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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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　学長  大塚　豊

　本日福山大学を卒業され，学士あるいは修士の学位を授
与された皆さん，おめでとうございます。このたび学士課程
を卒業する人は 822 名，大学院の修了者は 17 名です。ま
た，今日まで学業に打ち込む皆さんを物心両面から支援し
て下さり，この晴れの日を皆さんと共にお迎えになった保証
人の皆様にも，本学の教職員を代表して，お祝いの気持ち
と，長年にわたる本学へのご支援に対する感謝の意を表し
たいと思います。
　福山大学は今年度で創設から 47 周年を迎えました。大
学というものの起源を中世ヨーロッパに誕生した学びの場に
求めるとして，それ以来の何百年にもわたる大学の歴史から
見れば，本学はごくごく若い大学です。そして，本学の歴史
だけでなく，大学全体から見た長い歴史を振り返ってみても，
その基本的な形は一貫して変わらなかったといってよいと思
います。とくに授業の在り方や教育の方法はほとんど変わり
がありませんでした。あるいは，未曾有の危機に直面しな
い限り，変わらないことを以て大学は特徴として来たのかも
しれません。
　しかし，コロナ禍はこの状況を大きく揺さぶりました。教
室に教員と学生とが集まって授業を行うという，ごく当た
り前の，ありふれた日常の風景が劇的に変わったのです。 
2020 年度の新学年開始前後から，国内のすべての大学が
対面での活動を取り止めざるを得なくなりました。地域によ
る感染状況の違いを反映して，例えば首都圏のかなりの数
の大学のように，2020 年度にはずっと対面授業を全て放棄
し，オンライン授業のみを行ったところもありました。本学
はウイルス感染防止と教育の継続とを両立させるために，最
大限の感染防止対策を講じて，できるだけ多くの対面授業
を維持して来ました。2021 年度にも緊急事態宣言が再び発
出され，対面授業の実施がきわめて困難な時期がありまし
た。さらに，大学は授業を受けるだけの場ではありません。
サークル活動や課外におけるさまざまな活動，友人との付
き合いも相当に制限されてしまいました。皆さんには，この
ようにまったく大変な時期に大学在学中の２年間を過ごして
もらうことになってしまいました。本学の教職員は大学の機
能をできるだけ通常通りに保つために努力してきたつもりで
す。しかし，十分に行き届かなかったこともあったと思います。
どうか本学がこの 2 年にわたって置かれた状況を理解して，
寛大に考えて下さればと思います。
　さて，本日はせっかくの機会ですので，今後の皆さんに
期待することについて，少しお話ししたいと思います。

　私たち人類は今，地球温暖化などによる気候変動，種の
絶滅の結果としての生物多様性の喪失，人工物質の増大，
化石燃料の燃焼や核爆発による堆積物の変化など，地球
全体の気候と生態系の変化に人間が決定的な影響を与える
ようになった「人新世」，あるいは「アントロポセン」の時代
に生きていると言われます。とくに 20 世紀以降は科学の世
紀と呼ばれ，人類の叡智と科学研究の営みから生み出され
た数々の革新的な技術がわれわれの暮らしの質を向上させ，
神の為せる技だと長く考えられてきた生命の神秘に関わる領
域にまで手を広げてきました。そうした人間の傲慢が却って，
先程述べた解決困難な，人類の存続さえ脅かす問題を生み
出してしまった側面もあります。また，経済や社会の仕組み
をめぐる刷新のはずが，却って国際紛争や民族的・宗教的
対立を激化させたケースがあることも否定できません。要は，
問題を生み出すのも，問題を解決するのも人間であり，究
極的には人間の叡智が関わっているのです。
　皆さんは福山大学において，それぞれ自ら選択した専門
学問分野の教育を受け，本日の卒業を迎えられました。是
非ともその学びの成果を活かして，社会のために役立てて
頂きたいと思います。皆さんが本学で学んだ事柄と，これ
からの職業や生活の中で取り扱い，あるいは挑戦しなくては
ならない課題とは，人によって，その大きさや度合いが様々
だと思います。しかし，どういう状況であれ，常に現状に満
足することなく，高みを目指して欲しいのです。ようやく一つ
の課程を終えた皆さんを前にしてこんなことを言うのは酷で
すが，生産の場，科学研究の世界，あるいは日常の生活場
面でさえ関係する知識・技術は日進月歩です。今獲得した
知識や技術もあっと言う間に陳腐化してしまいます。しかし，
皆さんは卒業研究の過程をはじめとして，未知の内容を自ら
探り，その何たるかを知る術を学んだはずです。先人から
伝えられた知識や技術を身に付けるだけでなく，自ら新しい
ものを手に入れる方法です。学びに終わりはありません。人
はずっと学び続けなければなりません。福山大学で学んだ
知識，技術そして何よりも学びの方法を活かして，新しいこ
とに挑戦し続けて下さい。福山大学も挑戦を続けます。また，
卒業は大学との別れではありません。福山大学はいつでも
皆さんと共にあり，いつでも門戸を開いて皆さんを待ってい
ます。どうか皆さんには，これからも本学の挑戦に積極的
に関わって下さるよう，心からお願いします。
　最後に，皆さんのこれからの日々が幸多きことを祈念して，
私からの餞

