
福岡女子大学
Fukuoka Women’s University

公立大学法人

2
2
3

4

7
8

8
8

9

11
10

11

開学記念式典

G-COE 国際セミナー

3東香園

「筑紫海会」会長挨拶

筑紫海学園理事長挨拶

活動報告
新任紹介

　　新入生挨拶/WJC留学生

　　EAT40/English Village/交換留学

　　おもしろ理科実験教室

　　香住っ子ひろば

　　English Camp

　　体育祭/オープンキャンパス/学生受賞報告

国際化推進基金

教員受賞報告

科学研究費一覧

福岡女子
大学広報

6

11学内消息/人事消息

12公開講座

福岡女子大学
Fukuoka Women’s University

目次 CONTENTS

公立大学法人 福岡女子大学 入試・広報・キャリア支援センター
〒813-8529 福岡市東区香住ヶ丘1-1-1　TEL 092-661-2411（代表）　URL http://www.fwu.ac.jp/

編集発行

平成24年度公開講座のご案内

受講方法

【公開講座】「武者の世を切り開いた平清盛－史学・文学からの考察－」（全5回）
13：30～15：00　受講料：2,000円（全5回分）　※高校生、本学学生無料　　会場：福岡女子大学附属図書館1階 視聴覚室

11月10日（土）

11月17日（土）

11月24日（土）

12月 1 日（土）

12月 8 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－

平家文化圏を考える1

平家文化圏を考える2

天草版平家物語を読み解く

渡邉　　俊

渡邉　　俊

今井　　明

今井　　明

坂本　浩一

（福岡女子大学講師）

（福岡女子大学講師）

（福岡女子大学教授）

（福岡女子大学教授）

（福岡女子大学准教授）

日程 講師

1

2

3

4

5

回 テーマ

【公開講座】「中国人講師による現代中国講座」（全3回）
13：00～14：30　受講料：無料　　会場：福岡女子大学附属図書館1階 視聴覚室

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

尹　　豪

張　　艶

（福岡女子大学教授）

（福岡女子大学教授）

（福岡女子大学准教授）

日程 講師

1

2

3

回

【特別講演会】
14：40～16：10　受講料：無料　　会場：福岡女子大学附属図書館1階 視聴覚室　※本学同窓会筑紫海会と共催で行います。

10月24日（水）

私の歩いて来た道 －戦前・戦後の女性の生き方に関りながら－

秋枝　蕭子 （福岡女子大学名誉教授）

日程 講師

1

回

日本における女性学研究の草分けとして活躍され、教鞭を執ってこ
られた本学名誉教授秋枝蕭子先生に、ハーバード大学への研究留学
や男女雇用機会均等法の実現などに尽力されたご経験を交えなが
ら、これからの女性の生き方についてお話いただきます。

【特別講演会】
14：30～16：00　受講料：無料　　会場：アクロス福岡4階 国際会議場　※本学同窓会筑紫海会と共催で行います。

1 月12日（土）
未定（全1回）

髙樹のぶ子 （芥川賞作家）

日程 講師

1

回

芥川賞作家髙樹のぶ子先生に、実際にアジアを巡った体験をもとに、
「アジアへのまなざし」を語って頂きます。　※サイン会有り

■E-mail、お電話、FAX、葉書にてお申込みを受け付けております。受講希望講座名、住所、氏名、電話番号、年齢、職業（高校生は学校名と学年）を
　お知らせください。
■受講料は、初回受講時に受付で徴収いたします。
■講座最終日まで申込を受け付けています。（途中からの参加も歓迎いたします。）
■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、センターまでお問い合わせいただくか、ホームページを御覧ください。

【申込・問い合わせ先】
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（代表）　E-mail：rcle@fwu.ac.jp
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第６０回かすみ祭 テーマ： STEP ～踏み出そう、その一歩を。～
日　程： 平成24年11月３日（土）～11月４日（日）10：00～18：00

テーマ

テーマ

テーマ



　福岡女子大 栄養教育学研究室は福岡市老人福祉セン
ター「東香園」と平成19年に研究協力依頼した事をきっ
かけに以来約６年間、地域連携交流を続けている。
　東香園は自立した高齢者の多い通所施設で、本学に
とって高齢者の健康維持と疾病予防の研究フィールド先
として、逆に、本学は東香園にとって通所高齢者の健康
志向への知的好奇心の満足度を高める学術連携先とし
て、各々の社会的資源を尊重しながら互いに地域連携交
流を行っている。

　本学栄養教育学研
の協力依頼内容は通
所者の健康教育等を
用いた教育的介入、研
究成果を生かした名称
「食で人生絶好調！」
健康教室の開催などで、中でもテーラーメイド健康カル
テ・コメントの作成は協力を頂いた方個別に作成するもの
で毎年喜ばれている。

　ゼミ生は食・健康に関する対話の
中に鏤められた、自分より年長の、
しかも長年積んで来られた様々な
貴重な経験に、自らを対比し謙虚さ
思慮深さを備え伸びる。その姿を目
の当りにし教員として、学生が勉学
を身に付けたと感じた時の喜びとは
また別の感慨を味わう。

