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図書館・多目的ホール・B棟・C棟は新校舎建設に伴い、平成26年度中に取り壊します。



　2年生の頃、海外語学・文化研修に参加し「海外の大学で勉
強して、もっと長く海外で生活してみたい」と思ったのが、私が交
換留学を考え始めたきっかけです。自分が興味を持っている難民
の受け入れがスウェーデンで盛んであった事がルンド大を志望し
た決め手です。
　ルンドに来たばかりの頃は、自分の英語力のなさを痛感するば
かりでした。特にディスカッションを行う授業では、自分の意見が上
手く英語で伝えられず苦労しました。しかし、回数を重ねていくうち
に少しずつですが、意見を言えるようになってきました。授業は難し
いですが、興味のある内容を学ぶことができ、とても楽しいです。
　この半期の留学生活で「積極性」の大切さを改めて感じました。

　福岡女子大学の国際交流には、海外留学プログラム、国内での留学疑似体験、留学生の受け入れなどがあります。平
成25年度の海外留学プログラム派遣者数は152名となっており、在学生約990名に対して、約15％の学生が海外留学プ
ログラムに参加しています。参加者数の内訳は語学・文化研修が93名、交換留学が25名、海外体験学習が34名となって
います。現在の3年生は、交換留学（派遣）を含めると、129名（延べ）がすでに海外で学んでいます。留学疑似体験の1つ
であるイングリッシュ・ビレッジへの参加希望者も増えており、春秋にあわせて75名が参加しました。

　この態度は授業、交友関係
どちらにも必要だと言えます。
残りの半期も「積極性」をテー
マに様々なことに挑戦し、自分
を成長させたいです。そして、
学んだことを日本に帰ってから
の就職活動や卒業研究に活
かしたいです。

　「自分の頭の中のイメージでなく、自分の目で韓国を知りたい」
という思いで私はこの韓国短期語学・文化研修への参加を決意
しました。韓国という「知っていそうで知らない国」で、意思伝達が
うまくできない、わからないことだらけという状況の中で、人の温かさ
に感動し、生活様式の違いに戸惑い過ごした日々でした。しかし、
その中で国を超えても人としてつながることの感動、「当たり前」と
いう思い込みが本当は「当たり前じゃない」という驚きなどを知り、
帰国後の自分の価値観の変化を実感することができたと思って
います。韓国という国を「人づてに聞くイメージ」だけで判断せず、
自分の足で赴き、自分の目で見ることでわかる姿があると思います。
短期語学・文化研修の長所をずばり3つの言葉で表すと「発見」
「安心」「ホームシックになる前に帰れる」ことだと思います。みなさ
んが、研修で得る一つ一つの発見が将来の自分を形作るきっか
けとなることを期待しています!!

ルンドでの貴重な時間を大切に

Get the real image by your curious eyes
国際文理学部　国際教養学科　2年　福永 春暉

国際文理学部　国際教養学科　3年　久野 莉奈

交換留学

語学・文化研修

国際交流の今

留学期間：2013年8月20日～2014年6月10日

留学期間：2013年8月12日～23日



　
プログラムとして現場体験へ行った。先住民族 ワニヤラアットゥと
の井戸づくり、人種や宗教が異なるコミュニティ訪問、村でのホー
ムステイ、国際機関でのブリーフィングなどの貴重な機会をいただ
いた。今回は私に起きた大きな変化を1つ述べたいと思う。
　終盤に差し掛かった頃、Critical Incidentを述べる時間が設け
られた。私はホストマザーに夢は何かと質問したとき、「主婦だから
夢はないよ」という答えを受けたことを挙げた。根拠は単に海外に
は日本と同様の考え方はないと思っていたから。考えはそこで止
まっていた。掘り下げて行き着いたの
は、自分と他人は違うと線引きして人
と接している自分。まさかスリランカで
自分を見つめ直すなんて思ってもみ
なかった。
　私は自分に向き合うようになった。
自分から逃げていた私にとって大き
な変化だ。今後の課題は自分の中
の変化を行動に移していくこと。プロ
グラムを終えた時、成長した自分に
会えるよう励んでいきたい。

