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他機関との連携協定締結

教職員・学生が一丸となって
福岡女子大学の国際的存在感を高めよう

　本学は、最近の6年間に、公立大学法人化、学部改組という過去に経験した

ことのない大きな変革を行い、新しい歴史の頁を開きつつあります。国際化教

育という視点に立ち、現在48名の留学生がキャンパス内で日本人学生と寮で

同居しながら教育を受けるという、創立88年間で最も国際色の強い時を迎えて

います。本学にとってこの激動の時期を、教育・研究と、社会・国際貢献の活

動を拡充・充実させるための好機と捉え、国内外で知名度を上げ存在感を確実

なものにするために、教職員一丸となって将来目標に立ち向かわなければなり

ません。

　本学の「新しい教育理念」は、「リーダーシップを持ち、国際的に活躍でき

る人材育成」と「地域社会の学術、文化、生活への貢献」です。教育＝人材育

成の成果をあげるために、教員は学生に対して徹底した人材育成を行うという

強い使命感と責任感が必要となります。

　学生に対して社会人・国際人としての素養の発揮のための人材育成は、教室

という場での授業だけでなく、授業時間外でも指導できる教育制度を大学とし

て確立しなければなりません。さらに地域社会と連携したインターンシップ教

育、コミュニケーション学習や外国滞在実習などの実践教育は、国際的センス

とバランスを身につけ、世界で活躍できる人材育成に不可欠です。

　大学の「新しい教育理念」を基盤として、教職員が人材育成の責務を充分に

果たすことができるよう、学長として大学組織・制度の改善を着実に進めてい

きます。

　教授(professor)とは、自身に専門と呼ぶに値するものが備わったと宣言で

きる(profess)人のことであり、欧米の主要大学で就任講義が求められる所以

でもある。この度、仰せつかった副学長職(vice-president)は、私自身の資質

に依るものではないことは承知している。国際交流領域を担当する私の任務

は、偏に同僚やスタッフの仕事ぶりと国際化に懸ける情熱に依存している。

私の務めは、その名を汚さ(vice)ないようにすることであろう。

　これまで様々な局面で、私の立ち居振る舞いの模範となるような人たちと

出会ってきた。仕事柄、その多くは研究者や大学人である。たちまちは、

ニューヨークのマディソン･アヴェニューで出迎えてくれた著名な図書館員

の持てなしを見倣いたいと思う。
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　2011年4月の大学改革に伴い、新たに「地域連携センター」が組織され、

初代センター長を仰せつかりました。本センターは「女性生涯学習研究部

門」、「産学官地域連携部門」、「地域交流部門」の3部門から構成されて

います。最初の2部門は、従来からの組織を受け継いだ形となっています

が、最後の部門は、近隣の小中高校や、住民、自治体との繋がりを密にし、

さまざまな形で皆様のお役に立つことを目的に作られました。併せて「地域

連携班」という事務組織も新設されています。地域の皆様に可愛がって頂

き、お役に立てる福岡女子大学になるよう、教職員一丸となって努力する所

存です。どうかご理解、ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
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東部地域大学（福岡女子大学、九州産業大学及び福岡工業大学） 