　「文学のことを学びたいのなら○○先生のいらっしゃる
福岡女子大学がいいよ」高校の進路指導の先生の言葉
を思い出します。
　大学で学んだことが、将来どう生きるかの指針が定
まるとするならば、そのきっかけとなる大学選びは重要
なことです。
　今、日本は急速にグローバル化が進んでいます。国際化
の進む社会に女性の果たす役割、求められているものは
何か、いち早く分析し、どう教育に取り入れるか、大学教育

のあり方が問われています。
　我が母校が、89年の歴史の
中で、その時代その時代に活
躍できる女性リーダーを多く
輩出してきたことは周知の事
実です。
　「今があるのは、福岡女子大
学で学んだからよ」80歳代の先
輩の言葉が思い出されます。
　アジアや世界の視点に立ってより良い社会つくりに貢献
できる人になりたいのなら「新生福岡女子大学がいいよ」
と選ばれる大学であってほしいものです。

　大学始まって以来と云う改革によって、私ども卒業生は
全員出身学部を失ってしまいました。当時は「もう、母校は
なくなったのだ！」と悲壮な声も上がってはおりましたが、新
構想が明らかになるにつれ、グローバル化、リーダーシッ
プ、独創性……と続く魅力的な目標。そして「英語で学ぶ」
方法論。学生生活も留学生との１年間の全寮制と、まさに
新しい時代の大学到来を感じさせるさまざまな方針に
すっかり魅せられ、今では「もう一度、学生に戻りたい…！」
との声も聞かれるほどです。それだけに母校の将来には
大きな関心と期待を持っております。今後、卒業生の社会
での活躍が認められるであろうことを願っています。

　このたび、同窓会設立の学
校法人筑紫海学園は解散に
あたり、経営してきました香椎
幼稚園と「つくしみ山荘」の足
跡を残すため、大学会館前の
広場に「MISERERE命よ」と
銘記した女性像を建立いたし
ました。除幕式を福岡女子大
学開学記念式典の第２部として並行させていただきま
したこと、心よりお礼を申し上げます。特に学生の皆様
には、永くキャンパスのランドマークとして愛して頂けれ
ばと思っております。
　この像は来年５月、同窓会筑紫海会総会におきまして
母校福岡女子大学に贈呈する予定です。
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開学記念式典
国際セミナー｢インドの社会と女性問題｣

インドで活躍する女性研究者の生き方

福岡市老人福祉センター「東香園」と
研究活動の積重ねで培ってきた地域連携と感慨

　インドの国立環境工学技術研究所の副所長であるサ
ディハナ ラヤル博士がG-COE新炭素学の技術交流で
福岡女子大学を訪問し、ご講演された。
　博士は、最近はインドの女性も義務教育を受けられる
など改善が進んでいる。しかし、依然として、農村部では
女性への教育に対し否定的で、男性の優先雇用など、男
性中心の社会で女性が苦しんでいる。例えば、農村部で
は女性が何百年も前から畑を活用したゴミリサイクルな
ど、環境にやさしい仕組みを続けている一方で、女性が
なかなか家の外に出られない。家の中の煮炊きによる排
ガスの影響で健康被害が発生している。インド国立環境

工学研究所における、その改善技術への取り組み等が
紹介され、具体例でインド社会を垣間見ることができた
講演であった。
　ご講演後に活発な質疑応答があった。女史がなぜ活
躍できる立場になったかとの質問に対して、女性は家族
の面倒を見るのが当たり前で、職場での時間が男性より
も少ないので、いかに仕事に集中して取り組むかと、夫の
理解と支援が重要である。それらは社会の構造が違うイ
ンドと日本でも女性の社会進出には必須であると回答さ
れた。和やかな中にも女性リーダーとしての凛とした気構
えが伝わってきた講演であった。

国際文理学部　食・健康学科
栄養教育学研究室　教授 沖田 千代

国際文理学部　環境科学科
教授 藤岡 祐一

新生福岡女子大学に期待するもの

　平成24年4月22日(日)本学大学会館にて、福岡女子大学開学記念式典を執り行いました。
　本学は、平成23年度にグローバル化が進展する時代において「次代の女性リーダーを育てる」ことをめざし
て、従来の二学部を改組し、国際文理学部を開設。新たな取り組みや教育の理念を周知し、併せて、大学の発
展に寄与することを目的として、本年度より開学記念日に記念行事を行うこととし、同記念行事の日をホーム・
カミング・デーと位置づけました。
　式典では学長あいさつとして、大学の現状や将来構想について説明があり、前福岡県知事の麻生渡様にも
ご講演いただきました。また、学校法人筑紫海学園のご厚意により本学に建立された中村晋也先生（平成19
年文化勲章受章）ご製作の記念像の除幕式を執り行いました。

　福岡女子大学同窓会「筑紫海会」　会長　山本 津弥子

福岡女子大学への期待
学校法人筑紫海学園理事長　上村 元子
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新任紹介 新任紹介

