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福岡県立３大学連携県民公開講座
食べる・噛む・生きる　～食と生活を見直して元気で長生き～

国際文理学部　食・健康学科　教授　早渕　仁美
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今年度 10 月～１月に福岡市・田川市・北九州市・久留米市で、
初めて３大学連携公開講座を行うことになりました。九州歯科大
学は｢歯｣、福岡県立大学は「看護」の視
点、本学では「食」の視点から、早渕・片
桐・中村・高橋が高齢者に活き活き長
生きして頂く栄養サポートのあり方、地
域医療連携の意義、咀嚼嚥下困難用食事
の開発について話をしています。

ウズベキスタン学生の来学

国際化推進センター　センター長　向井　剛
福岡ウズベク教育文化交流協会を通して、2 名の学生が国文学
科の授業を体験しました。
フェルザホンさん（タシュケント大学3年生）とマフトゥナさ
ん（サマルカンド大学4年生）は、10月8日～13日までの期間、
「国際学友寮 なでしこ」に滞在しながら本学学生と交流を図り
ました。2006年に始まった本交流の中から、井上靖の作品の翻
訳出版が生まれています。

▼

本学附属図書館の平家物語（江戸
時代の古活字本）を同済大学大学
院の留学生とも一緒に見学しま
した

　

国文学科４年生と大学院生参加 ▼

の送別会にて　

福岡市内8大学とJASSOによる初の試み、外国人
留学生の為の「大学進学フェアin福岡」を開催

入試・広報・キャリア支援センター
8月29日（水）、本学が中心に企画・運営を行った留学生向けのイベ
ントが九州大学で開催されました。このイベントは、福岡市内8大
学とJASSO（独立行政法人日本学生機構）
との合同のイベントで、県内の日本語学
校で学ぶ外国人留学生に対して県内大学
の進学情報を提供することを目的として
行いました。当日は、210人の留学生及び
関係者が来場されました。

第一回　福岡女子大学なでしこ塾を終えて

国際文理学部　食・健康学科　准教授　石川　洋哉
はじめての試みである「なでしこ塾」（市民講座）をJR博多シティ
で10月17、24、31日に開催した。食・健康学科教員3名(石川・新
開・小林)が講師となり、大人のための
食講座をテーマに食と健康に関わる身
近な話題を提供した。予定を上回る98
名のご参加を頂いた。準備期間が短い
中、サポート頂いた地域連携センター
の方々にも心より御礼申し上げたい。

香住丘高校のＳＳＨプログラムへの協力

国際文理学部　環境科学科　教授　池田　宜弘
国際文理学部環境科学科は、本学に近接する福岡県立香住丘高
校で実施している文科省のスーパーサイエンスハイスクール
（SSH）研究開発（採択期間：平成23～ 27年度）の企画・運営
において様々な形で協力をしています。今年度は、2年生の体験
学習実験を本学で実施し、さらに、高校生が課題を設定して行う
探求型研究のサポートを行っています。

名誉教授称号授与式について

経営管理部　総務班
10月23日（火）学長室にて、本学第９代学長德本鎭先生、第
10代学長岡照雄先生への名誉教授称号授与式が執り行われま
した。德本先生には平成５年から８年
間、岡先生には平成13年から４年
間、本学の発展にご尽力頂きました。
梶山学長より両先生の功績に対する感
謝の言葉が述べられ、称号が授与され
ました。
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2 Fukuoka Women’s University

　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 Atmo-
spheric Environment (AJAE)」に掲載された「A 
Preliminary Study on a Method for the 
Morphological and Quantitative Analyses of 
Individual Snow Crystals and Its Application 

for Field Measurement」（著者：単独)が、論文賞に選ばれ、2012年10月韓国テグで
開催された大気環境学会の総会にて受賞した。今回の論文では、著者が独自に開
発した個別雪結晶捕集法を用いてサンプリングした個々のアイスクリスタルに含まれて
いる微量成分の組成分析に成功することにより、個別雪結晶の物理・化学性状特性を解析すると共に、大気汚染
物質の降雪除去メカニズムを明らかにしたものである。また、AJAE国際論文集がScopus（4,000以上の国際的な出
版社から出版される科学・技術・医学・社会科学のタイトルを網羅する抄録・索引データベース）に登載されたことに大
きく貢献したことが評価され、AJAE功労賞も受賞した。