国立病院機構九州医療センター  

西日本新聞社

中国遼寧省公衆栄養士協会との学術交流協定と記念講演会

　2011年11月9日（月）、福岡女子大学は、教育・研究活

動全般における交流及び連携を推進し、相互の教育・研

究の一層の進展と地域社会の発展に寄与することを目的

として、九州産業大学及び福岡工業大学と連携協定を締

結しました。

　東部地域大学では、スローガンとして「地域と共に発展

する大学を目指す」を掲げており、各大学と地域の特性・

特色を活かした取り組みをしてまいります。

　具体的には、①単位互換などの教育連携や共同研究、

②地域との連携（学生の地域イベントの企画・参加など）、

③行政との連携、④東

区の歴史・文化・自然

などを題材とした、地域

にちなんだ「市民公開講

座」の開催などを検討し

ていきます。

　2011年 12月 21日（水）、福岡女子大学は、教育・

研修・研究交流を促進することにより、福岡県におけ

る医療職の人材育成と地域医療の充実及び健康づく

りに寄与することを目的として、国立病院機構九州医

療センターと連携協定を締結しました。国立高度総合

医療施設と国公私立大学管理栄養士養成施設との連

携協定締結は、全国初となります。　

　主に、社団法人日本健康・栄養システム学会が認定

し、管理栄養士のみが受験できる非常に専門性の高い

資格である、「臨床栄養師」養成のための研修を連携し

て実施します。

　この「臨床栄養師」資格認定に向けては、900時間の

臨床研修と 100 時間の認定講座の受講が必要で、九

州医療センターに研修施設としてご協力いただき、本

学の管理栄養士資格を

有する大学院生が、栄

養ケア･マネジメント、

地域活動（外来・通所・

訪問等）、給食経営管理

などを学ぶこととなり

ます。

　2011年 10月 3日（月）、福岡女子大学は、地域の教

育及び地域社会の充実・発展に寄与することを目的

として、西日本新聞社との連携協力に関する協定書に

調印しました。福岡女子大学、西日本新聞社ともに地

域社会への貢献を使命としており、お互い連携の有効

性を認識したことから、協定の締結に至ったもので

す。

　既に、授業（キャリアデザインⅡ）への西日本新聞社

の講師派遣や講演会の共同開催等で連携協力を始め

ています。

　「日本国福岡女子大学食育支援プロジェクトと中国

遼寧省公衆栄養士協会との学術交流に関する協議書」

を2011年 4月 13日付締結し、同年9月 3～6日、現

地出身で本学大学院を修了した齊明　さんを伴って

瀋陽を訪問しました。

　張迅会長他公衆栄養士協会理事と面談、協会主催の

学術検討会で「福岡女子大学における食育と人材育

成」について2時間講演、シンポジウムにも臨み、現地

の新聞やテレビに取り上げられました。

　また、JICA 中国関

係者と共に中国医科

大学を訪問、公共衛生

学院 栄養･食品学科

楊軍教授や国際交流

センター長潘伯臣教

授等との面談もかな

い、大変有意義な 3日

間でした。

ご挨拶



他機関との連携協定締結

教職員・学生が一丸となって
福岡女子大学の国際的存在感を高めよう

　本学は、最近の6年間に、公立大学法人化、学部改組という過去に経験した

ことのない大きな変革を行い、新しい歴史の頁を開きつつあります。国際化教

育という視点に立ち、現在48名の留学生がキャンパス内で日本人学生と寮で

同居しながら教育を受けるという、創立88年間で最も国際色の強い時を迎えて

います。本学にとってこの激動の時期を、教育・研究と、社会・国際貢献の活

動を拡充・充実させるための好機と捉え、国内外で知名度を上げ存在感を確実

なものにするために、教職員一丸となって将来目標に立ち向かわなければなり

ません。

　本学の「新しい教育理念」は、「リーダーシップを持ち、国際的に活躍でき

る人材育成」と「地域社会の学術、文化、生活への貢献」です。教育＝人材育

成の成果をあげるために、教員は学生に対して徹底した人材育成を行うという

強い使命感と責任感が必要となります。

　学生に対して社会人・国際人としての素養の発揮のための人材育成は、教室

という場での授業だけでなく、授業時間外でも指導できる教育制度を大学とし

て確立しなければなりません。さらに地域社会と連携したインターンシップ教

育、コミュニケーション学習や外国滞在実習などの実践教育は、国際的センス

とバランスを身につけ、世界で活躍できる人材育成に不可欠です。

　大学の「新しい教育理念」を基盤として、教職員が人材育成の責務を充分に

果たすことができるよう、学長として大学組織・制度の改善を着実に進めてい

きます。

　教授(professor)とは、自身に専門と呼ぶに値するものが備わったと宣言で

きる(profess)人のことであり、欧米の主要大学で就任講義が求められる所以

でもある。この度、仰せつかった副学長職(vice-president)は、私自身の資質

に依るものではないことは承知している。国際交流領域を担当する私の任務

は、偏に同僚やスタッフの仕事ぶりと国際化に懸ける情熱に依存している。

私の務めは、その名を汚さ(vice)ないようにすることであろう。

　これまで様々な局面で、私の立ち居振る舞いの模範となるような人たちと

出会ってきた。仕事柄、その多くは研究者や大学人である。たちまちは、

ニューヨークのマディソン･アヴェニューで出迎えてくれた著名な図書館員

の持てなしを見倣いたいと思う。

理
事
長
・
学
長　

梶
山 

千
里

理事長・学長挨拶

副学長就任挨拶

副学長就任挨拶 国際文理学部 
食・健康学科 教授 早渕 仁美

国際交流部門の振る舞い
副
学
長

国
際
化
推
進
担
当

向
井 

剛

　2011年4月の大学改革に伴い、新たに「地域連携センター」が組織され、

初代センター長を仰せつかりました。本センターは「女性生涯学習研究部

門」、「産学官地域連携部門」、「地域交流部門」の3部門から構成されて

います。最初の2部門は、従来からの組織を受け継いだ形となっています

が、最後の部門は、近隣の小中高校や、住民、自治体との繋がりを密にし、

さまざまな形で皆様のお役に立つことを目的に作られました。併せて「地域

連携班」という事務組織も新設されています。地域の皆様に可愛がって頂

き、お役に立てる福岡女子大学になるよう、教職員一丸となって努力する所

存です。どうかご理解、ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

地域に愛される大学を目指して
副
学
長

地
域
連
携
担
当

吉
村 

利
夫

東部地域大学（福岡女子大学、九州産業大学及び福岡工業大学） 

国立病院機構九州医療センター  

西日本新聞社

中国遼寧省公衆栄養士協会との学術交流協定と記念講演会

　2011年11月9日（月）、福岡女子大学は、教育・研究活

動全般における交流及び連携を推進し、相互の教育・研

究の一層の進展と地域社会の発展に寄与することを目的

として、九州産業大学及び福岡工業大学と連携協定を締

結しました。

　東部地域大学では、スローガンとして「地域と共に発展

する大学を目指す」を掲げており、各大学と地域の特性・

特色を活かした取り組みをしてまいります。

　具体的には、①単位互換などの教育連携や共同研究、

②地域との連携（学生の地域イベントの企画・参加など）、

③行政との連携、④東

区の歴史・文化・自然

などを題材とした、地域

にちなんだ「市民公開講

座」の開催などを検討し

ていきます。

　2011年 12月 21日（水）、福岡女子大学は、教育・

研修・研究交流を促進することにより、福岡県におけ

る医療職の人材育成と地域医療の充実及び健康づく

りに寄与することを目的として、国立病院機構九州医

療センターと連携協定を締結しました。国立高度総合

医療施設と国公私立大学管理栄養士養成施設との連

携協定締結は、全国初となります。　

　主に、社団法人日本健康・栄養システム学会が認定

し、管理栄養士のみが受験できる非常に専門性の高い

資格である、「臨床栄養師」養成のための研修を連携し

て実施します。

　この「臨床栄養師」資格認定に向けては、900時間の

臨床研修と 100 時間の認定講座の受講が必要で、九

州医療センターに研修施設としてご協力いただき、本

学の管理栄養士資格を

有する大学院生が、栄

養ケア･マネジメント、

地域活動（外来・通所・

訪問等）、給食経営管理

などを学ぶこととなり

ます。

　2011年 10月 3日（月）、福岡女子大学は、地域の教

育及び地域社会の充実・発展に寄与することを目的

として、西日本新聞社との連携協力に関する協定書に

調印しました。福岡女子大学、西日本新聞社ともに地

域社会への貢献を使命としており、お互い連携の有効

性を認識したことから、協定の締結に至ったもので

す。

　既に、授業（キャリアデザインⅡ）への西日本新聞社

の講師派遣や講演会の共同開催等で連携協力を始め

ています。

　「日本国福岡女子大学食育支援プロジェクトと中国

遼寧省公衆栄養士協会との学術交流に関する協議書」

を2011年 4月 13日付締結し、同年9月 3～6日、現

地出身で本学大学院を修了した齊明　さんを伴って

瀋陽を訪問しました。

　張迅会長他公衆栄養士協会理事と面談、協会主催の

学術検討会で「福岡女子大学における食育と人材育

成」について2時間講演、シンポジウムにも臨み、現地

の新聞やテレビに取り上げられました。

　また、JICA 中国関

係者と共に中国医科

大学を訪問、公共衛生

学院 栄養･食品学科

楊軍教授や国際交流

センター長潘伯臣教

授等との面談もかな

い、大変有意義な 3日

間でした。

ご挨拶



アジア地域大学コンソーシアム福岡

国際文理学部国際教養学科1年 堤 敦美
　コンソーシアムCAUFUK結成の調印式典にて What can pop 

culture do for people in crisis？（ポップカルチャーは危機的状況に

おいて人 に々何ができるか）というテーマで、東日本大震災においてポップカ

ルチャーがどのように被災者の人 に々貢献してきたかについてプレゼンテー

ションをさせて頂きました。今回のコンソーシアムを通して、海外提携大学の

学長の方 と々交流させて頂き、改めて世界の広さ、現代における世界各国の

結びつきの重要さについて考える機会を持ちました。この貴重な経験を生か

して、より一層国際的な広がりを展開できるような大学生活にしていきたいと

思います。

　アジア地域大学コンソーシアム福岡、第１セッションの

共同研究は、持続可能な社会を実現するために知恵を絞

り出しながら理解を深めることを目的として、「持続可能な

未来に果たすアジアの女性の役割」というテーマで研究

を進めています。これから国内外での調査・分析、海外

ワークショップの開催、全メンバーの研究成果の口頭発

表や論文等による研究成果の公表を基軸に共同研究を