次代の女性リーダー育成の夢

魅力を一緒に探りましょう

九州文化講義，随時受講を希望しております

　1975年3月に九州大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学の後（1987年2月に経済

学博士を授与される）、熊本大学（助教授）・青山学院大学（教授）等を経て、1992年4月に九州大

学経済学部教授、2000年から九州大学大学院経済学研究院教授の職にあり、2012年3月に定

年退職する。2012年4月に福岡女子大学国際文理学部教授に就任する。現在、九州大学名誉教

授、日本応用経済学会副会長の職にある。

　研究分野は、①長期経済計画の理論的研究、②マクロ経済動学の数理的研究、③内生的成長と

拡張された社会的共通資本の関連についての研究、である。①と②については、それぞれ既に英

文の著書を刊行しており、現在、③の課題について研究を進めている。具体的には、内生的成長論

の新たな潮流のもとで、環境、インフラ、制度、社会的関係資本と経済発展の関連について、（理論・

計量分析に加えて、インドと中国を視野に入れた実態調査という）重層的な研究を企図している。

　福岡女子大が変革しようとしています。その改革に加わらないか、というお誘いを受けました。

私がこの時に心を震わせたのは２点です。ひとつは「次代の女性リーダーの育成を目指す」という

改革の理念であり、もうひとつは学生が素直で優れた資質をもっていることでした。

　私の専門は企業マネジメントです。九州が変わるためにはビジネス・リーダーの養成が不可欠で

あるとの思いから、九大にビジネススクールを設立し、経済人と一緒にＮＰＯ九州アジア経営塾の

設立に参画しました。

　興味深いのはビジネススクールで学ぶ女性ミドルが近年増えていることです。男女雇用機会均

等法から25年を過ぎ、女性総合職はいまや役員や部長クラスに達しています。しかし、この間女性

リーダーの育成については企業も大学も見るべき取り組みを欠いており、グローバルなトレンド

から逸脱したままです。

　香住ヶ丘がこの重大な課題に取り組む機会を与えてくれたと私は得心し、またそのための条件

を与えてくれると信じて、学生にまっすぐ顔を向けることにしています。

　2012年4月に国際教養学科に着任しました鈴木暁世です。生まれは富山県で、京都、大阪、ダブ

リン、ロンドンで学生・留学生時代を過ごしてきました。私の担当科目は日本近現代文学・比較文学

です。とくに、芥川龍之介や菊池寛といった大正期の作家の作品を中心に、外国文学と日本文学の

相互交渉を研究しています。

　遠く離れた土地に住んでいる人々が、同じ文学や音楽、映画などに感動する、それはとてもすて

きなことだと思いませんか？文学や演劇、芸術など、ある作品が、言語や文化、民族、国境、時代を

こえて読まれるようになる要因やその魅力を探っています。

国際文理学部　国際教養学科

教授　大住 圭介

国際文理学部　国際教養学科

教授　塩次 喜代明

国際文理学部　国際教養学科

講師　鈴木 暁世

国際文理学部
国際教養学科

准教授　鈴木 有美

九州に戻ってきました

里山の再生を目指して

よろしくお願いします

　2012年4月に国際教養学科の准教授として着任しました馬場優（ばばまさる）です。1967年に

宮崎県宮崎市に生まれました（高校卒業まで宮崎）。現在、2児(娘と息子)のパパです。福岡に来る

までは、大阪に約20年ほどいました。

　担当科目は、国際関係論や比較政治学ですが、専門的に研究している分野は、ヨーロッパ政治

外交(史)です。大学院入学以来、1914年の第一次世界大戦勃発に至る政治外交史を主に研究し

てきました。その研究のために、90年代後半に2年間、オーストリアのウィーン大学に留学したこ

ともあります。

　最近、留学を希望する学生が少なくなったと言われますが、学生のみなさんには、日本の外に出

ていろいろなことを見聞してもらいたいと思っています。どうぞ、みなさん、よろしくお願いします。

　私は、環境経済学の立場から里山の管理について研究しております。里山の生態系は、人間によ

る利用と管理があってはじめて維持される生態系で、本学を象徴する撫子も、火入れ、刈取り、放牧

によって維持される半自然草地が減少すれば、その分布域を減らしてしまいます。里山に代表され

る自然資源は、これまで地域住民によって共同で

管理・利用されてきました。こうした地域資源管理

のあり方は、世界的にはコモンズと称され、持続可

能な資源管理の方策として注目を集めています。私

の研究では、日本とノルウェーにおけるコモンズの

変容過程の分析を通して、コモンズを現代的に再

生させるための条件の解明に取り組んでいます。

　本年度4月から食・健康学科に助手として着任いたしました。大学では、微生物を専門で学び、

修士課程では食と環境の安全・安心に関わる研究を行いました。生まれも育ちもお隣の熊本県

だったため、昔から福岡には親しみがありましたが、こちらに住むことになり、歴史や食といった

福岡の新たな魅力を知ることができました。

　今回、担当科目を通して「食」ということについて改めて考えています。からだを創る「食」、おい

しく食べる「食」、安心して食べる「食」など、これまで私が学んできた分野とは多少異なる分野もあ

り難しい面もありますが、足りない知識を補いつつ、学生と共に知ることの喜びと食を科学する感

動を分かちあうことができたらと思っています。食と健康を考える学科の助手としてだけでなく、

管理栄養士養成課程の助手として、自分が学生に何ができるのかを日々考えながら努力していき

たいと思っています。よろしくお願いします。

Hello. I come from England, but I’ve been living in Japan for about 8 years now. I gradu-

ated in 2001 with a degree in Media Arts and Cultural Practice. At that time, I special-

ized in Sound Design and Sound Art. I started teaching about 3 years after I graduated, 

and received my Post-Graduate Certificate of Education in 2007, followed by my MA in 

Applied Linguistics in 2011. I have taught in Universities, Colleges and Schools in the 

U.K. and Japan, but most of my teaching has been in Japanese universities.

