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ロボットにはない，
「こころ」を大切に！
平成 27 年度

学位記授与式

学長式辞
学長

松田

文子

皆さん，ご卒業おめでとうございます。在学中にはたくさ

天災は人災と絡んで一層復興を困難にしています。また，世

んのことを学び，経験し，多くの人間関係を築かれたことと

界は科学技術の進歩を中心となって担い，かつその恩恵もま

思います。それらを糧として，社会に出た皆さんが大きく花

た最大限に受け続けてきた欧米中心の秩序への反乱ともいう

開かれることを，こころから期待しています。そして，ご臨

べき，暴力と混沌に翻弄されており，コンピュータウイルス

席いただいておりますご家族の皆様，本日は誠におめでとう

やサイバーテロといった新たな脅威が，科学技術によって人

ございます。ご家族の皆様の長きにわたる物心両面でのご支

工的にもたらされてもいます。

援に，教職員一同，こころから感謝申し上げるとともに，こ

今後，コンピュータリゼイションの進歩は多方面でますま

うして若さと知力にあふれる若者６８５人を新たに世に送り

す加速し，いやも応もなくグローバル化している社会では，コ

出すことができることを，こころから喜び，誇りに思います。

ンピュータを中心とした科学技術の進歩に背を向けて，社会

卒業生の皆さんは，４年間あるいは６年間勉学を続け，本日

の有為な人材として生きていくことは困難でしょう。しかし，

卒業式を迎えることができたわけですが，それを誇りに思うと

科学技術の進歩に安易に寄りかかり流されても困るのです。

同時に，今日までの皆さんの勉学や生活を支えてくださった家

福山大学の建学の理念は，
「学問のみに偏重するのではな

族や仲間，そして社会の人々に感謝の気持ちを忘れないよう

く，真理を愛し，道理を実践する知行合一の教育によって，人

にしましょう。これからは皆さんが社会に出て，支える側に回

間性を尊重し，調和的な全人格陶冶を目指す全人教育」です。

ります。福山大学は，皆さんを含めてこれまでに３４，
０００人

その理念に沿って，皆さんは在学中に専門的な知識や技能は

近い卒業生を送り出してきました。その中からは，すでに備後

もちろん，情報リテラシーや語学力のような現代的教養も身

地域を中心に，全国の様々な地域でリーダーや中核となって社

につけました。また，自己管理力，企画力，コミュニケーショ

会を担う人材を輩出しており，そこに皆さんも仲間入りするこ

ン力，プレゼンテーション力，リーダーシップ，問題解決力

とになるのです。社会は皆さんに大きな期待を寄せています。

といった汎用性のある力も身につけました。さらに，責任感，

思えば，多くの皆さんの入学された１年とちょっと前に，

粘り強さ，倫理観というような態度も身につけたことと思い

東日本大震災と福島第一原発事故があり，皆さんへの入学式

ます。特に，最後の態度については，基礎的な力あるいは汎

告辞で私はこのように述べています。
「多くの人命が失われ，

用性のある力を社会に生かすときに，今後ますます重要にな

当たり前に存在していた日常生活が奪われ，本来なら入学式

るでしょう。あなたの周りのすべての人への思いやりを，さ

を迎えるはずの若者，家族，教師にとって，それが不可能に

らにはあなたと直接交わらない多くの人々への誠実な思いや

なってしまっています。私たちは，今こうして入学式を滞り

りを決して忘れないようにして，精神的に豊かな，そして持

なく行い，それを祝うことができるということに感謝すると

続可能な社会を作っていく，たとえ小さくともその一翼を担

同時に，この度の震災からの復興と再生だけでなく，社会の

うことが，本学を卒業した皆さんに課せられた使命です。そ

将来にわたる持続的な成長と発展を可能にする人材の育成に

れぞれの場所と部署で核となる人材となり，その地域を支え，

向けての大学教育を行う責務があります」と。

そこから世界に発信し，ローカルにもグローバルにも活躍し

皆さんは，今まさに，その有為で貴重な人材として，社会

ていただければと期待しています。

に出て行きます。しかし，皆さんが大学で学んでいる間にも，

今，皆さんが大学教育の成果として手にしている自信と希望

大震災からの復興はなかなか進まず，原発事故の後始末も相

こそを，皆さんの心の軸として堅持し，ロボットにはない，
「こ

変わらず綱渡り状態が続いています。さらに，台風，集中豪

ころ」を大切にし，思いやりのある共同体感覚を失うことなく，

雨，それらの引き起こす土砂災害，あるいは思いがけない火

持続可能な未知の世界の形成に向かって挑戦し続けてくださ

山の噴火等々が，人間の知恵や科学技術の進歩をあざ笑うが

い。心から期待しています。

ごとく，多くの人の命や平穏な生活を奪ってきました。強大

では，皆さんのこれからのご活躍を願って，もう一度 ｢ ご卒

な地震と津波による福島第一原発事故に象徴されるように，

業おめでとうございます。｣ と述べ，式辞を終わりとします。
平成２８年３月２０日
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平凡なことを忠実に
平成 27 年度

