
CAMPUS MAP

キャンパス内にあり、通学に便利！家賃も
格安です。部屋は個室ですが、異なる学
類、先輩・後輩など多様な人との交流が魅
力です。

学生寮

男子寮 女子寮

寄宿料 4,300円/月
居室は個室（約5.5畳、エアコン完備）

共用スペース
（バス、トイレ、キッチン、洗濯室）

葵寮（150名）如月寮（200名）
信夫寮（150名）

※食事の提供はありません

人間発達文化学類
文化探究専攻数理科学クラス 2年

大平 博大さん

キャンパスの魅力を
僕たちが紹介します！

行政政策学類 法学専攻 2年
　渡邊 裕香さん

みんな、一つのキャンパスで  
学んでいます！

医師・保健師がいて、心身の健康相談、救急処置、健康診
断などを行っています。受付は、平日の9：00～16：30です。

保健管理センター
約９０万冊の蔵書を利用できるほか、パソコンエリア
などさまざまな学習環境が整っています。

附属図書館

大きさでＳ・Ｍ・Ｌに分かれています。Ｓ棟には学生
課・教務課・就職支援課もあります。

講義棟

2013年7月設置。環境放射能動態に関する先端研
究拠点を目指し、国内外の研究者が活動しています。

環境放射能研究所

５つの演習室とリフレッシュコーナーがあり、最新の
パソコンが設置されています。自習でも利用できま
す（平日２１時まで）。

総合情報処理センター
東日本大震災後の復旧・復興への支援のため
2011年4月設立。地域に寄り添う「支援セン
ター」として実践的な活動を展開します。

うつくしまふくしま未来支援センター
緑の芝生に覆われた憩いの空間。サークルの催し
物も行っています。

野外ステージ

正門へ

駐輪場

保健管理センター

経済経営学類棟

講義棟

体育館

総合教  育
研究セン  ター

プール

野外ステ  ージ

保健体育棟

ハンドボールコート

サッカー・ラグビー場

テニスコート

ゴルフ練習場

第二体育館

合宿研修施設

バレーボールコート

弓道場

野球場

学生寮

馬場

理工共通棟

陸上競技場

音楽棟

国際交流センター

西門

美術棟

信陵公園

行政政策学類棟

総合情報処理センター

学生活動センター棟うつくしまふくしま
未来支援センター食農学類棟（仮称）

2019年12月完成予定

食農学類（仮称）
附属農場（畑・果樹園）

食農学  類（仮称）
附属農  場（水田）

共生システム理工学類
研究実験棟

文化系
サークル棟

附属図書館

共生システム
理工学類棟

環境放射能研究所

人間発達文化
学類棟

体育系
サークル棟

大学会館
（学生食堂・売店 ）

さまざまなスタイルで学習できる空間。グループでの
学習にも便利です。ホワイトボードなどを使って学習
できます。  

ラーニングコモンズ（図書館内）

至 松川・二本松至 福島・南福島

至 二本松

至 福島市内

金谷川駅

緑に囲まれたキャンパス。
自然とともに学ぶ。
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M MANABI no NAVI学びのナビ

学生食堂
セルフスタイルで好きなものを
チョイス。授業のある期間は朝8
時～夜8時まで営業しているの
で、朝・昼・夜とも食べられます。

1年を通してほかほかのお弁当が食べられ、夏には冷たい麺も
登場！テイクアウトもイートインもどちらもOK！

センパイおすすめ！ 食堂メニューUKUSHIMA UNIVERSITY LIBRARY

Annual schedule

FUKUSHIMA UNIVERSITY COOP

学生生活に必要なものが何でも揃うコンビニ
的存在。弁当、お菓子などの食品から文房
具、雑誌、旅行カウンターもあります。

福島大学生協 購買書籍店

図書館１階ラーニングコモンズ内にあります。
書籍はもちろん、食品や文具も販売。勉強
に疲れたら、コーヒーで一休み。

福島大学生協 図書館店

福島大学附属図書館

福島大学附属図書館の有効活用術！
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1～3階の各フロアにある会話が
可能な学習スペース。3つそれぞ
れに特徴があり、一人でもグルー
プでも、自分にあったスタイルで学
習できます。

先輩学生（学びのナビゲーター）が授業に関する相
談に乗ったり、学びのイベントの企画や自己学習プ
ログラムの開発をしたりする、学生による学生のため
の学習支援活動の場所です。