行う予定です。

第1セッション：

　このコンソーシアムのアジア共同研究として、第2分科

会は、Environmental Issues in Asia (アジアの環

境問題)をテーマにしています。その中でアジアに固有

の、国境を超えた、継続的な共同研究の可能な課題につ

いて、共同して環境問題の解決を目指すという目標を掲

げています。具体的なトピックスについては、Asian 

Dust（黄砂などの大気汚染、担当責任者馬准教授）、

Management of water resource(水問題、担当責任

者柳橋教授)、Energy development for sustain-

ability(エネルギー問題、担当責任者藤岡教授)で進め

ていて、代表責任者は馬准教授、後方支援は錦谷准教

授、小泉で行っています。

（文責 小泉修）

第2セッション代表者　国際文理学部 環境科学科 准教授　

第１セッション代表者　国際文理学部 国際教養学科 准教授 

◆共同研究分科会◆

◆学生対話集会◆

第2セッション：

　吉村健清教授（公衆衛生学）を座長に、食や栄養に関

わるさまざまな研究者が情報共有と意見交換を行ないま

した。成長著しいアジアにおける人々の栄養・健康に関

する問題や、食のグローバル化が進む中で食の安全や

安定供給をどう確保するかといった課題に対して、参加

大学の研究者が学際的に連携して取り組み、アジア地

域の持続的発展に貢献していくことを確認しました。

第３セッション代表者　国際文理学部 食･健康学科 准教授

第3セッション：

馬 昌珍

新開 章司

駆動する国際化̶アジア地域大学コンソーシアム福岡を主催して

　新学部が発足して間もない初夏、私たちはインドネ

シアに向かう機中にいた。コンソーシアム準備の序章

である。提携校のガジャマダ大学を訪問し、学長に趣

旨説明を兼ねて招聘を申し出るためであった。学長室

での会見は、全体テーマをなお模索中であった私たち

には、神がかり的なものであった。主題が舞い降りたの

である。火山と津波の天災を共に経験したばかりの身

には、おのずと災害、命と社会の持続性、環境と人口問

題などに話が及び、そして賢者の口からアジアの知恵

が自然とこぼれた。学生の派遣と受入に加え、本学が

国際化の両輪に位置づける、研究者交流の舞台づくり

に光が見えたのである。

　11月1‐2日に、交流提携を結ぶアジアの主要9大学

（洪水のためタマサート大学は欠席）が集まり、コン

ソーシアム結成の調印式典と各大学からの基調発表や研

究者の集い、高校生や学生と各大学代表者との対話集会

等が行われた。ヒルトン福岡シーホークは、さながら福

岡女子大エクステンション・ホールとなり、本学学生、

留学生、教職員が埋めつくし、英語を共通言語として展

開する各種のイベントを通して、国際化する大学を体感

する機会となった。

　機は熟した。各セッションが海外研究者との共同研究

を継続して遂行し、折々の成果公表に加え、3年後に予

定されている国際フォーラムで最終成果を問う姿が待ち

遠しい。国際化推進センターが描く夢の一つである。

（国際化推進センター）

　福岡女子大学は、持続可能な国際化に向けて、アジア

の有力協定校との間に「アジア地域大学コンソーシアム

福岡(The Consortium of Asian Universities in 

Fukuoka（略称：CAUFUK）)」を設立しました。参加

大学は右表の7カ国10大学で、本学は国際事務局を務め

ます。

　11月1日に行われた会合では梶山学長からCAUFUK創

設の意義についてスピーチがあり、引き続き「持続可能な

社会を創造するアジアの方略‐危機の管理と対応」と題し

て各参加大学の代表者による意見表明が行われました。代

表者会合・学生との対話集会と並行して、各大学の研究者

による共同研究の分科会が開かれ、研究テーマに沿った研

究内容、今後の共同研究の進め方等について協議が行わ

れました。

　平成24年度、25年度は「持続可能な未来に果たすアジ

アの女性の役割」、「アジアにおける環境問題」、「危機

における食の安全と栄養管理」等のテーマものとアジアの

有力大学とともに共同研究を進め、26年度にはその成果

を福岡で発表します。

参加大学

梨花女子大学校

釜山外国語大学校

同済大学

ベトナム国家大学ハノイ校

チュラロンコーン大学

タマサート大学

ガジャマダ大学

ダルマ・プルサダ大学

ペラデニア大学

福岡女子大学

韓国

韓国

中国

ベトナム

タイ

タイ

インドネシア

インドネシア

スリランカ

日本
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文学部
英文学科3年 

山下 真妃

英語によって広がる可能性

国際文理学部
国際教養学科1年 

川畑 柚香子

「自分」が変える

文学部
英文学科2年 

佐藤 亜矢子

中国への短期語学・文化研修プログラムに参加して

　今からちょうど一年前、新たな場所で多くのことを吸収しようと期待に胸を膨らませ、

日本を発ちました。向かったのは、ヨーロッパの小さな国、ベルギー。オランダ語、フラ

ンス語、ドイツ語が公用語とされる、多言語国家です。私が通っていたルーベン・カト

リック大学はオランダ語圏にあり、現地の人は英語を流暢に話すことができます。そのた

め、留学中は英語の果たす役割に助けられま

した。英語が共通語となることで、生活に苦

労することも少なく、多くの友人ができまし

た。また、日本では知ることのできなかった

ことを吸収し、日本のことを発信できたのも

事実です。留学前は、ただ単純に英語が話

せるようになりたいと思っていましたが、この留学を経て、英語のおかげでできることの

範囲が広がりました。今後は、英語を習得することで広がる可能性があること、そのおか

げで新たな挑戦や目標ができることを、日本の子どもたちに伝えていきたいです。

　私は平成23年の夏の短期語学研修に参加し、中国の同済大学での3週間の研修に参加

しました。そのプログラムでは、中国語を学ぶだけではなく、授業として中国の衣食住

などの文化、そしてさまざまな土地に行き、中国の文化を肌で感じながら学ぶことがで

きました。また、交流会に参加して意見を交換し、実際に中国の方が何を考えているの

か、日本についてどう思うかなどの話を聞けました。私はそこ

で多様な意見に触れ、日本人という枠組みに捕らわれすぎず、

広い視野で相手を理解することの重要性を実感しました。多く

の活動に参加したこの3週間によって、より中国に対して興味

が沸き、学びたいと思ったので中国への長期留学を決心しまし

た。そして私はこの春から１年間同済大学に留学します。他の

学生にもぜひこの短期研修プログラムを利用し、海外に行って

様々な体験をしてほしいです。

　1冊の洋書、そして国際協力実務者から「開発」を学ぶ事前学習を経て、スリランカでは

17日間様々な地域を訪れました。ホームステイ先のヒッポラ村では、村人と集会所の修復

作業などをしました。村人の仲の良さや笑顔に触れ、人と人のつながりを実感したととも

に、「自分自身で身の周りをよくしていく」ことを学びました。一方、英語力不足を痛感

し、自信の無さから積極的に発言することができないことも

ありました。しかし、動かなかったら、状況は何も変わりま

せん。何事も「他人ごと」にせず、「自分ごと」にして行動

し、状況を変えていきたいと考えるようになりました。この

気づきとなでしこ寮を盛り上げたいという想いから、帰国後

は寮生向けイベント（English Thursdayなど）を合計6回企

画し、実施してきました。これからも企画などを通して、福

岡女子大生に「自分」から動くことの大切さ、そして、その

先にある面白さを伝えていきたいです。

活動報告退職・新任・受賞紹介

　1978年4月から2012年3月まで34年間、心理学教員として在職した。長いようで短い時間に感じ

る。総じて楽しい期間であった。最初の12年は研究と教育に存分に集中できた。次の10年は福岡女

子大学大学院設置・開設のために、設置準備委員長として勤めを果たすことができた。学内の委員

会や対県・対文部科学省交渉に臨む機会を多く持った。最後の10年は法人化の波と福岡女子大学改

革に大学全体が翻弄され、多難な時期であった。

　34年間で思い出深いのは、一つめ、在外訪問研究員として一年間カナダのトロント大学心理学部

で研究生活を送ったことである。トロントでは、筆者の専門とする「記憶」研究で世界をリードす

る教授たちと交わったこと。最先端の記憶研究に接し、筆者の研究に大きな革新をもたらしたこと

である。二つめは、心理学の講義を熱心に聴講し、関心を深めて接してくれた優秀な福岡女子大学

の学生である。願わくは本学に心理学科ないしは専攻が設置され、学生の卒業研究として心理学実

験・研究が一緒にできれば幸いであったと思われる。

福岡女子大学での34年間

文学部
人文学系 
教授 
山口 快生

　福岡女子大学では文学部・人間環境学部の健康科学科目（「健康科学概論」「健康スポーツ実習」）と個

別ゼミを、そして国際文理学部の健康スポーツ実習の補助を担当させていただきました。福岡女子大学

とは正反対の、男性教員・男子学生の多い大規模私立大学のスポーツ専門分野の学部学科育ちの私に

とって、大学の雰囲気やお仕事の流れに戸惑うことも多々ありましたが、その分新鮮でもあり色々と有

益な体験をさせていただきました。

　2012年4月より、名古屋女子大学短期大学部に特任講師として赴任いたします。これからも福岡

女子大での経験を活かして女性の健康・スポーツ教育に励んでいくことで、ご恩に報いたいと思い

ます。

　なでしこの花をかたどった校章を持つ福岡女子大を去るにあたり、関係者の皆様には、今後とも

日本女子サッカー代表「なでしこジャパン」に勝るとも劣らないご活躍をお祈りしています。

4年間、本当にありがとうございました。

文学部
人文学系 
助手 
一階　千絵

感謝いたします

→ →

国際文理学部
学部共通教育機構
講師、AEP担当　

（董維真）

どうぞ宜しくお願い致します。

交換留学報告 留学先：ルーバンカトリック大学（ベルギー）

海外語学研修報告 留学先：同済大学（中国）

スリランカ「Exploring Development 」プログラム報告

■新任紹介

■退職にあたって

■退職にあたって

バ

交換留学報告 留学先：ルーバン・カトリック大学（ベルギー）
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で多様な意見に触れ、日本人という枠組みに捕らわれすぎず、
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活動報告退職・新任・受賞紹介
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福岡女子大学での34年間