I am interested in many things, but I am particularly interested in experimental music, 

Russian literature, Cultural Studies, wine, Manchester City F.C., Indian food, satirical 

comedy, art and kanji.

国際文理学部　国際教養学科

准教授　馬場　優

国際文理学部　環境科学科

講師　嶋田 大作

国際文理学部　食・健康学科

助手　山内 良子

国際文理学部　AEP担当

講師　Paul Stone

　4月より国際教養学科に迎えていただきました、鈴木有美です。名古屋生まれの

名古屋育ち、無事に福岡の地に適応できるだろうかと、どきどきしながらやって参

りました。最初の印象は、「他のどの都市よりも、福岡と名古屋は似ている」という

ものでした（名古屋以外よく知りませんが）。そして、「ますます気を引き締めねば」

と思ったのでした（不思議ですか？でも、例えば「イギリスでは日本人よりアメリカ

人の方がカルチャーショックを受けやすい」という心理学の知見があります）。

　既にお気づきでしょうか。専門は心理学です。共感性とウェルビーイングをキー

ワードに、適応についての研究をしています（「情けは人の為ならず」の実証研究

を目指しています）。私に情けをかけ、九州文化の手ほどきをしてくださる優しい

方々、いつでもよろしくお願いいたします。「心が読まれてしまうかも」というご心

配は無用です（笑）。



Ｗ Ｊ Ｃ 留 学 生 交 換 留 学

　ルンド大学には、学生が主体となって行われる授業が

たくさんあります。

　私は、春学期に、"Scandinavian Models of Equality"

という授業をとり、スカンジナビアの進歩したジェンダー

事情を学びました。この授業では、毎週グループプレゼン

テーションが行われました。各々指定された何十ページもの資料を読み、授業の2時

間前にプレゼンのグループメンバーが集まり、パワーポイントを作成します。そして、授

業の中で、それぞれグループプレゼンを行います。この授業で一番驚いたことは、わず

か2時間で用意されたプレゼンの質の高さです。何十ページもある資料の要点だけが

ぎゅっと詰まった、デザイン性の高いパワーポイント。また、学生が前に立って堂々と話

す姿も私には新鮮に映りました。私はこの授業を通して、個人的に不甲斐ない思いを

し、落ち込むこともたくさんありましたが、それ以上に多くのことを学びました。

　学生の自主性の高い授業は大変面白く、学びも多いと実感しました。

　私は、異文化を勉強しようと思い、留学生として日本に来ました。EAT40に参加することで韓国

の文化にも触れられると考えました。ずっと日本語の勉強に夢中になっていたため、高校まで勉強

していた英語を完全に忘れてしまっていました。この授業はすべて英語で行われます。そのため、勉

強しながら自分の視野や人脈を広げ、英語力を高めるチャンスだと思い、EAT40に参加しました。

　この授業を通じて、日本と韓国の食文化の違いが分かってきました。例えば、韓国では、女が先で

はなく、お年よりが先に箸を付けます。キリンビールの工場見学、明太子の工場見学、お茶の工場見

学、お寺の料理などの伝統的なものとの出会いは、異文化の勉強にはとても役に立ちました。

　調理授業を通じて、実践力

も身に付いたと思います。

　梨花女子大学校の学生と授

業を受けて、英語はまだまだ

うまく話せませんが、みなさん

親切で楽しみながら授業を受

けることができました。
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平成24年4月4日 WJC開講式の様子 平成24年4月5日 入学式の様子

福岡女子大学の魅力新入生挨拶

My Life in Japan

国際文理学部　国際教養学科

１年　三谷 知華

Widchayapon SASISAKULPON (Ing)

