・跳ぶ・投げる・当たる…魅力あるハンドボール
私たちハンドボール部は、現在選手14名・マネージャー4名の計18名で活動
しています。1960年創部から60年以上にわたって活動する歴史ある部です。
2020年10月の中国大会を最後にこれまでチームを牽引してきた4年生が引
退し、新チームとしてのシーズンがスタートしました。大会として春季・秋季の
年2回開催される中四国リーグ戦での勝利・昇格を目指してチーム一丸となり
日々練習に励んでいます。今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響でリー
グ戦は中止になりましたが、2019年度は、先輩達の活躍でⅡ部リーグ2位とい
う好成績を挙げています。
“粘り勝つ”広島修道大学ハンドボール部を今後とも応援の程よろしくお願
いします。

体育局

主な試合・戦績

サークル・団体名
アイススケート部

大会・行事名
第76回国体広島県市予選

1回戦敗退

第36回中四国学生アイスホッケー大会・トーナメント戦

1回戦敗退

サッカー部

中国大学サッカーリーグ

ソフトボール部（男子）

リーグ戦

卓球部

成績

第52回中国新人学生卓球選手権大会

5位
4勝1敗
男子団体A

3位

男子団体B

ベスト8

男子シングルス

3位

茶山

ベスト16
軟式庭球部

中国四国九州三地区ソフトテニス選手権大会

軟式野球部

令和2年度広島六大学学生軟式野球秋季リーグ戦代替トーナメント大会

3位

バスケットボール部（男子）

中国大学新人バスケットボール

7位

2020年度第20回広島県大学バレーボール選手権大会
バレーボール部（女子）

ハンドボール部
陸上競技部

2020フルーツカップ中四国女子6人制バレーボール大会
令和2年広島県秋季一般大会兼日本選手権広島県大会
第72回日本ハンドボール選手権大会中国地区大会
第64回中国四国学生駅伝競走大会

ベスト32

犬飼、高橋

川本・林ペア

2回戦敗退
予選リーグ

2位

本選2部

3位

1勝1敗

中国大会出場権獲得

1回戦敗退
10位

仲良く！ 楽しく！ キャンバスの中で成長を！
私たちまんが愛好会は、毎週月・木曜日に16時40分から活動しています。
主な活動内容は、1年に1度発行される「グリフィン」、1年に3回程度発行さ
れる「グリ」
という会誌の制作を行っています。さらに、
これらの会誌制作に向
け、描いた絵の見せあいを行うなどして、各自の画力向上を図っています。部
員は、高校時代美術部などの絵の経験者から、今まであまり漫画や絵を描い
た経験がない人まで幅広く在籍していますので、
これまで絵や漫画を描いた
ことがない方も大歓迎です。
また、Twitterなどで随時情報を発信していますので興味がある方はぜひ
ご覧ください。

マ ンドリン 部

みんなで創る音楽
マンドリン部は毎週水曜日と金曜日に活動しています。今年度は4名の1年
生が入部し、そのメキメキと上達する姿は頼もしいばかりです。
12月6日には、広島市立大学・安田女子大学・広島工業大学と合同で行う
演奏会を開催しました。配信のみの演奏会となりましたが、他大学との交流
によって大きな刺激を得ることができました。演奏会の様子は広島市立大学
マンドリン・ギター部のYouTubeで公開されているので、ぜひご覧ください。
日ごろからアットホームな雰囲気で活動し、先輩・後輩の垣根もないのが
マンドリン部の特徴です。まだまだ未熟な私たちですが、持ち前の団結力で
息ぴったりの演奏をお届けできる日を楽しみに練習に励んでいきます。

※活動は12月上旬時点での内容です
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PRESENT

ク イ ズ に 答 え て プ レ ゼ ント を も ら お う

Q

2020年12月10日から2021年1月14日の間、本学図書
館内の展示スペースにて、日本とチェコ共和国の交流

を紹介したバナーが展示されました。2020年は両国の
外交関係樹立〇〇周年に当たり、本バナーは昨年の

春から全国各地を巡っています。
さて、何周年でしょう。

1
2
3

60周年
100周年
300周年

正解者の中から5名の方に、本学

オリジナルグッズ「修大オリジナル

1

フリクションペン」をプレゼント。

ハガキに、郵便番号、住所、氏名、
年齢、電話番号、
クイズの回答をご
記入の上、
〒731-3195広島修道大

学総合企画課宛までご応募くださ
い。
（住所表記なしで届きます）。

締切りは、3月19日（金）／消印有

効。プレゼントの発送をもって発表に代えさせていただきます。正

解は3月24日（水）以降、本学ホームページにて発表！なお、応募に
関する個人情報は本目的以外には使用いたしません。

Campus Photo Message

TRUTH秋号の問題と答えを発表します。
（帝国データバンク調べ）
Q 2020 年の「社長出身大学分析」
において、
「広島県に本社を置く企業」の社長数で全国
1 位でした。また、
「中国地方に本社を置く企業」
でも全
国 4 位（中国地方の大学では 1 位）
で、ある分類別社長
数では全国 1 位でした。さて、その分類は何でしょう。

Hiroshima Shudo University

2

❶業種別「建設業」 ❷年代別「40歳未満」
❸就任経緯別「同族継承」

答えは
「❷年代別
「40歳未満」
」
です。
多数のご応募ありがとうございました。

「旬」な情報を発信中！
❶サークル活動公開発表会
（11/2〜11/4、11/16〜11/19、11/23〜11/25、12/1、12/9、12/11）
11月2日から、修大フォーラム前ウッドステージにて、サークル活動

大学の最新ニュースや何気ない１コマをtwitterやFacebookで紹介し

ています。
またYouTubeでは大学紹介ムービーやテレビCM、修大の
学歌などを視聴いただけます。

公開発表会を開催しました。7月中旬よりサークル活動が順次再開さ
れ、大学が承認した公式大会への出場など、目標をもって活動が行え
るサークルがある一方で、大学祭等の中止により成果発表の場が失

twitter

http://twitter.com/shudo̲u

われたサークルがあったため、サークル活動公開発表会の開催が決
定しました。安全対策を十分講じた上で、14サークルが日頃の成果を
発表しました。
参加サークル：少林寺拳法部、拳法部、合氣道部、テコンドー部、音響芸術研究会、軽音楽部、
吹奏楽団、混声合唱団、放送研究会、
フォークソング部、
ウエスタン部、ロック部、ハワイアン部、
ダンスサークル

YouTube

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m/ us er / s hudo ki kaku

Facebook

https://www.facebook.com/HiroshimaShudoUniversity

❷キャンパス見学会（11/1）P11 TOPICS 2 参照
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