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My experience from the Japanese Survival Camp 
at Harakita Junior high School

WJC留学生　ペラデニア大学（スリランカ）　R.M.M. Mayoshi

　On November 20th, I and all WJC students went to the Harakita Junior high School for Japanese survival camp during weekend. I spent 
time with lovely students and teachers there. Also, I got a chance to stay with local Japanese host family for one night and that made me 
really happy. 
　Participation in the Japanese survival camp was not only provide me with culture exchanging, but I also got a wonderful moment with 
students and local people in that area. When I arrived at the school, students always smiled for me and asked me many things about my 
country. They were truly cute and lovely. I still remember their beautiful smiling until now. All the students made me special as they like 
to come to talk and play with me during the activities. The activities in the camp were interesting and challenging for me to learn more about 
Japanese. Before going to school I was really nervous to do my presentation. The reason was that I was not good at Japanese at that time. 
But I was ready for it very hardly. After my presentation they asked so many friendly questions. I really liked them. They were friendly 
with me very quickly. Also the teacher was a very kind person. The students and teacher looked like friends. It imaged my school period.
The most impressive moment was learning how to write a Japanese calligraphy with paintbrush. It was my first time to write kanji 
characters on the special paper. Also, I could take it back when I finished. I really like it because it showed how beautiful Japanese 
alphabets are. I wish I could speak more Japanese and got to know them more. The little brother who taught me calligraphy was very kind. 
We chatted in Japanese. Actually I am not good at Japanese but I love to use Japanese than English. Unfortunately I forgot to ask his 
contact details. If I meet him I want to thank him again. That day I practiced how to write calligraphy. It was a good experience for me. I 
learnt so many new Japanese words.
　I was lucky to stay one night with Harakita host family. We shared a lot of memories at the night. They were really kind. As my mind 
Japanese people are really kind and very friendly. They know hospitalities very well. 
The mother and her cute daughter prepared our dinner and they taught me how to cook 
Japanese foods. I felt them like my real family. There was a grandmother who was 
Buddhist and taught me how to worship in Japan. I was really happy to meet her. I think 
also she was happy. She introduced me her friends. She was very elder. I wish her healthy 
from my heart. The next day we went to Dazaifu shrine and museum. I ate ‘Mochi’ and 
we got our lunch at a restaurant. I can still remember the day 
because I ate ‘Tempura Udon’ in my first time.
Thank you for giving such a wonderful experience and 
activities. I really enjoy it a lot and I wish I could be there at 
your school and meet my Harakita host family again in the 
near future. 

2015年度秋学期WJCプログラム閉講式
国際化推進センター

　2月12日（金）、短期留学生受入プログラム、WJC（The World of Japanese Contemporary Culture Program）2015年度
秋学期の閉講式を本学セミナー室にて挙行しました。
　閉講式では、向井副学長による修了証授与や、WJC修了生によるスピーチが行われました。「一期一会」という言葉も使われ、
本学で築き上げたグローバルな友情をこれからも大切にしていきたいという強い意志が感じられました。
　WJCプログラムは2014年度秋学期から、基本的に1年間を通じて学ぶプログラム(秋学期～春学期)になりましたので、プロ
グラム参加者の多くは、次の春学期にも継続して、現代
日本文化を学びます。春学期には、インドネシアのガジャ
マダ大学から1名を新しく迎え、10大学17名となります。
　留学生たちは「国際学友寮なでしこ」で生活していま
す。また、WJC開講科目は主に英語で行われています。
本学の学生の皆様には、寮生活を通じて異文化理解を深
め、留学生と一緒に授業を受けることで「学内留学」を
経験していただくことを期待しております。

国 際 交 流
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　「インドネシアってどこにあるの？英語使うの？」「え、バリ島ってインドネシアなの？」「瞳、今度‘インド’に行くんでしょう、
いいなぁ。」出国前から帰国まで言われ続けてきた言葉です。馴染みが薄く、行くには勇気が少しいりそうな未知の国。実は、
私もよく分からないまま出国しました。１番の印象は、イスラム教。出国時にISの問題が深刻だったので、その印象が強く少
しだけ怖かったのです。しかし、行ってみると日本に関するものが
たくさん、日本のことが好きな人もたくさん。加えて、人々は時間
にルールに更には宗教にさえも（個人差はありますが）適当で、よ
く笑い、人と群れることが大好きで、なんと明るい国なのだろうと
思いました。その雰囲気と人の優しさは様々なことに挑戦する機会
と勇気を常に与えてくれていました。インドネシア語、農学部、バレー
部、多様なイベント、インドネシア旅行（地域色がかなりあるので
面白いです）等、参加したものは多岐にわたり数え切れないほどあ
ります。今回の留学経験は世界観・人生観を大きく変えてくれるか
えけがえないものとなりました。心からこの国を選んでよかったと
思います。