はなむけ

の言葉といたします。
令和 4 年 3 月 20 日

常に高みをめざし，
学び続けよう！
令和3年度　学位記授与式　学長式辞
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学校法人 福山大学 理事長  木　省三

　本日の令和３年度福山大学学位記授与式にあたりご挨拶
申し上げます。卒業生・修了生の皆さん，ご卒業おめでとう
ございます。
　さて，卒業生・修了生の皆さんは，今から２年余り前の
令和２年１月に日本国内での新型コロナウイルス感染症の
患者が確認され，その後の感染拡大に伴う様々な制約にも
忍耐強く，的確に対応いただき，それぞれの目標に向かっ
て日々精進され，明日より実社会へと羽ばたいていかれま
すが，近年の社会では，新型コロナウイルスの感染拡大に
よって「新しい日常」の在り方が模索されるなかで，デジタ
ル技術の重要性が改めて認識されています。この動向につ
いて特筆されるべきこととして，ICT の活用により業務の
効率化を図るという目的を超えて，ビジネスモデルや組織
を変革し，自らの競争力を高めようとする DX（デジタル・
トランスフォーメーション）が今後の潮流になると予想され
ています。つまり，これからの社会においては，デジタル
技術を駆使すると同時に，新たな価値を創造するための知
恵や発想力が強く求められているのです。
　新型コロナウイルス感染症は，新しい生活様式や社会の
デジタル化などの新たな課題をもたらしました。一方，日本
国内においては，人口減少による生産年齢人口の減少問題
と地域間格差の拡大，地域の弱体化等に起因する医療提
供体制の確立問題，高齢化の進展と人生 100 年時代の到
来等による社会構造・産業構造の変化，気候変動がもたら
す予想外の災害の発生など，様々な問題が山積し続けてい
ます。さらに，世界に目を向けると，国家・民族間の紛争
等の諸問題の解決に向けた取り組みや新たなパンデミック
の到来への備えの他にも，温室効果ガスの排出量と吸収量
を均衡させる「カーボンニュートラル社会」の実現をはじめ
とする持続可能な開発目標（SDGs）の達成が地球規模で
求められています。従って，私たちはこれらの国内外の問
題を自らの課題として捉え，身近なところから取り組むこと
により，それらの問題の解決につなげ，持続可能な社会を
創造していくことが求められているのです。皆さんは，これ
までに培われた知識・技術，取得された資格等，またデジ
タル技術も活用されながら，種々の諸課題を自分のキャリ
アとの関連の中で取り組まれ，ローカルにもグローバルにも
活躍していただければと期待しています。
　ところで，予測不可能な時代の到来を迎えている今，持
続可能な社会の実現のためには，多様性を秘めたアクティ
ブな人材として活躍することが社会から求められています。
今後の輝かしい人生を過ごすためにも，皆さんが大学で身
に付けられた「自分で情報を収集して，自分で考える」とい

