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2019年度 芸術学部美術学科 卒業
高見　真由
「最新のオールドファッション」（彫刻）
（H.740×D.630×W.600mm）
2019年度 卒業制作
芸術資料館買上作品

たかみ まゆ

※2020年度は開催方法を変更する予定です。
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新入生の皆さんに贈るメッセージ 活躍する市大人

2019年度学生表彰

卒業・修了作品展
この記事は、「学生広報サポーター」に登録している市大生自
らが取材をして執筆しました。

学生の悩みは学生が解決！
いちピアとは

国際学部国際学科2年　神津 圭佑
こうづ　　  けいすけ

　1月29日（水）5限目に国際学部棟会議室で「ピア・サポート活
動」（通称「いちピア」）の定例会議が開かれました。いちピアとは、
学生生活で支援を必要としている学生に対して、仲間である学生
同士で気軽に相談に応じたり、手助けを行ったりするボランティア
で、この活動を行う学生を「ピア・サポーター」と呼び、現在７人のメ
ンバーがいます。
　図書館1Ｆなんでも投稿掲示板（通称「りっすんポスト」）には、投
稿者の悩み相談に対する回答を掲示しています。回答はミーティン
グで作成します。ピア・サポーターの皆さんは「相談には答えがない
ものもあるので難しい」と話していますが、どんな相談であってもみん
なでアイデアを出し合い、カウンセラーの今江先生の助言をもらい
ながら返信するといいます。学生同士の交流の場をつくるランチ会
や、その他のイベントの開催・合宿も活動の一つです。
　いちピアのメンバーになった動機とやりがいを聞いたところ、「高
校の時に相談にのってもらった。今度は自分の番」「いちピアは
2019年４月に始まった活動なので一から立ち上げていることにや
りがいを感じる」などと話していました。「学生と教員・職員とが一緒
になって考えるのがこの活動の特徴。どんどん広がっていけば」と
話すのは職員の長山さん。学生の悩みを学生が解決するこの活動
は、大学全体で推進しているそうです。
　新入生に対しては、「不安を抱えていると思うので、いちピアをぜ
ひ活用してほしい」とのこと。一緒に活動してくれる仲間も募集中だ
そうです。詳しくは図書館1Ｆりっすんポスト前や学内の掲示板をご
覧ください。

学生リポート

図書館1Ｆに設置されたりっすんポスト

「WEST BREEZE」へのご意見・ご感想を募集します
広島市立大学　広報委員会

pj.ca.uc-amihsorih.m@ukakik：liam-E○
6561-038-280：xaF○　6661-038-280：leT○

WEST BREEZEのバックナンバーは、大学ウェブサイト「大学紹介」＞「大
学広報」＞「広報誌「WEST BREEZE」」に掲載しています。

広報誌名
広島市立大学広報誌の表紙タイトル「W.B.」（「WEST BREEZE」の
略称）は、広島市立大学のある西風新都にちなんで命名されました。
編集・発行／広島市立大学 広報委員会
発行日／2020年4月１日

大学生活で心に留めて
おいてもらいたい3つのこと

わかばやし　しんいち

理事長・学長　若林 真一

今、君達は
求められている

まえだ　　かおり

情報科学部長　前田 香織

　ようこそ、情報科学部へ。
　情報科学部はAIやIoTが世に広まるずっ
と前から高速コンピュータ、インターネット、
情報検索、画像処理、セキュリティなどAIや

IoTを支える情報技術を研究してきました。こうした技術を身に付け
ている人こそ、AI時代、さらにその次の時代に求められます。ぜひ、
情報科学部で最先端技術を使える人、そして創る人になってくださ
い。そのために、
　・大学でしっかり学びましょう。
　・友達をつくりましょう。
　・教員や先輩と話しましょう、研究室も訪ねてください。
　・留学や地域活動など新たな活動に挑戦しましょう。

学びは学生の本分、
学びの主体は自分

きむ　 よんほ

国際学部長　金 栄鎬

　国際学部では、外国語、社会科学、人文
科学の多様な講義や、全学年にわたる少
人数ゼミに加えて、長期・短期留学、国際
交流、地域実践、インターンシップなど、やる

気になれば広く深く学び経験することができます。学びの主体はも
ちろんあなた自身です。図書館の本も視聴覚資料もデータベース
も、自分のものだと思って大いに使いませんか（取り扱いは丁寧
に）。ゼミの先生だって、知を広げ深めるためにどんどん活用してくだ
さい（礼をわきまえて）。もしも疲れたら、いったん休んで、また走り出
せばいい。そうして、私たちが住む社会について、私たちを取り巻く
世界について、たくさんの事実を発見し、しっかりした論理を獲得し
ましょう。