　When I came to Japan, I was sure it would be a great time and an awesome experience. Because I have been interested 
in Japan for a while and learned a little about the culture, I was already (positively) biased. This made me a little afraid: 
Will I be disappointed if Japan is not like I imagined it? 
　The answer is: Japan is not exactly like I imagined it – it is even better. So I’m not disappointed. And this is because I 
had the opportunity to really live in the Japanese society. It was not a long vacation but a real intensive exchange semester. 
I had three roommates that took me to Sushi and to see the new Star Wars movie. For four days in the week I learned 
Japanese and I had lessons about culture, history and society. 
　But what really showed me the Japanese life was my host family 
who lovingly took me in and the INS (International Student 
Supporters) who planned and organized event for the dormitory. Even 
though I almost couldn’t understand a word in Japanese, I was sitting 
with them in the meeting room, listening and learning. And I 
remember the last day I was living in the dormitory. I was quietly 
sitting in my room with my suitcases around me when four INS 
members visited me to say goodbye.
　Because I got the possibility through the WJC program and because 
I engaged myself in it, I built myself a life in Japan with family and 
friends. I’m truly thankful for everything.

Japan and me

WJC留学生　ミュンヘン大学（ドイツ）　SIGL, Veronika Isabelle

インドネシア、気候も人もあたたかい国

国際教養学科  3年　森山　瞳
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　私たち「なでしこ」は、11月21日（土）に開催されたアイランドシティの地域交流イベント「まちの学校 冬の登校日」において、
アイランドシティまちびらき10周年特別講座「スマートハウスを飾ろう！クリスマスオーナメント作り」を行いました。この
活動は、子供たちと一緒にクリスマスオーナメントをつくり、アイランドシティのスマートハウス（※）に飾りつけ、イルミネーショ
ンとともに多くの方に楽しんでいただく、というものです。オーナメン
トには、子供たちにたくさん絵をかいてもらいました。子供たちの自由
にのびのびと絵を描く姿、オリジナリティ溢れる作品を作っている様子
を見て、お子さんだけでなく、保護者様も喜ばれていたのが印象的です。
　私も、この活動を通して、子供たちの豊かな想像力や素敵な笑顔に触
れることができ、大変嬉しく思います。大学生にとって、普段の学校生
活であまり地域の方や子供たちと関わる機会がないので、このような機
会は大変貴重です。今回の機会をくださった地域の方々、また私たちの
活動を支えてくださった方々に、本当に感謝しています。
　これからも私たち「なでしこ」は、地域のイベントに積極的に参加し、
また本学の学生にも参加を呼びかけることで、福岡女子大学と地域の
方々との交流の輪を広げていきたいと思います。

地域との交流の輪を、私たちから

国際教養学科  ２年　永田　真琳

　Soba noodles are my favourite Japanese dish, so I was excited and curious about the 
Soba-making-event! As we arrived there, a group of three students got assigned to one 

Soba Master, who demonstrated the entire process step by step as we all watched in 

awe. Soba is made only from buckwheat flour and water, and nothing else, so it’s all in 

the skill of experienced hands to mix, knead, roll and cut these simple ingredients into 

good delicious noodles. How much water you add is the key element in the entire 

process. Too much water and the dough will never form, too little water and the dough 

will fall apart. The dough was shaped into a large round pyramide before flattening the 

top into a thick disc shape. Then, a rolling pin is used in smooth swift motions going in 

all directions to flatten the dough. Finally, the flatten dough will be folded in several 

layers and cutted with a big knife. Needless to say, our jaws dropped and we all fell 

silent when we watched the Soba Master cutting the soba with ease and grace. After the 

demonstration, it was our turn to try it all out. And I can say, it is not as easy as it looks 

like! But they saved the best part for last: the eating of course! We had made enough 

for everyone, so we finished all. I am very thankful for such an interesting and great 

experience! I love Soba!

I  l o ve  Soba !