うアクティブ・ラーニングの姿勢を継続していくことが，こ
れからも重要であります。皆さんは，これまでの間，知識・
技術を培われ，資格等も取得されたことと思いますが，卒
業して社会に出ると，いかなる場面にでも利用できるよう
な画一的な「知識」などは存在せず，皆さん自身で情報収
集を行い，その状況に応じて判断し，未来を切り拓いてい
く「知恵」の力が必要となるのです。また，キャリアは偶然
の出来事の積み重ねの影響を大きく受けながら形成される
ものであり，偶然の出来事を積極的な姿勢で最大限活用
していくことが，自らのキャリアの発展に繋がり得るとする，
米国の研究者が提唱するキャリア理論があります。皆さん
はコロナ禍による予測不可能な様々な困難と制約に直面さ
れましたが，それと同時に数々の偶然の出来事を経験され
たことと思います。そして，日々努力を重ねられ，本日無事
に卒業の日を迎えられました。その経験をどうか今後のキャ
リアの糧にしていただき，卒業生の皆さんが輝かしい未来
の実現を目指し，これからも「揺るぎなく前進」されること
を心より願っております。
　そして福山大学の卒業生として，福山大学創設者の宮地
茂先生が表明された「三蔵五訓」，すなわち，
　一、真理を探究し，道理を実践する
　一、豊かな品性を養い，不屈の魂を育てる
　一、生命を尊重し，自然を畏敬する
　一、個性を伸展し，紐帯性を培う
　一、未来を志向し，可能性に挑む
という理念をこれからも胸に刻み，実社会に羽ばたいてく
ださい。本学在学中に得た恩師・学友との絆はこれからの
人生において貴重な宝であり，同窓会を通じて交流を深め
ていただき，自らを発展させるための糧としてくださるよう
お願いいたします。そして , いつでも気軽にこのキャンパス
に足を運び , 恩師に元気な顔を見せていただければと思い
ます。卒業生の皆さんのご活躍が，後輩諸君の一層の成
長と学校法人福山大学の益々の発展に繋がるものと考えま
す。どうか皆さんには，福山大学の卒業生としての誇りを
もって，理想のキャリアを追求していただき，社会のリーダー
や中核を担う貴重な存在へと成長いただくことを心から期
待申し上げます。
　最後になりますが，これまで慈しみ育てていただいたご
家族への感謝の気持ちを大切にしてくださるようお願いす
るとともに，皆様方が豊かで健やかな人生を築いていかれ
ることを祈念申し上げ，お祝いと激励の気持ちを込めて，ご
挨拶とさせていただきます。

令和 4 年 3 月 20 日

令和3年度　学位記授与式　理事長祝辞

実社会に羽ばたいていく
皆さんへ
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令和３年度　学位記授与式

来賓祝辞

　福山市長  枝　　直幹

　卒業生・修了生の皆様，御卒業，誠におめでと
うございます。皆様におかれましては，長期化す
る新型コロナウイルス感染症拡大の影響によっ
て，大学生活では多くの困難があったことと拝察
いたします。こうした逆境を乗り越えて，晴れの日
を迎えられた皆様はもとより，支えてこられた御
家族・保護者の皆様にも，心からお祝いを申し上
げます。また，これまで熱意と愛情を持って指導
にあたられた学長をはじめ，諸先生方にも，深く
敬意を表します。
　さて，新型コロナは，市民生活や社会経済活動
に大きな影響を及ぼし，人々の意識や行動，価値
観の変化をもたらしました。また，コロナ禍におい
て，デジタル化の遅れが顕在化しました。これか
らの社会は，デジタル化が進む中で，暮らしや働
き方が大きく変化していくことが予想されます。
　こうした中，卒業生・修了生の皆様は，福山大
学の建学の精神である「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」に基づき，専門的な知識や技能
のみならず，情報リテラシーや語学力，コミュニ
ケーション能力など，様々な教養を身に付けられ
ました。これまで高めてこられた総合的な人間力