航海のための、
知識と経験と感性

いとう　 としみつ

芸術学部長　伊東 敏光

　美術家やデザイナーにとって、創作のた
めの最も重要な要素は独創性です。皆さん
が独創的であろうとすれば、誰かの後追い
ではなく、独自の道を切り開いて行かなけれ

ばなりません。創作の仕事は大海原を行く航海のようであり、頼りに
なるのは自分自身の知識と経験と研ぎ澄まされた感性です。
　学部での４年間はその航海のための準備期間です。文化芸術
に関する歴史と伝統を学び、多様な価値観に触れ、思考を深めな
がら感性を磨いてください。そのためには与えられた課題だけでなく、
海外の学術交流協定大学への留学や社会連携プロジェクトの機
会などを積極的に利用して、自身の嗜好や特性を活かす方法を経
験を通じて培ってください。

　新入生の皆さん、ご入学、おめ
でとうございます。広島市立大学を
代表して、皆さんのご入学を心より
歓迎します。
　皆さんはどんな希望や期待を胸
に本学に入学されたのでしょう。い
ろいろな希望があると思います。そ
して、皆さんにはその希望を実現す
るだけの4年間という時間がありま
す。4年間は長いようで、実は短い

ともいえます。皆さんは、ぜひ、希望を実現するために、本学での4年
間を大切にしてください。
　これから皆さんが本学での学生生活を送るにあたって、心に留め
ておいてもらいたいことを3つ伝えます。
　1つ目はチャレンジしよう、ということです。大学においては、自分
が望みさえすれば、いろいろなことにチャレンジできます。経験のない
分野のクラブやサークルに入るのもよし、海外に一人旅に出かける
のもよいでしょう。
　本学は地域に貢献する人材の育成にも力を入れています。これ
まで知らなかった地域の魅力を再発見し、地域活動に励むのもよい
と思います。グローバル時代だからこそ、ローカルの魅力を知るのは
実はとても大切なことです。
　何事でもチャレンジすれば、新しい出会いがあり、新しい知見を得
ることができ、自分の新しい可能性も開けるかもしれません。もし、何
かについて、やろうかどうか迷ったら、とりあえずやってみる、という精
神が大切です。
　2つ目は本を読もう、ということです。スマホが当たり前になり、ほと
んどの情報はスマホで手に入れている、という人も多いと思います。
そんな中、あえて本を読んでほしいと思います。本は人類の智慧の
結晶です。あらゆることが本には書かれています。系統立てて物事
を深く考え、適切に判断する力は読書でしか育まれません。
　スマホを手放せと言うのではありません。スマホを使いこなしなが
ら、読書で自分を磨いてほしい、AI時代に負けない教養を身に付け
てほしいと思います。別に難しい本を読め、ということでもありませ
ん。本を読む習慣が大切で、その習慣を身に付けることができれば、
あとは読書そのものが楽しい趣味になることは保証します。本学は
「いちだい知のトライアスロン（略称、知トラ）」という読書、映画鑑
賞、美術鑑賞を奨励しており、一定数の読書、映画・美術展の鑑賞
を行った人を「知の鉄人」として表彰しています。ぜひ、皆さんも「知
の鉄人」を目指してがんばってください。
　最後は平和について常に考えてほしい、ということです。広島市
が設立した大学として、平和を考える人材を育成することは本学の
使命です。2020年は被爆75周年に当たります。1945年8月6日
に広島市で起こったことは人類として忘れてはならないことです。平
和を学ぶカリキュラムも多数用意していますし、広島市に住んでい
れば、学外においても平和に関することに触れる機会も多いと思い
ます。広島で育った人も、広島以外で育った人も、広島での学びを
通じて、平和について深く学び、平和に対してどう向き合っていくか
を考える人間になってほしいと思います。
　以上の3つを心に留めて、学生生活を送ってください。最後に、
戦前の旧制高校生（現在の大学教養課程に相当）が愛読した「愛
と認識との出発」の著者である倉田百三氏（広島県庄原市出身）
の言葉を皆さんに贈ります。
　「青春は短い。宝石のごとくにしてそれを惜しめ。」
　皆さんの本学での学生生活が幸多いものであることを心から
願っています。

