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編集発行

平成25年度公開講座のご案内

受講方法

【公開講座】「世界を知ろう－学術研究におけるローカルとグローバル－」（全8回）
日　時：6月～2月の毎月第2土曜日　※2月を除く（9月休）、13：30～15：00　受講料：3,000円（全8回分）　※高校生・本学学生無料

６月８日（土）

７月13日（土）

８月10日（土）

10月12日（土）

11月９日（土）

12月14日（土）

１月11日（土）

２月22日（土）

北極海が「海」になる－北極海のガバナンスと国際法－

漱石、明暗双双の反転光学

華人文化におけるローカルとグローバル

世界が注目のインド洋地域－アジアの世紀への期待－

東アジアの『開発』を振り返る：日本と東南アジアの軌跡から

アジアの経済成長をみる

村上春樹の（非）現実的世界観

韓国における儒教的家族の現代的変容－グローバル化する「家族」－

深町　朋子（福岡女子大学准教授）

望月　俊孝（福岡女子大学教授）

宮崎　聖子（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）

鈴木　絢女（福岡女子大学講師）

張　　　艶（福岡女子大学准教授）

スコット・ピュー（福岡女子大学教授）

岡　　克彦（福岡女子大学教授）

日程 講師

1

2

3

4

5

6

7

8

回 テーマ

【公開講座】「Building Practical English Communication Skills」（全6回）
時　間：13：00～14：30　受講料：3,000円（全6回分）　※高校生・本学学生無料
定　員：先着30名　　　 　対　象：英語で日常会話ができる方、またはTOEIC 350～500点の方

Building Practical English Communication Skills
※この講座はすべて英語で行われます。

J.Lake（福岡女子大学講師）

日程 講師

5月11日（土）～6月22日（土）の
毎週土曜日
※6月8日を除く

【公開講座】古文書で見る江戸時代の京都（3）「体制に挑む町人－百姓一揆と打ちこわし－」
時　間： 14：40～16：10　受講料：無料

12月13日（金） スウェン・ホルスト（福岡女子大学准教授）

日程 講師

1

回

古文書で見る江戸時代の京都（３）
体制に挑む町人－百姓一揆と打ちこわし－

◆葉書、FAX、E-mailのいずれかに、①希望講座名、②氏名（ふりがな）、③住所、④電話番号、⑤年齢をご記入の上、下記までお申込みください。
　お電話でも受け付けております。
◆性別・年齢を問わず受講できます。
◆受講料は、初回受講時に受付にて頂戴いたします。
◆学内には駐車場がございません。恐れ入りますが、公共交通機関のご利用をお願いいたします。
◆悪天候等により、講座の日時・講師が変更になる場合がございます。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。

※他にも、公開講座や特別講演会が開催される予定です。詳細が決まり次第、本センターホームページ等でお知らせいたします。

【お申込み先】
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/collaboration/

ご提供いただいた個人情報は、公開講座等の実施・運営、本センターからのご案内等に使わせていただき、他の目的には使用いたしません。
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テーマ

【公開講座】「わたし―なかま―みんな をつなぐもの ～社会性の心理学～」（全3回）
日　時：10月5日（土）、19日（土）、26日（土）13：30～15：00　受講料：1,000円（全3回分）　※高校生・本学学生無料

10月５日（土）

10月19日（土）

10月26日（土）

共感性とウェルビーイング

仲間体験と社会性の発達

規範意識の育成

鈴木　有美（福岡女子大学准教授）

久木山健一（九州産業大学准教授）

黒川　雅幸（福岡教育大学准教授）

日程 講師

1

2

3

回 テーマ

テーマ

【公開講座】「続・中国現代文学と九州－郭沫若の例を中心に」
時　間： 13：00～14：30　受講料：無料

10月24日（木） 続・中国現代文学と九州－郭沫若の例を中心に－ 武　　継平（福岡女子大学教授）

日程 講師

1

回 テーマ
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　平成22年に新学部学部長予定者として赴任してから三年が経ちました。最初の年は新学部準備委員
会委員長として、発足のための準備に追われたという記憶が甦ります。二年目（平成23年）は新学部が無
事に発足し、新任の先生方も着任され、大所帯になった学部を運営することになりました。教授会メン
バーも70名近くになり、三学科の意向をどのように学部として纏めていくか、大学の理念をどのように学部
運営に反映していくか、といったことが課題となりました。三年
目（平成24年）は、新学部における学生の指導・教育はどうあ
るべきか、そのための教員組織はどうすべきかといった事柄に
時間を費やしたという記憶があります。今回退職させていただ
くことになり、このような過去三年間を思い出すと、学生、教員、
職員の皆様たちと過ごした楽しい思い出が沸き上がってきま
す。短い間でしたが、この三年間に感謝しています。有り難うご
ざいました。