学位記授与式

理事長挨拶
学校法人 福山大学 理事長

清水

厚實

本日の記念すべき佳き日に，平成２７年度卒業生のための

さて，わが国の高等教育は，国立大学８６校，公立大学８９

式典が盛大に挙行されることになり，心よりお祝い申し上げ

校，私立大学６０４校の７７９校が担っております。このう

ます。

ち私立大学６０４校は大学全体の７７ . ５％，学生数は全大

卒業生の皆さん，本当におめでとうございます。また，本日

学生２８６万人のうち２１０万人となっており，高等教育に

は多くのお父さん，お母さん等保証人の皆様にもこの目出た

進む学生の７４％が私学に通っており，まさにその責任は誠

い卒業式典にご列席をいただき，ありがたく厚く御礼申し上

に大きなものがあり，これを果たすため全教職員は日夜努力

げます。保証人の皆様が大切に大切にお育ていただいたお子

しているところであります。

様が成人式を迎え，こんなに立派な社会人としての姿で大学

現在１８歳人口は，わが国の人口減を反映して，平成４年

を卒業することになり，喜びも一入のことと改めて心よりお

の２０５万人をピークに平成２７年には１２０万人となって

祝い申し上げます。

おり，今後は１００万人前後を推移するといった大変厳しい

学校法人福山大学の２つの大学は，
「建学の精神」である「全

状況にあります。

人教育」即ち，
「人間の発達可能性を全体として調和的に実現

学校法人福山大学としては，このような現状を踏まえ，こ

していくことを目指す教育」にしたがい，一人ひとりの学生

れに対処するため，長期ビジョン運営委員会を組織し，①学

を大切に育てることを大学の基本理念とし，すべての学生に

部・学科の再編

対する学修指導，生活指導，就職指導に心血を注ぎ，面倒見

策の強化

のよい大学，興味を持って学業に励むことができる大学とし

②施設・設備の改善充実

④就職対策の充実

③入試・広報対

⑤地域・社会との連携の強化

⑥国際交流の推進などにつき研究し，その提言を受け将来

て努力してまいりました。このような努力が実ってか，昨年

に備える施策を着々と実現してきております。

度行った福山大学の卒業生に対する「福山大学での学修を振

幸い学校法人福山大学の２つの大学，福山大学並びに福山

り返るアンケート調査」によると，
「大学での学びにより自己

平成大学は，困難な状況の中志願者も前年度より増加するな

の能力や態度が向上した。また，授業を受ける環境について

ど，明るい展望が開けつつあります。就職についても就職を

も満足をした。」と多くの学生が回答しています。

希望するもののほぼ１００％が就職をすることになり，全国

学校法人福山大学の２つの大学は，
「地域，社会で働く中核

平均を遙かに上まわる高い就職率となっております。両大学

的人材の育成」をミッションとし，地域，社会に貢献する有為

としては入学したものは必ず就職，進学させるといった基本

な人材の育成を教育の重要な目標に掲げ，全校で努力してま

方針にしたがい教職員の大変な熱意と卒業生の並々ならぬ努

いりました。

力により，このような実績になったものと考えております。

ご承知のように経団連，日経連，商工会議所などの経済団

さて，最後に阪急電鉄の創業者であり，経済人としても大

体は，企業等で働く人材として責任感，協調性，判断力，創造

活躍された小林一三氏は「成功の道は信用を得ることである。

性，リーダーとしての資質，バイタリティ，社会貢献への意

どんなに才能や手腕があっても，平凡なことを忠実に実行で