文学部
人文学系 
教授 
山口 快生
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文学部
人文学系 
助手 
一階　千絵

感謝いたします

→ →

国際文理学部
学部共通教育機構
講師、AEP担当　

（董維真）

どうぞ宜しくお願い致します。

交換留学報告 留学先：ルーバンカトリック大学（ベルギー）

海外語学研修報告 留学先：同済大学（中国）

スリランカ「Exploring Development 」プログラム報告

■新任紹介

■退職にあたって

■退職にあたって

バ

交換留学報告 留学先：ルーバン・カトリック大学（ベルギー）
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国際文理学部
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中村 悠里

人間環境学研究科
生活環境学専攻
修士課程1年

大塚 愛

文学部
英文学科3年

中西 葵

国際文理学部　
国際教養学科1年

内村 沙紀

　平成23年9月、8か国26名の留学生の日本での新生活と共に私のJD-mates WJCとしての

活動が始まりました。海外が好きな私には留学生と１対１で関わるこの役目はとても興味深

いものでした。仕事は大学、日本での生活のサポートに加え、自主研究のサポートや、旅行

や校外学習に付きそいと様々な方面に亘っています。

　最初は全く日本語がわからなかった彼女たちに、必死に英語で対応

していました。伝わらなくて情けない思いもしましたが、今では向こ

うは日本語で、私は英語で会話し、お互いの語学力向上にいい刺激と

なっています。外国の文化はもちろん、私の気づいていなかった日本

の文化も新しく知りました。私を成長させてくれる大好きな留学生の

皆とは一生の付き合いをしていけることを願っています。ただ単に同

じ大学にいる留学生ではなく、国をこえた“友達”として触れ合えるこの機会を大切にし

て、もっと留学生にとって頼れる“バディ”になれるよう努力していきたいです。

　私はこの1年の間、JD-Matesとして活動してきました。最初の活動は、中国人留学生と

の宮崎・鹿児島旅行でした。この旅行に参加しようと思った理由はもちろん、彼女たちと

交流を深めたいと思ったからです。移動のバスの中では、積極的に中国人学生に話しかけ

ました。バスの中では簡単な中国語や、若者言葉を教えて貰いました。旅行先では一緒に

食事をしました。驚いたのは食事中に、「それは日本では行儀が悪いよ」と、注意し合っ

ていたことです。「そうなの？行儀悪かった？ごめんね」と言っているのを聞いたとき、

日本語だけではなく、礼儀まで学ぼうとしている姿に感心し、そして嬉しく思いました。

また、日本にあって他の国にないことなんてたくさんあるのだと気づいた瞬間でした。そ

れが外国の文化を理解するきっかけになると思います。この旅行

は、みんなと仲良くなるだけでなく、私も新しい考え方を持つこ

とが出来たとても充実した旅でした。

　昨年の10月27日～29日に韓国・釜山で開催された高分子・繊維日韓

合同シンポジウムにて、優秀ポスター賞をいただきました。

　国際学会への参加は初めてで、不得意な英語での発表ということでと

ても緊張しましたが、自分の研究を相手の方に伝えようという一心で発

表に臨みました。受賞は全く想定していなかったため、驚きのあまり受

賞者スピーチではほとんど何も話すことができませんでしたが、自分の

やってきたことに評価をいただけることの喜びや、何事にも精一杯取り組む姿勢が大切な

のだということを、この学会を通して学ぶことができました。女子大での生活もあと１年

となりましたが、これを糧に更なる努力を重ねていきたいと思っています。

　音楽表現Ⅱを履修する国際文理学部の学生（7名）は、授業の一環

で、音楽を通して、地域住民の方々と交流を行っています。

　福岡市立老人福祉センター東香園（12月23日）と香住ヶ丘保育園（1

月24日）でミニコンサートを開催しました。東香園では、ミュージック

ベルの優しい音色で奏でるクリスマスソング、東香園利用者の皆さんと

直接ふれあう演出の「幸せなら手をたたこう」、その他、歌や簡単な楽

器で演奏に参加していただける曲を演奏しました。香住ヶ丘保育園では、輪唱や合唱、ダ

ンスやミュージックベルの演奏で園児と触れ合いました。

　学生は、この授業で、音楽で伝わるもの、伝えられるものを学んでいます。

　今回、ドイツ語演習の授業の一環として制作したビデオ「Die wie 

Dazaifu」がHERTZ und PIXEL全国オーディオ・ビデオコンテストで、

ノンフィクション部門３位に入賞することができました。コンテストのテー

マ「D」から福岡の観光名所、太宰府を連想し、日本人学生がドイツ人留学

生に太宰府を案内するという設定でビデオを制作しました。このビデオを

つくるにあたって、福岡の歴史や伝統工芸品木うそについてより深く知る

ことができました。そして国際交流の第一歩は自国の文化を知ることだと再認識しました。

　最後に、撮影に協力して下さった梅ヶ枝餅屋の方々、そしてドイツ語の発音、演技指導をし

て下さったホルスト先生に感謝します。ありがとうございます。

　私たちは、福岡市漁業協同組合唐泊支所にお世話になり、年間を通してカキの養殖作業

体験や販促活動を行なってきました。カキの加工品のパッケージデザイン作成を任せてい

ただいたり、九州経済産業局主催のフォーラムに発表者として招かれたり、1年間新聞や

TV、ラジオ等のメディアに取り上げていただいたりしました。活動を通して人との関

係、デザイン、プレゼンなど、創り上げることの喜びを知りまし

た。それらの経験は、簡単なことではありませんでしたが、大学1

年目に分野にとらわれず活動することで、自分の視野の狭さに気づ

くと同時に、世界が広がり、新たな自分を創るスタートになったと

思います。活動のFacebookページもあるので是非ご覧ください。

活動報告

WJC留学生 授業における地域交流

優秀ポスター賞受賞

バディという存在

新しい友達と新しい考え

日韓合同シンポジウムを終えて

音楽表現クラス　X’masミニコンサートを実施

国際交流の第一歩

新たな自分を創る
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卒業生の声

卒業論文執筆を終えて

成長の可能性は至る所に転がっていた

研究室での一年

文学部国文学科4年 小森 香奈

文学部英文学科4年 渡邊 由美

人間環境学部環境理学科4年 磯村 しおり

　平成 23 年 12 月 13 日に開催された九大

フィルハーモニー・オーケストラ第 187 回

定期演奏会に人間環境学部環境理学科３年

の味志美穂さん、宮脇真理子さん、国際文理

学部国際教養学科１年の上村桃子さん、北島

瞳さん、環境理学科１年の近藤彩瑛さんの５

名の学生が演者として参加し、味志美穂さ

んはコンサートマスターを務めました。

　その功績をたたえ、梶山千里学長と懇談

会を行いました。オーケストラのサークル

は現在本学にはなく、梶山学長は「内にない

のであれば、外に出て見つければいいとい

う考え方や、実際に行動に移す積極性が素

晴らしい」と称賛しました。

　今年度の入学式は式典の前に記念演奏が行われ、音

のある華やかな式で１年が始まりました。卒業式でも

カルテット演奏を担当する予定です。

　なお、次回の定期演奏会は６月 27 日にアクロス福

岡シンフォニーホールにて開催されます。学外で活躍

している学生の演奏をぜひお聞きください。

　今年で第59回を迎えたか

すみ祭。「国際文理学部」

という新しいメンバーたち

を加えて、実行委員会を中

心に準備して参りました。

実行委員たちも実行委員の

仕事以外にも授業にサーク

ルにととても忙しいにも関

わらず、積極的に大学祭の

準備に携わってくれたこと

に感謝の気持ちでいっぱい