国際文理学部長
教授

西田ひろ子

福岡女子大学に赴任して

　本学の改革は、その本格準備に３年をかけ、国際文理学部が発足して２年が経ちました。この間、難問
が次々に降りかかって来て、いつはてるのかと慨嘆するほどの長い長い苦闘の日々が続きました。ほんの
このごろ、やや一息ついて身の回りを見回す余裕ができたかなと思ったら、退職の日が目の前に迫って
いました。
　この改革は福岡県の強力な支援の下、教員、職員の皆様が一致協力して得られた賜です。教員組織
は昨年４月から多数の新任の方が着任し、今では以前の２
倍の陣容になりました。施設についても、新学部発足前には
新寮が完成し、昨年秋から研究教育棟の第１期工事が始まっ
ています。教育内容、教育体制、教育環境が全て一新され、発
展飛躍の準備が整いつつあります。退職にあたり、心より福岡
女子大学の発展を祈念致します。長い間お世話になりました。
有り難うございました。

理事・副学長
教授

甲斐　裕

福岡女子大学の発展を祈って

　学生達との驚きや興奮のつまった本学での38年にわたる研究の日々は、思い出すだけでとても幸せ
な気持ちになります。それは、刺胞動物（ヒドラ、クラゲ、イソギンチャク、サンゴ）の動物界で一番単純な散在
神経系を調べる日々でした。一日の休みもない365日の動物の飼育さえも、動物の美しさや思いもよらぬ
現象に感動しましたね。
　私は、本学の学生達と一緒に研究をするようになって、良い仕事ができたと思っています。学生たちは思い
もよらぬ常識はずれの実験結果を出してきます。「どれどれ」と思って確かめてみると、これが本当なのです。
　それ以来、（必ずその後の行く道が選択できる実験計画でないといけませんけど）、結果がAならこの道
を行こう、Bならあちらの道をと、学生と一緒に研究を進めてき
ました。こうでなければいけないタイプの実験が多かった九大
時代に比べて、まさに自然にたずねる実験は、本当にわくわく
の日々でした。
　お蔭で、毎年（赴任一年目と最終年のみ代表者としての採
択なし）、一つ以上の科研費の採択を得て、進めてこれまし
た。私の愛する学生達と実験に集中させてくださった本学の
先輩・友人に深くお礼申したいと思います。

人間環境学部長
兼研究科長
教授

小泉　修

本学での38年間は幸せでした 　非常勤で数年、特任教授で３年半、イギリス・ロマン派を基盤にヨーロッパ文化・歴史・政治・宗教
などの授業を担当しました。「人は年をとると地球から追い出されていくように感じる」、「『人の魂』
は宇宙のどこかで沈んだあと、この地球に現れて、またどこかに消えていく」。前者は昔授業で使った
TIMEのessayの中の言葉で、後者は詩人Wordsworthの考えです。これらの言葉が脳裏をよぎります。
今はどこの大学生協の書棚を見ても、TIMEも古典もほとんど置かれていません。学生の資質は昔と全
く変わりません。激変する社会が辿る道
は、歴史が証明しています。先人たちの
英知を等閑視することに危機感を感じ
ています。やがて新キャンパスが完成し
ます。僕は坂道を下りますが、大学の伝
統維持を思い、寂寥感も覚えます。この
感情は、この惑星に残る若者たちへの思
いにつながり、「ハーメルンの笛吹き男」
について行った子供たちのことが脳裏に
浮かびます。福岡女子大学のご発展を
切にお祈りします。

文学部
英文学科
教授

田吹　長彦

惜別のことば

　振り返ってみますと、1975年に本学に赴任して30数年になります。在任中、1981～82年の在外研究
でカリフォルニア大学バークリー校に滞在した経験は大変大きなものでした。アメリカ文学を教えてい
て、多くの作家たちが育ち、生活した土地を見ることは、作品のなかの言葉だけで理解していることが
現実のものとなる重要な経験でした。また、その経験によって、自分の授業をアメリカの教育に近づけ
なければならないという気持ちも強くなりました。
　研究目標は、赴任時に立てた計画の80％程度は達成できたかと思います。数冊の研究書と翻訳書
を出版できました。また、教育においても多くの優れた学生を送り出すことができました。特に大学
院生たちとは同じ目線で研究できました。良い研究教育の場を与えて頂いたことを大学に感謝いたし
ます。
　最後になりますが、今後の福岡女子大学の発展を祈ります。

国際文理学部
国際教養学科
教授

馬塲　弘利

退職にあたって

退職にあたって

　福岡女子大学には2010年10月から２年半在籍していました。はじめての大学での授業をこの大学で
経験しましたので、これからも福岡女子大学のことは折りに触れて思い出すと思います。私の授業はどうや
ら課題が多いらしいのですが、２年生のときには大丈夫かな…と心配だった学生さんも、３年後期の授業
や卒業研究をがんばってくれて、顔を合わせていなかった３年前期の間に大人になったのだなあ、と感心
していました。
　また、WJCのIndependent Study Projectを担当させてもらえ
ました。英語を全く話せないので、私が担当した学生さんたちは
大変だったでしょうが、留学生とも触れ合えてうれしかったです。
　当初の任期より１年早く退職することになり、ご迷惑をおかけ
するのが心苦しいですが、この大学で様々なことを経験させてい
ただき、深く感謝しております。福岡女子大学の今後のご発展を
お祈りしております。