国際文理学部　環境科学科　准教授　馬 　昌珍

教員の受賞

地域との連携

「AJAE論文賞」及び「学会誌功労賞」の受賞
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平成24年度福岡女子大学特別講演会

秋枝蕭子先生「私の歩いてきた道」
地域連携センター

女性生涯学習研究部門長 宮崎 聖子
　本学では新学部誕生を契機に、グローバルに活躍す
る女性を育成する一環として特別講演会を行っていま
す。さる10月24日（水）には本学名誉教授秋枝蕭子先生
をお招きし、視聴覚室において、同窓会筑紫海会との共
同主催、学校法人筑紫海学園協賛により、講演会を開
催しました。秋枝先生は1920年生まれ。東京女子大学
英文学科を卒業後、出版社勤務等を経て、当時男子し
か入学を許されていなかった旧制東北帝国大学文学部
西洋史学科に学ばれた、女性史、女子教育史の草分け
的存在です。男女雇用機会均等法（1986）の施行にも
尽力をされた秋枝先生は、大きな歴史と重ね合わせつ
つ、ご自身の歩いてきた道を軽妙な語り口で語られまし

た。女性蔑視の強い時代に、それを信念と努力とユーモ
アで乗り切ってこられたことに、200名を超える聴衆は
ひきつけられました。締めくくりに、男女平等の達成と諸
個人の自己実現に、平和がいかに重要かを強調されまし
た。本学学生も戦前の状況を知って驚くと同時に、秋枝
先生の言葉に大いに励
まされました。

健康スポーツ実習Ⅰ ～野外活動とニュースポーツの体験学習～
国際文理学部　食・健康学科

教授 金崎 良三
　本年度から、野外
活動その他のニュース
ポーツの体験学習を
通して、健康・体力づ
くりへの関心を高め、
集団生活の意義を理

解し、コミュニケーション能力や社会性を向上させるとと
もに学生生活を豊かにすることを目的として、健康スポー
ツ実習Ⅰの集中コースというのが開設されました。そこ
で、第１回目の実習が９月26日～28日の日程で佐賀県の
どんぐり村と北山少年自然の家で行われました。21名の

学生が、合宿をしながらトレッキングやディスクゴルフ、グ
ラウンドゴルフ、ソフトバレーボール、ウォークラリー、そ
の他のレクリエーションなどに取り組みました。期間中は
好天に恵まれ、秋の気配を感じながらの爽やかな体験
学習でした。学生た
ちにとっては、快い疲
労感と深い睡眠、美
味しい食事、規則正
しい集団生活、仲間
との語らいなど、充実
した３日間でした。

第14回香住丘音楽会での演奏を終えて

マンドリンクラブ部長
国際文理学部　環境科学科　２年 外山 彩夏

　９月８日（土）に福岡市立東市民センターで開催さ
れた第 14 回香住丘音楽会に参加しました。
　私たち、福岡女子大学マンドリンクラブは来年 50
周年を迎えます。普段は、学校行事での校歌演奏や年
に一回の定期演奏会に向けて、日々練習しています。
また年に数回、老人ホームでの訪問演奏会も行ってい
ます。
　今回は、福岡女子大学マンドリンクラブとしてはじ
めて、香住丘音楽会で演奏を行いました。曲目は『カン
トリーロード』と『元気になれそう』で、どちらもジブ
リ映画で挿入曲として使用された曲です。当日はあい
にくの雨模様でしたが、たくさんの方々にお越しいた
だきました。演奏も大成功で、今後の活動への自信と

なりました。また地域
への貢献ができたこと
を、マンドリンクラブ
一同とても喜ばしく思
います。この貴重な経
験をいかし、さらなる
技術の向上を目指して
いきます。