です。そして、当日の天候は雨や曇りという天気に

も関わらず、たくさんの方々に来ていただくことが

できとても嬉しく思います。このように無事に第59

回かすみ祭を終えることができましたのも先生方、

職員の皆さん、学生のみなさんのご協力のおかげで

す。本当にありがとうございました。

　来年は第60回という、かすみ祭の節目の年です。

来年も実行委員会を中心に「より良いかすみ祭」を

後輩たちが作っていってくれることをとても楽しみ

にしています。これからもみなさんの温かいご支援

を宜しくお願いいたします。

　卒業論文に着手するのには苦

労しました。三年生までの、目

の前の課題をただこなすのとは

違ったからです。

　実を言うと、入学前から、卒

業論文は『源氏物語』で書きた

いと考えていました。しかし、

『源氏物語』はあまりにも有名

で、研究史も多く、いざとなるとテーマにするのに躊躇

があって、卒業論文のテーマをなかなか決めることが出

来ませんでした。

　『源氏物語』と決めた後は、書かねばならぬという義

務感もあり、必

死に取り組みま

した。今では、

『源氏物語』を

テーマにして良

かったと思っています。自分が疑問に思ったことを調べ

ている間は、先が見えず不安もありましたが、一方でど

んな結論が出てくるのかわくわくしながら取り組むこと

ができたからです。書き終えたときの充実感は例えよう

がありません。その苦しさや喜びを、先生や仲間と共有

できたのも嬉しかったことです。この達成感を後輩にも

感じて欲しいと思います。　

　私は入学当初から『指輪物

語』を題材に卒業論文を書きた

いと考えていた。講義を受ける

につれ思い描いていたテーマ

では書けないと感じ、他の作品

を扱おうと考えたこともある。

しかし講義を通して様々な考え

方を学び、無事当初の目標通り

『指輪物語』で論文を書き上げることが出来た。

　講義の中には興味がない、関係ないと思えた物もあっ

た。しかしそれらの多くが私を成長させてくれ、論文を

書く際の手助けにもなった。あの講義を聴いていなけれ

ば、この視点から考

察することは出来な

かっただろうと感じ

る事が多々ある。学

業を離れたところで

も、大学で学んだことが良い影響を与えてくれている。

ニュースを見ても趣味の読書や観劇でも、受容・解釈の

幅が広がり、日々沢山の良い刺激を受けている。

　福岡女子大学での学生生活はとても充実したもの

だった。どんな授業にも積極的に参加して良かったと感

じている。そして、ご指導下さった先生方にとても感謝

している。

　私の卒業論文のテーマは「ヒ

ドラに発現する遺伝子から予測

されるペプチドの合成」という

もので、私の所属する環境有機

化学研究室と神経科学研究室

との共同研究でした。どちらの

研究室にも興味があった私に

とって、とても喜ばしいテーマ

でした。意外にも実験はスムーズに終わり、他大学との

合同ゼミでは途中経過までをポスター発表する機会を

いただきました。不安ばかりでタジタジした発表だった

にも関わらず、多くの方が質問やアドバイスをくださ

り、卒業論文の発表までにはもっと頑張らないと、とや

る気に繋がり

良い経験をさ

せていただい

たと思ってい

ます。研究室

での生活は、

毎月のように

パーティー（お好み焼き、鍋、誕生日祝いetc）をしたり

大学祭では模擬店も出店したり、実験で大変なときでも

賑やかで楽しい思い出ばかりの毎日でした。最後になり

ましたが、ご指導いただいた佐藤先生、山口先生、１年

間一緒に過ごした研究室の皆に感謝いたします。ありが

とうございました。
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修了生の声卒業生・修了生の声

人間環境学研究科栄養健康科学専攻修士課程2年 山根 いぶき

人間環境学研究科生活環境学専攻修士課程2年 木村 紘子

文学研究科英文専攻博士前期課程2年 中山 英

　大学院への進学を決めたの

は卒業研究で取り組んだ研究

が面白く、もっと研究を続け

てみたいとの思いからでし

た。学部卒業後の就職を考え

た時期もありましたが、進学

して研究や勉強をつづける道

を選びました。大学院では、

基礎研究に取り組みました。研究を通して、様々な実

験手技が身に付きました。生命機能の基礎となる分野

を深く勉強し、英語論文もたくさん読みました。ま

た、研究を行う上で重要な課題を見つけて解決してい

く力や、論理的に考える力を養うことができました。

　卒業後は研究職ではなく管理栄養士として病院で働

くことを考えています。大学院での経験、磨かれた力

はこれから先どんなところでもきっと役に立ち、私の

選択肢を広げてくれると考えています。この2年間の

研究生活はこれからのキャリアの積み方を考える上で

も、とても有意義なものとなりました。最後になりま

したが、ご指導いただいた先生方に心よりお礼申し上

げます。

　私は福岡女子大学で学部4

年・修士2年の計6年間学びまし

た。人間環境学部での講義や卒

業研究を通して、「環境問題」

というテーマにより深く関わり

たい、と感じるようになり大学

院進学を決めました。大学院で

は、国公私立大コンソーシア

ム・福岡の単位互換制度を利用して他大学・他分野の講

義を受けたり、4大学合同合宿に参加したりと自身の視野

が広がる機会が多く、大変充実した日々であったと感じて

います。

　また、学会発表に加え、マレーシアの大学での研究

発表という貴重な経験もさせて頂きました。英語の難し

さ、伝えることの難しさに悔しい思いもしましたが、学

生ポスター賞を頂けたことは修士論文作成へのエネル

ギーとなりました。

　最後になりましたが、ご指導頂いた先生方、大学院進

学を応援してくれた家族に深く感謝しています。多くの

方々にご援助を頂き、反省することも多い２年間でした

が、とても有意義で大きく成長できた２年間であったと

も思います。

　大学院入学後、私の未熟な英

語力ではハイレベルな授業につ

いていけず、無事に修論を書く

ことができるのか不安でした。

しかし、先生方の熱心な指導を

受けるうちに、何年もかけて研

究したいテーマをはっきりさせ

ることができ、知識を深めたい

という思いを強く持つようになりました。北九州市立大

学時代、オスカー・ワイルドをテーマに卒論を書いたの

ですが、大学院では、イギリスロマン派詩人ジョージ・

ゴードン・バイロンにテーマを変え、田吹長彦先生の指

導のもと、論文を執筆しました。

　修論は、学部の頃より分量が多く、私のライティング

力も未熟だったので、何度も辞書を使いながら推敲する

のにとても長い時間がかかりました。論文を書き終える

までは、精神的プレッシャーが大きく、眠れないことも

多くありました。今振り返ると、大学院入学前の自分か

ら大きく成長していることが感じられ、この２年間は大

きな意義があったと実感しています。

人間環境学部栄養健康科学科4年 松本 奈実子

人間環境学部生活環境学科４年 松本 沙子

人間環境学研究科環境理学専攻修士課程2年 本田 祥子

　卒業を控え、大学生活を振り返

ると様 な々思い出が蘇ります。

　大学3年時の大量調理実習や

小学校、保健所、病院等での臨

地実習は、管理栄養士として働

くことの大変さを感じると同時

に、改めてとても魅力的な職業

であると実感しました。しょく

ぼねっと（食育ボランティア学生ネットワーク）でのボラ

ンティア活動やアルバイトでは、たくさんの出会いがあ

り、自分の視野を広げることができました。クラスは32

人と少人数ながら、私と同じように「食」が大好きな友人

達と学祭等の行事

や実習に取り組み、

時には励まし合いな

がらすごした時間

は大切な思い出で

す。様々な出会いに恵まれ、とても幸せだったと思いま

す。女子大で得たものを糧に、これからも一歩ずつ成長し

ながら、社会人として頑張っていきたいと思っています。

　最後になりましたが、熱心にご指導いただいた先生・