変化
国際文理学部　環境科学科　2年　小田﨑 百合子

体験学習

　まるで留学しているような3日間だった。午前中は留学生と共
に英語で講義を受け、午後からはドッチビーやレクリエーションを
楽しんだ。留学生たちとはもちろん、今まであまり話していなかった
日本人学生たちとも触れ合うこともできた。そしてこの2泊3日を終
えて、自分に足りないものが何か改めて自覚できた。それは「英語
を話す力」と、もう一つ「自分の意見をしっかりもつこと」だ。例えば、
講義中に学生同士で意見交換する際に、私はあまり具体的な意
見を述べられなかった。一方で留学生たちが積極的に自分の考
えを述べていることに感心してしまった。確かに、英語の発音やア
クセントも大切だが、もっと重要なのは「英語を使って何を話す
か」だと感じた。私も英語の勉強を頑張ると同時に、普段から身
の回りのことに興味・関心を持ち、教養を深めていきたい。また、こ
れをきっかけに、留学生たちとの会話の内容が少し広がった。や
はり様々な国の学生と英語を通して交流できるのは刺激的で、と
ても楽しい。来年度もぜひ参加して、英語のコミュニケーション力
を高めていきたい。

プチ留学体験 
～イングリッシュ・ビレッジで学んだこと～
国際文理学部　国際教養学科　１年　後藤 加奈

イングリッシュ・ビレッジ

筆者は後列右から3番目

筆者は右側手前

訪問期間：2013年9月9日～28日

実施期間：2013年11月8日～10日
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The life of an exchange student sure is tricky! One has to lea ve the comforts of 
home, and step into new and unfamiliar territory, something that I find terrifying but 
very exciting. This is twice as difficult in a country like Japan , where the language 
becomes an impediment upon arrival.
Life as an exchange student in Fukuoka, however, has been very enjoyable so far. 

apart from compulsory Japanese language courses, includes a var iety of very 
interesting subjects, all of them conceiving their own interpre tations of Japanese 
society. Many Japanese students also attend these alternative subjects, becoming 
an essential asset to our cultural exchange. They help create a n open platform 
where the society that we are now a part of, can be discussed a nd interpreted 
freely. This is vital when attempting to understand our differen ces. 

entertaining English Village, where Japanese students only were  allowed to speak 
English - Great fun to turn the table on them for once! Each st udent is also assigned 
to a host family and a JD-mate, and I can honestly say, that me eting both families, 
respectively, have been my best experiences so far. A great opp ortunity to observe 
the dynamics of a Japanese family, and meet some interesting pe ople.

cross-cultural experience. The biggest barrier for me, coming f rom a Nordic country, 
is the lack of independence and how everything is regulated som
small price to pay for the opportunity to experience life in Ja pan, learn the language, 

Japan.

Lost In Conversion ‒ the life of a foreign student

ウズベキスタン籍の
留学生滞在についての御報告
文学部国文学科　教授　矢野　準

Josephine Rodinis Christensen, WJC fall 2013
University of Copenhagen, Denmark. 

　｢福岡・ウズベキスタン友好協会｣の支援で、タシケント国立東
洋学大学の学生を文学部国文学科研究生として受け入れたこと
を機縁とし、ウズベキスタン籍の学生と文学部学生を中心に相互
の交流が始まって、今年で十年の節目を迎えました。
　文学部での最後の交流となる今回は、タシケント国立東洋学
大学４年のMahammadieva Fayziniso(マハッマディエワ ファ

イジニソ)とプラハ国立大学2年のYunusova Bakhshand(ユヌ
ソワ バフシャンダ)の両名が、10月20日から26日の一週間を国際
学友寮 なでしこで過ごし、２年生の科目や４年生のゼミ等授業を
聴講、日本語・日本史・宗教・教育制度などを熱心に学びました。
時間外には、国文学科主催の茶話会や裏千家茶道部のサーク
ル活動にも参加、大いに親交を深めました。また、国際化推進セ
ンター主催で水族館を見学、さらに送別会(写真)やみかん狩(熊
本県)等で濃密な時間を過ごしました。
　この間、種々の部署に支えられ全日程が無事修了したことを深
謝し、国際文理学部での今後の関係発展を願っているところです。 

