
暖かく, そして美しい季節がやってきました。新入生の皆さん, 
ご入学おめでとうございます。これからいよいよ新生活がス

タートしますが, 本号では先輩や先生から有意義な大学生活を過ごすためのアド
バイスをたくさん掲載しましたので, 時間のある時にじっくりと読んでみてくだ
さい。この学報は年４回発行（号外が発行されることもあります）していますので, 
今後ともよろしくお願いいたします。
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4月3日㈬ 入学式
 新入生オリエンテーション
4月4日㈭ 新入生オリエンテーション
 在学生オリエンテーション
4月5日㈮ 新入生オリエンテーション
 在学生オリエンテーション
 新入生合宿オリエンテーション
4月6日㈯ 新入生オリエンテーション
 在学生オリエンテーション
 新入生合宿オリエンテーション
4月8日㈪ 授業開始
 学科別オリエンテーション 【4・5年次生】
 各種説明会 【2～4年次生】
 定期健康診断【午前：男子／午後：男子】

4月9日㈫ 定期健康診断【午前：男子／午後：男子】

4月10日㈬ 定期健康診断【午前：男子／午後：女子】

4月11日㈭ 定期健康診断【午前：女子／午後：男子】

4月12日㈮ 定期健康診断【午前：女子／午後：女子】

4月15日㈪ 定期健康診断【午前：男子／午後：女子】

4月16日㈫ 定期健康診断【午前：男子／午後：女子】

4月17日㈬ 定期健康診断【午前：男子／午後：男子】

4月5日㈮～13日㈯

 Web履修登録期間

4月18日㈭～24日㈬

 Web履修確認・辞退期間

4月1日㈪ 前期（4/1 ～9/15）
4月3日㈬ 入学式
4月3日㈬～6日㈯ 新入生オリエンテーション
4月5日㈮～6日㈯ 新入生合宿オリエンテーション
4月4日㈭～6日㈯ 在学生オリエンテーション
4月5日㈮～13日㈯ Web履修登録期間
4月8日㈪～17日㈬ 定期健康診断（学生）
4月8日㈪ 前期授業開始
4月20日㈯ 6年次生保証人との就職懇談会（薬学部）
4月18日㈭～24日㈬ Web履修確認・辞退期間
5月17日㈮ 合同企業説明会（薬学部）
5月15日㈬ 開学記念日・学長杯争奪競技大会
5月下旬 教職員健康診断（特定健康診断を含む）
6月29日㈯ 見学会（第1回）
7月上旬 大学院入学試験（経済学，工学）
7月14日㈰ 体験入学会（第1回）
7月26日㈮ 前期授業終了
7月27日㈯～8月5日㈪ 前期定期試験
8月6日㈫ 夏季休業開始
8月18日㈰ 体験入学会（第2回）
8月下旬 大学院入学試験（工学）
9月2日㈪～8日㈰ 教育懇談会
9月上旬 大学院入学試験（人間科学）
9月中旬～10月下旬 公開講座
9月14日㈯ 見学会（第2回）
9月16日㈪ 後期（9/16 ～3/31）
9月17日㈫～26日㈭ 後期Web履修登録・変更期間
9月20日㈮ 夏季休業終了
9月21日㈯ 後期授業開始
10月上旬 大学院入学試験（経済学，薬学）

10月1日㈫～5日㈯ 後期web履修確認・辞退期間
10月6日㈰ 2020年度指定校入学試験
10月25日㈮～28日㈪ 大学祭（三蔵祭）・学長杯争奪競技大会
10月26日㈯～27日㈰ 見学会（第3回）
11月7日㈭～8日㈮ 2020年度推薦入学試験（A日程）
11月上旬 大学院入学試験（経済学）
11月中旬 教職員健康診断（特定健康診断を含む）
12月7日㈯ 2020年度推薦入学試験（B日程）
12月14日㈯ 3年次生保証人との就職懇談会
 （経済学部，人間文化学部，工学部，生命工学部）
12月20日㈮ 授業終了
12月21日㈯ 冬季休業開始
12月27日㈮～1月5日㈰ 仕事納め　年末・年始休業
1月4日㈯ 冬季休業終了
1月6日㈪ 仕事始め　授業開始
1月18日㈯～19日㈰ 2020年度大学入試センター試験
1月下旬 大学院入学試験（経済学，人間科学，工学）
1月30日㈭ 後期授業終了
1月31日㈮～2月3日㈪ 2020年度前期入学試験（A日程）
2月4日㈫～14日㈮ 後期定期試験
2月中旬 企業懇談会
2月17日㈪～29日㈯ 学部・学科別行事
2月19日㈬ 2020年度前期入学試験（B日程）
3月1日㈰ 春季休業開始
3月上旬 大学院入学試験（薬学）
3月上旬 合同企業説明会
 （経済学部，人間文化学部，工学部，生命工学部）
3月7日㈯ 2020年度後期入学試験
3月14日㈯ 見学会（第4回）
3月20日㈮ 学位記授与式（卒業式）
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	 真理を探究し，道理を実践する。
	 豊かな品性を養い，不屈の魂を育てる。
	 生命を尊重し，自然を畏敬する。
	 個性を伸展し，紐帯性を培う。
	 未来を志向し，可能性に挑む。
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君たちが未来を創る！
平成 3 1 年 度 　 入 学 式 　 学 長 告 辞

　新入生の皆さん， ご入学おめでとうございます。ようこそ， 福
山大学においでくださいました。福山大学教職員一同， そして在
学生一同， このように大勢の新しい仲間を迎えることができたこ
とをこころから喜び， こころから歓迎します。また， ご臨席のご家
族の皆様には， ここまで大切に育てて来られたお子様方の次の
成長の場として福山大学を選ばれたことに対し， こころより感謝
申し上げます。新入生とそのご家族の皆様のご期待に十二分に
応えて， これから卒業までの期間， 新入生の皆さんの広範な人
間形成に向け， 教職員一同全力を挙げて取り組む所存です。ご
家族の皆様には， 引き続いての物心両面でのご支援を， よろしく
お願いいたします。
　さて， 新入生の皆さんは本日， 福山大学に入学しましたが， こ
こで何をどのように学びますか。今，日本はグローバル化の波に
さらされ， 少子超高齢化による人口減少， とりわけ生産年齢人
口の急減に直面し， 今後どのように豊かで持続可能な社会を成
り立たせていくのかという大きな課題を突きつけられています。ま
た， 取り巻く世界を見れば， 民主主義の根底にあるべき寛容の
精神が失われつつあるのではないかと危惧されますし， 幾何級
数的に進歩するコンピュータ技術も人々に多様な恩恵をもたらす
一方で， コンピュータウィルスやサイバーテロといった新たな， そし
て強大な脅威を人工的にもたらしています。また， 皆さんの中に
は人工知能ＡＩのシンギュラリティという言葉を耳にした人もいる
かと思いますが， 遠からずＡＩの能力が多くの分野で人間を超え
る時が来るとも言われています。
　こうした時代の変化に柔軟に対応できる能力を身につける場
所， それが大学なのです。多くの若者が大学へ進学する時代に
なったとはいえ， まだまだ高校生の半数しか大学に進学しない現
在， こうして福山大学に入学した皆さんは， 社会全体に対しても
責任を果たすべき立場に近い将来おかれることを自覚して， しっ
かり学び， 意義深い大学生活を送ってほしいと思います。
　さて，福山大学は１９７５年に開学し，卒業生総数は約３６,０００
人で， その中から備後地域を中心に， 全国の様々の地域や組織
でリーダーや中核となる人材を数多く輩出しています。創設者に
よる建学の精神は「地域社会に広く開かれた大学として， 学問
のみに偏重するのではなく， 真理を愛し，道理を実践する知行
合一の教育によって， 人間性を尊重し， 調和的な人格陶冶を目
指す全人教育」です。この精神に基づき， 現在はさらに｢地域の
中核となる幅広い職業人の育成｣をミッションとし， 地域から国際
社会につながって， 地域の未来を創る｢未来創造人｣の育成を目
指しています。
　これまで福山大学は， 地域貢献を目標に地域と連携した研究
実績やステークホールダーとの協力と信頼関係を永年積み重ねて
きましたが， 現在これらをベースに， 持続可能な社会の構築に向
けての研究プロジェクト｢瀬戸内の里山･里海学｣を立ち上げ， 全
学を挙げて取り組み， これを福山大学ブランドとして確立したい