職員の方々、充実した日々を共にすごした友人達、そし

て、4年間を支えてくれた両親に深く感謝します。本当に

ありがとうございました。

　意匠学研究室で過ごした１

年間は、私にとってあっという

間でした。色々ありましたが、

この研究室で過ごすことがで

き、良かったと思っています。

　私の卒論テーマは「Fグリッ

ドの立体試作とリビング空間へ

の適用」です。先生からの薦め

もあり、Fグリッドの立体化を研究の主題に置くこと、

また以前から興味があったインテリア空間のデザイン

も、テーマに盛り込むことにしました。しかし実際に始

めてみると、研究が思うように進まない時期もありまし

た。それでも最後

まで研究を続ける

ことができたの

は、研究室のメン

バーに恵まれてい

たからだと思います。研究室に来て話をしたり、誕生日

会を計画したりすることが、研究に対するモチベーショ

ン維持に繋がりました。研究室の皆さん、ありがとうご

ざいました。

　最後になりますが、卒論を指導していただいた佐々木

先生をはじめ、生活環境学科の先生方、就職支援員の

八坂さん、本当にありがとうございました。

　私は福岡女子大学で６年間

多くのことを学ばせていただ

きました。特に４年生からの

３年間は「ヒドラの化学解剖

学」というテーマで研究を

行って来ました。みんなで毎

日せっせとお世話しているヒ

ドラを、実験のたびにたくさ

ん殺してしまうのは忍びなかったのですが、ごめん

ねと思いながら実験を行っていました。そのほかに

も学会に参加させてもらったり、先生のお宅でお花

見をしたりと、いろいろなことをさせていただきま

した。研究室での３年間は大学生活の中でもやるこ

とが多く、楽し

いことも大変

だったことも

色々ありました

が、犠牲になっ

てくれたヒドラ

やご指導くださ

り励ましてくださった研究室の先生や、周囲の皆さ

んのおかげで、無事に実験を終えることができ充実

した日々を送ることが出来ました。

　最後になりましたがご指導くださいました小泉先

生、美濃部先生、研究室の皆様に心から感謝いたし

ます。ありがとうございました。

学生生活を振り返って

論文執筆を終えて

研究室の日々を振り返って

大学生活を振り返って

大学生活を振り返って

学生生活を振り返って
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業研究を通して、「環境問題」

というテーマにより深く関わり

たい、と感じるようになり大学

院進学を決めました。大学院で

は、国公私立大コンソーシア

ム・福岡の単位互換制度を利用して他大学・他分野の講

義を受けたり、4大学合同合宿に参加したりと自身の視野

が広がる機会が多く、大変充実した日々であったと感じて

います。

　また、学会発表に加え、マレーシアの大学での研究

発表という貴重な経験もさせて頂きました。英語の難し

さ、伝えることの難しさに悔しい思いもしましたが、学

生ポスター賞を頂けたことは修士論文作成へのエネル

ギーとなりました。

　最後になりましたが、ご指導頂いた先生方、大学院進

学を応援してくれた家族に深く感謝しています。多くの

方々にご援助を頂き、反省することも多い２年間でした

が、とても有意義で大きく成長できた２年間であったと

も思います。

　大学院入学後、私の未熟な英

語力ではハイレベルな授業につ

いていけず、無事に修論を書く

ことができるのか不安でした。

しかし、先生方の熱心な指導を

受けるうちに、何年もかけて研

究したいテーマをはっきりさせ

ることができ、知識を深めたい

という思いを強く持つようになりました。北九州市立大

学時代、オスカー・ワイルドをテーマに卒論を書いたの

ですが、大学院では、イギリスロマン派詩人ジョージ・

ゴードン・バイロンにテーマを変え、田吹長彦先生の指

導のもと、論文を執筆しました。

　修論は、学部の頃より分量が多く、私のライティング

力も未熟だったので、何度も辞書を使いながら推敲する

のにとても長い時間がかかりました。論文を書き終える

までは、精神的プレッシャーが大きく、眠れないことも

多くありました。今振り返ると、大学院入学前の自分か

ら大きく成長していることが感じられ、この２年間は大

きな意義があったと実感しています。

人間環境学部栄養健康科学科4年 松本 奈実子

人間環境学部生活環境学科４年 松本 沙子

人間環境学研究科環境理学専攻修士課程2年 本田 祥子

　卒業を控え、大学生活を振り返

ると様 な々思い出が蘇ります。

　大学3年時の大量調理実習や

小学校、保健所、病院等での臨

地実習は、管理栄養士として働

くことの大変さを感じると同時

に、改めてとても魅力的な職業

であると実感しました。しょく

ぼねっと（食育ボランティア学生ネットワーク）でのボラ

ンティア活動やアルバイトでは、たくさんの出会いがあ

り、自分の視野を広げることができました。クラスは32

人と少人数ながら、私と同じように「食」が大好きな友人

達と学祭等の行事

や実習に取り組み、

時には励まし合いな

がらすごした時間

は大切な思い出で

す。様々な出会いに恵まれ、とても幸せだったと思いま

す。女子大で得たものを糧に、これからも一歩ずつ成長し

ながら、社会人として頑張っていきたいと思っています。

　最後になりましたが、熱心にご指導いただいた先生・

職員の方々、充実した日々を共にすごした友人達、そし

て、4年間を支えてくれた両親に深く感謝します。本当に

ありがとうございました。

　意匠学研究室で過ごした１

年間は、私にとってあっという

間でした。色々ありましたが、

この研究室で過ごすことがで

き、良かったと思っています。

　私の卒論テーマは「Fグリッ

ドの立体試作とリビング空間へ

の適用」です。先生からの薦め

もあり、Fグリッドの立体化を研究の主題に置くこと、

また以前から興味があったインテリア空間のデザイン

も、テーマに盛り込むことにしました。しかし実際に始

めてみると、研究が思うように進まない時期もありまし

た。それでも最後

まで研究を続ける

ことができたの

は、研究室のメン

バーに恵まれてい

たからだと思います。研究室に来て話をしたり、誕生日

会を計画したりすることが、研究に対するモチベーショ

ン維持に繋がりました。研究室の皆さん、ありがとうご

ざいました。

　最後になりますが、卒論を指導していただいた佐々木

先生をはじめ、生活環境学科の先生方、就職支援員の

八坂さん、本当にありがとうございました。

　私は福岡女子大学で６年間

多くのことを学ばせていただ

きました。特に４年生からの

３年間は「ヒドラの化学解剖

学」というテーマで研究を

行って来ました。みんなで毎

日せっせとお世話しているヒ

ドラを、実験のたびにたくさ

ん殺してしまうのは忍びなかったのですが、ごめん

ねと思いながら実験を行っていました。そのほかに

も学会に参加させてもらったり、先生のお宅でお花

見をしたりと、いろいろなことをさせていただきま

した。研究室での３年間は大学生活の中でもやるこ

とが多く、楽し

いことも大変

だったことも

色々ありました

が、犠牲になっ

てくれたヒドラ

やご指導くださ

り励ましてくださった研究室の先生や、周囲の皆さ

んのおかげで、無事に実験を終えることができ充実

した日々を送ることが出来ました。

　最後になりましたがご指導くださいました小泉先

生、美濃部先生、研究室の皆様に心から感謝いたし

ます。ありがとうございました。

学生生活を振り返って

論文執筆を終えて

研究室の日々を振り返って

大学生活を振り返って

大学生活を振り返って

学生生活を振り返って



お名前・寄附金額の掲載についてご了解いただいたご寄附者様

西　岡　成　子  様

井　手　眞　理  様 （2）
大　内　貞　子  様 （2）
沖　田　千　代  様 （3）
小　辻　芳　子  様
梶　原　悦　子  様
喜　多　ヱイ子  様
木　村　昌　子  様