第91回院展入選作品『晩鐘』を寄贈いただいた
前園裕子様に感謝状贈呈

　10月５日（金）に理事長・学長室において、梶山千里学
長より第91回院展入選作品『晩鐘』を寄贈いただいた前
園裕子様に感謝状を贈呈しました。
　感謝状贈呈には前園様をはじめ山本津彌子会長、古
屋和子副会長、笠瑠美子理事、中野芙美代理事、迫田や
よい理事が、本学からは梶山学長、今井副学長、山田副
理事長、田中事務局長、岸原部長、佐藤次長が出席し行
われました。
　作品『晩鐘』は上野の国立博物館を夕暮れ時に訪れた
際に、建物に夕日が差し込み、水辺にも反射している様
子が描かれています。静けさの中で近くのお寺の鐘の音
だけが聞こえており、近代的な建物の中にも変わらないよ
さを感じとることができます。現在、作品は学長室に飾ら

れており、訪れる人々に
静かな博物館のひと時
を感じさせてくれます。
　学生さんにはいろい
ろな能力のある方がいる
と思いますが、年齢を重
ねてからであっても何か
しようと自分で考えれ
ば、もうひとがんばりで
きるのだ、ということを
この絵から感じてもらえ
れば嬉しいとお話しされ
ていました。

　私は今年度の10月より、ふくつベジボックス＠福岡女子大学

という企画を行っています。これは、福津市勝浦にある直売所

「あんずの里市」からの野菜を大学で月に2回、直送販売すると

いうもの。この企画で私たちが目指しているのは、ただの野菜販

売ではなく生産者と消費者の交流の場づくりです。学生は毎回の

販売で来校される野菜の生産者さんと話しながら野菜を購入し

ており、販売の度に仲良くなっていているようにも感じます。

　学内での企画の知名度は段々と上がってきましたが、地域へ

の展開を目指して、11月3・4日に行われたかすみ祭でも野菜を

販売しました。野菜は完売し、地域の方と生産者さんとの交流も

行われました。この大学の目標でもある「地域に開かれた大学

の実現」を目指し、これからは毎月の定期販売でも地域の方に

野菜を買いに来ていただけるよう、広めていこうと思います。

司会は国際文理
学部 食・健康学科
の渡邊 若奈さん
がつとめました。

国際文理学部　国際教養学科

2年　小松原由葵

－福津市－ ふくつベジボックス＠福岡女子大学プロジェクト
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きるのだ、ということを
この絵から感じてもらえ
れば嬉しいとお話しされ
ていました。

　私は今年度の10月より、ふくつベジボックス＠福岡女子大学

という企画を行っています。これは、福津市勝浦にある直売所

「あんずの里市」からの野菜を大学で月に2回、直送販売すると

いうもの。この企画で私たちが目指しているのは、ただの野菜販

売ではなく生産者と消費者の交流の場づくりです。学生は毎回の

販売で来校される野菜の生産者さんと話しながら野菜を購入し

ており、販売の度に仲良くなっていているようにも感じます。

　学内での企画の知名度は段々と上がってきましたが、地域へ

の展開を目指して、11月3・4日に行われたかすみ祭でも野菜を

販売しました。野菜は完売し、地域の方と生産者さんとの交流も
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野菜を買いに来ていただけるよう、広めていこうと思います。

司会は国際文理
学部 食・健康学科
の渡邊 若奈さん
がつとめました。

国際文理学部　国際教養学科

2年　小松原由葵

－福津市－ ふくつベジボックス＠福岡女子大学プロジェクト
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留 学 プ ロ グ ラ ム