と努力しているところです。どの学部･学科でも｢瀬戸内の里山･
里海学｣に様々な側面から様々なアプローチをしていますので， 皆
さんも入学後はこのような研究活動にも機会を捉えてアクティブに
参加し， 地域から世界につながることを肌で感じながら学ぶ経験
をしていただければと思います。
　福山大学はまた， 人文社会系， 理工系， 医療系とそろった広
島県東部では唯一の私立総合大学です。５学部１４学科， 大学
院４研究科１１専攻あります。総合大学の利点を生かし， 多様な
学びと多様な交友関係の中で， アクティブに日々を過ごしてくださ
い。そして， 困難な問題の多いであろう社会に卒業後は出て行く
ことを考えれば， 皆さんが選んで入学してきた学部・学科の提
供する専門的知識と技能はもちろん， 情報リテラシーや語学力の
ような現代的教養も， 課題発見力， 課題解決力， 感情統制力， 
コミュニケーション力， 他者と共生する力といった汎用性のある
力も， さらに責任感， 協調性， 倫理観というような態度までも学
び， 身につけてください。１・２年次生用に幅広く用意している教
養教育科目が， とりわけ役に立つでしょう。また， このような汎用
性のある教養と強みとなる専門性とを合わせて自分のものとし， 
さらにそれらの活用力を高めるためには， 先に述べた研究プロ
ジェクトに代表されるような大小様々の課題解決学修， 海外研修
やインターシップ等への参加が有効です。大学という学びの場
は， あなたにその意欲があれば， もっとも幅広く柔軟な知力と人
間性に満ちた態度を身につけることのできるところです。そして， 
そのような大学の学びが皆さんの未来を創り， 社会の未来を創る
のです。
　以上， 学び方も学ぶ内容も高校時代の延長ではなく， 未来を
見据えながら新しい挑戦として， 少し頑張って豊かな大学時代を
過ごされることを心から期待し， そして私たち教職員は， 皆さん
が誇りと自信を持って卒業できるように， 日々の学びを惜しみなく
支援することをお約束して， 入学式告辞とします。

福山大学　学長　松田　文子
平成３１年４月３日
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大学生になった皆さんへ

平成３１年４月３日

学校法人 福山大学　理事長　鈴木　省三

平成 3 1 年 度 　 入 学 式 　 理 事 長 挨 拶

　本日の平成３１年度福山大学入学式にあたりご挨拶申し上げ
ます。入学生の皆さん，ご入学おめでとうございます。ご臨席の
保証人の皆様にも心からお慶び申し上げます。また， ご多用中
にも拘わらずご臨席を賜りましたご来賓の皆様に厚く御礼申し上
げます。
　新入生の皆さんは， 平成から新元号の時代へと移り変わろう
とする時に福山大学に入学されました。これからの未来はどのよ
うな時代となっていくのでしょうか。振り返れば， 皆さんが小・中・
高等学校を過ごした「平成」の時代は， いわば大転換の時代
でした。世界では平成元年の「米ソ冷戦の終結」により， 社会
体制・国際秩序が変動し， インターネットの急速な発展も加わっ
て， 情報・資金・労働力・商品・サービスなどが地球規模に展
開する「グローバル化」が進みました。グローバル化は世界経
済を活性化させた一方で， 貧困や債務に苦しむ国々の課題をさ
らに深刻なものにし， 格差の拡大は新たな地域紛争や国際テロ
組織の影響力拡大の原因になったと言われています。一方， 日
本では平成３年のバブル経済の崩壊以降， 経済の停滞が長く続
き， 加えて少子高齢化や地方衰退などの深刻な課題も抱えてい
ます。最近では人工知能等の発達によって， 今後の社会や職業
の姿が予測できないほど大きく変化していくと言われています。こ
のような状況が続く中， 未来社会は「予測不可能な社会」であ
ると言われています。予測不可能と聞くと， 漠然とした不安を感
じる方も多いと思いますが， これから４年間あるいは６年間の学
業に勤しみ， 卒業後， 実社会に羽ばたいていく皆さんに対し， 未
来を切り開いた先人の言葉を紹介したいと思います。
　現在のパナソニック株式会社の前身となる松下電気器具製作
所を約１００年前に創業し，戦後の混乱期を乗り越えながら， 一
代で世界的企業へと発展させた「経営の神様」と評される松下
幸之助氏が残された数々の遺訓の一つに「未来はつくるもの　
生み出すもの」として， 次のように述べられています。「未来はこ
のようなものになるだろうと予測をしても， 必ずしもその通りになる
ものではない。好ましい未来をひらくためには， 将来のビジョン
を描き， その実現に向かって， なすべきことを着実になしていかな
ければならない。未来は， 予測すべきものではなく， みずから創
造していくべきものなのである」。確かに未来は予測不可能です。
しかし， 予測不可能として過度に不安視する必要はありません。
松下氏が説くように、「未来は予測すべきものではなく， みずから
創造していくべきもの」だと捉えれば， 自分の将来を含め， 未来
を前向きに見つめられると思います。皆さんも是非アクティブな態
度で， 在学中から様々なことに挑戦してみてください。
　「未来の創造」といえば， 福山大学では， 松田学長のリーダー