EAT40に参加して

a Wonderful Time at English Village

学生主体の授業

　私は6月29日から7月1日に、本学主催のイングリッシュ・ビレッジに参加しました。寮の棟や階

が違うためになかなか顔を合わせることがない留学生、日本人学生と、ぜひこの機会に仲良くな

りたい！と思ったことが、参加を決めたきっかけです。期間中、日本語の使用は厳禁！英語のみで日

常生活を送りました。本学の短期留学生（WJC留学生）が私たちの世話役となり、一緒に英語の講

義を受け、運動やゲームをして交流を深めました。日頃、学術英語プログラムの授業で英語の力を

鍛えられているとはいえ、日常生活の全てを英語のみで過ごすなんて、まるで日本にいながら海外

に留学しているようでした。また、「もっと英語を勉強して、留学生と英語でたくさん会話したい」と

も思えるようになりました。

　ここで知り合った友人たち

とは、この企画以降も交流を

続けています。初めての企画

ということでしたが、またぜ

ひ参加したいです。

　私が福岡女子大学を選んだ理由は、将来日中の架け橋のような存在になるという夢を叶えるた

めです。私は日本人の父と中国人の母から生まれ、二つの国の文化と共に育ってきました。そのた

め、両国のどちらも母国として愛してきましたが、互いの国に対しての偏見を感じることも多くあ

りました。そして、この壁をなくしたいという想いから、日中の友好関係の構築に貢献できる力を身

につけたいと思うようになりました。

　福岡女子大学は、欧米に偏ることなく、アジアや様々な国の文化や社会に関する専門科目を学

ぶことができます。これは、東アジアを中心に学びたい私にとって、とても大きな魅力です。

　また、全寮制によって、同級生や留学生との生活は、それぞれが持つ夢や、留学生の勉強に対す

る熱意、文化の違いによる新たな発見など、毎日多くの刺激を受けています。

　この様な恵まれた環境のもとで、アジアを中心とした世界で活躍できる国際人を目指したいです。

国際文理学部　食・健康学科　1年　孫　楠楠

国際文理学部　環境科学科　1年　中村　杏

文学部英文学科

3年　西村 沙織

活 動 報 告

I’ve been studying as an exchange student in WJC program for about 4 months now. �is is 
the �rst time I came to Japan and also the �rst time I live abroad. But actually I’ve been familiar 
with Japanese culture through many media since I was little so I didn’t have a hard time 
adjusting. Live in the dorm is very comfortable and lively that I rarely feel lonely. I’m taking a lot 
of classes in this semester which allow me to gain a deeper understanding about Japanese culture, 
economy, and politics. I also have Japanese language classes in the morning. In my opinion, learning new culture and language is 
not only to understand a di�erent society, but to also widen our perspective in life, which is why I decided to come to Japan. 
Almost every week we have �eld study and a monthly �eld trip to many interesting places. Within a short time, I’ve seen and 
learned a lot more in a way that I don’t think I can just by taking a short visit to Japan or any other country. 

Even though Everyday I learn new things and I’m still having a hard time communicating in Japanese, Fukuoka feels like a 
second home to me. It is a really nice and peaceful city and people I met are very kind. My �rst few weeks here went by very 
slowly but as the time passes the faster it seems to be. As much as I miss my friend and my family in �ailand, and though I still 
have more than half a year left in WJC program, I already wish I had more time to experience even more interesting things in 
Fukuoka and Japan. I am very happy that I’m able to join this exchange program and get to meet a lot of new friends. I hope I 
will continue to meet even more wonderful people and make a lot more wonderful memories with everyone in FWU.



　昨年に引き続き、今年もAEPでの指導を体験してもら

い、英語コミュニケーション能力育成と異文化理解を促

す目的で「高校生のためのイングリッシュ・キャンプ」を

実施しました。8月11日～13日とお盆に重なる期間に

もかかわらず、131名もの応募をいただき、36名が抽選

で選考され、「国際学友寮 なでしこ」に宿泊して英語の

みでの授業を体験。入校式では、ドキドキしな

がらも不安な表情をしていた生徒たちも、先生

や留学生、同じ志をもつ仲間との交流を通し

て、次第に積極的に。英語によるグループ学習、

インタビュー、PC教室でのリサーチ、プレゼン

テーションへ向けての準備・練習、そして本番。

発表後のみんなの表情は自信に満ち溢れたも

のになっていました。一方で、自らの英語力を振り返る機

会になったようだと、保護者の方々からお礼の言葉もい

ただき、この経験が彼女たちの今後の学校生活を考える

上で大きな刺激となったことを嬉しく思っています。猛暑

の中、準備段階から細やかなご配慮とご協力をいただき

ました関係者の皆様に心からお礼を申し上げます。
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元気いっぱい香住っ子ひろば

