
9

0

500

1000

1500

2000
時間

年間日照時間

福山市    庄原市東広島市呉市広島市 0

500

1000

1500
㎖

年間降水量

0

20.0
℃年間平均気温

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

大
阪
府

福
岡
県

愛
知
県

兵
庫
県

東
京
都

千
葉
県

埼
玉
県

京
都
府

岡
山
県

静
岡
県

神
奈
川
県

宮
城
県

広
島
県

北
海
道

新
潟
県

熊
本
県

（件）

温暖で住みやすい広島県

広島県は中国山地と四国山地によって季節風がさえぎられるため，
1年を通じて温暖な気候に恵まれ，一般的に，冬の積雪や夏の降
雨も少なく，日照時間の長さでもきわだっています。北部には標高
1,000mを超える山，南には波静かな瀬戸内海と自然の変化にも
富んでおり，食材も豊か。他のエリアで生活するより冷暖房費，被
服費，食費など，生活費もコンパクトに抑えることができるかもしれ
ませんね。

暮らすなら安心・安全なまち

広島県の人口10万人当たりの刑法犯認知件数は840.3件。つま
り，１人の人が刑法犯罪に遭う確率は1％以下と，東京及び政令指
定都市のある道府県の中で4番目に安全確率の高い県に数えられ
ています。さらに広島県は，「なくそう犯罪」運動を展開しており，「日
本一安全・安心な広島県の実現」を目標に体制を整えています。

ライフスタイルが広がります

瀬戸内海岸から山間部まで，道路網も発達しており，休日に思い立っ
て友達と遊びに出かけられるのも，広島県のよさ。ほどよい距離にい
ろいろな楽しみがあります。さらに，都市部には西日本有数の規模を
誇る商業施設や，高度医療の拠点病院などが充実しており，充実し
た大学生生活を送るには絶好のステージとなることでしょう。

＋	広島県の生活情報
	 ～ひとり暮らしに必要なのは「安全」と「暮らしやすさ」～

●東京都および政令指定都市のある道府県の
　刑法犯認知件数

●広島県の主な都市の平均気温，日照時間，降水量

「広島県の気象」平成24年年報

広島で「大学生生活」を
満喫しよう！

香山ラベンダーの丘（世羅町）国営備北丘陵公園イルミネーション（庄原市）

とびしまサイクリングロード（呉市）

広島で「大学生生活」を
満喫しよう！ 広島の情報誌編集スタッフが

広島県の情報をご紹介します。
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広島人のソウルフードは
お好み焼きだけじゃない
約50年前に開発された広島発の「ご当地グ
ルメ」。ピリ辛のタレに浸けて食べます。ひんや
りとした麺とピリ辛タレは暑い夏にぴったりの
メニュー。辛さはお好みで調節できる店も。限
界に挑戦してみるのも面白そう。

ひろしまドリミネーション（11月頃～1月）
冬になると，電飾された色とりどりのオブジェ
や樹木が平和大通りを美しく彩ります。期
間は約2か月。寒さを忘れて目を奪われてし
まいます。

世界遺産を訪ねよう

広島エリア
アートもスポーツもコンサートも！
昼も夜も楽しいシティライフ！！

まんが読み放題「広島市まんが図書館」
「まんが」に特化した市立図書館。日本のまん
がだけでなく海外のまんがもあり，その数全部
で11万冊以上！まんがを描きたい人のための
資料も揃っています。

動物と遊ぼう「広島市安佐動物公園」
アジアとアフリカ
の動物を中心に約
160種1,700点以
上の動物を飼育し
ています。ウサギを
抱っこしたりポニー
に乗ったり，動物と
触れあうイベント
も。カップルにも人
気です。

周辺インフォメーション

「広島」といえば「お好み焼き」。ザクザク入ってい
る野菜とソースの香ばしい香り！一度食べたらハ
マります ! 冬はカキ入りのお好み焼きもあります。

広島は世界遺産の宝庫。
せっかくだから，大学時代
に見ておくといいですよ。

夏でも「フーフー」しながら鉄板で
食べるのが広島っ子。
「そば入り」が私のオススメです。

世界遺産を訪ねよう

イベントもいろいろあるよ

ひろしまフラワーフェスティバル（5月）
ゴールデンウィークの3日間で160万人もの人を集める日本
でも屈指のお祭りです。花いっぱいに飾りつけられた広島平
和記念公園やメインストリートの平和大通りでは華やかなパ
レードが。街中に人の笑顔があふれます。

とうかさん（6月）
約400年続く圓隆寺｢稲荷大明神｣のお祭
り。広島では「この祭りから浴衣を着る」とさ
れてきました。最近では男性の浴衣姿も多
く見られるようになっています。

壬生（みぶ）の花田植え（6月）
平成23年にユネスコ世界無形文化遺産に登録さ
れました。絣の着物に赤いたすきをかけた早乙女
が，お囃子に合わせ，江戸時代そのままに稲を植え
ます。

広島つけ麺

嚴島神社
海に浮かぶ朱の鳥居と回廊。平清盛
が造営したといわれ，国宝や重要文化
財に指定された建物や美術工芸品が
多くあります。

原爆ドーム
広島平和記念公園の一角にあります。原子爆弾に
よって無残な姿となった建物は，「平和な世界」を願
うシンボルとして世界中から多くの人々 が訪れます。

アートもスポーツもコンサートも！
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観光客にも人気のレトロな酒蔵通り
白壁やレンガの煙突が今も見られる酒蔵通り。レトロな
喫茶店やレストラン，雑貨店は若い女性に大人気。