人間環境学部
生活環境学科
講師

伊藤　海織

退職にあたって



4 5No.82 2013.3.31 No.82 2013.3.31

　今年1月12日㈯、アクロス福岡の
講演会会場は270名の出席者で一
杯になりました。演者は髙樹のぶ子
さん。芥川賞、谷崎潤一郎賞受賞な
ど日本を代表する作家です。福岡在
住で親しみもあり、おおよそ一年前
から講演を計画していました。大学と

同窓会筑紫海会が共同で企画した「特別講演会」の2回目です。
　髙樹さんは、アジア10ヶ国を5年かけて取材。その成果を「アジ
アに浸る」（文藝春秋）、「トモスイ」（新潮社・川端康成文学賞）として
発表。講演では、「日本は、水に恵まれ、言語が統一されている国で
あり、平和主義が親愛の情でみられている」事などを実感したと話
されました。印象的だったのは、「仏教国タイでは、人間は男と女だ

同窓会「筑紫海会」理事　生涯学習担当　馬場　明子髙樹のぶ子氏「アジアへのまなざし」

　平成24年11月30日㈮、福岡女子
大学大学会館にて、浅見真理氏（厚生
労働省国立保健医療科学院）、山本珠
恵氏（福岡市水道局浄水部水道水質
センター）、和田宗明氏（独立行政法
人水資源機構筑後川局）、宮﨑照美氏
（日鉄住金環境株式会社）及び豊住
朝子氏（厚生労働省健康局水道課）を
講師にお招きし、また本学からは、国
際文理学部の山田真知子教授が講師
として、柳橋泰生教授がパネルディスカッションのコーディネー
ターとして参加し、第10回福岡女子大学産学官技術交流会（講
演会及びパネルディスカッション）を開催しました。講師の皆様
には、研究機関、地方自治体、独立行政法人、大学、民間企業及

地域連携班　進藤　洋典
◆参加者総数１６７名（学生１００名、教職員２４名、市民４３名）

「生活の水の安全を守る女性たち」を開催しました。

　東部三大学が連携して、公開講座「東区を知ろう～歴史と文化
～」（11月9日、16日、30日、12月7日：全４回）を実施しました。
講座には毎回160名もの熱烈な歴史・文学ファンの参加者があ
り、なかには、東区の歴史ボランティアガイドをされている方もい

けでは無く男に近い女、女に近い男など、価値観に寛容性がある。
日本も、物事を転換して考える素晴らしさを持っている。ネガティブ
はポジティブを導く道標である」という言葉でした。
　最後は会場からの「髙樹さんの若さの秘訣は？」の質問に「75歳
までは中年ですよ」と応じ、熟年参加者へエールが贈られました。

び国において、生活の水の安全を守るために働いている立場か
ら、水環境や水道水の安全を守るための取組み、現状と課題な
どについて語っていただきました。
　なお、当交流会の司会は、本学国際文理学部国際教養学科１
年の秦しほさんが務めました。

ました。講座の質疑応答時の盛り上がりは勿論、終了後も講師は
毎回、受講者に囲まれて質問攻めに。
　初回は松木俊暁先生（福岡工業大学）の「古代の北部九州と糟
屋屯倉」、第二回は月野の「奈良時代初期の香椎―香椎廟奉拝時

の歌を中心に―」、第三回は須永敬先生（九州産業大学）の
「北部九州の神功皇后伝説と香椎宮」でした。
　本講座成功の理由は、題材が受講者にとって身近であっ
た点、歴史・文学・民俗学の三つの視点から統一テーマに迫
ることが可能であった点にあります。手前味噌ですが、本学
地域連携班の企画立案の良さがもたらした結果です。
　第四回のバスツアーも、香椎宮のご配慮によって大変好
評でした。

国際文理学部　国際教養学科　教授　月野　文子

第１０回福岡女子大学産学官技術交流会

平成24年度福岡女子大学特別講演会

議論白熱　─三大学連携講座「歴史と文化」─

活　動　報　告
活　動　報　告

　平成25年1月13日(日)に、福岡市香住丘公民館と連携し、
「留学生と地域の皆さんとのそば打ち体験教室」を開催しまし
た。これは、そば打ちという日本の文化体験をとおして、地域の
方々と留学生とが楽しく交流を深めることを目的として本年度
初めて実施したものです。そば打ちに参加した本学WJCプロ

地域連携センター
留学生と地域の皆さんとのそば打ち体験教室

　私は交換留学制度を利用し、昨年1
月からスウェーデンのルンド大学に1年
間留学しました。2万人の留学生の中、
英語が話せないのは日本人だけ。それ
がわかると英語を話すのが怖くなりま
した。慣れない環境の中、臆
病になっている自分。そん
な中思い出したのは、体験