学 部 留 学 生

アイスランドで過ごす９ヶ月
交換留学プログラム

海外体験学習プログラム

文学部　英文学科

4年　赤司亜侑美

国際文理学部　環境科学科

1年　森迫　優美

国際文理学部　国際教養学科　1年　鄭 知倫（ジョン ジユン）

W J C 留 学 生

　私は人口約30万人の国、アイスランドに留学しています。アイスランドは名前の印象ほど気温が低

くなく、また、首都レイキャビックの街中でもオーロラを見ることができます。大学では毎日２時間、

授業をとっています。専門の英文学の授業の他に、公用語であるアイスランド語も学んでいます。課

題やグループワークを英語でこなすのは骨が折れることもありますが、英語での生活は新たな発見

があり興味深いです。私が住んでいる寮は国際色豊かで、週末にはパーティーをしたり、共同のキッ

チンで一緒に料理をしたり、一緒に勉強することもあり、毎日が想像していた以上に充実していま

す。アイスランドへの留学は日本の良さを見つめなおす良い機会になっています。卒業を控えたこの

時期に交換留学生としてアイスランドに来ることができ、とても感謝しています。アイスランドで過ご

した半年間は本当にあっという間でしたが、春学期も一日一日を大切に過ごしていきます。

EUIJ九州・福岡女子大学2012年度シンポジウム
The 2012 International Conference, EUIJ-Kyushu
‘Pan-Europe: Past to Present, Inside and Out’

International Center  Tsuyoshi Mukai

Cora Schiemenz

  EUIJ-Kyushu held an international conference on the above theme at Grand Hall of Fukuoka Women’s University on 18th November, 
2012. �e program consists of two sections: a keynote lecture by Shouichi Sato, member of the Japan Society, and a panel discussion by four 
participants (Graham Caie, former vice-president of Glasgow University; Dimitry Vanoverbeke, professor of University of Leuven; Sven Holst, 
professor of FWU; Masaru Baba, professor of FWU). �is symposium attracted the audience (approximately 200) and helped them to have a 
better understanding of the EU.

   In the preliminary lecture, Sato gave a bird’s eye view of the historical formation of the EU so that we could grasp the present EU from 
a broad perspective of time and space. He dated the embryo of the EU back to Charles the Great (742-814), illustrated how and why the 
appellation ‘king of Europe’ was endowed to the king.

   With this broad perspective in mind, the panelists talked under their respective topic. Baba responded to Sato’s argument from the 
viewpoint of modern times. He introduced a story of Richard von Coudenhove-Kalergy (also known as Eijiro Aoyama), who was one of the 
founding fathers of the EU. Vanoverbeke pointed out that tolerance for heterogeneity, rather than homogeneity, is vital in the making of a 
community. Under this axiom, he took up a case of the reception of Japanese culture in Belgium. Along the same line. Holst talked about the 
important role of cultural activities by immigrants by focusing upon a case of Hisako Matsubara, a Japanese literary writer as a cultural liaison 
in Germany. Finally, Caie emphasized the importance of mobility of the younger generation across the globe, deploring the linguistic situation 
in the UK that students are hesitant to learn a second language, as their mother tongue, English, is an international language. 

�e EU certainly has a number of problems yet to be sorted out, but it is unanimously agreed in the symposium that, in order to 
substantiate the reward of the Nobel Peace Prize in the future, the educational and cultural exchange, which has been encouraged by ‘Erasmus 
for All Program’, should be advanced further and thus enhance the communicative and intercultural abilities.

Me in Japan

Wow! Japan! Even though, I now already live here for 8 months, it still feels like a 
dream sometimes. When I started learning Japanese a little bit more than a year ago, it was 
impossible to imagine, than I would so soon live in this wonderful country and enjoy the 
life with so many precious friends. Since I was a child I wanted to visit Japan. But actually 
living here was always out of question until I got the unique opportunity to join this 
university. And now it really feels like home even though there where sometimes cultural, 
but especially language barriers on the way to be overcome by me.

�e �rst impression was overwhelming. I remember my �rst shopping tour at a 
Japanese supermarket. I know it might sound silly, but I felt like a child in a candy shop. 
So many new, Japanese products, which are impossible to buy in Germany and I had no 
idea how to use. But also our �rst �eld trip to Hiroshima and Miyajima during the cherry 
blossom is still a vivid in my mind. Since then hundreds of precious experiences joined 
this ones. 

�e WJC program, gave us such great possibilities to look deep in Japanese culture. 
Starting with the various interesting classes, to the amazing �eld trips e.g. to Kagoshima, 
Sumo tournaments or a baseball game, to our experience of everyday Japanese life with 
our roommates, JD-Mates and host families. While joining this program and being here in Japan, I could observe all the various 
di�erences and similarities in culture, lifestyle and behavior. I found things I like and things I dislike, but all this helped me to open 
up my horizon and see my one life and culture from a new, critical perspective.