たった19年前、この広島に舞い立った

国際学部を卒業後、中国新聞社に入社し、現在、広島東洋
カープの担当記者の上木さんに、市大生だった頃の思い出
や現在のお仕事について、お話を伺いました。

―市大を志望した理由を教えてくださ
い。
山口県の片隅で、ぼんやりと戦争や民
族問題の解決に興味・関心を持ってい
た高校時代。被爆地である「広島」と
「国際学部」のマッチングに、とてつもな
い魅力を感じました。２次試験のため、
広島を訪れてタクシーで紙屋町を通った
際、地元と比べものにならない人の多さ
に驚きました。「きょうはお祭りですか」と
尋ねると、運転手は腹を抱えていました。
　
―大学時代どのようなことを学びましたか。また大学時代の思い
出を教えてください。
米同時多発テロにイラク戦争、日本の安全保障政策の変容…。
青臭いながらも国際政治を学ぶ大学生にとって刺激的な時代でし
た。図書館で新聞を読みあさり、論戦を挑もうと先生たちの部屋に
飛び込む日々。高尚なことを語りたがる生意気盛りでしたが、聞き上
手な先生ばかりでした。夜遅くまで話し込んだときには、アストラムラ
イン大塚駅近くのラーメン屋や紙屋町シャレオのそば屋でごちそうし
てもらいました。英語のＴＯＥＩＣ夏季集中プログラムにも何度か挑

戦しました。ただ、ものの数日で投げ出し
ました。なぜあそこで頑張れなかったのか。
今になっても根気のなさを後悔します。
フランス人留学生と「青春18きっぷ」を
使って大阪のUSJに行ったり、広島で
出会った韓国人留学生たちに再会する
ため韓国旅行をしたりもしました。
　
―新聞記者になりたいと思ったきっか
けを教えてください。
日本政治外交史や安全保障論を学び、

「国や地方自治体の政策決定の現場を取材したい」と夢を描いて
いました。ただ、ここでも怠惰な性格を発揮。ほとんど試験対策をせ
ず、全国紙やテレビ局は連戦連敗。「駄目だこりゃ」と諦めかけたこ
ともあります。最初に内定を得たのが中国新聞社でした。どの先生
も喜んでくれたのが、本当に嬉しかったです。
　
―現在の仕事内容について教えてください。
そんな当初の思いとは、全く違う現場にいます。場所は議会ではなく
球場。向き合うのは議員ではなくアスリート。2016年からプロ野球
広島東洋カープの担当記者を務めています。宮崎県日南市や沖
縄市での春季キャンプをはじめ、シーズン中は遠征先に同行します。
つらいのは敗戦後の取材。選手は一様に表情が険しく、声を掛ける
ことに勇気がいることもあります。そんなことを大瀬良大地投手と話
したことがあります。「打たれた時に取材されるのは嫌ではないです
か」と尋ねました。すると大瀬良投手はうなずきながら、こう言いまし
た。「しゃべりたくない時はあります。でも取材拒否は一度もしていま
せん。記者の人に話さないと、その後ろにいるファンの方に僕の思
いや考えが届かないから」
　　
―最後に、後輩たちへのメッセージをお願いします。
偉そうなことを言える立場ではありませんが、「読む」と「しゃべる」を
大事にしてほしいと思います。本や新聞から学んだり知ったことを基
に友人と意見交換すれば、知識が定着して視野も広がると思いま

す。健全な批判精神も大切に
しながら、青臭い議論は学生
の特権。仲間と売店でコー
ヒーを買って、キャンパスの芝
生に腰を下ろしましょう。スマホ
をバッグにしまいこみ、あーだ
こーだと言い合える時間は貴
重ですよ。

中国新聞社報道センター運動担当　上木 崇達さん（国際学部国際学科 2004年度卒業）
うえき　　たかみち

上木崇達（うえき・たかみち）
国際学部国際学科　2004年度卒業。
中国新聞社報道センター運動担当。
中国新聞社ウェブサイト　https://www.chugoku-np.co.jp/