学習で学んだ「挑戦する姿勢」。受け身になっていても
何も始まらない、と人のいる場所へ出向き話しかけて
みたり、授業で分からないことは友達に教えてもらった
りしました。また、後期は日本人の友達といることは控
えました。留学していながら、英語を話さない環境に身
を置くことも可能だからです。結果、授業の理解度も増
し、英語を話すことも苦ではなくなってきました。英語を

文学部　英文学科　4年　井寺　仁美挑戦する、めげない姿勢。

　ニューイヤーパーティーは留学生と
本学の学生や教職員、また普段留学生
との接点があまりない地域の方々との
交流を目的として、去年から始まった催
しです。中国の旧正月である春節の時
期に合わせて開催して
おり、中国の文化に触
れる機会にもなってい

ます。内容としては、留学生による劇や日本人学生
のダンス、実行委員も含めた参加者全員でのビン
ゴ大会といった充実したものとなっています。食事
は日本のお寿司などに加え、留学生手作りの母国
料理や中国の正月料理である水餃子も用意してお
り、とてもおいしいと大好評です。ビンゴゲームも

グラムで学ぶ
留学生は、先生
の指導の下、熱
心にそば打ち
に取り組みまし
た。また、打ち
たてのおいしいそばを味わいながら、地域の方々との交流を楽
しんでいました。
　ご尽力いただいた香住丘公民館の皆様、講師を務めていた
だいた「福岡そばの会」の皆様、ご参加いただいた地域の皆様
に心より御礼申し上げます。

話せるようになることが留学の目的ではありませんが、英語が聞け
る、話せるようにならないことには肝心の勉学においてもデメリット
となります。そして、それにはできないことに挑戦し、あきらめずに
やり続ける姿勢が不可欠だと再認識しました。明日から、と先延ば
しにせずなんでも挑戦してみてください。

普通のゲームではなく、自己紹介ビンゴというオリジナルのもので
毎年大いに盛り上がります。今年は去年より参加人数が少なかった
のですが、留学生と地域の方々や本学の学生との交流が、より活発
に行われている印象を受けました。この会を通じて、留学生と日本
人との親睦がより深くなるきっかけになれば幸いです。

国際文理学部　国際教養学科　２年　髙山　桃花ニューイヤーパーティを終えて

基調講演
「水道水の安全を考える」
厚生労働省国立保健医療科
学院 生活環境研究部上席
主任研究官 浅見真理氏

司会の秦しほさん
（本学国際文理学部国際教
養学科１年）

パネルディスカッション「生活の水の安全を守る」
コーディネーター及びパネリストの皆様

第二回議義の様子 第四回バスツアー（香椎宮）の様子

ネーション（生協のような場所）で働いた際 日本食パーティを開いた際
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国際文理学部　国際教養学科　2年　広田　桃佳目標に向かって

書道同好会の学生が、第38回西日本書美術展に出品し、
漢字部門、篆刻部門において２名入賞いたしました。

受　賞　報　告

　憧れた恩師が、この大学の国文学科生だったから。私はたったひとつその理由を胸にこの大学に入学し、
教員をめざそうと決めました。しかし、教員に憧れることと実際に教員になることとの責任の違いを、教職課程
を履修して痛感しました。特に問題だったのはコミュニケーション能力です。教員は生徒との対話を常に必要
とする職業ですが、私は以前から人との会話に苦手意識
を持っていました。
　困り果てた私から、まず言葉を引き出してくれたのは、周

囲の学友でした。そして、外国語科目や国文学をはじめとする様々な講義でお
世話になった先生方。さらに、福津市でのインターンシップで出会った方々。思
えばこのキャンパスは多くの「出会い」を私にもたらし、「対話力」を育ててくれま
した。
　卒業とともに私が得る教員免許は、高校での恩師をはじめ、ひとつひとつが
キラキラ光る出会いに支えられて得たものです。在学生の皆さん、今得られる
「出会い」をどうぞ大切に。

文学部　国文学科　４年　今林　美穂「キラキラの出会い」を道標に歩いた四年間

文学部　英文学科　4年　姫野　麻紀たくさんの出会いに感謝

人間環境学部　環境理学科　４年　永山　佳奈時間と空間を共有することで成長できる

　出会いに恵まれた四年間でした。特に大切なのがタイの友人との出会いです。彼女は WJC プログラム
で１年間女子大に留学しており、私がサポーターとして交流しているうちに大親友になりました。彼女がタ
イに帰国した後は、今度は私がタイに行き２週間ホームステイさせてもらって観光に連れて行ってくれまし
た。彼女も彼女の家族もとても親切で、国籍に関わらずこんなに親しい仲になれるなんて思っていません
でした。彼女とは今でも文通やインターネットで交流を続けています。私は彼女の影響でタイの文化や言
語が大好きになり、また日本の魅力にも気付き、誇りを持つことができました。

　他にも海外研修、かすみ祭、サークルで
の英語劇、就職活動などを通して国や年
齢を問わずたくさんの出会いがあり、充実
した大学生活になりました。
　もっと女子大での時間を過ごしたいとい
う気持ちが本音ですが、これからは卒業
生として母校の発展を見守っていきたいと
思います。