WJC留学生から

ウズベキスタン留学生の受け入れ

国文茶話会の様子 送別会の様子

滞在期間：2013年10月20日～26日



　私は2013年9月9日より18日までの間、JENESYS2.0日本大学
生訪韓研修団というプログラムに参加しました。このプログラムは韓
国外交部招聘事業で、日本全国から選抜された大学生の団員27人
と共に10日間の研修に参加しました。
　今回の研修の大まかな日程は、前
半はソウルで過ごし、関係機関の表
敬訪問や博物館見学、韓国外国語
大学訪問と学生交流、そして南北の
軍事境界線にあたる板門店視察で
した。ソウルでホームステイ終了後は、
終日、「日韓交流おまつり2013 in 

SEOUL」に運営ボランティアとして参加しました。そして後半の日程
は全羅南道の全州訪問とそこでの様々な文化体験、最終目的地プ
サンに移動し、APEC関連施設の視察でした。
　今回の研修を通して、私は特に日韓外交の最前線に立つ方々から
のお話を聞けたことが非常に印象に残っています。普段の旅行で知
ることができない、様々な韓国の側面を知ることができました。
　興味がある方は、ぜひ参加してみることをおすすめします。

JENESYS2.0 日本大学生訪韓研修団
国際文理学部　国際教養学科　3年　浦野　綾

日本大学生訪韓研修団

スリランカで気が付いたこと
国際文理学部　国際教養学科　３年　堤　敦美

福岡県国際協力リーダー育成プログラム

　私がカンボジアへボランティアに行こうと思ったきっかけは、メディア
上でしか見たことがない発展途上国の環境を自分の目で見て、現地
の人 と々触れ合い、自分の肌で感じたいと強く思ったからです。
　活動内容は、一週間村でホームステイをしながら村の小学校で日
本語と英語の授業を毎日４コマ、ボランティアの仲間や現地の先生と
協力しながら教えるというものでした。子供たちは毎日元気いっぱいで、
目をきらきら輝かせ熱心に勉強していました。しかし、カンボジアの学習
環境は決して日本のように整っていません。私は日本の子供たちがど
れだけ恵まれた環境で勉強できているのかを思い知らされました。
　たった一週間の活動でしたが、毎日がとても充実していて今まで一
番濃い一週間だったと言っても過言ではありません。私たちが教えた
子供達が成長したときに、あの時日本人に勉強を教えてもらったなぁと、
ほんの少しでも思い出してくれたら嬉しいです。ボランティア活動に

行ったつもりが、私自身が現地の人々からたくさんの感動をもらいまし
た。出会ったすべての人に感謝の気持ちでいっぱいです。

多くの出会い、経験に感謝。
～カンボジア、オークン～

国際文理学部　国際教養学科　２年　田中　咲

カンボジアでのボランティア活動

国際交流の今

　福岡県と国連ハビタットによる国際協力リーダー育成プログラムに
参加しました。国連ハビタット福岡オフィス•津屋崎での事前研修を経
て、９月１日 １̶４日スリランカでの現地研修を受けました。スリランカで
は各地の国連オフィス,JICA,NGO,大使館を訪問し、各地が抱える問
題や各団体の取り組みについて学び、実際に現場にも同行しました。
　支援を受けている現地の人 と々の交流を通して、困難な生活を強
いられている人、先進国に住んでいる私たちは両者とも、偶然今の生
活環境に生まれただけだと再認識しました。だからこそ、たまたま先進
国に生まれた私たちは、支援の手を世界に差し伸べるべきだと考えま
した。しかしそれと同時に、日本の支援により学校に通う子供たちに出

会い、日本にも支援が必要な人々が多く存在することに気づかされま
した。また現地の人々が本当に求める支援を、現地の視点から先進
国の人々が提供する難しさにも気づきました。
　この研修での経験を生かして、国内外で人々が自分の生活に満足
できるように、本当に求められている支援提供に貢献できるような人
材を目指していきたいです。