国際文理学部　環境科学科

1年　深澤 早貴

体育祭を終えて

オープンキャンパス報告

　今回の体育祭は、今の体育館で行う最後の体育祭となりました。

また、新学部設立から２年が経ち、参加者の大部分となる1・2年生

が国際文理学部の学生となって、例年とはまた違った個性豊かな

体育祭になったと思います。留学生も、去年よりも多くの方々に参

加していただけて、全員で体育祭を盛り上げることができたと思い

ます。体育祭の運営に関しては、多くの方々にご協力をしていただ

きました。私の力不足でご迷惑をかけましたが、皆さんのおかげで

何とか成功させることができて本当に感謝しています。来年の体育

祭は運営側も新学部の学生が行うことになり、より一層盛り上が

る体育祭になるのではないでしょうか。今までの反省を活かし、

もっと良い体育祭になると期待しています。

　2012年度の「オープンキャンパス」を７月29日（日）に本

学キャンパスでおこないました。

　当日は猛暑の中、県内、九州各県をはじめ、北海道から沖

縄まで県外からも多くの高校生、保護者の方にお越しいただ

き、総来場者は過去最高の1，448名にのぼりました。

　会場では、大学の沿革や国際文理学部に関する「全体説明

会」、「各学科説明会」、「模擬授業」や「研究室見学」、在学生ス

タッフや教職員による「個別相談コーナー」、在学生がツアー

ガイドとなり、キャンパス内や『国際学友寮 なでしこ』内を見

学する「キャンパスツアー」な

どを実施しました。実際に

キャンパス内や寮内を歩き、

教員、大学スタッフや在学生と話すことで、キャンパスの雰囲

気を感じていただけた一日となりました。

　香住っ子ひろばは、毎週土曜日の10時から15時30分に行っています。内容は、小学生と遊ぶ

ことが主です。前半は、自習するグループ、手芸をするグループなどグループに分かれて小学生の

お世話をします。私が行ったときには、枇杷取りもしました。お昼ご飯もみんなでいっしょに食

べます。枇杷がデザートで出たので、枇杷取りに行ったグループの子はとても嬉しそうでした。い

ろいろな経験ができて、本当に楽しいです。また、後

半は全員で小学校の体育館で遊びます。バスケット

ボールやドッジボールをしていたり、卓球やバドミント

ン、縄跳びをしていたり、遊びは様々です。小学生は、

ずっと元気いっぱいでとても可愛いです。最初、香

住っ子ひろばに応募したとき、小学生と仲良くなれる

か不安でした。しかし、行ってみると小学生とすぐに

仲良くなれて、とても嬉しかったです。本当に楽しく

て、元気になれるのでぜひ参加してほしいです。

高校生のためのイングリッシュ・キャンプ 2012 AEP講師　三木 菜緒美

おもしろ理科実験教室

生活環境材料学研究室

4年　安武　悠

　8月23日に香住ケ丘小学校6年生13名が参加し、「おもしろ理科実験教室」を開催しました。実

施した実験は「ケミカルライトが光る仕組みを知る」、「顕微鏡で印刷物を観察しよう」、「食用油か

らろうそくを作る」、「ペットボトルから繊維を作る」、「高分子吸収材の性能を調べる」です。

　参加した小学生のみなさんはとても熱心に実験に取り組んでくれました。中には実験内容を

ノートに記す小学生もおり、夏休みの自由研究の手助けになったのではないかと考えています。

　小学生から楽しかった、説明が分かりやすくて良かった等の言葉をもらって、女子大生一同も嬉

しく感じました。また、怪我等なく実験教室を終える

ことが出来、安心しています。「おもしろ理科実験教

室」が毎年恒例のイベントになるように、より多くの

子供たちと身近な化学に

ついて学ぶ機会が増えま

すようにと願っています。

栄養健康科学科の学生が全国栄養士
養成施設協会会長表彰を受賞しました。

生活環境学科松本沙子さん
卒業論文優秀学生賞

　この賞は毎年、社団法人全国栄養士養成施設協会
が、栄養士課程または管理栄養士課程を優秀な成績
で卒業する学生を表彰しているものです。
　昨年度本学からは、栄養健康科学科４年の松本奈
美子さんが、学内選考の結果、最優秀成績者として表
彰者に選ばれ、第59回卒業式が行われた３月23日
に、人間環境学部長、栄養健康科学科長、指導教員列
席のもと、表彰状伝達式を行い、甲斐副学長から表彰
状が授与されました。

人間環境学部　環境理学科

3年　末永 清美

活 動 報 告

　生活環境学科を今年３月に卒業した、松本沙子さん
が都市住宅学会募集の卒業論文学生表彰に応募し、
優秀学生賞を獲得しました。タイトルは「Fグリッドの
立体的システムの構築とリビング空間への適用」。内
容は、これまで平面的システムでしかなかったこの
コーディネーションツールを立体システムに構築しな
おし、さらにリビング空間に適用するというもの。１年
間の研究成果としては十分すぎるものでした。

(意匠学　佐々木 俊介)

入試相談会 ※かすみ祭と同時開催
次回日程

※時間や内容につきましてはホームページにてご確認ください。
春のキャンパス見学＆相談会

2012年11月３日（土）
2013年３月23日（土）

国際文理学部学部共通教育機構



金　子　維佐子 様（2）
久保山　君　枝 様（2）

西　原　そめ子 様
古　川　冨士子 様（2）

17回家庭理科 様（匿名）
福岡女子大学筑紫海会広島支部 様

青　木　喜美子 様
赤　木　多紀子 様（2）
上　田　和　子 様（2）
江　頭　由紀子 様
榎　本　俊　子 様
合　馬　晶　子 様
大　木　峯　子 様
岡　部　仁　子 様
尾　木　正　子 様（2）
亀　崎　優　子 様（2）
川　北　テル子 様（2）

楠　本　節　子 様
倉　﨑　凞美子 様（2）
庄　山　茂　子 様
杉　村　輝　美 様（2）
須　藤　壽　恵 様（2）
角　　　文　代 様
高　橋　史　子 様
武　智　康　子 様（2）
竹　元　明　子 様
綱　脇　久　代 様
富　高　明　子 様

富　永　孝　子 様
豊　福　雅　代 様（2）
中　原　紀　子 様
錦　織　真知子 様
新　田　千津子 様（2）
浜　地　千　草 様
林　　　多佳子 様
林　　　欣　子 様
原　　　邦　子 様（2）
福　澤　順　子 様
御　竿　洋　子 様

三　田　雅　子 様（2）
光　石　京　子 様
村　上　祥　子 様（2）
森　田　靖　子 様
柳　田　浩　子 様

矢　部　千寿子 様（2）
山　口　正　子 様（2）
山　﨑　二三代 様
山　下　朋　子 様
吉　崎　邦　子 様
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■「福岡女子大学 国際化推進基金」のご案内と寄附報告

　第49回化学関連支部合同九州大会日本農芸化学

会西日本支部で発表した「Median effect analysisに

よるラジカル消去反応系における酸化防止剤併用効

果の解析」がポスター賞に選ばれました。酸化防止剤

として食品への用途が認められている抗酸化物を併

用する場合、成分間での相互作用を考慮する必要があ

ります。しかし、現時点において酸化防止剤の併用効

果解析法は確立されていません。そこで、本研究では

薬剤の併用効果解析法であるMedian effect analy-

sisの適用を試みました。本研究の成果は、酸化防止剤の活用のための有用な情報と

なることが期待されます。

　本賞を受賞するにあたりご指導くださいました石川洋哉准教授、于銀萍氏をはじ

めとする先生方に厚く御礼申し上げます。

　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24年3月1日から平成24年8月31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」事業報告