　自分のために多くの時間を費やせる大学生だからこそ、幅広い教養の習得や専門的な分野の追求は勿
論、サークル活動・アルバイト・海外旅行・大会出場・ボーリングや読書等の趣味への没頭、そんな様々な楽し
さを味わえた4年間でした。充実した日々の中、私は、損得抜きで、そっと気遣ってくれる友人達の優しさに多
く触れました。
　悩んだ時にすぐ相談にのってくれる、困った時に手をさ
しのべてくれる、そんな人達と過ごしました。研究室の皆と、

ほぼ毎日一緒にいる中で、自分の配慮の足りなさを痛感する事が多々あると
同時に、皆のような心配りができるようになりたいと思い、少しずつですが、私
なりに最初の頃よりも周りを考えて行動できるようになりました。
　かけがえのない仲間と出会え、同じ時を過ごしたことで、思いやりの大切さ
が分かり、私は成長できたと思っています。
　最後になりましたが、私を支えてくださった皆様に感謝します。有難うござい
ました！

　私たち書道同好会は、2年前に立ち上げたサークルです。週
に一度集まって、顧問の鵤先生のもとで練習に励んでいます。
普段は、そのつど練習の目標を決めて個人が書きたいものを自
由に書くようにしています。筆で書く字には沢山のジャンルがあ
り、またはっきりとしたゴールがないので練習するたびに学ぶ
ことが多いです。目標は今回のような書道展や東京で行われる
大会、かすみ祭の展示など様々です。それらの中で私たちは、

昨年の12月に第38回西日本書道展
に出品し、2名が篆刻部門、漢字部門
で選抜作家推薦賞を頂きました。練習の成果としてこのような
賞を頂いたことはとても嬉しく、部員の次の目標に対する励み
になりました。いつも納得のいく作品、納得のいく結果が出る
わけではありませんが、その時自分たちの一番良い作品を作る
ことをめざし、これからも活動を続けていきたいと思います。

人間環境学研究科　栄養健康科学専攻　修士課程　１年　西島　千夏
「やずや食と健康研究所」研究助成を受けて

「やずや食と健康研究所助成研究」に本学学生２名が採択されました。

　私は大学院入学前まで保育園管理栄養士として働いていまし
た。保育園でさまざまな食育に取り組む中、子どもたちの食への興

味・関心の変化を感じることはありました
が、食育効果の検討はできませんでし
た。そこで大学院に入学し、保育園・幼稚
園を対象に「幼児期に行われる食育の効果」について研究を行うこ
とにしました。そして「やずや食と健康研究所」研究助成において
チャレンジ部門（学生、若手研究者対象）が今年度より新設された
ことを知り、応募したところ研究助成していただけることになりまし
た。現在は研究を円滑に進めるための準備として、厚生労働省科学
研究事業の調査に関わらせて頂き、調査のノウハウを学んでいま
す。そして、その経験をもとに調査の実施を予定しています。今回
の研究助成は私にとって自分を大きく成長させるチャンスだと思っ
ています。これから研究が本格始動するのでよりよい研究成果を
あげられるよう頑張りたいです。

文学研究科　英文学専攻　博士後期課程　１年　都地　沙央里
初期印刷本に関する書誌学的研究

日本英文学会九州支部より「奨励賞」を受賞しました。

　まだ「著作権」という意識が希薄だった時代、活版印刷の発
明後、印刷者たちは書物を生産する過程で重要な役割を果たし
ました。彼らの仕事ぶりひとつで、同じタイトルでも内容の異な

る版が出来上が
ります。その異
同に着目し、版
と版との関連
性、印刷者の出
版に対する姿
勢、偶発的ある
いは意図的な書
きかえの有無

を、証拠に基づいて想像力を働かせて
考察することにより、書物をめぐる小
さな事実を発見することができます。
　机に15、16世紀に印刷されたテキストを広げ、一文字ずつ詳
細に比較しながらそうしたことを思い巡らしていると、あたか
も眼前で印刷工房の様子を垣間見ているような気持になりま
す。今回の論文ではそのような考察の成果の一つとして、1500
年ごろにリチャード・ピンソンによってイギリスで出版された
『狐物語』という本が、それ以前のどの版から派生したのかを
明らかにし、また後続する版との関連性について新たに見出さ
れた点を報告しました。

論文標題：'A Bibliographical Study of R. Pynson's Reynard the 
Fox (1494 and c.1500-1506): Textual Editing and Derivation'

右）飯田綾香さん（栄養学研究室所属）：
NASHモデルマウスの肝障害進行に及ぼす分岐鎖アミノ酸投与の効果

左）西島千夏さん（公衆栄養学研究室所属）：
幼児期に行われる食育の効果検証―保育園・幼稚園での食育が食意識や食行動に与える影響―
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人間環境学研究科　栄養健康科学専攻　2年　海塚　佳菜卒業にあたって
　大学院の２年間の中での一番の変化は、どんなことでもまず挑戦してみようと思えるようになったこと
です。これまで私は運動不足を自覚しながらも運動を避けていました。しかし、研究室の教授からの影響
を受けてジョギングを始め、今では７km走ることが出来るようになりました。このことから、これまでは取
り組もうとすらしなかったことを出来ないことと思いこん
でいたことに気付きました。今では、自分の劣等感を克服
するために努力をしようと思うようになりました。このよう