小中高の教科書・指導
書、教員採用試験の過
去問題などが揃っていま
す。教員を目指すなら利
用は必須。

大学での学習を充実させるコツのひとつは“良き相談
相手をみつけること”です！本学では附属図書館を
拠点に活動している「学びのナビゲーター」が
その役割を担っています。一足先に学問の世
界に飛び込んだ先輩学生たちが、成功・失
敗両方の経験を活かしながらさまざまな学
習支援を展開しています。「学びのナビ
ゲーター」はみなさんの学習ライフを全
力で応援します！ 

教員志望者向け資料室
総合教育研究センターの資料が図書館へ！

学びのナビゲーターが応援！
学びのナビのココが素敵！

4日 入学式
4日～6日 新入生ガイダンス
4日～17日 履修登録
7日 授業スタート
12日 サークル
　　  オリエンテーション
21日～23日 スポーツ大会

31日
開学記念日

4月 ● 入学式

サークルオリエンテーション

8月 ● 夏のオープンキャンパス

大学祭

5日 夏のオープン
　　キャンパス

1日～15日 
履修登録
20日
秋のオープンキャンパス
24日～26日
スポーツフェスティバル
27日・28日
大学祭

大学入試
センター試験

26日
学位記授与式

28日 
学位記授与式

3つのラーニング
コモンズ

自分にあったスタイルで学習！

附属図書館は、2015年に新館が完成し、広くて
明るい大きな図書館にリニューアルしました。従来
からの静かに本を読み勉強する場所ももちろんあ
りますが、それだけでなく、さまざまなスタイルで学
習できる「ラーニングコモンズ」を設置し会話しな
がらグループ学習などもできるようになっています。
自分好みの学習スタイルを見つけたり、その日の
目的や気分などによって場所を使い分けることの
できる図書館です。

2015年7月にリニューアル！

年間スケジュール

個室は
集中
できる！

イスや机、
ホワイトボードも
自由に
動かせる！ 4名まで利用できる個室「スタディルーム」と

5名以上で予約できるプロジェクタ・大型スク
リーンがある「セミナールーム」が利用可能。

個人・グループで使える
学習室

福島大学生協

一人でも、グループでも、授業でも！

過去問が
たくさん！

Quick Lunch グリーン 人気メニュー

❶ 1位 牛肉のうま塩
❷ 2位 チキン塩ダレ
❸ 3位 台湾まぜうどん

❶ ❷ ❸

朝定食

朝限定のメニューも
あります。8：00から
開いているので、授
業前にしっかり腹ご
しらえできますよ。

Daily 
Lunch

数量限定の日替定
食です。すぐに食べ
たい、お腹いっぱい
食べたい人におすす
めです！

カフェテリア
メニュー

好きなメインディッ
シュ、惣菜、サラダを
組み合わせて選べる
コーナーです。丼や
麺もありますよ。

春休み

春休み後期授業後期授業 冬休み

夏休み前期授業

生活スタイルにあわせて
1階食堂と2階グリーンを
使い分けてみよう！

正規試験・補講期間

正規試験・補講期間

授業がある期間の平日 8:00～20:00／土曜 11:00～19:00

Menu Ranking

※大学の長期休暇期間は平日・土曜　11:00～14:00

授業がある期間の平日 11:00～14:00
2階 Quick Lunch グリーン

1階 食堂 ReaF（リーフ）

土日祝休業
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House

STUDENT Life
case 01

Time schedule

Yuuka’s curriculum

House

Hiroto’s curriculum

案内役をしてくれた二人の 1日に密着！

家事とアルバイトと学業と。
忙しいけれど充実した毎日です。

case 02

学生寮の生活は部活動にも
集中できる環境です。

金谷川駅のすぐ近く。大学からも近くて便利！

　実家が宮城県にあること、一人暮らしをして自炊のスキルを上げた

かったことから、アパートへの入居を選びました。実際に生活を始めると、

家事の大変さを思い知り、親の偉大さが身にしみてわかりました。

　一人暮らしにかかる光熱費や食費は、いずれ親に返金する予定です。

奨学金の返還もあるので、アルバイトはかなり重視しています。仕事先

はせっかくなら自分の成長につながるところと考え、先生に紹介してい

ただきました。就職支援課にはアルバイト募集の冊子もあるので、バイ

トをする場合は、こうした大学のサポートを活用するのもおすすめします。

講義・サークル活動・アルバイトと、毎日大忙し！

通学時間 徒歩10分 月々の家賃・食費 家賃4万円 食費約1万5,000円

サークルは2つかけもち！

アルバイトも学びの場

就
　
寝
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Time schedule 学業と部活動、バランスよく頑張っています。

