
学長記者会見資料

報道関係配布資料

日 時 令和元年１０月１６日（水）１５時３０分～

会 場 島根大学本部棟５階大会議室

出席者 島根大学 学長 服部 泰直

島根大学 副学長（教育・入試改革担当） 武田 信明

会見項目 （１）「島根大学開学７０周年」について
・・・・・・・・・資料１

（２）「へるん入試」について
・・・・・・・・・資料２

お知らせ （１）島根大学開学７０周年記念事業関連イベント
・・・・・・・・・資料３



  

 

令和元年１０月１６日 
報道機関 各位 

 

 

 

 

 

◆本件のポイント！  

・著名人による講演（別紙のとおり） 

・島根大学愛唱歌の合唱初披露 

・ 

◆本件の概要  

 今年度，開学７０周年を迎え，地域の皆様との連携の強化，学内関係者の結束を固めるこ

と等を目的とし，記念式典及び祝賀会を以下のとおり開催します。 

 

◆概要内容 

日時：令和元年１０月２６日（土） 

    記念式典 １３：３０～１５：３０ 

    祝賀会  １５：４５～１７：３０ 

会場：ホテル一畑 平安の間 

 ※出席者数は 記念式典 ２００人 ， 記念祝賀会 １５０人 を想定 

※主な出席者 国会議員，文部科学省高等教育局長， 

        島根県知事，島根県内市町村長，島根県・鳥取県企業， 

        島根大学関係者    等 

 ※詳細は別紙 

 

◆本件の連絡先 

島根大学総務部総務課秘書グループ   花田 真也 

TEL：0852-32-6014  FAX：0852-32-6019 

MAIL:gad-somu@office.shimane-u.ac.jp 

 

◇その他 

 ・島根大学愛唱歌を作成 

   歌詞は一般公募を実施して，全国８０件の応募作品の中から選考し，楽曲は，島根大

学教育学部音楽教育専攻の学生を中心に，同専攻の教員の協力のもと作曲し，完成した。 

   祝賀会において島根大学合唱団（島根大学学生）による合唱を予定している。 

 ・関係ＨＰアドレス 

  https://www.shimane-u.ac.jp/introduction/70th-Anniversary/ 

 ・ホテル一畑の駐車場については，直接ホテル一畑（Tel：0852-22-0191）にお問い合わせ

ください。（現在一部駐車場が改修中です。） 

 

【添付資料： ■あり（１枚）】 

島根大学開学７０周年記念式典・祝賀会の開催について 

資料１ 



島根大学開学 70 周年記念式典・祝賀会 

 

1. 日時・場所 

日時：令和元年１０月２６日（土）午後 

  会場：ホテル一畑 

 

2. プログラム概要  

事項   プログラム 会場 

記念式典 

(120 分) 

 

 

１３：３０ （５分） 開式 

ホテル一畑 

「平安の間」

※式典会場 

１３：３５ （１０分） 挨拶（学長） 

１３：４５ （１５分） 来賓祝辞（３名）， 

祝電披露 

１４：００ （４０分） 記念講演Ⅰ 

１４：４０ （１０分） 休憩 

１４：５０ （４０分） 記念講演Ⅱ 

１５：３０  終了 

休憩（１５分） 

記念 

祝賀会 

（105 分） 

１５：４５ （５分） 開会 

ホテル一畑 

「平安の間」

※祝賀会会場

１５：５０ （５分） 挨拶 

１５：５５ （１０分） 来賓祝辞（２名） 

１６：０５ （８５分） 祝賀会 

  【途中】島根大学愛唱歌 

発表・演奏（１５分） 

１７：３０  閉会 

 

※出席者数は 記念式典 ２００人 ， 記念祝賀会 １５０人 を想定。 

 

  ※「平安の間」を二分し，式典用と祝賀会用の会場をそれぞれ設ける。 

 

  ※記念講演Ⅰ…佐藤 光司 氏（日立金属株式会社 代表執行役 執行役社長） 

            キラリと光る地方大学 

－「たたら」から始まる先端金属材料拠点 島根大学の夢の実現－ 

 