な変化をもたらすチャンスやヒントは身の周りにいくらでも用意されているの
だと気付く事が出来ました。このことが、この２年間で私が一番変わること
が出来た点だと思います。
　私の学生生活は、本当にたくさんの方に支えられた日々でした。最後にな
りましたが、ご指導くださった先生方をはじめとして、私と関わりを持ってく
ださった皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

文学研究科　英文学専攻　博士前期課程　2年　花野　礼奈学生生活を振り返って
　福岡女子大学で、学部生として４年間、大学院生として２年間、とても有意義な時間を過ごせたと感じて
います。学部３年の時に、ウォレン先生の授業で、辞書研究の面白さを知ったことが、大学院進学へのきっ
かけとなりました。大学院での授業は、想像していたより
も大変で、自分の力不足を何度も感じましたが、それ以上
に深く学ぶことの楽しさがありました。また、自分の専門
以外の分野も学ぶことができたことは、私の視野を広げ

ることに繋げることができたと考えています。
　修士論文を書くにあたり、２年間の内に書きためたものを振り返ったり、
特殊総合演習の時間にいただいた先生方からのコメントやアドバイスを再
確認したりしましたが、改めて自分の力だけでは、書きあげることができな
かっただろうと感じました。ご指導いただいた先生方や先輩方、また日常的
にサポートをしてくれた家族や友人に、心より感謝いたします。ありがとうご
ざいました。

　様々なことを学び、経験した4年間の学生生活はとても充実していま
した。
　専門科目の授業や臨地校外実習を通して、管理栄養士には多様な
知識・技術が求められることを痛感するとともに管理栄養士は魅力的
な職業だと再認識しました。体育祭や大学祭等のイベントでは、明るく
元気で頼もしいクラスの仲間と楽しい時間を過ごすことができました。

日々の授業や実習においても共に取り組む仲間の存在がとても心強かったです。32人の
素敵な仲間に出会えたことが嬉しいです。時にはつらいこと、大変なこともありましたが、今
ではそれらも良い思い出です。これから一社会人として働くことになりますが、大学で学ん
だことを最大限に活かし何事にも前向きに取り組んでいこうと思います。
　最後になりましたが、4年間熱心にご指導してくださった先生方、共に過ごしたクラスの
仲間を始めとした友人達、支えてくれた家族に心から感謝しています。本当にありがとうご
ざいました。

人間環境学部　栄養健康科学科　4年　中島　萌学生生活を振り返って

人間環境学部　生活環境学科　４年　鬼塚　翔子教育実習という貴重な経験
　新しいスーツを身にまとい、希望を胸に女子大の門をくぐったのは４年も前のことと思うと、時のたつ早
さをひしひしと感じます。女子大では、たくさんのことを経験し、大きく成長できたと思います。特に心に
残っているのが、４年の春に経験した中学校への
教育実習です。私は、佐賀にある母校に行き、中学
１年生に家庭科の授業をしました。単元は消費生
活でした。授業の準備は、いろいろなお店の写真

を撮ったり、プリントを準備したりと、寝る暇もないぐらい大変でし
た。しかし、授業中の生徒の真剣な眼差しは、疲れが吹き飛ぶほど嬉
しいものでした。教えたいことや伝えたいことは、努力することによっ
て初めて相手にきちんと伝わるのだということを学びました。４月か
らは、教師という職業ではありませんが、人との関わりが大切な職業
に就くので、教育実習をはじめ大学生活で学んだことを活かしてさら
に成長していきたいです。

人間環境学研究科　生活環境学専攻　修士2年　西島　明莉学生生活を振り返って
　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。大学院に進学しようと決めたのは、卒
業研究で取り組んだ研究が面白く、もっと研究を続けたいと思ったからでした。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、他大学の講義を受けたり、夏休みに４大学合同合宿に参
加したりすることで、「環境問題」や「エネルギー」などについて自身の視野を広げることができました。さら
に２年間で、国内外で計７回と、とても多くの学会発表を
経験させていただき、人に伝える難しさを学びました。そ

の中での国際学会への参加経験は、私自身とても成長したのではないかと
思っております。研究を通しても、楽しさや辛さ、計画的に行動するなど様々
なことを学ぶことができました。
　大学院生活での経験は、今後様々な面で役に立つのではないかと思って
おります。この２年間の研究生活は、反省する点もとても多いですが、とても
有意義で大きく成長できた２年間でありました。最後になりましたが、ご指
導頂いた先生方に心より御礼申し上げます。

文学研究科　国文学専攻　2年　日尾　菜摘学生生活を振り返って
　修士論文も無事提出し、２年間の大学院生活が終わろうとしてい
ます。
　国文学専攻では、チャレンジ精神を持つことの大切さを学びまし
た。この２年間は、演習や学会など、自分の意見を発表する機会が数
えきれえないほどありました。私は学部生の頃は、他大学でフランス語
を専攻していたこともあり、最初は「私にできるのだろうか」と引け目ば