シップの下に全教職員が一丸となって，未来を創造できる人，す
なわち「未来創造人」を育成する教育に取り組んでいます。そし
て，福山大学を設置・運営している学校法人福山大学では， そ
のための学修環境の充実に取り組んでいます。特に，２０２０年
１２月末にはその学びの象徴的な学舎となる『未来創造館』を
完成させる予定です。１１階建てとなるこの建物は，４階から１０
階までを薬学部棟として使用しますが， １・２・３階そして最上階
の１１階は全学共用施設として，全学部の在学生の皆さんが集
い，アクティブ・ラーニングなど様々な利用が可能となります。皆
さんは，先生方の指導の下，未来創造館を是非活用して各自の
学びを深め，卒業後の未来社会においてローカルにもグローバ
ルにも活躍できるための力を養っていただければと思います。近
い将来，実社会に羽ばたいていくことになりますが，大学生となっ
た今，自らを奮い立たせ，どうか今後福山大学生としての誇りと
自覚を持って充実した大学生活を送られることを期待し，これか
らの未来を創造していく皆さんへの激励をもって，お祝いの言葉
とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。

君たちが未来を創る！
平成 3 1 年 度 　 入 学 式 　 学 長 告 辞

　新入生の皆さん， ご入学おめでとうございます。ようこそ， 福
山大学においでくださいました。福山大学教職員一同， そして在
学生一同， このように大勢の新しい仲間を迎えることができたこ
とをこころから喜び， こころから歓迎します。また， ご臨席のご家
族の皆様には， ここまで大切に育てて来られたお子様方の次の
成長の場として福山大学を選ばれたことに対し， こころより感謝
申し上げます。新入生とそのご家族の皆様のご期待に十二分に
応えて， これから卒業までの期間， 新入生の皆さんの広範な人
間形成に向け， 教職員一同全力を挙げて取り組む所存です。ご
家族の皆様には， 引き続いての物心両面でのご支援を， よろしく
お願いいたします。
　さて， 新入生の皆さんは本日， 福山大学に入学しましたが， こ
こで何をどのように学びますか。今，日本はグローバル化の波に
さらされ， 少子超高齢化による人口減少， とりわけ生産年齢人
口の急減に直面し， 今後どのように豊かで持続可能な社会を成
り立たせていくのかという大きな課題を突きつけられています。ま
た， 取り巻く世界を見れば， 民主主義の根底にあるべき寛容の
精神が失われつつあるのではないかと危惧されますし， 幾何級
数的に進歩するコンピュータ技術も人々に多様な恩恵をもたらす
一方で， コンピュータウィルスやサイバーテロといった新たな， そし
て強大な脅威を人工的にもたらしています。また， 皆さんの中に
は人工知能ＡＩのシンギュラリティという言葉を耳にした人もいる
かと思いますが， 遠からずＡＩの能力が多くの分野で人間を超え
る時が来るとも言われています。
　こうした時代の変化に柔軟に対応できる能力を身につける場
所， それが大学なのです。多くの若者が大学へ進学する時代に
なったとはいえ， まだまだ高校生の半数しか大学に進学しない現
在， こうして福山大学に入学した皆さんは， 社会全体に対しても
責任を果たすべき立場に近い将来おかれることを自覚して， しっ
かり学び， 意義深い大学生活を送ってほしいと思います。
　さて，福山大学は１９７５年に開学し，卒業生総数は約３６,０００
人で， その中から備後地域を中心に， 全国の様々の地域や組織
でリーダーや中核となる人材を数多く輩出しています。創設者に
よる建学の精神は「地域社会に広く開かれた大学として， 学問
のみに偏重するのではなく， 真理を愛し，道理を実践する知行
合一の教育によって， 人間性を尊重し， 調和的な人格陶冶を目
指す全人教育」です。この精神に基づき， 現在はさらに｢地域の
中核となる幅広い職業人の育成｣をミッションとし， 地域から国際
社会につながって， 地域の未来を創る｢未来創造人｣の育成を目
指しています。
　これまで福山大学は， 地域貢献を目標に地域と連携した研究
実績やステークホールダーとの協力と信頼関係を永年積み重ねて
きましたが， 現在これらをベースに， 持続可能な社会の構築に向
けての研究プロジェクト｢瀬戸内の里山･里海学｣を立ち上げ， 全
学を挙げて取り組み， これを福山大学ブランドとして確立したい

と努力しているところです。どの学部･学科でも｢瀬戸内の里山･
里海学｣に様々な側面から様々なアプローチをしていますので， 皆
さんも入学後はこのような研究活動にも機会を捉えてアクティブに
参加し， 地域から世界につながることを肌で感じながら学ぶ経験
をしていただければと思います。
　福山大学はまた， 人文社会系， 理工系， 医療系とそろった広
島県東部では唯一の私立総合大学です。５学部１４学科， 大学
院４研究科１１専攻あります。総合大学の利点を生かし， 多様な
学びと多様な交友関係の中で， アクティブに日々を過ごしてくださ
い。そして， 困難な問題の多いであろう社会に卒業後は出て行く
ことを考えれば， 皆さんが選んで入学してきた学部・学科の提
供する専門的知識と技能はもちろん， 情報リテラシーや語学力の
ような現代的教養も， 課題発見力， 課題解決力， 感情統制力， 
コミュニケーション力， 他者と共生する力といった汎用性のある
力も， さらに責任感， 協調性， 倫理観というような態度までも学
び， 身につけてください。１・２年次生用に幅広く用意している教
養教育科目が， とりわけ役に立つでしょう。また， このような汎用
性のある教養と強みとなる専門性とを合わせて自分のものとし， 
さらにそれらの活用力を高めるためには， 先に述べた研究プロ
ジェクトに代表されるような大小様々の課題解決学修， 海外研修
やインターシップ等への参加が有効です。大学という学びの場
は， あなたにその意欲があれば， もっとも幅広く柔軟な知力と人
間性に満ちた態度を身につけることのできるところです。そして， 
そのような大学の学びが皆さんの未来を創り， 社会の未来を創る
のです。
　以上， 学び方も学ぶ内容も高校時代の延長ではなく， 未来を
見据えながら新しい挑戦として， 少し頑張って豊かな大学時代を
過ごされることを心から期待し， そして私たち教職員は， 皆さん
が誇りと自信を持って卒業できるように， 日々の学びを惜しみなく
支援することをお約束して， 入学式告辞とします。

福山大学　学長　松田　文子
平成３１年４月３日
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学修に取り組む前に学修に取り組む前に
玉磨かざれば光なし

英語も頑張ろう！

つらくても貴重な体験をしよう！

 

　新入生の皆さん, ご入学おめでとうございます。皆さんの中には, 
期待に胸を膨らませている人, また授業や人間関係といったものに不
安を抱いている人など様々だと思います。そんな皆さんにアドバイス
です。大学生活は驚くほど一瞬にして過ぎ去っていきます。そこでは
時間を有効的に使うことが鍵となってきます。それでは, 有効的な時
間活用とはどういったものなのでしょうか。例えば, サークルでは, 
普段関わりのない学科の人や先輩と交流を深めることができます。授
業や大学生活について情報をもらえることもあるでしょう。他にも, 
将来に向けて各種の資格取得を目指すのもいいと思います。何を考
え, どのように行動して, どういった形や姿を目指すのか, それは各々
の戦略次第です。常に二手三手先を考え, チャンスは最大限に生かし
ながら悔いの残らない大学生活を送りましょう。