本学では、学内外で顕著な活動をした学生たちの表彰制度を設けています。
2019年度は、次の学生が「学長奨励賞」「学生顕彰」を受賞しました。

※学年は受賞当時

学長奨励賞
芸術学研究科（博士後期課程）
総合造形芸術専攻2年

ばんばら　 こういちろう

番原 耕一郎 
ART MEETS ARCHITECTURE COMPETITIONに
おいて優秀賞を受賞。

情報科学研究科（博士前期課程）
知能工学専攻2年

はしだ　 しゅういち

橋田 修一
国際会議において最優秀論文賞を受賞。

情報科学研究科（博士前期課程）
システム工学専攻2年

かばしま　 こうへい

椛島 康平
国際会議において最優秀論文賞を受賞。

情報科学部
医用情報科学科4年

かわもと　  ゆうじ

川本 祐士
学力及び人物が優秀と認められる特待生に３年連続選
出。

芸術学部美術学科4年
ふくみつ　  ゆきや

福光 透也
第５回石本正日本画大賞展で石本正美術館長賞を受
賞。

広島市立大学軟式野球部
第41回全日本大学軟式野球選手権大会（全国大会）
出場。

芸術学研究科（博士前期課程）
造形芸術専攻1年

よしむら　　 りな

吉村 織那
第５回石本正日本画大賞展で準大賞を受賞。

情報科学部
知能工学科4年

ふじい　　 りな

藤井 里奈
学力及び人物が優秀と認められる特待生に3年連続選
出。

学生顕彰
芸術学研究科（博士後期課程）
総合造形芸術専攻2年

おおしま　あい

大島 愛
第12回岡山県新進美術家育成「I氏賞」で奨励賞を受
賞。

情報科学研究科（博士前期課程）
システム工学専攻2年

なるさわ　  けんた

成澤 健太
第21回IEEE広島支部学生シンポジウムにおいて優秀
研究賞を受賞。

情報科学研究科（博士前期課程）
システム工学専攻2年

やまぎわ　 なつき

山際 納月
第21回IEEE広島支部学生シンポジウムにおいて優秀
研究賞を受賞。

情報科学研究科（博士前期課程）
システム工学専攻1年

くろだ　　　あすか

黒田 明日香
2019年度情報処理学会CVIM研究会の卒業論文セッ
ションにおいて優秀賞を受賞。

芸術学研究科（博士前期課程）
造形芸術専攻1年

ばいしき　りょう

梅敷 亮
「基町プロジェクト」に積極的に関わり、新ギャラリー
（Unite）の開設に貢献。

国際学部国際学科4年
おだ　　あつこ

小田 敦子
地域の一員として消防団活動に精励。

情報科学部
知能工学科4年

ひらもと　れん

平本 蓮
軟式野球中国地区大会において打点王、ベストナイン
内野手に選出。

情報科学部
システム工学科4年

つちや　 かずなり

土屋 和也
第21回IEEE広島支部学生シンポジウムにおいて優秀
研究賞を受賞。

情報科学部
システム工学科4年

よなみ　　 りな

世波 里菜
地域の一員として消防団活動に精励。

情報科学部
医用情報科学科4年

たけうち  あきら

竹内 章
国際学生寮「さくら」の初代レジデントリーダーとして活性
化に寄与。

芸術学部
デザイン工芸学科4年

しもむら　 ゆうすけ

下村 祐介
第45回宮島特産品振興大会において銅賞を受賞。

芸術学部
デザイン工芸学科4年

もんぜん　  ゆうな

門前 佑奈
第７回社会医療法人清風会芸術奨励作品展において
理事長特別賞を受賞。

情報科学部
情報工学科2年

こうの　　ゆうや

河野 雄也
情報処理学会プログラミング研究会において2019年
度情報処理学会コンピュータサイエンス領域奨励賞を
受賞。

第26回広島市立大学大学祭
実行委員会
第26回広島市立大学大学祭の企画・準備・運営に尽
力。

在学生、卒業生を問わず、国内外のさまざまな分野で活躍する「市大人」を紹介します。

カープ春季キャンプ地の沖縄

今季のカープグッズ内見会の様子

第23回広島市立大学 芸術学部

卒業制作優秀作品

2020年２月11日（火・祝）から16日（日）まで、広島市現代美術館
および本学内において、2019年度の卒業制作と修了制作の作
品展が開催されました。日本画、油絵、彫刻、デザイン、工芸の作品
が展示され、多数の来場者がありました。ここでは、卒業制作、修了
制作のうち優秀作品を紹介します。

修了制作優秀作品

おめでとうございます
■本学大学院における博士学位取得者（2019年度 春季修了）

■芸術学部の教員が六甲ミーツ・アート芸術散歩2019で受賞
　2019年９月、芸術学部の藤江竜太郎講師が主催者特別賞を受賞。

■芸術学部の教員らが第74回新匠工芸会展で受賞
　2019年10月、芸術学部の倉内啓教授が富本賞（大賞）を受賞、芸術学研
究科（博士後期課程）３年の久保田寛子さんが入選。