Soon this semester will be over and I have to return, but this experience and these memories will always be a part of me, which 
will in�uence me for the rest of my life. �ank you Japan, Fukuoka and especially Fukuoka Women’s University with all its awesome 
students, professors and sta� members.

Physics student at Ludwigs-Maximilians 
University Munich, Germany

　私は今、日本人学生３人と留学生の私の４人で１つのユニットに住んでいます。ユニットはルー

ムメートみんなでシェアして使うので、いつもお互いにコミュニケーションをとって生活していま

す。日本語を話す機会がとても多いので、入学時よりもたくさんのことを友達と話せるようになり

ました。一緒に生活する中で互いの国の文化もわかるので、新しい発見にいつも驚いています。他

にも、勉強を教えてもらったり、韓国語を教えたりもします。また寮の各階にはミーティングルー

ムがあり、そこでパーティやDVD鑑賞などをするので、違う階や学科の人とも仲良くなれます。

　私が日本に来たばかりの頃に助けられたのは、JD-Matesの存在です。JD-Matesは留学生と一対一で、大学のことに限ら

ず何でも分かりやすく教えてくれました。今では日本の一番仲のよい友人です。

　１年生の間に毎日行われるAEPでは、ネイティブの先生から習っていることもあって、英語の力が身に付くのが早いです。

ちなみに、第二言語は中国語を履修しています。日本語、英語、中国語を同時に大学で学ぶことができてうれしいです。

　私は４月に入学して、本当に楽しい大学生活を送っています。この大学はたくさんの文化に触れたい人にお勧めです。

　私が履修している「スリランカ・Exploring“Development”プログラム2012」では、事前学習、

現場体験、発展学習を通して「開発とは何か」を追及している。私たちは事前学習として、課題図書

である“Introduction to international development：approaches, actors, and issues”

（2011）を読んだが、開発論を十分に理解することができなかった。それは私たちの英語力の無さ

や普段からの物事に取り組む姿勢の甘さが原因だということに気づいた。そして、スリランカで17

日間の現場体験に臨んだ。しかし私たちは現地

で質問すらもほとんどできず、社会に出たときに

今の自分では通用しないことや、今の自分を変え

るのは今しかないことを痛感した。そこで発展学

習では自分たちが学んだことを自分たちで消化

し、報告会を開き、自分たちの周囲にある課題を

福岡女子大学の学生や周囲の友達に伝えたいと

考えている。

留 学 先：アイスランド大学（アイスランド）
留学期間：2012年８月31日～2013年５月26日

留学期間：2012年９月３日～2012年９月20日今の自分を変えるために
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Me in Japan

Wow! Japan! Even though, I now already live here for 8 months, it still feels like a 
dream sometimes. When I started learning Japanese a little bit more than a year ago, it was 
impossible to imagine, than I would so soon live in this wonderful country and enjoy the 
life with so many precious friends. Since I was a child I wanted to visit Japan. But actually 
living here was always out of question until I got the unique opportunity to join this 
university. And now it really feels like home even though there where sometimes cultural, 
but especially language barriers on the way to be overcome by me.

�e �rst impression was overwhelming. I remember my �rst shopping tour at a 
Japanese supermarket. I know it might sound silly, but I felt like a child in a candy shop. 
So many new, Japanese products, which are impossible to buy in Germany and I had no 
idea how to use. But also our �rst �eld trip to Hiroshima and Miyajima during the cherry 
blossom is still a vivid in my mind. Since then hundreds of precious experiences joined 
this ones. 

�e WJC program, gave us such great possibilities to look deep in Japanese culture. 
Starting with the various interesting classes, to the amazing �eld trips e.g. to Kagoshima, 
Sumo tournaments or a baseball game, to our experience of everyday Japanese life with 
our roommates, JD-Mates and host families. While joining this program and being here in Japan, I could observe all the various 
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up my horizon and see my one life and culture from a new, critical perspective.