大学生も活躍する
「酒まつり」
毎年10月上旬に酒蔵通りや西条
駅前を中心に開催されます。全国
から20万人以上の人が集まって，
大にぎわい。市内にある3つの大
学の学生たちもさまざまな形で参
加します。

休日に遊ぶなら福富がオススメ
道の駅　湖畔の里福富
広い駐車場に多様な大型遊具。東広島の人
に人気のスポットがここ。グラウンドやデイキャ
ンプ場もあり，バーベキューも楽しめます。交流
館では福富の人気商品ジェラートや牧場アイ
スクリームなども食べられます。

大和ミュージアムで感じる
「ものづくり」
正式な名前は「呉市海事歴史科学館」。
呉市で建造された戦艦大和の10分の1モ
デルを展示しています。その精巧なモデル
を見ていると，造船と鉄鋼のまちとして発
展した呉市の「ものづくりの系譜」が感じ
られるような気がしてきます。

呉エリアには
倉橋島，蒲刈
島，大崎上島など
瀬戸内海の島が
あります。ほとんど
は橋でつながってい
るので，クルマやバイクのある人はぜひ，渡ってみて。

てつのくじら館
こちらは「海上自衛隊呉史料館」。屋外に展
示されている潜水艦の巨大さに誰もが驚き
の声をあげます。

東広島エリア

呉エリア

3大学が集まる学生たちのまち

海の近くキャンパスエリア
週末ロケ地めぐり
「海猿」のロケ地は呉市
海上保安大学校で潜水士を目指す若者たち
を描いた「海猿」。映画やドラマの撮影には
呉市も使われました。ドラマのシーンを思い出
しながら歩いてみませんか。

両城の200段
海猿たちがボンベ
をかかえて駆け上が
る有名なシーンが
撮影されました。
	
宮原7丁目の市道
三角屋根の建物は
世界最大の戦艦大
和を造ったドック跡
です。

周辺インフォメーション

＋	広島県の生活情報
	 ～ひとり暮らしに必要なのは「安全」と「暮らしやすさ」～

戦艦大和は当時最先
端の技術を結集して、
呉市の造船所で造ら
れたんだ。

自然いっぱいの福富で1日たっ
ぷり遊べます。ちょっと距離が
あるけど，出かける価値アリ！

酒まつりの人気者「のん
太」を紹介します。市長か
ら任命された東広島の
観光大使です。

写真提供／東広島観光協会
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福山・尾道・三原エリア

三次・庄原エリア

瀬戸内海は最高のプレイゾーン

自然の中で年中アクティブ

「しまなみ海道」を
自転車で走ろう
しまなみ海道に併設された瀬戸内海横断
自転車道は日本で初めての海峡を横断す
るサイクリングロード。潮風に吹かれながら
自転車で走る気分は「爽快！」の一言です。

夏は川遊び！
三次市の江の川カヌー公園さくぎはアドベンチャー
ゾーン。カヌーや川遊びを体験できます。子どもの頃
に戻って思い切り川遊びを楽しみませんか。カヌー教
室（有料）も開かれています。夏休みの間にカヌーを
自在に操ることができるようになれたらいいですね。

もぎたてフルーツを1年中！
ブドウ，リンゴ，イチゴ，サクランボ，ブルーベリー
……1年中フルーツ狩りができるのがこのエリアの
魅力。このエリアには、平田観光農園など県内有数
の農園が立地しています。

昭和の映画ロケ地といえば尾道
元祖「映画ファンの聖地」。大林宣彦監督の『時をか
ける少女』や『転校生』の舞台となったまち。現在でも
大勢の映画ファンが訪れます。

広島空港で遊ぼう！
広島空港周辺には，本格的なサイクリングロー
ドを備えた中央森林公園や，飛行機を眺める
展望広場が整備されています。平成23年には

広島中央フラ
イトロードが開
通。日本一の
アーチ橋広島
スカイアーチ
は必見です。

新鮮なフルーツをゲット！
広島中央フライトロードからすぐ，果実の森公園は
1年中フルーツ狩りが楽しめる観光果樹園。新鮮
なフルーツを使ったスイーツも販売されています。

周辺インフォメーション

楽しみ方いろいろ
国営備北丘陵公園
春、夏、秋にかけて季節の花々が咲
き、冬には神秘的なイルミネーション
など季節毎に様 な々イベントが開催
されます。懐かしい里山の暮らしを体
験できる体験施設も用意されてお
り、里山の暮らしを満喫できます。

「毎日スキー場通い」もできそう
広島県の北部に位置するこのエリアには，スキー場
が4つもあります。スキーだけでなくスノーボードも滑
降OK。リフト無料サービスなどもあるのでリーズナ
ブルにスキーを楽しむことができます。

鞆は歴史ファン，アニメ好きにオススメ
鞆の浦は「潮待ちの港」として知られた港。幕末の動乱
期，坂本龍馬も逗留したとか。宮崎駿監督が『崖の上
のポニョ』の構想を練った場所ともいわれています。

鞆の浦の仙酔島では
キャンプもできますよ。

観光農園のフルー
ツ狩りカレンダー
でチェックしよう！

レンタサイクルも用意
されているから気軽
に行こう！

三次・庄原エリア