1．寄附金の内訳について

１．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（寄附金額別、五十音順）　※（　）内の数字は、累計寄附回数（回目）です。

2．福岡女子大学国際化推進基金による主な事業（平成23年度実施分）

　平成22年9月の「福岡女子大学 国際化推進基金｣創設以来、平成24年3月31日までに、845名の方々から、約2，570万円のご寄附を
頂きました。ここに、募金開始時から平成24年3月31日までの本基金の事業報告を掲載し、心からの感謝の意を表します。
　なお、今後とも引き続きご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　「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、右記のお問い合わ
せ先までご連絡をお願いします。

　皆様からのご寄附を財源として、学生の海外留学や語学研修、
体験学習、また、本学への学部留学生に対し、平成23年度に総額
1，293万円の支援を行いました。
　学生の留学先等については、以下の通りです。

23年度入学の学部留学生（22人）に対し、月額1万円の奨学
金を支給

多面体を用いた衣服の縫合後の立体形状予測システムの作成

日本語教育における「表現文型」の概念整理と総合文型索引の作成

だし揮発性成分によるうま味認知機序の解明

近世フランスを中心とした信の観念史的研究

競争的権威主義体制における財政政策の研究：アジア通貨危機後のマレーシアを事例に

日常生活における受光履歴とトリプトファンの食事摂取が睡眠に及ぼす影響

吸水部分を水洗トイレに流せる紙おむつ実現のための基礎研究

植民地における通婚と家族をめぐる法制・慣習の研究

大韓民国の成立過程における「国民」確定基準の法的模索

セルロース添加加工米による咀嚼および摂食量の制御

社会的インフラとイノベーション政策の動学分析

グローバル化する先端技術製品の技術と経営戦略に関する研究

脂肪性肝炎モデルを用いた抗酸化物質投与の発症予防及び治療効果について

福岡に残る洋学資料コレクション筑紫文庫資料を主対象とした近代日本語語彙の基盤研究

蘭領東インドおよび英領マラヤにおける日本人の法的地位に関する比較研究

非正規雇用により生じる社会経済格差が家族の健康に及ぼす影響

遺伝子発現調節の進化メカニズム

20世紀初頭の英語圏における日本演劇の上演と相互交渉の調査ー郡虎彦と菊池寛を軸に

酸素を用いた調理によるテクスチャー改善の試みとその高齢者向け食品開発への応用

神経系進化における刺胞動物神経環の位置づけ：遺伝子発現解析によるアプローチ

カキ培養細胞を用いたノロウイルス濃縮法の開発

生体リズム受光器の周波数特性に基づく新規光源・照明装置の検討

若手研究B

若手研究B

若手研究B

若手研究B

若手研究B

基盤研究B一般

基盤研究C一般

基盤研究C一般

基盤研究C一般

基盤研究C一般

基盤研究C一般

基盤研究C一般

基盤研究C一般

基盤研究C一般

基盤研究C一般

基盤研究C一般

基盤研究C一般

基盤研究C一般

基盤研究C一般

基盤研究C一般

研究スタート

挑戦的萌芽研究

講　師

講　師

助　手

准教授

講　師

教　授

教　授

准教授

教　授

准教授

教　授

教　授

教　授

准教授

准教授

准教授

准教授

講　師

准教授

教　授

講　師

教　授

伊藤　海織

橋本　直幸

徳永　美希

御園　敬介

鈴木　絢女

森田　　健

吉村　利夫

宮崎　聖子

岡　　克彦

高橋　　徹

大住　圭介

塩次喜代明

中村　　強

坂本　浩一

吉田　　信

錦谷まりこ

猪股　伸幸　

鈴木　暁世

舟木　淳子

濱田　　俊

小林　弘司

森田　　健

研究テーマ研究種目

日
本
学
術
振
興
会

補助金
交付者 職 教員氏名

合計22件

補助金

基　金

基　金

基　金

基　金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

補助金

基　金

基　金

基　金

基　金

基　金

基　金

基　金

基　金

補助金

補助金

■平成24年度科学研究費助成事業

教員の受賞

■人事消息

（科学研究費補助金・学術研究助成基金助成金）

新任
（平成24年4月1日付）

国際文理学部

国際文理学部

国際文理学部

国際文理学部

講　師

講　師

講　師

助　手

鈴木　暁世
嶋田　大作
Paul Stone
山内　良子

国際文理学部

国際文理学部

国際文理学部

国際文理学部

教　授

教　授

准教授

准教授

大住　圭介
塩次喜代明
馬場　　優
鈴木　有美

国際文理学部　食・健康学科　助手　山元 涼子

5万円未満

２．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。

■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

福岡女子大学 国際化推進基金 寄附状況

（１）学生の海外留学

（２）学生の語学研修、体験学習

大学からの
奨励金受給者

12
13
25
1
4
9
9
8
7
11
13
4
3

102
17
119

12
13
25
1
4
10
10
8
7
11
18
6
5

106
24
130

中国
韓国
ニュージーランド
ベルギー
中国
タイ
ニュージーランド
アメリカ
ドイツ
ベルギー
スリランカ
オーストラリア
AsTW（フィリピン）

夏季語学研修

春季語学研修

語学研修　計
体験研修　計

体験学習

他校主催

研修先

合　計

参加者数

大学からの