   記念講演Ⅱ…湯浅 邦弘 氏（本学教育学部卒業生，国立大学法人大阪大学 教授） 

ここに咲く花 

－卒業生の期待する島根大学－ 

   

※島根大学愛唱歌合唱 … 島根大学合唱団（島根大学学生）による合唱 

 

  ※主な出席者 … 国会議員 

           文部科学省高等教育局長 

           島根県知事 

           島根県内市町村長 

           島根県・鳥取県企業 

           島根大学関係者    等 

別紙 



  

 

 
 
 

令和元年１０月１６日 
 

報道機関 各位 

 

 

 

 

 

◆本件のポイント！  

・基礎的な知識・技能に加え、それぞれの受験生が持つ多様で個性的な「学びのタネ」を重視す

る、「へるん」の経歴と才能の多様性を高校生の持つ多様な可能性に重ね合わせた“新たな選抜”

を導入 

※「学びのタネ」とは、大学での学びを構築する上で必要な特定の領域・事象に対する 

強い好奇心と探究心のことです。 

・“新たな選抜”内に、地域に強い興味・関心がある方、専門高校での学びを新たな形で展開した

い方、英語の力を活用して国際的な視野を養いたい方、音楽・美術・スポーツ・建築デザイン

分野で自分を活かしたい方のための選抜も開発 

 

◆本件の概要  

 令和３年度（2021 年度）入試から、総合型選抜「へるん入試」を法文学部・教育学部（学校教

育課程Ⅱ類）・総合理工学部・生物資源科学部に導入します。 

 

◆概要内容 

入試方法は、大学入学共通テスト（大学入試センター実施）を課さず、「書類審査」「読解・表現

力試験」「面接」等による評価を基本とします。 

「へるん入試」 

 

募集人員(予定) 

254 人 

「へるん一般型」 

「へるん特定型」 

(1)地域志向入試（島根県・鳥取県枠）・（全国枠） 

(2)専門高校入試 

(3)グローバル英語入試 

(4)芸術・スポーツ・技能入試 

 ※詳細は当日配布資料 

 

◆本件の連絡先 

島根大学教育・入試企画課  廣兼 敦 

TEL：0852-32-6050  FAX：0852-32-9726 

MAIL: epd-nkikaku@office.shimane-u.ac.jp 

 

◇その他  

 ・関係ＨＰアドレス 

  https://www.shimane-u.ac.jp/nyushi/admission_info/admission_info/ 

「へるん入試」について 

資料２ 















 
 
 
 