Soon this semester will be over and I have to return, but this experience and these memories will always be a part of me, which 
will in�uence me for the rest of my life. �ank you Japan, Fukuoka and especially Fukuoka Women’s University with all its awesome 
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Physics student at Ludwigs-Maximilians 
University Munich, Germany

　私は今、日本人学生３人と留学生の私の４人で１つのユニットに住んでいます。ユニットはルー

ムメートみんなでシェアして使うので、いつもお互いにコミュニケーションをとって生活していま

す。日本語を話す機会がとても多いので、入学時よりもたくさんのことを友達と話せるようになり

ました。一緒に生活する中で互いの国の文化もわかるので、新しい発見にいつも驚いています。他

にも、勉強を教えてもらったり、韓国語を教えたりもします。また寮の各階にはミーティングルー

ムがあり、そこでパーティやDVD鑑賞などをするので、違う階や学科の人とも仲良くなれます。

　私が日本に来たばかりの頃に助けられたのは、JD-Matesの存在です。JD-Matesは留学生と一対一で、大学のことに限ら

ず何でも分かりやすく教えてくれました。今では日本の一番仲のよい友人です。

　１年生の間に毎日行われるAEPでは、ネイティブの先生から習っていることもあって、英語の力が身に付くのが早いです。

ちなみに、第二言語は中国語を履修しています。日本語、英語、中国語を同時に大学で学ぶことができてうれしいです。

　私は４月に入学して、本当に楽しい大学生活を送っています。この大学はたくさんの文化に触れたい人にお勧めです。

　私が履修している「スリランカ・Exploring“Development”プログラム2012」では、事前学習、

現場体験、発展学習を通して「開発とは何か」を追及している。私たちは事前学習として、課題図書

である“Introduction to international development：approaches, actors, and issues”

（2011）を読んだが、開発論を十分に理解することができなかった。それは私たちの英語力の無さ

や普段からの物事に取り組む姿勢の甘さが原因だということに気づいた。そして、スリランカで17

日間の現場体験に臨んだ。しかし私たちは現地

で質問すらもほとんどできず、社会に出たときに
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留 学 先：アイスランド大学（アイスランド）
留学期間：2012年８月31日～2013年５月26日

留学期間：2012年９月３日～2012年９月20日今の自分を変えるために
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第60回かすみ祭「感謝！」

大学ネットワークふくおか　イベントを終えて

かすみ祭　実行委員長より

アビスパ福岡　イベントを終えて

　第六十回かすみ祭、いかがでしたか？楽しんでいただけたでしょうか？

　六十周年という節目の年に、来場者の方の心に残るものを届けたい！という思いで準備を進め

て参りました。当日11月３、４日は多くの方がかすみ祭に参加してくださり、普段中々顔を合わせ

る機会のない地域の方々、他大学の方などと模擬店や六十周年記念イベント等を通して交流で

き、非常に楽しい時間となりました。

　かすみ祭の準備を通して、私達学生は、先生や地域の方々、その他にも本当にたくさんの方が支

えてくださっているからこそ何かに向かって楽しく挑戦出来るのだと強く感じました。かすみ祭に

携わってくださった全ての方に感謝申し上げます。

　来年は、更にパワーアップしたかすみ祭で皆様にお会いできることを楽しみにしております。是

非、かすみ祭、そして福岡女子大学を今後ともよろしくお願いいたします。

 