訪問期間：2013年9月9日～18日

訪問期間：2013年9月1日～14日

訪問期間：2013年9月2日～10日

以下の3つは学生が夏季休
暇中に

自主的に参加したプログラム
です。
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　2013年10月7日から11日まで、熊本県水俣市及び熊本市におい
て、水銀に関する水俣条約外交会議及びその関連行事が行われ
た。今なお地球規模で進行する水銀汚染を防止するための条約で
あり、世界約140ヶ国から政府代表団やNGO等が参加した。本学
の学生は、10月6日に福岡空港で25名、10月9日から10日にかけて
は水俣及び熊本で35名の学生が、ボランティア活動に従事した。
学生は１度の現地研修を含め４度事前研修を行っており、入念な
準備のもとにボランティアに臨んだ。これらの経験により、学生は
各国の政府代表団やNGOと直に接するという貴重な国際経験を
積み、さらには環境問題への理解を深めることができた。

　同窓会と大学の共同企画「特別講演会」の
３回目は、11月8日（金）レソラNTT夢天神
ホールにて、本学の卒業生で料理研究家とし
て活躍中の村上祥子先生にご講演いただき
ました。村上先生は、「食べ力（ぢから）」を
つけてほしいという願いから、３歳児から定

年後の男性まで、幅広い年齢層の方を対象に料理教室を開かれて
います。今回のご講演でも電子レンジや冷凍保存を活
用した「たまねぎ氷」の効用を、実演や試食を交えな
がら、科学的な根拠も含めわかりやすく説明していた
だきました。料理教室の人気の秘密が垣間見える、
あっという間の２時間でした。 

国際文理学部　環境科学科　講師
嶋田　大作

水銀に関する水俣条約外交会議での
学生ボランティア

国際文理学部 環境科学科 助手 兼 同窓会「筑紫海会」理事
大坪　繭子

講　師：徳田　和嘉子氏（株式会社CROSS FM代表取締役社長）
日　時：平成26年２月８日（土）13時30分～
会　場：福岡女子大学図書館１階　視聴覚室
参加費：無料

ちゃんと、ごはん ～空飛ぶ料理研究家村上祥子のたまねぎ氷健康法～

　水銀に関する水俣条約外交会議のボランティアを通して私は2つのことを学びました。1つ目は何事にも自分の判断で
行動する積極性です。事前研修で「マニュアルにある仕事がすべてではない」というアドバイスを受け、ボランティア当日
は県や市の職員の方、JTBの方の対応から、相手の求めていることに対して的確な行動をするためのノウハウを学びま
した。語学力をカバーするためにどうしたらいいかを考え、全員で臨機応変な行動を心がける事ができたと思います。も
う1つは、現地に行くことの意義を学びました。会場にいらした水俣市の方々と接することは環境科学科の学生としてと
ても良い経験だったと思います。座学だけでは感じることのできない、現地の方の強い想いを感じ、環境汚染、公害の恐
ろしさについても再確認できました。以上の学びを大学生活の中でより発展させていき、人や環境に関しての様々な場面
で活かしていきたいです。

国際文理学部
環境科学科　3年
橋本 美津季

水俣条約外交会議のボランティアに参加して

平成25年度福岡女子大学特別講演会

平成25年度福岡女子大学特別講演会
「チャンスをつかむ秘訣」

講演会案内

地 域 貢 献



　私たちは、被災地を一度訪れ、現状を知りたいという思いがあり、今
回被災地の訪問を決意しました。9月24日からの3日間、現地の方にガ
イドしていただき、被災地の視察と様々な被災体験や復興に向けて活
動されている方々のお話を伺いました。現状を知るために被災地を視
察し、改めて当時の悲惨さや自分たちの無力さを痛感しました。また、
津波に流されつつも懸命に我が子と生き延びた母親の話や当時病院
で看護師として働いていた方の話を聞き、女性や被災した方々の強さ
を知りました。また、復興にむけて活動しているアクリルたわしの編み
手さん達や、広島県と連携して紙芝居作成活動を行っている方、新
たな加工特産品の開発をしている方々と交流
し、復興に向け頑張っている方々のパワーに
触れることができました。今回の訪問でま
ずは知ることが大切だと感じたので、身
近な人に私たちの感じたことを発信し、
少しでも多くの人に伝えていこうと
思っています。