WJC留学生　ミュンヘン大学（ドイツ）　Stefanie Kammereck

地 域 交 流

※スマートハウス：ICT（情報通信技術）を使って家庭内のエネルギー消費が最適に制御された住宅
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　私たち合唱同好会は、2015年度に新たに発足した、まだまだ駆け出しの同好会です。人数は少ないですが、みんなで歌声を
合わせて楽しく活動しています。
　今回私たちは、初めての地域交流活動として、12月19日（土）に老人福祉センター東香園で、翌20日（日）にサービス付き高齢者
向け住宅「香住ヶ丘杜の家」で、クリスマス・年末コンサートを開催させていただきました。披露する曲は、来てくださる皆様に
より楽しんでいただくため、歌謡曲や時代劇の主題歌などを選びました。当日、皆様に歌詞カードをお配りし、「良ければ一緒に歌
いましょう」とお願いしたところ、私たちと一緒に元気に歌を歌ってくださる方がたくさんおられ、とても楽しく、賑やかなコンサー
トにすることができました。また、コンサートが終わった後、部員に「上手だったよ」と声をかけていただき、大変嬉しかったです。
　今後はこのような地域交流をたくさんしていきたいと思います。ありがとうございました。

合唱同好会、初めての地域交流

国際教養学科  1年　中村　円香

　2015年12月18日、ノンフィクション作家の島村菜津さんを講師にお招きして、アク
ロス福岡で特別講演会を開催しました。特別講演会は、同窓会筑紫海会と大学が連携して、
平成24年度より毎年開催しており、今年度も卒業生を含む多くの方が参加されました。
　講師の島村さんは、著書『スローフードな人生！－イタリアの食卓から始まる』(新
潮社、2000年)によって、日本にイタリア発のスローフード運動を紹介された方です。
　本講演会では、世界各国の様々な食の問題や取り組みについて、写真を交えて紹介
していただきました。島村さんが最も大切にしていることは、「品質や環境のことを考
えながら、日々努力されている生産者の方々を守ること」だそうです。参加者からは、「改
めて食の大切さを知った。手軽になって、便利なものはたくさん出てきているが、日
本古来からある食材や食べ方を大切にしたい。」と、共感の声が多数寄せられました。

平成27年度福岡女子大学特別講演会
「スローフードな食卓を！」を開催しました。

地域連携センター

　12月11日に、香椎浜イオンモールで行われた「年末の交通安全キャンペーン」に参加しました。忘年会などでお酒を飲む
機会が増える年末年始にかけて、福岡で飲酒運転を起こさないようにというメッセージをこめて啓発物配りをし、飲酒運転は
犯罪であるという意識を今一度高めてもらうよう住民の方々に意識づけを行いました。学生や警察署の方のほかにたくさんの
地域の方や地元の保育園児が参加しており、とても賑やかに活動できました。そのあと18時からは香椎交番の方と「飲酒運
転はさせない見逃さない運動」を行いました。香椎駅周辺の飲食店にお邪魔して、食事のあと運転をされるお客様に酒類を提
供しないよう呼びかけを行いました。こちらは今年初めての取り組みでしたが、飲食店の方々も快く協力してくださいました。
私たち大学生が注意喚起をすることで、少しでも地域の方々の心に響くよう頑張りました。香椎交番の方も学生の参加をとて
も喜んでくださり、有意義なキャンペーンとなりました。

「年末の交通安全キャンペーン」
 に参加して

国際教養学科  2年　奥田　萌衣
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　振り返ってみると、あっという間の学生生活でした。寮生活を始めとする大学生
活やアルバイト、本当に多くの「御縁」がありました。中でも私にとって大きな「御縁」
となったのは、ベルギーでの一年間の留学生活です。留学生活は大変な事もありま
したが、女子大の勉強とはまた違った面白さがあり、留学先での人々との交流も含め、
充実した留学生活を送る事が出来ました。
　帰国した後は就職活動と卒業論文執筆が学生生活の中心となりましたが、友人達を始め、先生方や多くの方々に支え
られ、どちらも納得のいくものとなりました。お世話になった皆様、本当にありがとうございました。在学生の方も学
生生活を存分に楽しんでください。