■芸術学研究科の学生が第19回アート・ミーツ・アーキテクチャー・コンペ
ティションで受賞
　2019年10月、芸術学研究科（博士後期課程）２年の番原耕一郎さんが優秀
賞を受賞。

■情報科学部の学生が情報処理学会第119回プログラミング研究発表会
を受賞
　2019年６月、情報科学部２年の河野雄也さんが2019年度情報処理学会コ
ンピュータサイエンス領域奨励賞を受賞。（授賞式は10月）

■堀研名誉教授が中国文化賞を受賞
　2019年11月、堀研名誉教授が第76回中国文化賞（中国新聞社主催）を受
賞。

■情報科学研究科の学生らが「Internat iona l Workshop 
on Electronics, Information and Communication」で受賞
　2019年11月、情報科学研究科（博士前期課程）１年の村上純一さんと森本
隆志さんが「Best Presentation Award」を受賞。

■情報科学部の学生らが第21回IEEE広島支部学生シンポジウムで受賞
　2019年12月、情報科学部４年の山崎樹生さんがHISS優秀研究賞、情報科
学研究科（博士前期課程）２年の井原みのりさんがHISS最優秀プレゼンテー
ション賞を受賞。

■情報科学研究科の教員らが「FPT ’ 1 9 FPGA D e s i g n 
Competition」で準優勝
　2019年12月、情報科学研究科の児島彰助教と情報科学部４年の大澤佑
哉さんが準優勝。

■情報科学研究科の教員が進化計算コンペティション2019で受賞
　2019年12月、情報科学研究科の串田淳一講師が単目的部門最優秀賞を
受賞。

■情報科学部の学生が人類働態学会第44回西日本地方会で受賞
　2019年12月、情報科学部４年の鈴木諒さんが若手優秀発表賞を受賞。

■芸術学研究科の学生がゲンビ「広島ブランド」デザイン公募2019で受
賞
　2019年12月、芸術学研究科（博士後期課程）３年の魏双斌さんの作品がナ
カムラクニオ賞と観客賞を受賞。

■芸術学研究科の学生が第19回 福知山市 佐藤太清賞公募美術展で入選
　2020年1月、芸術学研究科（博士後期課程）１年の吉田奈保子さんが入選。

※学年は受賞当時

市大ニュース
■いちだい知のトライアスロン「知の鉄人」の表彰式を開催
　2019年10月、知の鉄人表彰式を挙行。この秋は３名の鉄人が続いて誕生し
ました。８代目鉄人 芸術学部２年の原彰吾さん、９代目鉄人 国際学部２年の
齋藤秀太さん（※齋藤さんは２回目の完走です）、10代目鉄人 国際学部２年
の鄭得佑さん。
■第26回広島市立大学大学祭を開催
　2019年10月26日・27日、第26回市大祭を開催。学生たちによる模擬店、カ
フェ、フリーマーケットのほか、音楽、ダンスなど盛りだくさんの内容で実施され、
約3,000人の来場者でにぎわいました。
■国際学部卒業生・在学生が「ヒロシマ・ピースフォーラム」のパネルトーク
で発表
　2019年12月、国際学部卒業生の向地由さん（2017年度卒）と国際学部３
年の久永奈さんが、（公財）広島平和文化センター主催の「ヒロシマ・ピース
フォーラム」において、「ルワンダから学んだもの」と題したパネルトークに参加し、
ルワンダでの留学生活等について発表しました。
■韓国・慶北国立大学校から20名の学生が来学
　2020年１月、学術交流協定大学である慶北国立大学校人文大学（韓国・大
邱広域市）から日本語や日本文化を学んでいる日本語日文学科の学生20名
が来学し、約３週間（１月５日～26日）の日程で短期プログラムを実施しました。

■卒業式・学位記授与式を開催
　2020年３月23日、晴れて卒業・修了を迎えた2019年度の卒業生399名お
よび博士前期・後期課程修了生91名に学位記が授与されました。

４月１日（水）～７日（火）
４月２日（木）

４月２日（木）～７日（火）
４月３日（金）、６日（月）
４月８日（水）

４月８日（水）～21日（火）
５月19日（火）～６月１日（月）
６月２日（火）～６月８日（月）

６月14日（日）
７月14日（火）～７月29日（水）
７月30日（木）～８月12日（水）

８月９日（日）
８月13日（木）～９月30日（水）

８月14日（金）

前期（４月１日～９月30日）
春季休業
入学式
オリエンテーション
定期健康診断
前期授業開始
前期履修手続期間
補講週（６時限に補講を行う週）
第１ターム試験期間
開学記念日
補講週（６時限に補講を行う週）
前期定期試験
ホームカミングデー
夏季休業
全学休業日