プロジェクトを通し感じた韓国人の「情」

文学部　英文学科

4年　眞鍋 恵未

　韓国の釜山市と福岡市が行うプロジェクトで、釜山・福岡大学生広報大使として活動していま

す。このプロジェクトは『福岡と釜山をひとつの観光エリアとして世界に向けて発信し、圏内外から

のお客様を「情」というひとつの心でおもてなしする環境づくりを進めていく』ことを目的としてい

ます。3年目である今回は「映像」をテーマに、福岡と釜山の大学生10人が、両都市の魅力を伝える

PR映像を作成しています。10月には実際に釜山を訪問し、観光地や料理などを撮影してきました。

撮影場所のアポ取りでは何度もお店に断られるなど、撮影は大変でした。そんな中、私たちのため

に釜山側の大使はお店を周り、一緒になって探してくれました。『圏内外のお客様を「情」という心

でおもてなしする環境づくり』を目的としたプロジェ

クトで私自身、私たちのために頑張ってくれる彼ら

の「情」を感じることができました。このプロジェクト

は来年3月まで続きます。

今、最高のPR映像を作っ

ているので期待していて

ください。

文学部　英文学科

3年　橋北久美子

アビスパ福岡　ハロウィンイベント　活動記録
　10月21日（日）にアビスパ福岡のホーム、レベルファイブスタ

ジアムでハロウィンイベントを行ないました。当日実施したのが、

フェイスペイント、スタジアムでかくれんぼ、福岡市カワイイ区区

民登録、ハロウィンショーの4つ。「はしゃぎたい、いつもと違う刺

激がほしい、そしてカワイイ！」。自分たち自身女子大学生である

私たちが、そして周りの友人たちが普段感じていることをイベン

トの形にしました。当日、フェイスペイントやかくれんぼ小さなお

子さんからお父さんたちの世代まで、幅広いお客さまに楽しんで

いただけました。ハロウィンショーでは普段入れないピッチの中

でハロウィンの仮装をして、走り回るお客さまの様子が印象的で

した。イベント終了後には、お客さまが「楽しかった、またイベント

をしてほしい！」と声を掛けてくださいました。

 

国際文理学部　国際教養学科

1年　緒方 　葵

やりたいことを実行できる人間になりたい
　私は大学 1 年 生 の時から「好いとうよ

FUKUOKA」という学生団体に入っており、今はそ

の代表を務めています。この団体は福岡市の「大学

ネットワークふくおか」と協力して活動している団

体で過去3年間、学生主体でイベントを行ってきま

した。団体の目的は「学生から福岡を盛り上げるこ

と」。この目的に適ったテーマを毎年立て、自分たち

でイベントを企画・運営します。スタッフは約100名で、所属する大学

や学年も様々です。活動を通して企画力や運営力、コミュニケーショ

ン能力、実行力など、様々な力が身に付きます。また、様々な人と深く

交流することができるので、人脈も視野も広がります。

　私は多くの仲間と協力して共に成長しながら1つの大きなものを

創り上げることが好きで、活動を続けています。短い大学生活をいかに充実したものにするかは自

分次第だと思っています。これからもっと、自分がやりたいことを実行できる人間になりたいです。

国際文理学部　国際教養学科

2年　永田亜理沙

活 動 報 告

釜山観光大使

学生の受賞

　6月30日(土)の第49回化学関連支部合同九州大会の高分子・繊維部門で優秀ポス
ター賞を頂きました。それを受けて、11月16日（金）に長崎大学で行われた繊維学会
西部支部講演会・見学会において「アオサ・ポリ乳酸グリーンコンポジットの開発　エ
ポキシ添加剤の影響」という表題で受賞講演を行いました。学外での口頭発表は初め
ての経験であり、緊張しましたが、とても良い経験になりました。懇親会では他大学の
受賞者3名と研究室での状況などをやりとりでき、大いに刺激を受けました。この経験
を活かして、残りわずかとなった卒業研究に励みたいと思います。

人間環境学部　生活環境学科　4年　春山 友里

国際文理学部　国際教養学科　1年　秦　 しほ

《化学関連支部合同九州大会で若手研究者賞を受賞》
 受賞講演を行って

　私の将来の目標は、国際社会で活躍出来る女性になることです。私は幼い頃か
ら頻繁に海外へ行っており、外国語と接する機会が多くありました。その中で痛感
したのは、コミュニケーション力の大切さです。そこで、私は世界共通語である英語
を必死に勉強しました。その結果が今回の学長特別表彰の受賞です。このような素
晴らしい賞をいただけてとても光栄です。しかし、私の中ではまだまだ納得のいく
ものではありません。これからはより一層自分の語学力、コミュニケーション力に
磨きをかけ、海外でも通用する女性になりたいと思います。