かり感じていました。しかし、指導教官の先生が繰り返しおっしゃっていた「学部生も大
学院生も、研究を志す者は皆ライバルだ」という言葉を糧に、失敗を恐れず学問に励むこ
とができました。
　最後になりましたが、熱心にご指導いただいた先生・職員の方々をはじめ、大学院生
活で出会った先輩や友人、大学院進学を応援してくれた家族に心から感謝します。本当
にありがとうございました。
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国際化推進基金

■著書物・新聞掲載

■人事消息

文学部　英文学科　３年　古川　紗妃

No everyone No E.S.S.
国際文理学部　国際教養学科　２年　髙崎菜南子

大学生活を充実させるために　

　１月２７日㈰にE.S.S.主催の英語劇「High 
School Musical 3」を、学生会館にて上演
させていただきました。当日は80～90人の
お客さんが見に来てくださり、大盛況に終わ
りました。そんな劇本番を迎えるまで、様々
な人の努力があったことは言うまでもありま
せん。かっこいいダンス、演出、ポスター、パ

ンフレットを作ってくれた人、役になりきって、他の人にもすばらしい
演技指導をしてくれた人、自分を捨てて役を演じきった人、ダンス、
演技、なんでもこなした人、場面転換で必死に動き回ってくれた裏
方さんたち、センスあるライトとタイミングぴったりな音楽でステー
ジを際立たせた音響照明さん、この劇に関わってくれた32人全員
一人一人に役割があり、一人でも欠けたら劇は成功しませんでし
た。この場を借りて、この劇で出会えたすばらしい仲間たち、機会を

与えてくださった学校
職員の皆さんにお礼が
言いたいです。一緒に
劇を作り上げてくれて、
本当にありがとうござい
ました。

　わたしたち民族舞踊研究部は各国の伝統
舞踊を中心として週に二度ほど練習している
フォークダンスサークルです。九州大学、筑
紫女学園大学と共同で活動を行っています
ので、他大学との交流がさかんです。はじめ
のうちは少し難しい部分もありましたが練習
していくうちに各国の特色がわかってくるよ

うになると踊りやすくもあり、おもしろくもあります。年間を通して
パーティや合宿など、イベントが盛りだくさんです。全国行事もあり
ますので関西、東海、北陸地区などの大学とも交流があります。交
友関係が広げたい人にはお勧めの
サークルです。学業はもちろんの
こと、バイトとサークルを両立させ
たい人、適度にサークルを楽しみ
たい人、がっつり打ち込みたい人な
ど、いろいろな楽しみ方をしていま
す。興味のある方は是非、遊びに来
てください。お待ちしております。

国際文理学部　国際教養学科　2年　藤木　佐織

世界的なイベント「TEDxFukuokaWomen」の企画・運営に
福岡女子大学・体験学習参加生19名が携わる

　「私たち女性も学びたい」という想いを持つ女性たちが立ち上
がり設立に至った、全国初の公立女専、福岡県立女子専門学校が
前身の福岡女子大学。その福岡女子大学で2012年12月1日㈯

に「TEDxFukuokaWomen」を「広めるべきアイディアを共有する」ことを目的に活
動する非営利イベント「TED」がワシントンDCで「TEDxWomen」を実施するのに
合わせて開催されました。様々な分野で活躍するプロたちがボランティアで創るこ
の世界的なイベントに、「福岡女子大学の新たな歴史を創りたい」という想いで体験
学習参加生19名が企画・運営に携わり、私はそのリーダーを務めました。社会人ボ
ランティアスタッフが多数いる中、学生の自分たちに何ができるのかを考え、「自分
の価値を見出すこと」を学びました。当日は、体験学習を始めとする福岡女子大学の
紹介ブースを設け、会場を盛り上げました。今後も、福岡女子大学の歴史を創るのは
自分たち自身だという想いを持ち、様々な活動に取り組んでいきたいです。

【退職】
平成25年3月31日付け

国際文理学部教授　　甲斐　　裕

国際文理学部教授　　小泉　　修

国際文理学部教授　　西田ひろ子

国際文理学部教授　　馬塲　弘利

文学部教授　　　　　田吹　長彦

人間環境学部講師　　伊藤　海織

国際文理学部国際教養学科
ジャヤセーナ，パスマシリ

Neo Graphics, Colombo
2012年10月

『国際政治学  ─ 批判的安全保障の視座 ─
   （International Politics-A Critical Assessment-）』（単著）

国際文理学部国際教養学科
武　継平

中国国営出版社
2012年11月

九州大学出版会
2012年９月

世界思想社
2012年５月

『世界一シンプルな経済学入門
　　　   ─経済は損得で理解しろ！（翻訳版）』（翻訳）

国際文理学部国際教養学科
望月俊孝

『漱石とカントの反転光学─行人・道草・明暗双双』（単著）

『カントを学ぶ人のために』（共著）

共立出版
2012年５月

共立出版
2012年４月

国際文理学部環境科学科
小泉　修

『研究者が教える動物飼育（全３巻）』（編集代表・共著）

『進化学事典』（共著）

国際文理学部環境科学科
嶋田大作

知泉書館
2012年5月

『コモンズのドラマ
　　　　  持続可能な資源管理論の十五年』（共訳）

（エンターブレイン2010年出版）です。

サークル活動F u k u o k a  W o m e n ʼ s  U n i v e r s i t y

今　村　明　美 様

菊　池　千佐子 様

児　玉　雅　子 様

現姓名

新　開　章　司 様(2)