は，これから社会に出られたのち，必ず大きな力
になることと思います。
　備後地域で唯一の総合大学である福山大学
におかれましては，これまで多様な人材を輩出
し，地域の社会経済だけでなく，我が国の発展
にも大きく貢献してこられました。この度，御卒業
される皆様も，地域の課題を解決できる人材とし
て，また世界に貢献できる人材として御活躍いた
だけるものと確信しております。ここ福山で過ごさ
れた日々に誇りと自信を持ち，皆様の夢の実現に
向け，大いにチャレンジしていただくことを期待し
ております。
　本年，福山の象徴として愛された福山城が築城
４００年という大きな節目を迎えました。福山市
は，福山城と共に歩んできた歴史を市民全体の
誇りとしております。皆様には社会に出られてから
も，福山市との関わりを大切にしていただければ
幸いです。夢を実現され，いつかまた，福山市のま
ちづくりに貢献していただけることを切に願ってお
ります。
　最後に，皆様の御健康と御多幸をお祈り申し
上げますとともに，福山大学の今後ますますの御
発展を祈念いたしまして，お祝いの言葉といたし
ます。

令和４年３月２０日
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令和３年度　学位記授与式

来賓祝辞

福山商工会議所 会頭  林　克士

　ご卒業誠におめでとうございます。卒業生の
皆様方はもとより，ご家族をはじめ，先生方など
関係者のお喜びもひとしおかと拝察し，心から
お祝いを申しあげます。
　さて，今日のコロナ禍により，世界中の人々は
行動を制限され，社会，経済活動の面では，隅々
にいたるまで行動様式の変容が余儀なくされてお
ります。特に皆様方にとっては，友人との交流や，
知見を広めるための旅行など，学生時代ならでは
の活動に大きな制限が課せられた学生生活だっ
たのではないかと，心を痛めております。健全な
社会を維持，発展させていくためにも，一刻も早
くコロナ禍が終息し，世界中の若者が自由に活
動できる日が戻ってくることを願ってやみません。
　そうした状況のなかにあっても，我々商工会議
所では２大使命である「中小企業の活力強化」と

「地域の活性化」を具現化するため，様々な活動
を展開しております。中小企業の課題である，生
産性向上に向けたデジタル化やＡＩ・ＩｏＴなど
の技術革新への対応などを積極的に支援すると
ともに，経済を活性化するうえで欠かせない，幹
線道路の整備や港湾機能強化などのインフラ整
備促進に向けた要望活動も積極的に展開してお
り，コロナ禍の克服だけでなく，中小企業や地

域の持続的な発展に全力で取り組んでおります。
また，こうした活動を支え，成果をさらに発展さ
せていくためには，当地域の中小企業に，専門
的な知識だけでなく技能・コミュニケーション能
力などを総合して発揮する人間力が備わった人材
が，即戦力として必要と考えております。
　福山大学におかれましては，昭和５０年の開
学以来，常に時代のニーズに応え，確かな人間
力を身につけることができる全学的教育システム
を構築され，新たな時代を担う優秀な人材を数
多く産業界に送り出し，地域経済をしっかりと支
えて頂いております。
　皆様の諸先輩方は，当地域をはじめ各地の企
業で立派に職務を果たされ，高い評価を受けて
おられます。先輩方が切り開いてこられた信頼と
実績をもとに，皆様はそれぞれの立場で，立派な
社会人として日本経済の発展や，地域の振興に
貢献していただけるものと確信いたしております。
　終わりに，皆様が難局を乗り切る勇気と情熱
を持ち，健康に十分留意され，素晴らしい活躍
をされますようお祈り申しあげますとともに，貴
大学の今後ますますのご発展を祈念いたしまし
て，お祝いの言葉といたします。

令和４年３月２０日
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令和３年度　学位記授与式　卒業生答辞