国際文理学部　国際教養学科　１年　加茂 政子

《TOEFL試験成績優秀者、学長特別表彰を受賞》
 真の国際人になるために

　「ゲーテの詩朗読コンテスト」は、神戸のお菓子会社ユーハイムが主催するコンテスト
です。300人ほどが参加するテープ審査での予選のあと、上位25名が本選に出場するこ
とになっています。私は本選でゲーテが74歳の頃に書いたと言われている「和解」を読
みました。この作品は人生最後の恋が終わり、死が近づいていることも予感している
ゲーテが、絶望するものの音楽によってすべてを悟り、立ち直るところまでが描かれてい
ます。今回の大会で「声の力」というものを実感しました。この経験をサークル活動に活
かしていきたいと思っています。

《「第31回ゲーテの詩朗読コンテスト」にて入選》
 声の力
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第60回かすみ祭「感謝！」
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福岡県立３大学連携県民公開講座
食べる・噛む・生きる　～食と生活を見直して元気で長生き～

国際文理学部　食・健康学科　教授　早渕　仁美
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今年度 10 月～１月に福岡市・田川市・北九州市・久留米市で、
初めて３大学連携公開講座を行うことになりました。九州歯科大
学は｢歯｣、福岡県立大学は「看護」の視
点、本学では「食」の視点から、早渕・片
桐・中村・高橋が高齢者に活き活き長
生きして頂く栄養サポートのあり方、地
域医療連携の意義、咀嚼嚥下困難用食事
の開発について話をしています。

ウズベキスタン学生の来学

国際化推進センター　センター長　向井　剛
福岡ウズベク教育文化交流協会を通して、2 名の学生が国文学
科の授業を体験しました。
フェルザホンさん（タシュケント大学3年生）とマフトゥナさ
ん（サマルカンド大学4年生）は、10月8日～13日までの期間、
「国際学友寮 なでしこ」に滞在しながら本学学生と交流を図り
ました。2006年に始まった本交流の中から、井上靖の作品の翻
訳出版が生まれています。

▼

本学附属図書館の平家物語（江戸
時代の古活字本）を同済大学大学
院の留学生とも一緒に見学しま
した

　

国文学科４年生と大学院生参加 ▼

の送別会にて　

福岡市内8大学とJASSOによる初の試み、外国人
留学生の為の「大学進学フェアin福岡」を開催

入試・広報・キャリア支援センター
8月29日（水）、本学が中心に企画・運営を行った留学生向けのイベ
ントが九州大学で開催されました。このイベントは、福岡市内8大
学とJASSO（独立行政法人日本学生機構）
との合同のイベントで、県内の日本語学
校で学ぶ外国人留学生に対して県内大学
の進学情報を提供することを目的として
行いました。当日は、210人の留学生及び
関係者が来場されました。

第一回　福岡女子大学なでしこ塾を終えて

国際文理学部　食・健康学科　准教授　石川　洋哉
はじめての試みである「なでしこ塾」（市民講座）をJR博多シティ
で10月17、24、31日に開催した。食・健康学科教員3名(石川・新
開・小林)が講師となり、大人のための
食講座をテーマに食と健康に関わる身
近な話題を提供した。予定を上回る98
名のご参加を頂いた。準備期間が短い
中、サポート頂いた地域連携センター
の方々にも心より御礼申し上げたい。

香住丘高校のＳＳＨプログラムへの協力

国際文理学部　環境科学科　教授　池田　宜弘
国際文理学部環境科学科は、本学に近接する福岡県立香住丘高
校で実施している文科省のスーパーサイエンスハイスクール
（SSH）研究開発（採択期間：平成23～ 27年度）の企画・運営
において様々な形で協力をしています。今年度は、2年生の体験
学習実験を本学で実施し、さらに、高校生が課題を設定して行う
探求型研究のサポートを行っています。

名誉教授称号授与式について

経営管理部　総務班
10月23日（火）学長室にて、本学第９代学長德本鎭先生、第
10代学長岡照雄先生への名誉教授称号授与式が執り行われま
した。德本先生には平成５年から８年
間、岡先生には平成13年から４年
間、本学の発展にご尽力頂きました。
梶山学長より両先生の功績に対する感
謝の言葉が述べられ、称号が授与され
ました。
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