欲などを強く求めています。さらに，これからのグローバル

きないような若者は，将来の見込みはない」といっておりま

化への対応としての立場からは，外国語ができ，外国人との

すが，
「平凡なことを忠実に実行できる」ことがいかに大切か

コミュニケーションが取れる能力のある人材を強く求めてい

を強調しておりますので，これを警句として大いに頑張って

ますので，これからのグローバル化や社会の変化に対応する

いただきたいと思います。

ため，卒業後も，この点を頭に入れ，まさに生涯学習の視点

卒業生の皆さん，大学で培ってきた学力や資格を存分に発

から外国語の学習などにも励み，会話能力即ちコミュニケー

揮し，国家・社会・地域・企業の有為な人材として活躍され

ション能力を一層高めるよう努力してほしいものと考えてお

ますよう心より祈念し，卒業のお祝いの言葉といたします。

ります。
平成２８年３月２０日

2

福山大学 学報 Vol.147

平成 27 年度

学位記授与式
在学生総代
人間文化学部

陰には，いつも先輩方の笑顔と援助があったことに心から感謝いたしま
す。私たちも，後輩の良い手本となれるよう，日々精進していく所存です。
さて，先輩方がご活躍される社会は，様々な価値観がぶつかり合い，絶
えず変化し，より複雑化し，揺れ動いています。第２次世界大戦中に困難
な状況に遭遇し，それを乗り越えたオーストリアの心理学者Ｖ . Ｅ . フラン
クルは，次のような言葉を述べています。
「わたしたちが生きることからなにを期待するかではなく，むしろひた
すら，生きることがわたしたちからなにを期待しているかが問題なのだ」
難解な言葉ですが，それは「素敵な人と出会い，何かの目的や夢を持ち
続けて生きていく。それが困難を乗り越える原動力となる」というような
意味とも解釈できます。また，大学のホームページに書かれている「未来
を志向する無垢な若者に明日への希望を託し，明るい将来の礎を築きた
い」という建学者の情熱と重なる部分もあると思います。このような下で
学んだ先輩方が，福山大学で身につけた専門性に裏打ちされた幅広い知
識，地域活動などで培われた豊かな人間性を活かしてご活躍なされること
を心より祈念しております。
私たち在学生は，先輩方が築かれ，受け継いでこられた福山大学の伝統
と学風を継承し，三蔵五訓の理念を礎とし，母校のさらなる躍進と発展の
ために一層の努力をしていきます。
最後になりましたが，皆様のご健康と進まれる前途に幸多からんことを
心よりお祈りいたしまして送辞といたします。

在学生送辞

メディア情報文化学科

柴田

翔也

寒暖の差が激しかった冬が終わり，ここ三蔵の丘にも暖かな春が訪れま
した。卒業生の皆様，本日はご卒業おめでとうございます。在学生一同，心
よりお慶び申し上げます。
先輩方が入学されてから勉学や学内外での様々な活動で日々研鑽し，努
力を積み重ねられ，今日ここに学位記を手にされた喜びはひとしおのこと
と思います。また，恩師，ご学友との触れ合いなど，入学から今日までを振
り返り，胸を熱くしておられることと思います。
ご卒業される先輩方の姿を拝見いたしますと，先輩方と過ごした日々
がはっきりと昨日のことのように思い出されます。私がメディア情報文化
学科へ入学して間もない頃，カメラの使い方が分からず困っていた私に，
バッテリーの入れ方からピントの合わせ方，さらにはパソコンでの編集方
法まで懇切丁寧に教えてくださいました。また，松永のゲタリンピックな
どへのイベント参加では，当日，先輩方もお忙しい中，ご指導してくださ
り，常に私たちの前に立って引っ張ってくださいました。私たちの成長の