起
床
・
準
備

12:008:407:00 13:00 18:00 21:00

昼
　
食

講
　
義

講
　
義

部
活
動

夕
　
食

12:00

大学には徒歩10分で行ける距離なので、電車の遅れや
天候などに左右されずに講義を受けることができて便利です。

空き時間は図書館で予習・復習をしています。とてもきれいで
静かだし、勉強に必要な資料も豊富にありますよ。

１限目の講義は遅刻なし！

8:40

16:00ランチは友人とのおしゃべりタイム

13:00

18:00

8:40

23:0012:00

2 年 渡邊 裕香さん行 政政策学類 法学専攻 2 年数理科学クラス 大平 博大さん
人間発達文化学類 文化探究専攻

　私は親から仕送りをもらわず、奨学金のみで生活しています。そのため

経済的負担の少ない学生寮での暮らしはとても助かっています。

　特に自分は水泳部に所属し、福島県内の他大学との大学対抗戦や猪

苗代湖で泳ぐ遠征大会など、さまざまな大会に参加しています。こうした活

動を思う存分できるのも、負担の少ない寮生活のおかげだと思います。

　また当初は不安だった一人暮らしですが、実際に生活し始めると思っ

ていた以上に楽しく、充実した日 を々送っています。精神的に自立するこ

ともできたので、一人暮らしは自分が成長できるチャンスだと思います。

スペイン語中級A

スペイン語中級B

専攻入門科目

地方行政論

民法（債権総論） 地理学概説

キャリアモデル学習

憲法（人権）Ⅰ

民法（家族） 憲法（統治）Ⅰ 法社会学Ⅰ

行政学Ⅱ

月 火 水 木 金

1

2

3

4

5

渡邊さんの
2年次前期時間割

ぼく・わたしのお気に入り！

六法は、法学専攻には必須アイテム。勉強で疲れて甘
さが欲しくなったときは、購買で売っている豆乳をよく飲
みます。いろんな味があって選ぶのが楽しいです(^o^)

好きなものに

　 囲まれて幸せ！

好きなものに

　 囲まれて幸せ！

大学構内の学生寮。朝が苦手な人にもピッタリ。

学生寮から徒歩10分 月々の家賃・食費 家賃4,300円 食費約1万5,000～2万円

学生寮は5.5畳の一人部屋。トイレ・お風呂・キッチン・洗濯機・乾燥機は
共同で、男子寮が２つ、女子寮が１つあります。

主に必修科目と教員免許取得に必要な科目を履修していま
す。数学や英語の専門的な内容を学習しています。

教職入門A

英語B1

英語B2

代数学Ⅱ

解析学Ⅱ

基礎演習H

幾何学Ⅰ

教育の方法B

教育心理学 英語学概論 グラフ理論

教育と人間関係

教育の歴史

異文化理解英文法

月 火 水 木 金

1

2

3

4

5

大平さんの
2年次前期時間割

ぼく・わたしのお気に入り！

先輩にゆずってもらったギターとつけ麺が最近
のお気に入りです。毎日体を動かすせいか、肉
系の料理も大好きです。

学食で食べたり生協で買って食べたり。
いろんな情報を友人と交換します。

副部長として部員をリード
練習メニューを考えるのも副部
長の仕事。それぞれの練度に
応じて考えています。

アパートが近いので１限も
ゆとりを持って受講できます。

くつろぎタイム
読書をしながら体を休めたりと、
自分の時間を大切にしています。

週２～３日はNPO法人などでアル
バイト。ひとつひとつが勉強になり
ます。

目標は教員免許の取得！
数学と英語の教員免許を取得
するため、講義もまじめに
頑張っています！

生協学生委員会では学生向けのイベ
ントを企画運営。構内にいるネコをケア
するサークルにも入ってます。

ランチは肉系！
学食は気軽なのでよく利用してい
ます。肉系メニューでパワー充電！

自
由
時
間

就
　
寝

0:0023:00

（宮城県仙台向山高等学校出身） （福島県立磐城高等学校出身）
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大学は学業のみをする場ではありません。まちや地域、全国、海外と、
さまざまなフィールドで活躍するチャンスを創る場でもあります。
自らの能力や思いを胸に、それぞれのフィールドで
力を発揮している福大人を紹介します。