津　田　都茂子 様

堤　　　照　子 様

安　田　菅　子 様

吉　村　健　清 様

「福岡女子大学 国際化推進基金」のご案内と寄附報告

　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9月1日から平成25年2月28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」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。

※（　）内の数字は、累計寄附回数（回目）です。

■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）

■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

総寄付件数 寄付総額

974件 27,653,000円
（平成25年2月末日現在）

〒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
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編集発行

平成25年度公開講座のご案内

受講方法

【公開講座】「世界を知ろう－学術研究におけるローカルとグローバル－」（全8回）
日　時：6月～2月の毎月第2土曜日　※2月を除く（9月休）、13：30～15：00　受講料：3,000円（全8回分）　※高校生・本学学生無料

６月８日（土）

７月13日（土）

８月10日（土）

10月12日（土）

11月９日（土）

12月14日（土）

１月11日（土）

２月22日（土）

北極海が「海」になる－北極海のガバナンスと国際法－

漱石、明暗双双の反転光学

華人文化におけるローカルとグローバル

世界が注目のインド洋地域－アジアの世紀への期待－

東アジアの『開発』を振り返る：日本と東南アジアの軌跡から

アジアの経済成長をみる

村上春樹の（非）現実的世界観

韓国における儒教的家族の現代的変容－グローバル化する「家族」－

深町　朋子（福岡女子大学准教授）

望月　俊孝（福岡女子大学教授）

宮崎　聖子（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）

鈴木　絢女（福岡女子大学講師）

張　　　艶（福岡女子大学准教授）

スコット・ピュー（福岡女子大学教授）

岡　　克彦（福岡女子大学教授）

日程 講師

1

2

3

4

5

6

7

8

回 テーマ

【公開講座】「Building Practical English Communication Skills」（全6回）
時　間：13：00～14：30　受講料：3,000円（全6回分）　※高校生・本学学生無料
定　員：先着30名　　　 　対　象：英語で日常会話ができる方、またはTOEIC 350～500点の方

Building Practical English Communication Skills
※この講座はすべて英語で行われます。

J.Lake（福岡女子大学講師）

日程 講師

5月11日（土）～6月22日（土）の
毎週土曜日
※6月8日を除く

【公開講座】古文書で見る江戸時代の京都（3）「体制に挑む町人－百姓一揆と打ちこわし－」
時　間： 14：40～16：10　受講料：無料

12月13日（金） スウェン・ホルスト（福岡女子大学准教授）

日程 講師

1

回

古文書で見る江戸時代の京都（３）
体制に挑む町人－百姓一揆と打ちこわし－

◆葉書、FAX、E-mailのいずれかに、①希望講座名、②氏名（ふりがな）、③住所、④電話番号、⑤年齢をご記入の上、下記までお申込みください。
　お電話でも受け付けております。
◆性別・年齢を問わず受講できます。
◆受講料は、初回受講時に受付にて頂戴いたします。
◆学内には駐車場がございません。恐れ入りますが、公共交通機関のご利用をお願いいたします。
◆悪天候等により、講座の日時・講師が変更になる場合がございます。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。

※他にも、公開講座や特別講演会が開催される予定です。詳細が決まり次第、本センターホームページ等でお知らせいたします。

【お申込み先】
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/collaboration/

ご提供いただいた個人情報は、公開講座等の実施・運営、本センターからのご案内等に使わせていただき、他の目的には使用いたしません。

NO.82
2O13.3.31

テーマ

【公開講座】「わたし―なかま―みんな をつなぐもの ～社会性の心理学～」（全3回）
日　時：10月5日（土）、19日（土）、26日（土）13：30～15：00　受講料：1,000円（全3回分）　※高校生・本学学生無料

10月５日（土）

10月19日（土）

10月26日（土）

共感性とウェルビーイング

仲間体験と社会性の発達

規範意識の育成

鈴木　有美（福岡女子大学准教授）

久木山健一（九州産業大学准教授）

黒川　雅幸（福岡教育大学准教授）

日程 講師

1

2

3

回 テーマ

テーマ

【公開講座】「続・中国現代文学と九州－郭沫若の例を中心に」
時　間： 13：00～14：30　受講料：無料

10月24日（木） 続・中国現代文学と九州－郭沫若の例を中心に－ 武　　継平（福岡女子大学教授）

日程 講師

1

回 テーマ