（寄附金額別、五十音順）

総寄附件数…842件
寄附総額……25,641,000円

［平成24年2月末日現在］

お名前のみの掲載についてご了解いただいたご寄附者様
（五十音順）※（　）内の数字は累計寄附回数（回目）です。

 平成23年4月の新学部（国際文理学部）の発足に伴い、その教育理念をより強力に実現するた

め、大学の国際化を積極的に推進することを目的とした新たな財源として、「福岡女子大学 国際

化推進基金」を創設し、平成22年12月から寄附金の募集を開始しております。

 これまでに、本学卒業生の皆様を始めとして多大なご協力・ご支援を賜っております。ご寄附を頂

いた方々に深く御礼申し上げます。

 本号では、平成23年9月1日から平成24年2月29日までにご寄附を頂いた皆様のうち、掲載につい

てご了解を頂いた方々のご芳名、寄附金額をご紹介させていただきます。

　今後とも、ご支援の程、宜しくお願い申し上げます。

「福岡女子大学 国際化推進基金」の
ご案内と寄附報告

福岡女子大学 国際化推進基金 寄附状況

「福岡女子大学 国際化推進基金」についての詳しい情報については、大学ホームページをご覧いただくか、
下記のお問い合わせ先までご連絡をお願いします。

福岡女子大学 国際化推進基金に関する　お問い合わせ先

公立大学法人福岡女子大学　
福岡女子大学 国際化推進基金事務局
〒813-8529　福岡市東区香住ヶ丘1-1-1
TEL：092-661-2411（代表）　FAX：092-661-2420
E-mail：fukujokikin@fwu.ac.jp

教　員　著　書

学術賞・論文賞の受賞

人　事　消　息

1．
国際教養学科　
渡邉俊講師

2．
国際教養学科　
鈴木絢女講師

3．
環境科学科　
錦谷まり子准教授

中世社会の刑罰と法観念（単著） アジア動向年報2011（共著） 非正規雇用と
労働者の健康（共著）

吉川弘文館　平成23年5月 アジア経済研究所　平成23年5月 労働科学研究所　平成23年5月

4．
国際教養学科　
大久保順子准教授

5．
国文学科　
工藤重矩客員教授

6．
国際教養学科　
宮川美佐子准教授

西鶴と浮世草子研究　
vol.5（共著）

源氏物語の展望　
第十輯（共著）

新世紀の英語文学　
ブッカー賞総覧2001-2010（共著）

笠間書院　平成23年6月 三弥井書店　平成23年9月 開文社出版　平成23年10月

新任　　　　（平成23年10月1日付） 発令　　　　（平成23年12月6日付） 退職　　　　（平成24年3月31日付）

国際文理学部　　講師　　董　維真 副学長　　　　　　　　向井　　剛
副学長　　　　　　　　吉村　利夫

文学部　　　　教授　　石井　和夫
文学部　　　　教授　　山口　快生
文学部　　　　助教　　一階　千絵
国際文理学部　助手　　車田　麻美

◇5万円以上30万円未満

吉　仲　　　崇  様

◇5万円未満

高　橋　幸　子  様
野　口　和　子  様
花　田　彩　子  様
浜　田　由紀子  様
平　田　真理子  様
山　口　正　子  様
山　路　洋　子  様

国際化推進基金

国際文理学部 
環境科学科 
准教授 

馬 昌珍

　日韓両国の大気環境学会の共同事業として発行している国際論

文集「Asian Journal of Atmospheric Environment(AJAE)」に

掲載された「An orchestrated attempt to determine the 

chemical properties of Asian dust particles by PIXE and 

XRF techniques」（著者：Chang-Jin Ma, Ki-Hyun Kim, Sung-Boo Choi, Mikio Kasa-

hara, Susumu Tohno)が、論文賞に選ばれ、2011年10月釜山で開催された韓国大気環境学

会の総会にて賞状と副賞をいただきました。今回の論文では、黄砂時に韓国の済州でサンプ

リングした大気粒子について、最先端元素分析装置であるPIXEとSR-XRFを組み合わせるこ

とによって、バルク及び個別黄砂粒子の物理・化学性状特性を解析すると共に、化学成分の

発生源同定や黄砂粒子の長距離輸送中の化学的変質過程について解明しました。

　また、過去5年間の研究及び論文（最先端元素分析装置の個別大気粒子分析への応用に

よる化学的性状特性の解明、個々の大気液体粒子の捕集法開発、これらの技術を応用した

東アジア地域における黄砂及び酸性雨の研究など）の実績を審査基準とし、選抜する「学

術賞」にも選ばれ、賞状と副賞をいただきました。

教員の受賞報告



お名前・寄附金額の掲載についてご了解いただいたご寄附者様

西　岡　成　子  様

井　手　眞　理  様 （2）
大　内　貞　子  様 （2）
沖　田　千　代  様 （3）
小　辻　芳　子  様
梶　原　悦　子  様
喜　多　ヱイ子  様
木　村　昌　子  様

（寄附金額別、五十音順）

総寄附件数…842件
寄附総額……25,641,000円

［平成24年2月末日現在］

お名前のみの掲載についてご了解いただいたご寄附者様
（五十音順）※（　）内の数字は累計寄附回数（回目）です。

 平成23年4月の新学部（国際文理学部）の発足に伴い、その教育理念をより強力に実現するた

め、大学の国際化を積極的に推進することを目的とした新たな財源として、「福岡女子大学 国際

化推進基金」を創設し、平成22年12月から寄附金の募集を開始しております。

 これまでに、本学卒業生の皆様を始めとして多大なご協力・ご支援を賜っております。ご寄附を頂

いた方々に深く御礼申し上げます。

 本号では、平成23年9月1日から平成24年2月29日までにご寄附を頂いた皆様のうち、掲載につい

てご了解を頂いた方々のご芳名、寄附金額をご紹介させていただきます。

　今後とも、ご支援の程、宜しくお願い申し上げます。

「福岡女子大学 国際化推進基金」の
ご案内と寄附報告

福岡女子大学 国際化推進基金 寄附状況

「福岡女子大学 国際化推進基金」についての詳しい情報については、大学ホームページをご覧いただくか、
下記のお問い合わせ先までご連絡をお願いします。

福岡女子大学 国際化推進基金に関する　お問い合わせ先

公立大学法人福岡女子大学　
福岡女子大学 国際化推進基金事務局
〒813-8529　福岡市東区香住ヶ丘1-1-1
TEL：092-661-2411（代表）　FAX：092-661-2420
E-mail：fukujokikin@fwu.ac.jp