学友会会長　経済学部　経済学科　井上　大樹

　新入生の皆さん, ご入学おめでとうございます。皆さんは, 福山大学で学ぶ４年間
でどのような力をアップさせたいでしょうか。私はグローバル化する世界で活躍し
たいという願いをもっているので, 英語力を今以上に向上させたいと思います。母
国語である中国語, 留学した国の日本語も好きですが, 今世界で最もよく使われてい
る言語として, 英語はとても重要です。心理学を勉強している私は, そう感じます。
心理学に関する研究を調べてみると, 英語の論文が日本語の論文よりも多いことに
気づきます。英語は授業と予習・復習が原則ですが, 大学院を受験するためにはそ
れ以上の自主的な勉強が必要です。私は仲間と勉強会をやりました。その結果, Ｔ
ОＥＩＣ試験で８５０点を取ることができました。
　皆さんも英語を頑張りましょう。

人間文化学部　心理学科　陳　揚

　新入生の皆さん, ご入学おめでとうございます。大学生活に期待や不安で
いっぱいになっている皆さんに, 私から大学生活の提案をしてみたいと思いま
す。皆さんには「普通の大学生活」を送ってほしくないのです。４年間の間に, 
つらい経験をしておいてほしいのです。私の場合は, ３年次の後期にインドネ
シアのバリ島に留学しました。これは私にとって, とてもつらく貴重な経験で
した。私も入学時は「普通に４年間を過ごそう」と思っていましたが, 友人が留
学して, 普通経験できないようなつらいけれど価値のある素晴らしい経験をし
ているのをうらやましく感じました。
　皆さんが卒業するときに「あの時やっておけば」と思わないように, そして「こ
んなつらい経験をしたから少々ではへこたれないぞ」と思えるような価値のある
経験をしてもらいたいと思います。

経済学部　国際経済学科　宇都宮　大樹
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学修に取り組む前に学修に取り組む前に
大学では挑戦しよう！

今しかできないことを積極的に！

とりあえず一回やってみる！
　新入生の皆さん, ご入学おめでとうございます。皆さんに伝えた
いことは, 何においても「とりあえず一回やってみる！」ということ
です。大学では今までと違うことが多く, したことのないことや苦
手なことは避けようと思うかもしれません。しかし, そこで一度
「とりあえず一回やってみよう！」と挑戦してみてください。結果は
どうであれ, その「挑戦した」という経験は後に大きな力となりま
す。それが, 私の場合は大道芸サークルでした。それまで, 私は人
前で何か披露するようなことは苦手でしたが, そういった経験を何
度かするうちに克服し, 今では楽しめるようになりました。皆さん
にも大学に入学したことをきっかけに, 多くのことにチャレンジし
てほしいと思います。
　最後になりましたが, 皆さんの大学生活が有意義なものになるこ
とを祈っています。

生命工学部　海洋生物科学科　小野　駿弥

　新入生の皆さん, ご入学おめでとうございます。大学生活は思ってい
るよりあっという間に過ぎていきます。授業や実習などやるべきことは
たくさんありますが, その中でも部活動やサークル活動, アルバイトを
して学業と両立している学生はたくさんいます。そこでの学部や学年を
超えた学生との交流は, 友達の輪を広げるチャンスです。
　また, ３年次からは研究室に配属されます。初めは難しく感じる実験
もありますが, 先生や先輩方に指導してもらうことにより, 次第に楽し
く取り組んでいけるようになります。大学での勉強は大変なこともあり
ますが, 遊ぶときは遊び, 勉強するときはしっかり勉強するというよう
に, メリハリをつけて取り組めば乗り越えられるはずです。
　是非, 今しかできないことに積極的にチャレンジして, 充実した楽し
い大学生活を過ごしてください。

薬学部　薬学科　小林　真帆

　新入生の皆さん, ご入学おめでとうございます。これからの大学生活に
ワクワクしていることだと思います。私も入学当時はこれからどんなこと
が起きるのか, 楽しみに過ごしていたことを思い出します。大学では勉強
はもちろん, クラブ活動やボランティア, その他いろいろなことに挑戦す
る自由な環境があります。私は自分の学科が福山で開催されたイベントへ
展示する際に, そのメンバーの一人として参加しました。その時,「HAPPY 
Photo」という体験型ミニアトラクションを展示したのですが, そのプログ
ラムは私が制作しました。初めての経験で自分の作ったプログラムがちゃ
んと動くか, 体験した人がどう思うかなど不安はたくさんありましたが, 
好評を得られて非常にうれしい経験となりました。
　新入生の皆さんにもいろいろ挑戦してもらいたいと願っています。

工学部　情報工学科　小川　和也

学修に取り組む前に学修に取り組む前に
玉磨かざれば光なし

英語も頑張ろう！

つらくても貴重な体験をしよう！

 

　新入生の皆さん, ご入学おめでとうございます。皆さんの中には, 
期待に胸を膨らませている人, また授業や人間関係といったものに不
安を抱いている人など様々だと思います。そんな皆さんにアドバイス
です。大学生活は驚くほど一瞬にして過ぎ去っていきます。そこでは
時間を有効的に使うことが鍵となってきます。それでは, 有効的な時
間活用とはどういったものなのでしょうか。例えば, サークルでは, 
普段関わりのない学科の人や先輩と交流を深めることができます。授
業や大学生活について情報をもらえることもあるでしょう。他にも, 
将来に向けて各種の資格取得を目指すのもいいと思います。何を考
え, どのように行動して, どういった形や姿を目指すのか, それは各々
の戦略次第です。常に二手三手先を考え, チャンスは最大限に生かし
ながら悔いの残らない大学生活を送りましょう。

学友会会長　経済学部　経済学科　井上　大樹

　新入生の皆さん, ご入学おめでとうございます。皆さんは, 福山大学で学ぶ４年間
でどのような力をアップさせたいでしょうか。私はグローバル化する世界で活躍し
たいという願いをもっているので, 英語力を今以上に向上させたいと思います。母
国語である中国語, 留学した国の日本語も好きですが, 今世界で最もよく使われてい
る言語として, 英語はとても重要です。心理学を勉強している私は, そう感じます。
心理学に関する研究を調べてみると, 英語の論文が日本語の論文よりも多いことに
気づきます。英語は授業と予習・復習が原則ですが, 大学院を受験するためにはそ
れ以上の自主的な勉強が必要です。私は仲間と勉強会をやりました。その結果, Ｔ
ОＥＩＣ試験で８５０点を取ることができました。
　皆さんも英語を頑張りましょう。

人間文化学部　心理学科　陳　揚

　新入生の皆さん, ご入学おめでとうございます。大学生活に期待や不安で
いっぱいになっている皆さんに, 私から大学生活の提案をしてみたいと思いま
す。皆さんには「普通の大学生活」を送ってほしくないのです。４年間の間に, 
つらい経験をしておいてほしいのです。私の場合は, ３年次の後期にインドネ
シアのバリ島に留学しました。これは私にとって, とてもつらく貴重な経験で
した。私も入学時は「普通に４年間を過ごそう」と思っていましたが, 友人が留
学して, 普通経験できないようなつらいけれど価値のある素晴らしい経験をし
ているのをうらやましく感じました。
　皆さんが卒業するときに「あの時やっておけば」と思わないように, そして「こ
んなつらい経験をしたから少々ではへこたれないぞ」と思えるような価値のある
経験をしてもらいたいと思います。