令和３年度　学位記授与式　在学生送辞

田中 天真

宮座 雅治

卒業生総代
生命工学部　海洋生物科学科

在学生総代
経済学部　経済学科

　冷たい空気が和らぎ，日差しの中に春の気配を感
じる季節となりました。本日晴れて福山大学を卒業
され，新たな未来への一歩を踏み出される卒業生の
皆様，誠におめでとうございます。在学生を代表し，
心よりお祝い申し上げます。
　皆様は今，この福山大学での大学生活を，様々
な思いで振り返られていることと思います。入学時に
は目を疑うほどいっぱいの桜が歓迎してくれたこと，
講義やゼミでの学修，サークル活動等の仲間との思
い出などなど，様々な出来事が思い浮かぶのではな
いでしょうか。こうした体験や出会いは，皆様を大
きく成長させる源になったことでしょう。
　さて私たち在学生は，学業，部活動やサークル
活動など様々な場面を通して，先輩方の姿を見て
まいりました。先輩方の努力を惜しまず探求する姿
は，私たちに同じように頑張ろうと奮起するきっかけ
を与えてくださいました。学業以外の場面において
も，先輩方の優しく親身になってくださる姿は，私
たち在学生にとってかけがえのない思い出となってい
ます。
　一昨年から，新型コロナウイルスにより私たちの

学生生活は，大きな変化を余儀なくされました。オ
ンラインでの講義やパソコンでの課題作成など，経
験豊かな先輩方におかれても不安を感じられたので
はないでしょうか。加えて，就職活動では前例が全
く参考とならないなど，様々なご苦労があったことと
思います。しかし，こうした経験も卒業をむかえられ
た皆様にとって，大学生活における大切な思い出と
なるのではないでしょうか。コロナ禍にあっても，す
べてがマイナスばかりではなかったと思います。時間
を有効に使い新たな事へチャレンジし，成し遂げら
れたこともたくさんあったのではないでしょうか。こ
れらのことも含め大学生活での足跡の一つ一つが，
皆様の宝物となると私は信じております。 
　本日，新しい門出を迎えられる皆様は，これより
実社会という大海原へ漕ぎ出されることとなります。
今は地球温暖化をはじめ国際社会の摩擦，新型ウ
イルスの対応など，人類は経験したことがないほど
大きな課題を抱えています。先輩方が進まれる道は，
必ずしも楽しいことや希望が満ち溢れているとは限
りません。時には激しい嵐や，苦しい壁が待ち受け
ているのかもしれません。その時はこの福山大学で
の思い出が糧となり，お世話になった先生方，語り
合った友人の方々の思いが背を押してくれるのでは
ないでしょうか。もちろん私たち在学生も心から精
一杯応援いたします。大きく羽ばたいてください。
　最後になりましたが，先輩方のますますのご活躍
を心からお祈りし，送辞とさせていただきます。

令和４年３月２０日

　やわらかな日差しが降り注ぐこの頃，野山や街に春の
訪れを感じる季節となりました。本日は新型コロナウイル
ス感染症の影響が未だ心配される中，私たち卒業生の
ために厳かな学位記授与式を挙行していただき，心より
感謝申し上げます。ここに卒業の日を迎えられたことを
大変嬉しく思いますとともに，卒業生一同を代表して厚
く御礼申し上げます。
　また，本日はご多用な中，私たちのためにご臨席下さ
いました理事長鈴木省三先生，学長大塚豊先生をはじ
め，諸先生方に，心より御礼申し上げます。先ほどは，
理事長先生ならびに学長先生より訓示と激励のお言葉
を，また在学生の方からは温かい励ましの言葉を賜り，
重ねて御礼申し上げます。
　振り返りますと４年前，期待と不安に胸を膨らませて
この福山大学に入学した私たちは，先生方から多くの指
導を賜り，大いなる知恵を得ました。充実した学生生活
を送る中，初年度は西日本豪雨に見舞われ，その後は
新型コロナウイルス感染症拡大で授業がオンライン化さ
れるなど，それ以前とは大きく異なる大学生活を余儀な
くされることもありました。しかし，その都度，先生方
が支えて下さり，苦楽を共にした友人たちと励まし合い
ながら乗り越えてきました。