私たち小山ゼミでは、福島県産

米の価値を向上させたいとの

思いから、５年前より「おかわり

農園プロジェクト」としてお米づ

くりと販売に取り組んでいます。

そして昨年度、福島市唯一の

酒蔵さんとの共同開発で、新た

に日本酒造りにも着手しました。

ラベルにデザインされた文字の

とおり、たくさんの「福」を「結

ぶ」お酒になってほしいとの願

いが込められています。

今、大学生全員が有権者となった一方で、若年層の投票率低下が

問題になっています。そのため私は学生団体「福大 Vote プロジェ

クト」で福大生に向けた選挙啓発活動を行っています。啓発CMを

製作したり投票所の空間デザインを工夫したりと、大学生の立場だ

からできることを企画運営する中で、普通の大学生活を送っていた

のでは関わらない社会人の方にも出会うことができました。試行錯

誤の連続ですが、貴重な経験を成し遂げられたと思っています。

「とげっちょ組」は、中山間地域の活性化を目指して活動する福

島大学非公認サークルです。その活動の一環として県内最大規

模のロックフェスティバル「風とロック芋煮会」で、間伐材わりばし

の販売や使用済みわりばしの回収といった「風とロックわりばし大

作戦」を行っています。昨年は他大学や県とも連携し、売り上げ

の一部を植樹祭に寄付して協賛セレモニーなども行いました。現

在は大学の先生たちと地域活性化ネットワークを構築中です。

高校卒業後はより高いレベルで陸上に挑戦したいと考え、実業団

を選択しました。しかし“学ぶ”ことも諦めきれなかったため、午前中

は東邦銀行に勤め、午後は東邦銀行陸上競技部員として練習し、

夕方から福島大学に通う日 を々送っています。昨年は日本陸上競

技選手権大会で第５位、同大会リレー優勝、日中韓交流大会には

日本代表として参加することができました。毎日慌ただしいですが、

自分で選んだ道なのでどの点でも妥協したくないと思っています。

震災後の福島の若者の元気な姿を見てもらいたいとミスピーチ

キャンペーンクルーの活動をしています。福島の魅力をPRするた

めに国内のみならず海外にも足を運び、テレビ出演や首相官邸

訪問なども行ってきました。他にもOECD東北スクールや地方創

生イノベーションスクール学生スタッフ、中国留学などさまざまな

ことに挑戦しています。これからも無知を恐れず挑戦・発信し、誰

かが一歩を踏み出すきっかけになっていければと思います。

日本一大きいわらじを担いで練り歩く「福島わらじまつり」は福島

市の夏祭りです。学内外から参加への機運が高まってきたことを

受け、職員有志で実行委員会を立ち上げました。目的は、市民の

皆さんとお祭りを盛り上げて地域活性化に貢献すること。参加し

ている学長はじめ教職員、学生、留学生はみな垣根を超えて交

流が深まり、一体感が生まれています。今後も地域に根ざした大

学として参加し続ける予定です。参加者も随時募集中です！

活動のきっかけは高２の夏に参加した渡米プログラムです。その際

にみたファーマーズマーケットが販売の場だけでなく交流の場に

なっていることを知り、また農家さんが自分の作った野菜についてい

ろいろと教えてくれることにも感動し、こんな場所が地元にもあった

らいいなと、帰国後に活動を始めました。農家さんから借りた畑で野

菜づくりもしてみました。これからも常に誰かから学ぶという気持ちを

忘れずにアクションを起こしていきたいです。

経済経営学類　企業経営専攻３年

間宮 疾人さん（茨城県立水戸商業高等学校出身）

経済経営学類 国際地域経済専攻３年

大泉 孝平さん（宮城県仙台南高等学校出身）

福島大学にはトライアスロンで世界を目指す先生と学生がいます。
お二人からコメントをいただきました。

蓮沼先生「大学で教えるのと並行して、トライアスロン競技のク

ラブチームを運営し、日本オリンピック委員会専任コーチも担当

しています。被災地の復興をス

ポーツで加速化し、元気にして

いくことが目標です」。

長正さん「中２の時から蓮沼先

生のクラブチームに所属し、昨

年はアジアジュニア選手権と

世界ジュニア選手権に日本代