教　員　著　書

学術賞・論文賞の受賞

人　事　消　息

1．
国際教養学科　
渡邉俊講師

2．
国際教養学科　
鈴木絢女講師

3．
環境科学科　
錦谷まり子准教授

中世社会の刑罰と法観念（単著） アジア動向年報2011（共著） 非正規雇用と
労働者の健康（共著）

吉川弘文館　平成23年5月 アジア経済研究所　平成23年5月 労働科学研究所　平成23年5月

4．
国際教養学科　
大久保順子准教授

5．
国文学科　
工藤重矩客員教授

6．
国際教養学科　
宮川美佐子准教授

西鶴と浮世草子研究　
vol.5（共著）

源氏物語の展望　
第十輯（共著）

新世紀の英語文学　
ブッカー賞総覧2001-2010（共著）

笠間書院　平成23年6月 三弥井書店　平成23年9月 開文社出版　平成23年10月

新任　　　　（平成23年10月1日付） 発令　　　　（平成23年12月6日付） 退職　　　　（平成24年3月31日付）

国際文理学部　　講師　　董　維真 副学長　　　　　　　　向井　　剛
副学長　　　　　　　　吉村　利夫

文学部　　　　教授　　石井　和夫
文学部　　　　教授　　山口　快生
文学部　　　　助教　　一階　千絵
国際文理学部　助手　　車田　麻美

◇5万円以上30万円未満

吉　仲　　　崇  様

◇5万円未満

高　橋　幸　子  様
野　口　和　子  様
花　田　彩　子  様
浜　田　由紀子  様
平　田　真理子  様
山　口　正　子  様
山　路　洋　子  様

国際化推進基金

国際文理学部 
環境科学科 
准教授 

馬 昌珍

　日韓両国の大気環境学会の共同事業として発行している国際論

文集「Asian Journal of Atmospheric Environment(AJAE)」に

掲載された「An orchestrated attempt to determine the 

chemical properties of Asian dust particles by PIXE and 

XRF techniques」（著者：Chang-Jin Ma, Ki-Hyun Kim, Sung-Boo Choi, Mikio Kasa-

hara, Susumu Tohno)が、論文賞に選ばれ、2011年10月釜山で開催された韓国大気環境学

会の総会にて賞状と副賞をいただきました。今回の論文では、黄砂時に韓国の済州でサンプ

リングした大気粒子について、最先端元素分析装置であるPIXEとSR-XRFを組み合わせるこ

とによって、バルク及び個別黄砂粒子の物理・化学性状特性を解析すると共に、化学成分の

発生源同定や黄砂粒子の長距離輸送中の化学的変質過程について解明しました。

　また、過去5年間の研究及び論文（最先端元素分析装置の個別大気粒子分析への応用に

よる化学的性状特性の解明、個々の大気液体粒子の捕集法開発、これらの技術を応用した

東アジア地域における黄砂及び酸性雨の研究など）の実績を審査基準とし、選抜する「学

術賞」にも選ばれ、賞状と副賞をいただきました。

教員の受賞報告



12月1日（土）

12月8日（土）

4

5

■ハガキ、FAX、E-mailにて受講講座名、郵便番号、住所、氏名、電話番号、年齢、職業（高校生は学校名と学年）を記入の上、下記までお申し込みください。
　電話でのお申し込みも受けつけております。受講票の発送はいたしません。
■男女・年齢を問わず受講可能です。
■台風などの悪天候等で、講座の日時・講師が変更になる場合があります。詳細はセンターまでお問合せいただくか、ホームページをご覧ください。
■受講料は初回受講時に、受付で徴収させていただきます。
■ご提供いただいた個人情報につきましては、公開講座等の実施・運営、本センターからの公開講座等のご案内に使わせていただき、他の目的には使用いた
　しません。
【お知らせ】
■乳幼児と共にご参加の方は本センター職員までお問合せください。近隣の一時託児所の情報をご提供いたします。
■福岡女子大学では、学外への本学教員の講師派遣の際の情報提供を目的とした「地域連携センター 女性生涯学習研究部門人財バンク」を開設しています。
　リストなどの詳しい情報はホームページをご覧ください。
【お申し込み先】
福岡女子大学 地域連携センター 女性生涯学習研究部門　
〒813-8529　福岡市東区香住ヶ丘1-1-1
TEL/FAX：092-661-2728（直通）　TEL：092-661-2411/FAX：092-661-2420（代表）
E-mail：rcle@fwu.ac.jp　URL：http://www.fwu.ac.jp/rcle/

福岡女子大学

公立大学法人

学長挨拶

他機関との連携協定締結

新任副学長挨拶
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平成24年度公開講座のご案内

受講方法

「達者で長生き̶運動・スポーツと健康づくり̶」
10：30～12：00　受講料2,000円（全3回分）　(高校生、本学学生無料)　※先着50名

5月26日（土）

6月2日（土）

6月9日（土）

「長寿社会と健康づくり」

「運動・スポーツとどう関わるか」

「自分でできる健康づくりのための運動」※実技指導を行います。

金崎　良三 （福岡女子大学特任教授）

石田　由希 （福岡女子大学非常勤講師）

金崎　良三 （福岡女子大学特任教授）

金崎　良三 （福岡女子大学特任教授）

日程 講師

1

2

3

回 テーマ

テーマ日時 講師

「必勝TOEIC！みるみる英語力アップ講座」
8月5日（日）から
9月23日（日）までの
毎週日曜日

「中国人講師による現代中国講座」
13：00～14：30　受講料 無料　

※他にも特別講演会が開催される予定です。

11月15日（木）

11月22日（木）

11月29日（木）

「中国現代文学と九州̶郭沫若の例を中心に̶」

「中国の人口政策とその問題点」

「グローバル化時代における中国経済」

武　　継平 （福岡女子大学教授）

尹　　　豪 （福岡女子大学教授）

張　　　艶 （福岡女子大学准教授）

日程 講師

1

2

3

回 テーマ

「武者の世を切り開いた平清盛̶史学・文学からの考察̶」
13：30～15：00　受講料2,000円（全5回分）　(高校生、本学学生無料)　　

11月10日（土）

11月17日（土）

11月24日（土）

「平氏政権とはいかなる性格のものか？̶武家政権誕生への道のり̶」

「平氏の滅亡と祈り̶政治と鎮魂との関係̶」

「天草版平家物語を読み解く」

渡邉　　俊 （福岡女子大学講師）

渡邉　　俊 （福岡女子大学講師）

坂本　浩一 （福岡女子大学准教授）

日程 講師

1

2

3

回 テーマ

「グローバル化時代の国際安全保障̶台頭するインド・中国̶」
13：30～15：00　受講料 無料　

「必勝TOEIC！みるみる英語力アップ講座」
13：30～15：00　受講料3,000円（全8回分）　(高校生、本学学生無料)　※受講にあたり2,000円程度のテキストを用意・購入していただきます。
※先着35名　対象：初心者 特にTOEIC400̃500点前後

7月21日（土）

7月28日（土）

「中国の成長をどう捉えるか？̶国際安全保障の視点から̶」

「台頭する世界最大民主国家インド
　　　　　　　　̶日本の再生とアジアの安全保障へのカギになるのか̶」

パスマシリ・ジャヤセーナ（福岡女子大学准教授）

パスマシリ・ジャヤセーナ（福岡女子大学准教授）

日程 講師

1

2

回 テーマ

「人と人とのつながり̶九州・福岡のことばと歴史̶」
13：30～16：15　受講料2,000円（全6回分）　(高校生、本学学生無料) 

渡邉　　俊 （福岡女子大学講師）

坂本　浩一 （福岡女子大学准教授）

月野　文子 （福岡女子大学教授）

矢野　　準 （福岡女子大学教授）

大久保順子 （福岡女子大学准教授）

橋本　直幸 （福岡女子大学講師） 

日程 講師

1

2

3

回 テーマ

6月16日（土）

6月23日（土）

6月30日（土）

「『あの世』と『この世』の関係史̶ 中世日本に生きた人々と死者とのつながり̶」

「ふるさとのことばと文化 ̶九州・福岡の言語文化とその歴史をみつめる̶」 

「漢詩人の文化活動と交流」

「敬語表現の変化から見た人間関係の実態 ̶待遇表現と文化とのかかわり̶」

「文学にみる『名所』のはたらき」

「町の景色から読み解く多言語・多文化社会 ̶福岡の言語景観̶」

「平家文化圏を考える1」

「平家文化圏を考える2」

今井　　明 （福岡女子大学教授）

今井　　明 （福岡女子大学教授）