経済学部　国際経済学科　宇都宮　大樹
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キャンパスライフへの指針

新たな「学び」の世界へようこそ！

教職を目指す人のためのフォーラム 日本語検定委員会からの表彰状

　新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。
　小学校から高等学校までの「学び」は道筋がほぼ決まっ
ていて，同じクラスの誰もが同じ時間割に沿って授業を受
けてきたことでしょう。大学は違います。興味関心に沿って
自由に学ぶのです。新しい「学び」がこれから始まります。皆
さんは５学部１４学科のいずれかに所属して，それぞれの専
門知識や技能を身につけることになります。ですから「自由
に」と言っても，同じ学科で必ず履修すべき科目やその時
間帯があります。しかし，学科によって違いはあるものの，そ
れ以外の選択の幅が格段に広がることは確かです。
　ここでは，自由な選択に基づく学修という点で，教養教育
科目あるいは共通教育科目のことを述べましょう。全人教
育を行い，また「地域を愛する未来創造人の育成」を使命
とする福山大学では，それにふさわしい全学共通教育を提
供しています。まず，いかなる学びでも「読み」「書き」「考え
る」ことは欠かせません。その中核は国語力や外国語の力
です。本学では, 必修である英語の他に初めて学ぶ(「初修
外国語」と呼びます)人が多いと思われる中・韓・独・仏の４
外国語から１カ国語を選択できます。また，現代のコミュニ
ケーションには情報通信技術の知識も必要でしょう。さら
に，「自然と科学」「社会構造と生活」「歴史と文化」「思索と
創造」「芸術と健康スポーツ」の各領域で開講される「教養
教育科目」と呼ばれる諸科目から興味の持てそうな科目を
選んでください。加えて，地域を大切にする本学ならではの
「地域学」の諸科目も新しい世界へ導いてくれるはずです。
　大学教育の究極の目標は，「教養ある人」を育てることで
あると私は考えています。目まぐるしく変化する世界や身の
回りの状況，そして「フェイクニュース」と呼ばれる虚偽の情
報も含めて，膨大な情報が飛び交う時代に求められる「教
養」について，中央教育審議会は「地球規模の視野，歴史
的な視点，多元的な視点で物事を考え，未知の事態や新
しい状況に的確に対応していく力」と表現しています。その

中身は，①社会と関わりつつ，自己を位置づけ律したり，自
ら秩序を作り出したりする力②自国と他国，あるいは単に
異なる国という意味だけでなく，もっと広く，異なる性・世
代・言語・宗教・価値観・生き方・習慣など「自分とは異なる
もの」を深く理解し尊重しうる力③自然や物の成り立ちを理
解し，論理的に対処し，科学技術の功罪両面についての正
確な理解力や判断力などでしょう。
　ところで，大学での新たな学びの中で，誰もが自分自身
のゴールに向かって一直線というわけにはいきません。途
中で道に迷うこともあるでしょう。そんな時には，学修支援
相談室という名前を思い出してください。学び方の相談か
ら具体的な問題の解決法までを専任教員が相談に乗りま
す。コンピュータを活用し，マイペースで学べるeラーニングシ
ステムも整備し，学内・学外のどこからでもアクセス可能で
す。また，ちょうど私たちがサプリメントで必要な栄養素を補
うように，通常の授業より高度な内容を学びたい諸君の希
望にも応えるように努めています。昨年度の卒業生に対す
るアンケートでも，もっと高いレベルの英語の内容を学びた
かったというコメントが寄せられていました。教室での一斉
授業では，個別のニーズへの対応は難しくなります。そんな
場合，所定の時間帯に待機している専門の教員から個別
指導が受けられるはずです。
　さらに，本学では将来のキャリアに役立つ各種資格の取
得も奨励しています。語学関係だけでなく，工学，心理学，ビ
ジネス関係の検定試験などの受験(検)指導に加えて，受験
(検)料の補助や合格者への奨励措置まで，資格取得の便
宜を図っています。
　以上, 述べてきた利用可能な種々の条件を最大限に活
用して，福山大学という「知の共同体」で実りある「学び」が
実現できることを願っています。

大学教育センター長　大塚　豊
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キャンパスライフへの指針

常に能動的な学びを心がけよう！

充実したキャンパスライフを送るために

レギュラトリーサイエンスの演習における
問題解決学修(ＰＢＬ)とスモールグループ

ディスカッション(ＳＧＤ)

公衆栄養学における問題解決学修(ＰＢＬ)と
スモールグループディスカッション(ＳＧＤ)

　新入生の皆さん，ご入学おめでとうご
ざいます。希望，期待，その他いろいろ
な思いを持って入学されたことと思いま
すが，これから始まる大学生活では，将
来社会で活躍することができる力を確実
に身につけるための様々な “ 学び ” が用
意されています。それに対して，皆さん
は受け身ではなく，常に能動的に学んで
いくことが大切です。
　本学には目標を設定して，それに向
かってステップアップしていくという独
自の教育システムがあり，卒業時には確
かな学士力が無理なく身につくようにし
ています。このような入学から卒業まで
の学びのルートを示した力リキュラム
マッブやそれぞれのステップで設定され
ている科目の授業概要「シラバス」を把
握しておきましょう。また，大学生活を
支援するためのＷＥＢサイト「ゼルコバ」

で，単位の取得状況，成績，休講や補講
などの情報をしっかりと把握するように
しましょう。併せて，進級•卒業に必要
な単位数などの規則を記載した「学生便
覧」や「教務のてびき」も読んでください。
さらに，学修支援システム「セレッソ」
では，小テストやレポートの相互閲覧な
ど学修活動全般の支援が実施されます。
　授業に関する質問や相談は「オフィス
アワー」を利用するようにして，学修に
ついてわからないことや悩みなどがあれ
ば，クラス担任へ気軽に相談するように
しましょう。
　新入生の皆さんが自分の可能性を信
じ，チャレンジ精神を発揮して学修に臨
み，夢の実現に向かって邁進することを
願っています。

教務委員長　石津　隆

　新入生の皆さん， ご入学おめでとうございます。大学生活は高校生活に比べて自
由度が増しますが，それに伴って自己責任も増します。以下に， キャンパスライフ
を送るうえでの基本事項を記します。
　１．学生生活上のマナー
　挨拶励行，学内美化に取り組んでいます。学内は禁酒です。建物内や指定の
場所以外での喫煙も禁止されています。

　２．保健管理
　心身ともに健康で明るい生活を送ってください。健康診断を受診し， 健康管
理に努めてください。また， 保健管理センターもありますので利用してくださ
い。

　３．通学
　多くの皆さんはスクールバスを利用することと思います。車両での通学につ
いては， 学生課に相談してください。また， 交通事故などを起こさないように
十分注意してください。