表として出場しました。オリン

ピックでメダルを獲得すること

が最大の目標です」。

人間発達文化学類 スポーツ・芸術創造専攻

蓮沼 哲哉講師
人間発達文化学類 スポーツ・芸術創造専攻１年

長正 憲武さん
（福島県立福島高等学校出身）

たくさんの「福」を「結ぶ」
福島大生の日本酒づくり。

わらじおどるべ☆プロジェクト実行委員会

地域に根ざした大学として
福島の夏まつりで踊っています

トライアスロンで福島から世界へ。
目指すは東京五輪メダリスト。

共生システム理工学類 産業システム工学専攻３年

七海 航平さん（福島県立郡山高等学校出身）

「風とロック芋煮会」で
「風とロックわりばし大作戦」！

行政政策学類 地域と行政専攻４年

春菜 孝明さん（市立函館高等学校出身）

大学生の投票率を上げる活動で
たくさんの貴重な経験を。

行政政策学類１年

佐藤 勇樹さん（福島県立ふたば未来学園高等学校出身）

ファーマーズマーケットで
地域の交流の場を創りました。

現代教養コース文化教養モデル２年

青木 りんさん（私立相洋高等学校出身（神奈川県小田原市））

社会人、陸上選手、学生。
妥協せずに自分の選んだ道を。

経済経営学類 国際地域経済専攻４年

畠山 せえなさん（福島県立郡山高等学校出身）

ミスピーチキャンペーンクルーとして
国内外に足を運んでいます。

左側が畠山せえなさん。

右側が七海航平さん。左側が大泉さん。右側が間宮さん。

右側が蓮沼先生。左側が長正さん。

枠なき“キャンパス”

めばえる
ふくだい じん

福大人！
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小遣い
13,530円

奨学金
16,260円

アルバイト
28,130円

仕送り
10,620円

奨学金
44,120円

アルバイト
33,060円

仕送り
49,280円

奨学金
30,540円

アルバイト
28,370円

統一サークル連合公認サークルCLUB CIRCLE ACTIVITY

● アカペラサークル
　 Rainbow Pumpkin
● ESS（英会話研究会）
● 裏千家茶道部
● 映画制作サークル
● SF研究会
● 演劇研究会
● 音楽プロデュース研究会
● 化学研究会
● 管弦楽団
● ギタークラブ
● 競技麻雀部
● 教職サークルFUN
● 考古学研究会

● 混声合唱団
● C.P.A（会計学研究会）
● 児童文化研究会
● 写真部
● ジャグリングサークル
● しゅわ手話研究会 Drops
● 書道研究会
● 吹奏楽団
● HEARTS（学生ボランティア）
● ハートフル☆スタジオ
● はらい川セツルメント
● ピア☆カン
● 美術研究会
● Folk&Rock研究会

● 文芸部
● 漫画研究会
● お笑い同好会
● 放送部
● 旅行同好会
● COLORs

● 合氣道部
● 居合道部
● オリエンテーリング部
● 空手道部
● 弓道部
● 競技ダンス部
● 行政政策学類陸上競技部
● 経済バスケットボール部
● 剣道部
● 硬式テニス部
● 硬式野球部
● サッカー部
● 山岳部
● 柔道部

● 準硬式野球部
● 女子バスケットボール部
● 女子バレーボール部
● 女子ハンドボール部
● 女子ラクロス部
● 福島学生“源種”～seed～
● 水泳部
● スキー部
● ストリートダンス同好会
　（D.FOOL）
● ソフトテニス部
● 卓球部
● 男子バスケットボール部
● 男子バレーボール部

● 男子ソフトボール部
　（SPARKS）
● 男子ハンドボール部
● 男子ラクロス部
● 馬術部
● バドミントン部
● 夜間主剣道部
● ラグビー部
● 陸上競技部
● ワンダーフォーゲル部
● チアダンスサークル
　‒Peach Graffiti‒

学費・奨学金

282,000円  夜間主／141,000円 年額535,800円  夜間主／年額 267,900円

※入学時および在学中に入学料・授業料の改定が行われた場合は、改定時から新たな入学料・授業料が適用されます。
※入学時には、入学料のほかに別途修学関係経費、各種会費が必要になります（学類によって金額は異なります）。