2020年度　学年暦（前期）

氏名
金　　栄鎬
前田　香織
湯浅　正恵
永山　　忍

役職名
国際学部長

情報科学研究科長
国際学部副学部長

情報科学研究科副研究科長

役員等選任（異動分）

区分

退職

任期
満了

新任

昇任

氏　名
髙橋　健一
及川　久男
関村　　誠
直野　章子
福井　康人
劉　　　婷
谷口　和弘
石川　直樹
植松　敏美
佐藤　俊雄
吉岡　研一
佐藤　尉隆
向川　貴晃
永留　好子
森長　佳子
納島　正弘
小口悠紀子
菅　　亮平
原　　崇浩
城井　　文
伊藤　孝弘
三鴨　道弘
田中　智美
卜部　匡司
小野　貴彦
髙野　知佐
串田　淳一
廣門　正行
田中　圭介
目良　和也

　　　　　　　　 職　名
情報科学研究科教授（3月31日付け）
芸術学部教授（3月31日付け）
国際学部教授（2月29日付け）
広島平和研究所教授（3月31日付け）
広島平和研究所准教授（3月31日付け）
国際学部講師（3月31日付け）
情報科学研究科講師（3月31日付け）
情報科学研究科助教（3月31日付け）
社会連携センター特任助教（3月15日付け）
社会連携センター特任教授（3月31日付け）
社会連携センター特任准教授（3月31日付け）
芸術学部講師（3月31日付け）
芸術学部助教（3月31日付け）
社会連携センター特任助教（3月31日付け）
情報科学研究科特任助教（3月31日付け）
芸術学部教授（4月1日付け）
国際学部講師（4月1日付け）
芸術学部講師（4月1日付け）
芸術学部講師（4月1日付け）
芸術学部講師（4月1日付け）
情報科学研究科助教（4月1日付け）
情報科学研究科特任助教（4月1日付け）
芸術学部助教（4月1日付け）
国際学部教授（4月1日付け）
情報科学研究科教授（4月1日付け）
情報科学研究科教授（4月1日付け）
情報科学研究科准教授（4月1日付け）
情報科学研究科准教授（4月1日付け）
芸術学部准教授（4月1日付け）
情報科学研究科講師（4月1日付け）

教員の人事異動

■2020年度オープンキャンパス等のお知らせ
ンプーオ【）日（日２月８、】スパンャキンプーオ・レプ【）日（日41月６、は度年0202

キャンパス】に開催します。その他、入試説明会等も予定しております。

氏名（敬称略） 　　学　位
博士（学術）
博士（情報工学）
博士（芸術）
博士（芸術）
博士（芸術）
博士（芸術）

凌　　　巧
南　　雄也
路　　　瑶
魏　　双斌
木須　悠太
細萱　航平

薮田投手が披露した、てんとう
虫をデザインしたスパイク

映像メディア造形「THE・MOB」
小田 普音

漆造形「自在漆置物 - 高脚蟹 - 」
門前 佑奈

日本画「ハンメイ」
扇 大介

金属造形「大いなる冬の日」
鎌田 広樹

現代表現「ONLINE SMOKE」
小松原 裕輔

油絵「楽園追放」
濱元 祐佳

日本画「両頭愛染曼荼羅図（現状模写）」
田原 千帆

染織造形「天翔ける根」
松本 千里

彫刻「木立を歩く」
伊東 優

彫刻「chimera」
高見 真由

油絵「ラピスラズリのほしぞら
～はなしをきかせて～」

和田 高幸

４月１日（水）～７日（火）
４月２日（木）

４月２日（木）～７日（火）
４月３日（金）、６日（月）
４月８日（水）

４月８日（水）～21日（火）
５月19日（火）～６月１日（月）
６月２日（火）～６月８日（月）

６月14日（日）
７月14日（火）～７月29日（水）
７月30日（木）～８月12日（水）

８月９日（日）
８月13日（木）～９月30日（水）

８月14日（金）

春季休業
入学式
オリエンテーション
定期健康診断
前期授業開始
前期履修手続期間
補講週（６時限に補講を行う週）
第１ターム試験期間
開学記念日
補講週（６時限に補講を行う週）
前期定期試験
ホームカミングデー
夏季休業
全学休業日

変更予定