　４．修学・学生生活に関する諸問題
　遠慮なく， クラス担任やゼミ担任に相談してください。

　５．奨学金制度
　日本学生支援機構や福山大学関係，その他の奨学金制度があります。学生課
に相談してください。

　６．大学からの連絡事項
　ゼルコバや掲示板に掲示されます。毎日チェックする習慣を身につけてくだ
さい。

　７．学生便覧
　卒業までに必要な様々な事項が記載されています。大切に管理し，活用して
ください。

　８．学生証
　定期試験の受験時や各種証明書の発行の際に必要です。

　マナーとルールを遵守し， 健全な大学生活を営むことで，自ら社会性の高い立派
な学生になってください。楽しく充実したキャンパスライフとなることを心から期
待しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

学生委員長　田中　哲郎

キャンパスライフへの指針

新たな「学び」の世界へようこそ！

教職を目指す人のためのフォーラム 日本語検定委員会からの表彰状

　新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。
　小学校から高等学校までの「学び」は道筋がほぼ決まっ
ていて，同じクラスの誰もが同じ時間割に沿って授業を受
けてきたことでしょう。大学は違います。興味関心に沿って
自由に学ぶのです。新しい「学び」がこれから始まります。皆
さんは５学部１４学科のいずれかに所属して，それぞれの専
門知識や技能を身につけることになります。ですから「自由
に」と言っても，同じ学科で必ず履修すべき科目やその時
間帯があります。しかし，学科によって違いはあるものの，そ
れ以外の選択の幅が格段に広がることは確かです。
　ここでは，自由な選択に基づく学修という点で，教養教育
科目あるいは共通教育科目のことを述べましょう。全人教
育を行い，また「地域を愛する未来創造人の育成」を使命
とする福山大学では，それにふさわしい全学共通教育を提
供しています。まず，いかなる学びでも「読み」「書き」「考え
る」ことは欠かせません。その中核は国語力や外国語の力
です。本学では, 必修である英語の他に初めて学ぶ(「初修
外国語」と呼びます)人が多いと思われる中・韓・独・仏の４
外国語から１カ国語を選択できます。また，現代のコミュニ
ケーションには情報通信技術の知識も必要でしょう。さら
に，「自然と科学」「社会構造と生活」「歴史と文化」「思索と
創造」「芸術と健康スポーツ」の各領域で開講される「教養
教育科目」と呼ばれる諸科目から興味の持てそうな科目を
選んでください。加えて，地域を大切にする本学ならではの
「地域学」の諸科目も新しい世界へ導いてくれるはずです。
　大学教育の究極の目標は，「教養ある人」を育てることで
あると私は考えています。目まぐるしく変化する世界や身の
回りの状況，そして「フェイクニュース」と呼ばれる虚偽の情
報も含めて，膨大な情報が飛び交う時代に求められる「教
養」について，中央教育審議会は「地球規模の視野，歴史
的な視点，多元的な視点で物事を考え，未知の事態や新
しい状況に的確に対応していく力」と表現しています。その

中身は，①社会と関わりつつ，自己を位置づけ律したり，自
ら秩序を作り出したりする力②自国と他国，あるいは単に
異なる国という意味だけでなく，もっと広く，異なる性・世
代・言語・宗教・価値観・生き方・習慣など「自分とは異なる
もの」を深く理解し尊重しうる力③自然や物の成り立ちを理
解し，論理的に対処し，科学技術の功罪両面についての正
確な理解力や判断力などでしょう。
　ところで，大学での新たな学びの中で，誰もが自分自身
のゴールに向かって一直線というわけにはいきません。途
中で道に迷うこともあるでしょう。そんな時には，学修支援
相談室という名前を思い出してください。学び方の相談か
ら具体的な問題の解決法までを専任教員が相談に乗りま
す。コンピュータを活用し，マイペースで学べるeラーニングシ
ステムも整備し，学内・学外のどこからでもアクセス可能で
す。また，ちょうど私たちがサプリメントで必要な栄養素を補
うように，通常の授業より高度な内容を学びたい諸君の希
望にも応えるように努めています。昨年度の卒業生に対す
るアンケートでも，もっと高いレベルの英語の内容を学びた
かったというコメントが寄せられていました。教室での一斉
授業では，個別のニーズへの対応は難しくなります。そんな
場合，所定の時間帯に待機している専門の教員から個別
指導が受けられるはずです。
　さらに，本学では将来のキャリアに役立つ各種資格の取
得も奨励しています。語学関係だけでなく，工学，心理学，ビ
ジネス関係の検定試験などの受験(検)指導に加えて，受験
(検)料の補助や合格者への奨励措置まで，資格取得の便
宜を図っています。
　以上, 述べてきた利用可能な種々の条件を最大限に活
用して，福山大学という「知の共同体」で実りある「学び」が
実現できることを願っています。

大学教育センター長　大塚　豊
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キャンパスライフへの指針

就職活動と支援体制
　新入生の皆さん，ご入学おめでと
うございます。本学では，卒業・修
了予定の学生の皆さんに様々な就職
支援を行っています。近年，経済状
況や景気が好調で，本学の最近の就
職状況は極めて良好といえます。就
職委員会では，就職課と協力して就
職相談・履歴書の書き方指導，個人
面接・集団面接・グループディス
カッション指導などを運営していま
す。また，１級キャリア・コンサル
ティング技能士の資格を持った職員
による就活支援に加えて，ハロー
ワークから派遣されるジョブサポー
ターの就活相談による支援体制も
採っています。さらに，学生ポータ
ルシステム「ゼルコバ」を用いたＷＥＢ
就職システムを導入して，学生一人
一人の就活状況や面談記録などの情
報も把握しています。
　本学独自で開催している合同企業
説明会も年に数回行っており，年間

を通して１，０００社を超える規模
になっています。また, 学生の希望に
応じて全国各地で開催される就職情
報サイト主催の合同企業説明会に
は，大学所有の大型バスを運行して
います。さらに, 社会人として身につ
けておく必要があるものとして，身
だしなみ講座や女子学生のためのメ
イクアップ講座なども開催していま
す。
　同窓会の協力により，卒業生によ
る業界説明会も実施しています。昨
年度は，金融業，製造業，教員や公
務員など多岐にわたる約７０業種の
団体に参加していただきました。仕
事の内容ややりがいなど貴重な情報
を得る機会を設けており, 学生にとっ
ては大変有意義な説明会となってい
ます。学生の皆さんの積極的な参加
を期待しています。

就職委員長　三谷　康夫

　新入生の皆さん，ご入学おめで
とうございます。今，皆さんは新
しく始まる大学生活に期待でいっ
ぱいだと思います。そして, ４年
後または６年後，皆さんが社会人
として新たな生活を始める時に，
今以上に期待いっぱいで迎えるた
めには在学中から将来を見据えて
過ごすことが大切です。
　「仕事への不安が楽しみに変わ
るとともに目指すべき大人に出会
えました」「就職という視点だけで
なく将来に向けたステップを具体
化することができました」これは, 
皆さんの先輩がインターンシップ
を体験した感想です。福山大学
は, 『ＢＩＮＧＯ ＯＰＥＮ インター
ンシップ』という学生一人一人の
可能性を伸ばす独自のインターン
シッププログラムを実施していま
す。インターンシップは, 夏季休
暇中に企業で１週間程度の“就業
体験”を行うものでアルバイトと
は異なります。また, インターン