　こんにちは！福岡女子大学なでしこ寮では毎週月曜日の１９時から２０時の間、
寮生全員で活動を行っております。下の表はその一部を示したものです。後期は主
に講演会を行いました。いろいろな経験、価値観を持った人の話をきくと今までと
は比べ物にならないくらい世界が広がります。それは、授業で先生から聞く話とは
また違った感じで私たちの心に響きます。福岡女子大学寮から広い視野を持った
学生をたくさん送り出していきたいと思っております。寮生は今日も自分の夢中に
なれるもの見つけるため、日々学びに勤しんでいます。

国際文理学部　食・健康学科　２年
井上 愛、岩本 ももこ、中村 悠子、東 香菜子

被災地を訪問して

なでしこメイト（国際文理学部　国際教養学科　２年）
吉野　美穂

なでしこ寮（国際学友寮 なでしこ）活動報告
ACTIVITY REPORT活 動 報 告

10月  7日
10月21日
10月28日
11月11日
11月18日
11月25日
12月  2日
12月  9日
1月20日

作文力を磨こう！　①(穴田美樹氏）
作文力を磨こう！　②(穴田美樹氏）
元国連弁務官勤務　森啓充氏講演
映画鑑賞「空飛ぶ金魚と世界の秘密」（制作：アジア太平洋こども会議・イン福岡）
留学経験のある先輩の話を聞いてみよう！(ベルギー）
留学経験のある先輩の話を聞いてみよう！(デンマーク）
青年海外協力隊経験者の話を聞こう！（九州大学修士１年北村裕人さん）
留学生による発表
後期終了パーティ

日程 活動内容(抜粋）

元国連高
等弁務官

の方の話

フロアリーダー会議

映画鑑賞会

青年海外協力隊経験者の話を聞こう！
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福岡県主催の
国際環境人材育成研修の実施を終えて
国際文理学部　環境科学科　准教授

馬　昌珍

　福岡県に蓄積された環境教育に関する人的資源やノウハウ等を
活用して、アセアン諸地域の環境教育推進に貢献するとともに、福
岡県の環境先進地としてのプレゼンス向上を図ることを目的として
新設された福岡県国際環境人材育成研修「環境教育リーダー育成
コース」において、10月11日（金）本学にて、体験型環境教育（講義
とモデル実験）を実施した。研修には、タイ・バンコク都環境局及
び教育局より６名、その他福岡県環境部から2名、日本環境衛生セ
ンターから2名が参加した。
　研修では、地球温暖化と
火力発電についての授業を
実施した後、本研究室で開発
した地球温暖化モデル実験
装置と火力発電モデル実験
装置を使って実験を行った。
研修に参加した方々は皆真
剣に耳を傾け、積極的にモデ
ル実験に取り組むと共に、討
論の時間には活発に意見交
換を行った。研修終了後は皆

さんと一緒に生協学生食堂で昼食を兼ねて懇談会を行った。今回
の研修を通じて、自分自身の環境教育への思いを更に強くすると共
に環境教育に対する国際的な協調の機会を得ることができた。

平成25年度【FD講演会】
筑波大学 学長特別補佐 德永 保教授「大学の成長戦略とガバナンス」

　平成25年11月26日（火）、筑波大学学長特別補佐・教授 德永 
保氏を講師にお招きし、平成25年度第5回ＦＤ研修として、「大学
の成長戦略とガバナンス」と題したＦＤ講演会を開催しました。
　講師の德永先生は、昭和51年に文部省（当時）に入省され、研
究振興局長、高等教育局長、国立教育政策研究所長を歴任されま
した。その間、北九州市の教育長も務められ、福岡県とも縁の深い
先生です。
　講演会は、大学の在り方を考える視点（大学システムの歴史、他
の社会システムとの対比）や、大学を取り巻く状況（高齢化、人口
減少、経済成長の停滞、グローバル化）、求められる大学のガバナ
ンスやマネジメント、法人が果たすべき社会的責任などについて、
わかりやすい資料に解説を交えて行われました。大学における研
究と教育の在り方や、大学の目的と使命を明確にすることの必要性、
大学間の連携や地域貢献の重要性などについての予定時間を超え
る熱意のこもったご講演に、参加者は熱心に聴き入っていました。