　私たちにとって4 年間は瞬く間に過ぎましたが，海洋生
物科学科の学生として多くのことを学び，経験し，様々な
方 と々の出会いに恵まれた実に有意義な時間でした。こ
れはひとえに家族や教職員の方々の優しく，時には厳し
いご指導のおかげだと思います。また，大学生活で出会
えた友人たちと共に協力し合い，互いに切磋琢磨した時
間はかけがえのない貴重な財産になりました。卒業研究
では対象としたキジハタの飼育管理の難しさを痛感すると
ともに，想定していたような結果が得られないなど，幾度
となく生き物を相手にする研究の高い壁にぶつかることも
ありました。しかし，落ち込む私をその度に励まし続けて
くれた同級生の言葉にはずいぶんと救われたように思いま
す。また，真夏の炎天下や厳寒の真冬に因島キャンパス
の学生で力を合わせて行った地曳網調査も今となっては
良き思い出のひとつです。卒業に際してそんな友人たちと
の別れに寂しさを感じずにはいられません。
　程なくして私たちはそれぞれの道を歩み始めますが，そ
の前途には解決すべき問題が山積しています。多種多様
な問題が噴出している昨今，福山大学の卒業生である私
たちの果たすべき役割は大きく，待ち受ける困難な課題
に立ち向かわなくてはなりません。4 年間の大学生活で得
た知識と経験は，その際に大きな糧となり，我々の前進
を後押ししてくれるものと思います。
　最後になりましたが，今日までお世話になった諸先生方
並びに職員の皆様，私たちを支え，導いて下さったすべ
ての方々に心より御礼申し上げます。皆様方のご健康と福
山大学の輝かしい発展，在学生の皆様のご活躍を願い，
答辞と致します。

令和４年３月２０日

令和３年度　学位記授与式（第一部）
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　冬の寒さもようやく緩み始め，顔を上げると，
にわかに膨らんだ桜のつぼみが麗らかな春の訪れ
を感じさせます。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
たことを大変感謝いたしております。
　また，お忙しい中，理事長鈴木省三先生，学長
大塚豊先生をはじめ，諸先生方にご臨席をいただ
き，心より御礼申し上げます。先ほどは，理事長
先生並びに学長先生より訓示と激励のお言葉を賜
り，また在学生の方からは温かい励ましの言葉を
いただき，重ねて御礼申し上げます。
　4 年前の春，大学生活に希望と不安を抱き，こ
の福山大学に入学しました。4 年間はあっという
間でしたが，多くの学びや経験，出会いがあり，
かけがえのない時間となりました。建築学科での
学びは日々，課題・設計・製図に追われる毎日で
す。建築学科は 1 人 1 人のオリジナリティを出す

場所であり，自分の考えたアイディアを形にする
日々は壁にぶつかり大変なこともありました。そ
んな時でも，友人と声を掛け合い，技術を教えあ
い，ともに乗り越えることで深い団結力ができま
した。また学年を超えた交流もあり，ともに協力し，
達成することで上下の関係も深く築くことができ
ました。卒業に際して喜びを覚える一方で，友人
たちとの別れに寂しさを感じずにはいられません。
初めて出会ったあの日から，私たちは共に壁を乗
り越えることで，かけがえのない存在になりまし
た。そんな仲間たちに，この福山大学で出会えた
ことを心から幸せに思います。
　今日，この日をもって私たちはそれぞれの夢に
向かい，新しい道を歩んでいきます。これからそ
れぞれの場所で多くの人と出会い，学び，ときに
戸惑い，悩むことと思います。そんな時には，福
山大学で学んだことを思い出し，新たな仲間や先
輩方と共に乗り越えていきたいと思います。
　結びにあたり，今日までお世話になりました諸
先生方並びに職員の皆様，その他関係するすべて
の方々に感謝申し上げます。福山大学の今後益々
のご発展と，在学生の皆様のご活躍を心よりお祈
りいたしまして，答辞とさせて頂きます。