シップ中だけでなく，５月には企
業担当者からインターンシップに
ついて直接相談できる合同企業説
明会，事前研修や事後研修，合同
成果報告会も行います。１年を通
して今後の大学生活や卒業後の
キャリア形成を考えられるように
しています。
　このインターンシップをサポー
トするのが，各学科のキャリア形
成支援委員と７号館２階にある
「自分未来創造室」です。自分の将
来や自分の人生をしっかりと考
え，少しでも目標に近づくために
「自分未来創造室」を活用しましょ
う。まずは「自分未来創造室」と検
索してみましょう。
http：www.fukuyama-u.ac.jp/pj/jibunmirai
キャリア形成支援委員長　久冨　泰資

一人一人にあった自分なりの大学生活を楽しむ

インターンシップ実習中(社会福祉法人創樹会)

福山大学主催の合同企業説明会

卒業生による業界説明会

インターンシップ合同成果報告会
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福山大学ブランディング推進のための
研究プロジェクト経過報告について

　福山大学の位置する備後圏域は瀬戸内のほぼ中央に
位置し，北にはなだらかな中国山地に囲まれ，南には瀬
戸内海が広がる豊かな里山・里海地域です。そして，そ
の中心にある福山市はものづくり産業で栄えた中核都市
であり，山・海・川と里であるまちの営みを考える上で絶
好の位置にあります。このような環境を活かして，松田文
子学長のリーダーシップのもと，大学が一丸となって取り
組む研究プロジェクト「瀬戸内の里山・里海学」を平成
２８年度より遂行しています。　
　このプロジェクトは，備後圏域の知の拠点としての本学
の魅力を研究活動を通してわかりやすく伝え，本学のブラ
ンドイメージを社会に浸透させることを目的としています。ま
た，このプロジェクトの中から特に里海に関わる課題に焦
点を当て，「平成２９年度文部科学省私立大学研究ブラ
ンディング事業」に採択されました。大学の研究プロジェ
クトの立ち上げから約２年が経過し，様々な成果が出てき
ていますので，代表的な成果を紹介します。
　里山・里海学として，生態系の解明と生物多様性の維
持が重要な位置を占めます。この研究の強力な武器とし
て，私立大学研究ブランディング事業の助成により次世代
シークエンサーを購入しました。この装置を使うと，コップ
一杯の海水からでも，その中に溶け込んでいる生物のＤ
ＮＡを解析して，どんな生物が生息しているか推定するこ
とができます。広範囲の生物の分布がどのように変化して
いくか，今までとても難しかったことが可能となりました。
動物に超小型の観測機器を取り付けてその生態を観察す
るバイオロギングでは，西日本豪雨災害直後にナルトビエ
イに機器を取り付け，大量の雨水の流出による塩分低下
など異常時を彼らがどのように乗り越えていくか，貴重な
データを得ました。このようなバイオロギングによる研究活
動は，テレビでも紹介されました。また，海中ドローンや
藻場環境観測器の開発，人工衛星の画像を利用した藻
場の分布観測など，工学のテクノロジーを駆使した生態系
観測の高度化にも取り組んでいます。
　里海の資源活用として取り組んでいる「しまなみテッポ
ウギスプロジェクト」が順調です。シロギスは天ぷらネタと
してよく使われる大衆魚ですが，４～５年で体長２５ｃｍを
越える寿司ネタの高級魚「テッポウギス」に変身します。
これを短期間で養殖し，高い付加価値で地域の水産業
に貢献しようという取り組みです。本プロジェクトは，地元

の寿司店と連携し，試験販売を行って高評価を得ました。
また，シロギスは暖かい所での育成速度が速く，地元の
水産業者と連携した沖縄伊平屋島でのシロギス養殖も試
行中です。
　「瀬戸内の里山・里海学」では，陸の生態系や資源
利用，文化についても強力に推進しています。瀬戸内ワイ
ンプロジェクトでは，福山の市花であるバラの花から抽出
した酵母と特産品のブドウを使った福山ならではのワイン
の開発を学生のアクティブ・ラーニングも兼ねて行っていま
す。また， 鞆の浦は日本遺産にも認定された多くの文化遺
産が集まる所です。貴重な地域遺産の地理・歴史・文
化を深く探求し，街並みを３ＤＣＧや映像として後世に残
す取り組みの「鞆の浦学の構築」を行っています。さらに，
これと連携して伝統工芸品の「備後表」や明王院，別所
砂留といった地域の有形・無形の文化遺産 ( 地域遺産 )
を発掘し，保全・継承していく取り組みも行っています。
　最後に，環境問題がますます深刻さを増してくる中で，
我々が目指す里山・里海の持続可能社会「瀬戸内モデ
ル」を次世代の社会として世界に発信していきたいと考え
ています。そして，この研究に携わる学生が「地域を愛し，
地域で活躍し，地域から国際社会につながる“ 未来創造
人 ”」に成長してくれることを強く望んでいます。

学長補佐 (研究担当 )　教授　仲嶋　一

キャンパスライフへの指針

就職活動と支援体制
　新入生の皆さん，ご入学おめでと
うございます。本学では，卒業・修
了予定の学生の皆さんに様々な就職
支援を行っています。近年，経済状
況や景気が好調で，本学の最近の就
職状況は極めて良好といえます。就
職委員会では，就職課と協力して就
職相談・履歴書の書き方指導，個人
面接・集団面接・グループディス
カッション指導などを運営していま
す。また，１級キャリア・コンサル
ティング技能士の資格を持った職員
による就活支援に加えて，ハロー
ワークから派遣されるジョブサポー
ターの就活相談による支援体制も
採っています。さらに，学生ポータ
ルシステム「ゼルコバ」を用いたＷＥＢ
就職システムを導入して，学生一人
一人の就活状況や面談記録などの情
報も把握しています。
　本学独自で開催している合同企業
説明会も年に数回行っており，年間

を通して１，０００社を超える規模
になっています。また, 学生の希望に
応じて全国各地で開催される就職情
報サイト主催の合同企業説明会に
は，大学所有の大型バスを運行して
います。さらに, 社会人として身につ
けておく必要があるものとして，身
だしなみ講座や女子学生のためのメ
イクアップ講座なども開催していま
す。
　同窓会の協力により，卒業生によ
る業界説明会も実施しています。昨
年度は，金融業，製造業，教員や公
務員など多岐にわたる約７０業種の
団体に参加していただきました。仕
事の内容ややりがいなど貴重な情報
を得る機会を設けており, 学生にとっ
ては大変有意義な説明会となってい
ます。学生の皆さんの積極的な参加
を期待しています。