国際教養学科  日本言語文化履修コース  4年　塚本　千尋

「御縁」を大切に

られ、どちらも納得のいくものとなりました。お世話になった皆様、本当にありがとうございました。在学生の方も学
生生活を存分に楽しんでください。

　大学での四年間は、私にとって、ゆっくりと自分自身を形作る時間でした。寮生活
において友人と語り合った時間、講義を受講した後図書館において物を考える時間、
そして自分自身と向き合う時間、それぞれが、大切な時間でした。
　卒業をした後、大学において過ごした時間は、温かな記憶として、私の中に残り続けると思います。カレンダーでは、
時間は直線的に進んでいきます。しかし、その時その時置かれた状況によって、時間の感じ方は、異なるかもしれません。
苦しいことがあった時は、大学四年間を思い出し、自分らしく歩んでいきたいと思います。 最後に、これまで支えて下さっ
た両親、先生方、職員の皆様、そして友人に感謝を申し上げます。

国際教養学科  欧米言語文化履修コース  4年　福永　春暉

大切な時間 ―大学四年間を振り返って―

苦しいことがあった時は、大学四年間を思い出し、自分らしく歩んでいきたいと思います。 最後に、これまで支えて下さっ
た両親、先生方、職員の皆様、そして友人に感謝を申し上げます。

　大学の「合格通知書」が届いた時の喜びの気持ちは今でもはっきり覚えています。
留学生なので、入学時は寮生活より授業の方に不安を抱えていましたが、先生方、
友人、寮メンバーの助けで、授業に関する全ての問題を解決することができました。
特に、卒業論文のテーマの選択、そして、作成には昭和十九年に出版された本を参考にする必要があったので、古い日
本語で非常に困っている時には周りにいる方々のおかげで、論文を無事に終え、いい成績をもらうことができました。
卒業後は、母国で就職することにしましたが、この四年間の思い出はどこにいっても、いつになっても、忘れません。
最後に、今まで私を支えてくださった全ての方に心より感謝申し上げます。

国際教養学科  東アジア地域研究履修コース  4年　胡　文麗

忘れられない四年間

卒業後は、母国で就職することにしましたが、この四年間の思い出はどこにいっても、いつになっても、忘れません。
最後に、今まで私を支えてくださった全ての方に心より感謝申し上げます。

　振り返ると「好きこそものの上手なれ」を地で行く4年間だったようにおもいます。
授業にアルバイト、サークル、ゼミの掛け持ち、フランス語、旅行等…学業も遊び
もすべて「好きなこと」を追求してきました。楽な方に逃げず、好きなことを続け
ることは簡単なことではありません。しかし、自分が好きでやっていることというのは、多少の困難があったとしても
なんとかやり遂げられるものだと知りました。春から晴れて社会人となりますが、これからもこの姿勢を大事にしてい
きたいです。最後に、わたしがここまで充実した大学生活を送ることができたのは、やはり家族や先生方、友人、その
他支えてくださった方々のおかげです。心から感謝いたします。

国際教養学科  国際関係履修コース  4年　田畑　伽奈

充実した4年間

きたいです。最後に、わたしがここまで充実した大学生活を送ることができたのは、やはり家族や先生方、友人、その
他支えてくださった方々のおかげです。心から感謝いたします。

　大学生活では、私の人生を変える出逢いがありました。入学した頃の私は、自分
は短所しかない人間だと思っていました。自分を否定されるのが怖く、自分の意見
を言わず周りに合わせていました。しかし、ESSでのサークル活動を通して、私に
はどのような長所があるのか知ることができ、さらに短所を受け入れてくれる仲間たちに出逢いました。ESSのおかげ
で自分に自信を持つことができ、留学、就職活動、卒業論文執筆などの学生生活を楽しむことができました。誰よりも
大学生活を楽しんだと、自信を持って言うことが出来るのは、サークルのメンバーやルームメイトなど、多くの友人た
ちに出逢い、家族や先生方に支えていただいたからです。福岡女子大学で過ごした時間、出逢った友人、たくさんの思
い出は私の宝物です。福岡女子大学で学んだことを誇りに思います。大学の皆様、本当にありがとうございました。

国際教養学科  国際経済・マネジメント履修コース  4年　永山　千愛

大学生活での出逢い

国 際 教 養 学 科
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環 境 科 学 科

食 ・ 健 康 学 科

環 境 科 学 科

　期待と不安を胸に入学してから丸四年が経とうとしています。授業、
寮生活、バイト、留学、卒業論文作成と様々な経験をし、あっという間
に大学生活は過ぎていきました。
　大学生活の中で一番面白いと感じたことは「人と出会うこと」です。大学では共に将来を考える仲間、バイト先では一
緒に働く社会人、留学先では人種、国籍、宗教の異なる外国人と出会いました。これらの出会いは座学では学べない大切
なことを教えてくれました。これからも人との出会いを楽しみ大切にしていきます。
　最後になりましたが、支えてくれた家族や友達や先輩・後輩、熱心に指導してくださった先生方に心から感謝しています。
今までありがとうございました。