入学料 授業料

奨学金制度

日本学生支援機構奨学金 しのぶ育英奨学金
福島大学独自の給付型奨学金

学費の免除・徴収猶予について

［納入方法］
入学手続前に所定払込用紙により金融機関で振り込み、
入学手続時に納入書（大学提出用）を提出。

日本学生支援機構の奨学金には、給付型、第
一種（貸与：無利子）、第二種（貸与：有利子）が
あります。2017年度における日本学生支援機
構奨学生は、本学では第一種・第二種合わせて
2,033名（日本人学生全体の48.6%）が利用し
ています。なお、月額の金額は表のとおりです。

※1 給付型奨学金は進学の前年度に高等学校等
の奨学金窓口に申し出てください。
※2 第二種奨学金は、卒業後、年利率3%を上限と
する利息付（在学中は無利息）。

●本学に1年以上在学の学類生が対象です。
●5～6名程度を選抜し、毎月1人5万円で
 1年間（総額60万円）支給します。
●返還する必要はありません。

［納入方法］
入学後、前期分と後期分に分けて、年額の2分の1相当額を
それぞれ4月、10月に学生本人指定口座から引き落し。

［入学料］

［授業料］ 

経済的理由により入学料の納入が困難でかつ学業優秀と認められる場合、または入学前1年以内に主として学費を負担する方が死亡もしくは
風水害などの災害のため入学料の納入が困難であると認められる場合には、選考のうえ入学料徴収猶予または免除を許可されることがあります。

経済的理由により授業料の納入が困難でかつ学業優秀と認められる場合などには、選考のうえ授業料の全額もしくは一部の免除、または一定
の期日までの納入猶予を許可されることがあります。また、大学院博士後期課程の学生に対し、学業が優秀と認められる場合には、選考のうえ
年度分の授業料の全額もしくは一部を免除されることがあります。

奨学金の種類 金額／月（国立大学の場合）

20,000円・30,000円・45,000円から選択自宅通学貸与型：
第一種
（無利子）

給付型
※1

貸与型：
第二種（有利子）※2

自宅外通学

０円+授業料免除自宅通学

自宅外通学 20,000円（給付）+授業料免除

20,000円～120,000円
（10,000円刻み）から選択

20,000円・30,000円・40,000円・
51,000円から選択

福大生のライフスタイルをご紹介

高校生までとはまったく異なる大学生の暮らし。学生たちがどんな大学生活を送っているのか、
暮らしに役立つ福大生の生活データを紹介します。

自宅生

寮　生

下宿生

自宅生
59,460円

寮生
85,280円

下宿生
108,470円

うち日本学生支援機構の奨学金受給者（49.4%）

1位
留学費

（300,000円）

2位
運転免許

（238,700円）

3位
海外旅行

（108,800円）

4位
引っ越し

5位
各種スクール

入っている
89.5%

入っていない
10.5%

受けていない
47.6%

受けている
52.4%

●１カ月の平均生活費

お金
●奨学金の受給

●生活費以外のお金の使い道

●傷害保険の加入

●１カ月の収入源

文化系公認サークル 体育系公認サークル

福島大学災害ボランティアセンター
福島市内外の仮設住宅約20カ所で足湯を通した傾聴活動や、県内外の
子どもたちを対象にリフレッシュ体験事業の実施、また津波被災地でのが
れき撤去や学習支援、福島の情報発信など幅広く行っています。震災から
継続してきた活動を通して顔見知りの方がたくさんでき、仮設住宅などにお
邪魔すると「待ってたよ」と温かい声をかけていただく場面も増えました。
8年目に入り、公営住宅への移住も進む中で、昨年度に増して“寄り添い”
に力を入れていきたいです。

東日本大震災をきっかけに結成された学生団体です

▼子どもの力支援・・・
　ふくしま子どもネイチャリングキャンプ

▲復興公営住宅での住民交流会

学生の自主的な学問探究および文化・スポーツ活動
の振興と発展を期することを目的に、学生の自治組織
として統一サークル連合が組織されており、その公認
サークルに対しては学生自治会などから財政上の助
成などが行われています。統一サークル連合に公認さ
れているサークルは次の通りです。

福島学生“源種”～seed～

吹奏楽団

馬術部 陸上競技部 COLORs
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