就職委員長　三谷　康夫

　新入生の皆さん，ご入学おめで
とうございます。今，皆さんは新
しく始まる大学生活に期待でいっ
ぱいだと思います。そして, ４年
後または６年後，皆さんが社会人
として新たな生活を始める時に，
今以上に期待いっぱいで迎えるた
めには在学中から将来を見据えて
過ごすことが大切です。
　「仕事への不安が楽しみに変わ
るとともに目指すべき大人に出会
えました」「就職という視点だけで
なく将来に向けたステップを具体
化することができました」これは, 
皆さんの先輩がインターンシップ
を体験した感想です。福山大学
は, 『ＢＩＮＧＯ ＯＰＥＮ インター
ンシップ』という学生一人一人の
可能性を伸ばす独自のインターン
シッププログラムを実施していま
す。インターンシップは, 夏季休
暇中に企業で１週間程度の“就業
体験”を行うものでアルバイトと
は異なります。また, インターン

シップ中だけでなく，５月には企
業担当者からインターンシップに
ついて直接相談できる合同企業説
明会，事前研修や事後研修，合同
成果報告会も行います。１年を通
して今後の大学生活や卒業後の
キャリア形成を考えられるように
しています。
　このインターンシップをサポー
トするのが，各学科のキャリア形
成支援委員と７号館２階にある
「自分未来創造室」です。自分の将
来や自分の人生をしっかりと考
え，少しでも目標に近づくために
「自分未来創造室」を活用しましょ
う。まずは「自分未来創造室」と検
索してみましょう。
http：www.fukuyama-u.ac.jp/pj/jibunmirai
キャリア形成支援委員長　久冨　泰資

一人一人にあった自分なりの大学生活を楽しむ

インターンシップ実習中(社会福祉法人創樹会)

福山大学主催の合同企業説明会

卒業生による業界説明会

インターンシップ合同成果報告会
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どん亭 彩雲
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暖かく, そして美しい季節がやってきました。新入生の皆さん, 
ご入学おめでとうございます。これからいよいよ新生活がス

タートしますが, 本号では先輩や先生から有意義な大学生活を過ごすためのアド
バイスをたくさん掲載しましたので, 時間のある時にじっくりと読んでみてくだ
さい。この学報は年４回発行（号外が発行されることもあります）していますので, 
今後ともよろしくお願いいたします。

行 事 予 定

平成31年度　主要行事日程予定表

４月の行事

発　行　福山大学
編　集　福山大学広報委員会
〒729-0292 広島県福山市学園町１番地三蔵
TEL（084）936-2111　FAX（084）936-2213

http://www.fukuyama-u.ac.jp

編集後記

【備考】本予定表は全学的な関係行事に限定したもので，各学部・各部局・各委員会などについては，その都度必要に応じて月刊予定表に記載されます。

4月3日㈬ 入学式
 新入生オリエンテーション
4月4日㈭ 新入生オリエンテーション
 在学生オリエンテーション
4月5日㈮ 新入生オリエンテーション
 在学生オリエンテーション
 新入生合宿オリエンテーション
4月6日㈯ 新入生オリエンテーション
 在学生オリエンテーション
 新入生合宿オリエンテーション
4月8日㈪ 授業開始
 学科別オリエンテーション 【4・5年次生】
 各種説明会 【2～4年次生】
 定期健康診断【午前：男子／午後：男子】

4月9日㈫ 定期健康診断【午前：男子／午後：男子】

4月10日㈬ 定期健康診断【午前：男子／午後：女子】

4月11日㈭ 定期健康診断【午前：女子／午後：男子】

4月12日㈮ 定期健康診断【午前：女子／午後：女子】

4月15日㈪ 定期健康診断【午前：男子／午後：女子】

4月16日㈫ 定期健康診断【午前：男子／午後：女子】

4月17日㈬ 定期健康診断【午前：男子／午後：男子】

4月5日㈮～13日㈯

 Web履修登録期間

4月18日㈭～24日㈬

 Web履修確認・辞退期間

4月1日㈪ 前期（4/1 ～9/15）
4月3日㈬ 入学式
4月3日㈬～6日㈯ 新入生オリエンテーション
4月5日㈮～6日㈯ 新入生合宿オリエンテーション
4月4日㈭～6日㈯ 在学生オリエンテーション
4月5日㈮～13日㈯ Web履修登録期間
4月8日㈪～17日㈬ 定期健康診断（学生）
4月8日㈪ 前期授業開始
4月20日㈯ 6年次生保証人との就職懇談会（薬学部）
4月18日㈭～24日㈬ Web履修確認・辞退期間
5月17日㈮ 合同企業説明会（薬学部）
5月15日㈬ 開学記念日・学長杯争奪競技大会
5月下旬 教職員健康診断（特定健康診断を含む）
6月29日㈯ 見学会（第1回）
7月上旬 大学院入学試験（経済学，工学）
7月14日㈰ 体験入学会（第1回）
7月26日㈮ 前期授業終了
7月27日㈯～8月5日㈪ 前期定期試験
8月6日㈫ 夏季休業開始
8月18日㈰ 体験入学会（第2回）
8月下旬 大学院入学試験（工学）
9月2日㈪～8日㈰ 教育懇談会
9月上旬 大学院入学試験（人間科学）
9月中旬～10月下旬 公開講座
9月14日㈯ 見学会（第2回）
9月16日㈪ 後期（9/16 ～3/31）
9月17日㈫～26日㈭ 後期Web履修登録・変更期間
9月20日㈮ 夏季休業終了
9月21日㈯ 後期授業開始
10月上旬 大学院入学試験（経済学，薬学）

10月1日㈫～5日㈯ 後期web履修確認・辞退期間
10月6日㈰ 2020年度指定校入学試験
10月25日㈮～28日㈪ 大学祭（三蔵祭）・学長杯争奪競技大会
10月26日㈯～27日㈰ 見学会（第3回）
11月7日㈭～8日㈮ 2020年度推薦入学試験（A日程）
11月上旬 大学院入学試験（経済学）
11月中旬 教職員健康診断（特定健康診断を含む）
12月7日㈯ 2020年度推薦入学試験（B日程）
12月14日㈯ 3年次生保証人との就職懇談会
 （経済学部，人間文化学部，工学部，生命工学部）
12月20日㈮ 授業終了
12月21日㈯ 冬季休業開始
12月27日㈮～1月5日㈰ 仕事納め　年末・年始休業
1月4日㈯ 冬季休業終了
1月6日㈪ 仕事始め　授業開始
1月18日㈯～19日㈰ 2020年度大学入試センター試験
1月下旬 大学院入学試験（経済学，人間科学，工学）
1月30日㈭ 後期授業終了
1月31日㈮～2月3日㈪ 2020年度前期入学試験（A日程）
2月4日㈫～14日㈮ 後期定期試験
2月中旬 企業懇談会
2月17日㈪～29日㈯ 学部・学科別行事
2月19日㈬ 2020年度前期入学試験（B日程）
3月1日㈰ 春季休業開始
3月上旬 大学院入学試験（薬学）
3月上旬 合同企業説明会
 （経済学部，人間文化学部，工学部，生命工学部）
3月7日㈯ 2020年度後期入学試験
3月14日㈯ 見学会（第4回）
3月20日㈮ 学位記授与式（卒業式）
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