環境科学科  環境物質履修コース  4年　井上　真里奈

沢山の出会いに感謝

最後になりましたが、支えてくれた家族や友達や先輩・後輩、熱心に指導してくださった先生方に心から感謝しています。
今までありがとうございました。

　大学生活の4年間を振り返ると、本当に様々な出会いがありました。一年生の時の寮
生活では、留学生の子を通して初めて異文化と触れ合い、また、学科の違いに関係なく、
たくさんの友達と出会うことができました。就職活動や卒業研究では、自分の思った通
りにならないことばかりで、悩むことがたくさんありましたが、そんな時も話を聞いて
くれる友達、そしてアドバイスをくれる先生がいてくれたからこそ、乗り越えることができたのだと思います。これまでの
出会いに感謝し、そしてその出会いの中でできた繋がりを忘れることなく、これから先の出会いも大切にしていこうと思
います。両親、先生方、友達のみんな、本当にありがとうございました。

環境科学科  環境生命履修コース  4年　林　知子

出 会いに感 謝

出会いに感謝し、そしてその出会いの中でできた繋がりを忘れることなく、これから先の出会いも大切にしていこうと思
います。両親、先生方、友達のみんな、本当にありがとうございました。

　日本に来てからまもなく六年間になります。‘光陰矢のごとし’、大学生活の四年間、
あっという間に過ぎたように感じています。学習生活でも寮生活でも、留学生とし
ての私にとって新しい環境になじむのが大変でしたが、先生方と仲間たちのおかげ
で、より早く様々な面で順応できるようになりました。この四年間、様々な体験ができて、充実した生活が送られたと思
います。大学院受験勉強の間も辛くて大変でしたが、大中先生にご指導いただいたおかげで、これからも学生生活が続け
られるようになりました。女性も世界の舞台で輝けると思います。大学四年間、支えてくださった先生方、仲間たち、家
族に心より感謝いたします。ありがとうございました。

環境科学科　環境生活履修コース　4年　李　萌

四年間の大学生活

られるようになりました。女性も世界の舞台で輝けると思います。大学四年間、支えてくださった先生方、仲間たち、家
族に心より感謝いたします。ありがとうございました。

　小さいころから自然環境問題に興味を持っていた私は、環境科学科のあるこの大
学に期待を持って入学しました。しかし、「将来自分が何をやっていくのか、この大
学で勉強していたら見えてくるかも」と思うだけで、ぱーっと遊ぶ勇気もなく、だからといって何かに打ち込む覚悟もなく、
中途半端に流されるままに日々を過ごしていました。そんな私に鞭を打ってくれたのが、大学の友人と先生方です。ただ
馴れあうのではなく叱咤激励してくれる友人や、逃げずに向き合う機会を与え続けてくれた先生方。大学生活、振り返れ
ば悔やむことも多いですが、このような友人や先生方に出会えたことは私にとって本当に大きな財産です。

環境科学科  国際環境政策履修コース  4年　諏訪　知優

大学生活で得た大きなもの

食 ・ 健 康 学 科

　4年前の春、大きな期待と不安を抱えながら、私は女子大に入学しました。
親元を離れての寮での共同生活、大学での講義や卒業研究、アルバイトなど、
初めての経験に溢れた大学生活は、今振り返ってみると毎日が本当に充実して
いました。悩みや不安ももちろん多かったのですが、それらを乗り越えることができたのは、周りの方々の支えがあった
からです。一緒に頑張ってきた学科・研究室の仲間や熱心にご指導いただいた先生方、1年間を共に過ごした寮でのルー
ムメイトをはじめ、素敵な出会いに恵まれていました。女子大での多くの出会いが、自分をここまで成長させてくれたの
だと思います。4年間支えてくださった皆様に、心より感謝申し上げます。