開催⽇時 イベント 場所 参加対象者 

2019 年 7 ⽉ 13 ⽇（⼟） 
10：30〜16：00 

⾼⼤連携課題研究発表会 島根⼤学 総合
理⼯学部 1 号館
21 講義室 

学⽣ 

⾼校⽣ 

⾼校教員 

2019 年 7 ⽉ 16 ⽇（⽕） 
13：15〜14：15 

第 146 回 汽⽔域懇談会 
題⽬：「環境 DNA を⽤いた環境評価・復元の可
能性」 

エスチュアリー
研究センター 
2 階セミナー室 

⼀般の⽅ 

2019 年 9 ⽉ 8 ⽇（⽇） 
13：30〜15：30 

松江市⺠フォーラム「島根⼤学病院の最新治
療」2019 秋 

松江テルサ テ
ルサホール 

⼀般の⽅ 

2019 年 9 ⽉ 14 ⽇（⼟） 
13：15〜17：00 

⼿錢記念館との包括連携協定締結記念 

３プロジェクト合同成果報告シンポジウム 

「資料から再発⾒する江⼾の底⼒―⼿錢家所
蔵資料 （⽂書・古典籍・美術）を繋ぎ活かす
取り組み―」  

島根⼤学 法⽂
学部棟２階 多
⽬的室 

学⽣ 

⼀般の⽅ 

2019 年 9 ⽉ 19 ⽇（⽊） 
15：00〜17：30 

第 147 回 汽⽔域懇談会 
題⽬：「Sedimentology of the fluvial to 

marine transition zone in Asian river-

deltas」 

エスチュアリー
研究センター 
2 階セミナー室 

⼀般の⽅ 

2019 年 10 ⽉ 2 ⽇（⽔） 

 13：30〜16：40 

企業対象 13：30〜15：05 

学⽣対象 15：30〜16：40 

「キャリアを学ぶ特別講演会」 
 講演者：ソフトバンク・テクノロジー 

株式会社 代表取締役 CEO 

      阿多 親市 ⽒ 

島根⼤学 
⼤学ホール 

企業 
学⽣ 

2019 年 10 ⽉ 20 ⽇（⽇） 

 13：30〜17：00 
2019 島根⼤学学術研究講演会 
（エスチュアリー研究センター講演会） 
テーマ：「宍道湖・中海の今を考える」 

くにびきメッセ 
国際会議場 

⼀般の⽅ 

2019 年 11 ⽉ 18 ⽇（⽉） 

 16：00〜17：30 

第 148 回 汽⽔域懇談会 
題⽬：「湖沼のバイオマーカーと海洋パリノモ
ルフ」（予定） 

エスチュアリー
研究センター 
2 階セミナー室 

⼀般の⽅ 

①2019 年 11 ⽉ 24 ⽇（⽇） 
  15：00〜17：00 
②2019 年 12 ⽉ 8 ⽇（⽇） 

 14：00〜16：00 
③2019 年 12 ⽉ 15 ⽇（⽇） 
  14：00〜16：00 

島根⼤学教育学部⾳楽教育専攻⽣による定期演奏会 
①第６５回島根⼤学管弦楽団定期演奏会 
（まつえ市⺠⼤学共催） 

②第６０回島根⼤学吹奏楽団定期演奏会 
③第６４回島根⼤学声専合唱団定期演奏会 

松江市総合⽂化
センター 
プラバホール 

⼀般の⽅ 

資料３ 



開催⽇時 イベント 場所 参加対象者 

2019 年 11 ⽉ 27 ⽇（⽔） 

 13：00〜14：40 

「⼥性研究者としての歩み（キャリアパス）」
本学の卒業⽣を迎えて 
講演者：⼤阪⼤学医学研究科准教授 
    ⾹⼭ 尚⼦ ⽒ 

島根⼤学 
⼤学ホール 

学⽣ 
⼀般の⽅ 

2020 年 2 ⽉ 16 ⽇（⽇） 

 14：00〜16：30 

地域包括ケア教育研究センター公開シンポジウム 
講演者：武庫川⼥⼦⼤学国際健康開発研究所⻑ 

 家森 幸男 ⽒ 
    島根⼤学⼈間科学部教授（地域包括ケア

教育研究センター副センター⻑） 
 磯村 実 

松江テルサ 
テルサホール 

⼀般の⽅ 

2020 年 2 ⽉ 29 ⽇（⼟） 

 10：00〜12：00 

戦略的研究推進センターヒッグス・初期宇宙
プロジェクトセンター講演会 
講演者：東京⼤学宇宙線研究所所⻑ 

 梶⽥ 隆章 教授 

   （2015 年ノーベル物理学賞受賞者） 

島根⼤学 
⼤学ホール 

学⽣ 
⼀般の⽅ 

2020 年 2 ⽉ 29 ⽇（⼟） 

 13：00〜16：30 
古代出雲⽂化フォーラムⅧ くにびきメッセ 

国際会議場 
⼀般の⽅ 

※関連イベントへの出席の申し込み及び詳細の確認は下の問い合わせ先までご連絡ください。 

 
 

７０周年記念事業
に関する詳細は 

こちらから 
WEB ページを 
ご確認ください 

【お問い合わせ先】 
島根⼤学総務部総務課 
TEL：0852-32-6014   
FAX：0852-32-6019 
Mail：gad-somu@office.shimane-u.ac.jp 