平成 27 年度

学位記授与式
卒業生総代
生命工学部

平成２８年３月２０日

でまいりました。また，今年度，同じくノーベル賞を受賞された北里大学
の大村特別栄誉教授による微生物の有効利用に感銘を受け，卒業研究では
「酵母菌における新しい遺伝子の機能の解明」を進めてきました。この卒業
研究を通して４年間の成果を発揮し，研究をする中で，自ら考え計画し，
実行する力が身につきました。それだけでなく，仲間と協力すること，助
け合うことなど，たくさんのことを学びました。研究は，時には成果が出
ず苦しいこともありましたが，諦めず試行錯誤を繰り返し，たくさんの協
力や助言をいただきました。その結果，卒業研究発表会では優秀賞をいた
だくほどの論文を仕上げることができましたのは，協力してくださった先
生方や友人たちのおかげであり，感謝の気持ちでいっぱいです。この福山
大学で出会った先生方や友人たちは，４年間支えてくれた掛け替えのない
財産となりました。私たちは，これから就職や進学など進む道は一人一人
異なります。しかし，この福山大学で学び，経験したことはこれから社会
に出て行く私たちにとって，決して欠くことのできないものとなることで
しょう。
今日，この日をもって，私たちはたくさんの思い出を胸に福山大学を
巣立ちます。社会に出ると，たくさんの苦難に直面すると思います。その
ような時は，福山大学で得た知識や経験を活かし，諦めることなく立ち向
かって試練を乗り越えていきたいと思います。
最後になりましたが，お世話になりました諸先生方並びに職員の方々に
あらためて御礼申し上げます。また，皆様のご健康とご多幸を，さらには
在学生のより一層のご活躍を，そして４０周年を迎えた福山大学のさらな
る発展を祈念し，答辞とさせていただきます。

卒業生答辞

生物工学科

小川

航平

長く続いた冬の寒さもようやく遠のき，春めいた暖かな日々の到来が感
じられる頃になりました。本日は，このような素晴らしい式を挙行してい
ただき，卒業生一同を代表して厚く御礼申し上げます。ここに，卒業の日
を迎えられましたことを大変嬉しく思います。
また，お忙しい中，理事長清水厚實先生，学長松田文子先生をはじめ，
諸先生方並びにご来賓の皆様方，また保証人の皆様に多数のご臨席をいた
だき，心より御礼申し上げます。先ほどは，清水厚實先生並びに松田文子
先生より訓示と激励のお言葉を賜り，在学生の方からは温かい励ましの言
葉をいただきました。卒業生一同を代表して，厚く御礼申し上げます。
思い返せば，４年前の春の日に高校で慣れ親しんだ仲間たちと別れ，大
きな期待と若干の不安を抱きながら，福山大学の一員として迎えられた入
学式が，つい先日のことのようです。私は生物工学科に入学しました。私
たちが入学した２０１２年は，ｉＰＳ細胞の発見で京都大学の山中教授が
ノーベル賞を受賞した年ということもあり，私たちもこの大学で学んだこ
とを活かして社会の役に立ちたいと決意を胸にして，これまで勉学に励ん

平成２８年３月２０日

平成27年度 学生表彰(卒業生・修了生)
【学長賞】
学年

氏

ス ポ ー ツ 経済学部

部

門

学部 / 研究科

経済学科

学科 / 専攻

４年

小西

名
裕也

社 会 活 動 人間文化学部

部

門

学部 / 研究科

心理学科

学科 / 専攻

学年
４年

文

氏
石井
平本

名
寿美礼

化 人間文化学部

人間文化学科

４年

三宅

奈々

社 会 活 動 人間文化学部

心理学科

４年

社 会 活 動 人間文化学部

人間文化学科

４年

赤澤

寿駿

学

業 薬学部

薬学科

６年

社 会 活 動 人間文化学部

人間文化学科

４年

往下

奈央

学

業 薬学部

薬学科

６年

田淵

万結

社 会 活 動 人間文化学部

人間文化学科

４年

菅

紗耶香

学

業 人間科学研究科 心理臨床学専攻 ２年

三村

幸恵

社 会 活 動 人間文化学部

人間文化学科

４年

眞田

学科 / 専攻

学年

氏

４年

坂本

岡本

淳子
茉奈実

哲史

【奨励賞】
部

門

学部 / 研究科

社 会 活 動 経済学部

経済学科

名

部

倫子

学年

氏

社 会 活 動 人間科学研究科 心理臨床学専攻 ２年

門

学部 / 研究科

学科 / 専攻

錦織

名
翼

※受賞者については，平成２８年３月２０日 ( 日 ) の学位記授与式 ( 卒業式 ) において表彰を行いました。

暖かい日もずいぶんと増え，福山大学の広いキャンパス内
のあちらこちらで春を見かけるようになりました。卒業生
の皆さん，大学生活はいかがだったでしょうか？長い人生の中ではわずかな時
間だったかもしれませんが，これから先，大学生活のことが一番多く思い返さ
れることでしょう。福山大学で学んだことを糧とし，社会でのご活躍を心より
願っております。
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