　講演会終了後、梶山理事長・学長を表敬訪問されました。今後の
大学の在り方について活発な意見交換が行われました。

インターネットテレビの映像

研修を終えて皆さんと記念撮影

前列左から德永教授、梶山理事長・学長
後列左から今井副学長、渡辺副理事長



女性研究者支援事業の開始について
国際文理学部 環境科学科　教授
女性研究者支援室　室長

森田　健

　現在、女性の活躍を推進する種々の政策が進められており、女性研究者に
おいても、その研究活動の活性化が求められています。しかし女性研究者が、
出産、子育てや介護と研究を両立させる環境整備はまだまだ十分なもので
はありません。本学はこれに対応するため、文部科学省平成25年度科学技
術人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業（一般型）」に事業申
請を行い、平成25年8月30日付けで採択を受けました。この事業推進の中
心として学長・理事長を代表とする執行部の直属機関「女性研究者支援室」
（室長、副室長と事務職員2名の4名体制）を設立し、下記に示すように、女
性研究者研究活動支援者制度などを代表とする文部科学省補助事業ととも
に、「なでしこ基金」による本学自主事業として女性研究者の国際的感性と
ネットワーク形成を目的とした短期海外派遣制度などへの取り組みをはじめ
ました。2013年度には、女性研究者のニーズの把握と男女共同参画についてのアンケート調査を実施いたします。男女共同参画社会に向
けた今後の事業活動への皆様方のご支援をお願い致します。

①女性研究者研究活動支援者制度運営
②近隣保育所と夜間保育・休日保育など
一時保育の連携制度および利用補助
金制度運営
③女性研究者の外部資金獲得セミナー
の企画・開催
④女性研究者の環境整備に向けた調
査・分析を行い、それに応える方針・企
画の立案
⑤男女共同参画社会に対する意識調査・
分析とそれに対する方針立案
⑥近隣先駆大学との連携体制確立

①女性研究者研究活動に支援者として
学生が参加することを通し、女性研究
者を身近なロールモデルとして触れる
制度の運営
②学部生・大学院生に対する進学相談、
カウンセリング体制の運営

③学部生や大学院生を対象とした、女性
研究者ロールモデルに関するセミナー
の企画・開催
④女性リーダー育成に関する授業支援

①国際的感性とネットワーク形成を目的
とした短期（3ヶ月）海外派遣制度の
運営
②マネジメント力養成を目的とした「女性
の大活躍推進福岡県会議」との連携

＊その他、学内関連部署との連携

(1) 文部科学省補助事業
（文部科学省よりの補助は平成
25～27年度3年間であるが、補
助終了後は本学自主事業として
継続）

教育・研究・大学運営を牽引する
女性研究者の育成

事業方針

女性研究者の裾野拡大
（次代の女性研究者の育成）

(2) 本学自主事業
（同窓会「なでしこ基金」との共
同事業）
（上記補助事業と連動した3年間
時限事業）
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分県に生まれ、九州大学に進学、途中2年間の助手を挟んで
1999年に博士号取得。今回の福岡女子大学赴任は、15年ぶりの

福岡です。過去15年間は、インドネシア国立科学院生物学研究所（ジャ
カルタ）→長崎県庁→環境本省（東京）→国連環境計画アジア地域資
源センター（バンコク）→再び環境本省（東京、ただし半分福島）と渡り
歩いてきました。これまでに大学や研究機関における研究のみならず、地
方自治体、中央省庁、国連機関という幅広いレベルで環境政策に携わっ
てきました。福岡女子大においては、これまでの経験を活かして、「次代
の女性リーダーを育成」という大学の建学の精神の実現に貢献すべく尽
力する所存です。よろしくお願いいたします。

Human Resources  Report
01 新任

人事報告

岡山 俊直
国際文理学部
環境科学科 准教授

15年ぶりに福岡へ

　このたび、第50回日本地域学会年次大会にて、学会賞奨励賞を受
賞いたしました。受賞タイトルは、「Well-being optimization and spatial 
reorganization for sustainable economic growth in developed 
countries」であり、現在研究を進めている日本学術振興会科学研究費
助成事業の「都市の魅力度と社会的厚生関数についての分析」に関
連しています。具体的には、少子高齢化に伴う先進国に付随する地域
経済・社会の問題を、経済空間の再編によって緩和しようと試みるもので、
幸福度や持続可能な社会づくりといった、現在演習で扱っているトピック
にも密接に関係しています。今後とも、研究成果を教育に還元させていく
とともに、継続的な国際学術雑誌への寄稿、著書の執筆、及び国内外
の研究者との学術交流活動に努めてまいります。