奨励金受給者

1
2
2
2
1
1
2
11

1
3
2
2
1
1
2
12

国名 大学名

合　計

内訳

合　計

人数

1年間
10ヶ月間
10ヶ月間
1年間
6ヶ月間
1年間
1年間

ルンド大学

梨花女子大学

ルーバン・
カトリック大学

コペンハーゲン大学
同済大学

卒業生（個人）
卒業生（団体）
学内教職員
教職員OB等

15,763,000円
646,000円

8,560,000円
732,000円

25,701,000円

総寄付件数 寄付総額

959件 27,085,000円

790件
7件
32件
16件
845件

スウェーデン

大韓民国

ベルギー

デンマーク
中国

留学期間

（３）学部留学生への奨学金

（平成24年3月31日現在）

（平成24年8月末日現在）

卒業生（個人）
61％ 卒業生（個人）

93％

卒業生（団体）
1％

卒業生（団体）
1％

教職員OB等
1％

教職員OB等
6％

学内教職員
37％

学内教職員
6％

寄附金総額
（25,701,000円）

寄附総件数
（845件）

〒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

国際化推進基金



福岡女子大学
Fukuoka Women’s University

公立大学法人

2
2
3

4

7
8

8
8

9

11
10

11

開学記念式典

G-COE 国際セミナー

3東香園

「筑紫海会」会長挨拶

筑紫海学園理事長挨拶

活動報告
新任紹介

　　新入生挨拶/WJC留学生

　　EAT40/English Village/交換留学

　　おもしろ理科実験教室

　　香住っ子ひろば

　　English Camp

　　体育祭/オープンキャンパス/学生受賞報告

国際化推進基金

教員受賞報告

科学研究費一覧

福岡女子
大学広報

6

11学内消息/人事消息

12公開講座

福岡女子大学
Fukuoka Women’s University
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公立大学法人 福岡女子大学 入試・広報・キャリア支援センター
〒813-8529 福岡市東区香住ヶ丘1-1-1　TEL 092-661-2411（代表）　URL http://www.fwu.ac.jp/

編集発行

平成24年度公開講座のご案内

受講方法

【公開講座】「武者の世を切り開いた平清盛－史学・文学からの考察－」（全5回）
13：30～15：00　受講料：2,000円（全5回分）　※高校生、本学学生無料　　会場：福岡女子大学附属図書館1階 視聴覚室

11月10日（土）

11月17日（土）

11月24日（土）

12月 1 日（土）

12月 8 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－

平家文化圏を考える1

平家文化圏を考える2

天草版平家物語を読み解く

渡邉　　俊

渡邉　　俊

今井　　明

今井　　明

坂本　浩一

（福岡女子大学講師）

（福岡女子大学講師）

（福岡女子大学教授）

（福岡女子大学教授）

（福岡女子大学准教授）

日程 講師

1

2

3

4

5

回 テーマ

【公開講座】「中国人講師による現代中国講座」（全3回）
13：00～14：30　受講料：無料　　会場：福岡女子大学附属図書館1階 視聴覚室

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

尹　　豪

張　　艶

（福岡女子大学教授）

（福岡女子大学教授）

（福岡女子大学准教授）

日程 講師

1

2

3

回

【特別講演会】
14：40～16：10　受講料：無料　　会場：福岡女子大学附属図書館1階 視聴覚室　※本学同窓会筑紫海会と共催で行います。

10月24日（水）

私の歩いて来た道 －戦前・戦後の女性の生き方に関りながら－

秋枝　蕭子 （福岡女子大学名誉教授）

日程 講師

1

回

日本における女性学研究の草分けとして活躍され、教鞭を執ってこ
られた本学名誉教授秋枝蕭子先生に、ハーバード大学への研究留学
や男女雇用機会均等法の実現などに尽力されたご経験を交えなが
ら、これからの女性の生き方についてお話いただきます。

【特別講演会】
14：30～16：00　受講料：無料　　会場：アクロス福岡4階 国際会議場　※本学同窓会筑紫海会と共催で行います。

1 月12日（土）
未定（全1回）

髙樹のぶ子 （芥川賞作家）

日程 講師

1

回

芥川賞作家髙樹のぶ子先生に、実際にアジアを巡った体験をもとに、
「アジアへのまなざし」を語って頂きます。　※サイン会有り

■E-mail、お電話、FAX、葉書にてお申込みを受け付けております。受講希望講座名、住所、氏名、電話番号、年齢、職業（高校生は学校名と学年）を
　お知らせください。
■受講料は、初回受講時に受付で徴収いたします。
■講座最終日まで申込を受け付けています。（途中からの参加も歓迎いたします。）
■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、センターまでお問い合わせいただくか、ホームページを御覧ください。

【申込・問い合わせ先】
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（代表）　E-mail：rcle@fwu.ac.jp

NO.80
2O12.9.30

第６０回かすみ祭 テーマ： STEP ～踏み出そう、その一歩を。～
日　程： 平成24年11月３日（土）～11月４日（日）10：00～18：00

テーマ

テーマ

テーマ