令和４年３月２０日

令和３年度　学位記授与式　卒業生答辞

令和３年度　学位記授与式　在学生送辞

山田 理子

片岡 理子

卒業生総代
工学部　建築学科

在学生総代
人間文化学部　心理学科

　冬の厳しい寒さも和らぎ，徐々に春の温かさを
感じられるようになりました。本日，晴れてこの
卒業式を迎えられた卒業生の皆様，ご家族の皆様，
ご卒業おめでとうございます。在学生一同，心よ
りお祝い申し上げます。
　今，皆様は，この福山大学での大学生活をどの
ように振り返っていらっしゃるでしょうか。多く
の人と出会い，貴重な経験を重ね，切磋琢磨され
てきた先輩方は，十人十色の思い出を築きあげて
こられたことと思います。常に私たち後輩の前を
歩き，お手本となって下さった先輩方の姿は，私
たちにかけがえのないものを残してくださいまし
た。共に過ごしたキャンパスでの毎日を振り返り
ましても，先輩方はとても頼もしく心強い存在で
した。そして，大学での日々の中でいつも私たち
を優しく導き，励ましてくださいました。私自身
も，講義やゼミでの論文調べなど不安に思ってい
ることを先輩方に聞いていただき，様々な助言を

いただきました。学びの内容や環境は異なります
が，他学部の在学生も同じように感じていること
と思います。皆様と過ごした日々は，私たちにとっ
ても貴重な時間であり，大学生活が一層価値ある
充実したものになりました。本当に感謝の気持ち
でいっぱいです。
　今年度は昨年度と同様，新型コロナウイルスに
よる感染症の影響から，大学生活ではオンライン
授業や就職活動，私生活ではまん延防止措置によ
る自粛など様々な面での不安や混乱があったこと
と思います。こうした逆境を乗り越え，晴れの日
を迎えられた先輩方は，大学生活で得た知識や経
験を活かし，新たな道へ進み，様々な分野でご活
躍されることと思います。私たち在学生も，先輩
方のように胸を張って卒業できるよう日々努力し
ていきたいと思います。
　最後になりましたが，先輩方と過ごした大学生
活は私たちに取ってかけがえのない時間となりま
した。先輩方への感謝の言葉を在学生代表として
お伝えすることができ，非常に嬉しく思います。
先輩方のさらなるご健勝とご多幸を心からお祈り
し，送辞とさせていただきます。

令和４年３月２０日

令和３年度　学位記授与式（第二部）
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　卒業生・修了生の皆様，ご卒業おめでとうございます。
今年度も新型コロナウイルス感染症の影響下，学報を発行
しました。今後も大学の情報をしっかりとお届けできるよ
う進めてまいります。
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編 集 後 記

令和３年度 学生表彰（卒業生・修了生）受賞者一覧

No 部　門 学部／研究科 学科／専攻 氏　名

1 学 業 成 績 優 秀 経済学部 経済学科 木
キ

戸
ド

　崇
タカ

博
ヒロ

2 スポーツ活動優秀 経済学部 経済学科 原
ハラ

田
ダ

　啓
ケイ

史
シ

3 社 会 活 動 優 秀 人間文化学部 心理学科 道
ドウ

法
ホウ

　政
マサ

瑛
アキ

4 学 業 成 績 優 秀 人間文化学部 心理学科 山
ヤマ

本
モト

　美
ミ

優
ユ

5 学 業 成 績 優 秀 工学部 情報工学科 卜
ウラ

部
ベ

　勇
ユウ

哉
ヤ

6 学 業 成 績 優 秀 工学部 情報工学科 渡
ワタ

邉
ナベ

　桃
モモ

子
コ

7 学 業 成 績 優 秀 工学研究科 生命工学専攻 安
ヤス

田
ダ

　皓
コウ

輝
キ

8 学 業 成 績 優 秀 薬学部 薬学科 大
オオ

石
イシ

　亜
ア

美
ミ

9 社 会 活 動 優 秀 薬学部 薬学科 末
スエ

田
ダ

　有
アル

土
ド

10 学 業 成 績 優 秀 薬学部 薬学科 濵
ハマ

島
シマ

　崇
タカ

寛
ヒロ

【学長賞】

※受賞者については，令和４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。
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