大

年度10月からAEP講師として新任しましたローレンス桜井静です。
出身は宮城県仙台市で、大学4年から米国のペンシルベニア州の

大学で学び、大学院時代はミシガン州で過ごしました。海外の大学では、
日本語教育にも携わっていました。また、ニュージーランドにも約６年間
滞在し、2児の育児にもおわれていました。今、子ども達はすっかり博多弁
スピーカーで、英語力保持の難しさを日々感じています。専門分野は社会
言語学です。多言語・多文化環境に育つ子ども達の言語獲得に関する研
究を行っています。また、第二言語・外国語としての英語学習におけるリ
スニング力向上のための効果的学習法も研究中です。どうぞ宜しくお願
いいたします。

02 新任

ローレンス桜井 静
国際文理学部
AEP担当 講師

今

成25年5月から助手として着任しました濱野桃子と申します。出生
地は東京都ですが育ちは九州で、美味しい食材と自然の多い九

州が大好きです。
　本学を卒業後、九州大学を経て母校に戻ってくることとなりました。後
輩である学生たちと、担当授業を通して実験の楽しさや難しさを一緒に
実感できればと思っております。また、食品機能学や病態栄養学の発展
に貢献できるような研究活動も積極的に進めていきたいと考えております。
　まだまだ未熟ではありますが、教育研究共に精一杯頑張りますのでど
うぞよろしくお願い致します。

03 新任

濱野 桃子
国際文理学部
食・健康学科 助手

平

これからの女性の活躍に期待します
！

よろしくお願い致しま
す

国際文理学部
国際教養学科　准教授
中村 大輔

受賞
報告 学 会 賞 奨 励 賞 受 賞 に つ い て



新聞で報道された福岡女子大学
平成25年10月～平成25年11月

平成25年10月 　 女性リーダー育成塾が開講（西日本10/5）
福岡女子大学特別講演会「ちゃんと、ごは
ん～空飛ぶ料理研究家村上祥子のたまね
ぎ氷健康法～」（西日本10/24、31、読売
11/17）

平成25年11月 　 インターンシップ推進協議会　やりがいの
ある介護の現場を　一人でも多くに伝え
たい（西日本11/17）
「直売所グルメ」大学生競う（朝日11/20）
「女子大」カフェ1日限りの開店（西日本
11/22）
「食べ力」育んで　村上祥子さんが講演
（西日本11/29）

大 学 進 学 フ アェ 実施報告

　平成25年9月4日（水）、本学が中心となって企画・運営を行っ
た「外国人学生のための大学進学フェアin福岡」が九州大学　
創立五十周年記念講堂で開催されました。
　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、県内の日本語学校等で学ぶ
外国人留学生に対して県内大学の進学情報の提供を目的として
昨年度から行ったものです。
　当日は残暑の中、福岡市内をはじめ、北九州市や久留米市か
ら、149名の留学生、日本語学校等の先生方にお越しいただき
ました。大講堂では日本学生支援機構 太田隆文氏による日本の
大学・大学編への進学情報について講演が行われ、会場では各
大学が個別のブースにおいてパンフレットや選抜要項を用いて
情報提供を行いました。参加した留学生はそれぞれ興味のある
大学の教職員に熱心に質問をしたり、話を聞いたりしていました。

第61回かすみ祭を終えて
国際文理学部　環境科学科　2年
かすみ祭副実行委員長

　11月2日、3日に第61回かすみ祭が開催されました。当日は天候が悪い
中、たくさんの方々に来ていただきました。今回のテーマは「Fly High!」
で、昨年踏み出した一歩をふまえ、さらなる飛躍を遂げたいという思いが
込められています。今年もたくさんの学生の皆さんのご協力のもと模擬
店やステージは充実し、無事にかすみ祭を終えることができました。
　昨年私は実行委員の宣伝部という部署で活動してきましたが、今年は
本部で副実行委員長として1年間活動しました。今回の経験を活かし、来
年は今年以上に盛り上がり皆さんにより楽しんでいただけるようなかす
み祭をみんなで作り上げていきたいと思います。
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