食・健康学科　4年　黒木　祐里

出 会いに感 謝
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　2010年4月、私は不安を持って日本に来ました。親元を離れて、家族の大切さを痛感しました。日本に来
てから6年目になりましたが、長い間、アルバイトをしながら勉強をしてきました。この6年間、とても充実
した生活を送ることができました。私にとって大変貴重な時間だったと思います。
　私は日本近代文学に興味を持っており、福岡女子大学大学院文学研究科に進学し
ました。修士課程の2年間で、卒業研究、アルバイトなど様々な経験をし、いろい
ろな人と出会い、いろいろな価値観に触れたことは私にとって貴重な経験となりま
した。大学院生活2年間がもうすぐ終ってしまうと考えると、とても早かったです。
もっと学んでみたいという気持ちもあります。大学生の時間というのはそれほど貴
重で、魅力たっぷりでした。
　最後になりますが、ご指導賜りました矢野先生、坂口先生に心より感謝申し上げ
ます。本当に、ありがとうございました。

文学研究科  国文学専攻  修士2年　斉　香菊

大学院生活を振り返って

　私は、福岡女子大学の英文学科を卒業後、一度は社会人をしておりました。しかし、学部段階で一度は諦め
ていた教員になりたいという気持ちをどうしても捨てきれず、大学院で学び直しをさせていただくことにしま
した。大学院と教職課程の二足のわらじは易しいことでは決してありませんでしたが、先生方の暖かなご支援
のお陰で、どうにか修了することができました。
　研究は、Dickensの における「共感」の欠如を考察しました。「白黒着けられない世の中や人
間のグレーなところが表れている」という文学の面白みはどこま
でも深く、追求することはとても楽しいことでした。
　春からは、夢叶い、高等学校の教員となります。母校で育んで
いただいた知識と心を、しっかりと社会に還元していきたいと思
います。
　学部時よりご指導くださった宮川先生をはじめ、英文科の先生
方、教職課程ご担当の先生方、並びに大学職員の皆様に心からお
礼を申し上げます。本当に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　南川　友来

学びと志が繋がる

　私は福岡女子大学で学部４年修士２年の計６年間、とても充実した学生生活をおくることができました。
私は本学の「臨床栄養師」研修カリキュラムを受講したいと思い、大学院へ進学しました。研修では、病院や
老人保健施設で管理栄養士が実際に行っている業務に携わり、医療や食に関する基本的な知識を学びました。
また、業務を通じて多くの患者様やご利用者様、他職種の先
生方と関わり、コミュニケーション能力の大切さを改めて実
感しました。修士研究と並行しての長期研修は大変ではあり
ましたが、非常に貴重な経験となりました。この経験を生か
して、来春から病院管理栄養士として頑張っていきたいと思
います。
　充実した大学院生活を送ることができたのも、熱心にご指
導くださった先生方をはじめ、支えてくださった先輩方や友
人・後輩、温かく見守ってくれた家族のおかげです。心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

人間環境学研究科  栄養健康科学専攻  修士2年　安樂　菜月

学生生活を振り返って

文 学 研 究 科

人 間 環 境 学 研 究 科

Looking Back, Looking Forward 国際教養学科　教授　Charles Scott Pugh

Hard Times
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　平成23年４月、国際文理学部の発足と同時に健康スポーツ実習
担当の教員として赴任し、５年間があっという間に過ぎてしまい
ました。振り返ると、とても楽しい教員生活でした。毎週の授業
はとてもやりやすく、また新たに開設した夏の野外活動実習や冬
のスキー実習も思い出深いものとなりました。ただ１つ気になる
ことは、受講生の体力測定の結果が毎年思わしくないということ
です。学生の時分からそれぞれの生活状況に合わせて、継続的に
運動やスポーツに取り組んでほしいと願っています。最後になり
ましたが、教職員の皆さんの健康とご活躍そして福岡女子大学の
益々の発展をお祈りいたします。

退 職 に あ た っ て

退職のご挨拶 食・健康学科  特任教授　金崎　良三

　この1年、女性研究者支援の取組を通じて、福岡女子
大学ならではの経験を多く積めたこと、折々に大きな励
ましをいただきましたことに、心からお礼を申し上げま
す。教職員の皆様には、事業実施に際して、いつも快く
ご協力、ご支援をいただきました。ロールモデル取材や
女性研究者支援者制度などでの学生のみなさんとの協働
は、楽しいだけでなく、私自身も学びと刺激を得る貴重
な機会となりました。また、女子大が誇る諸先輩方や卒
業生にお会いすることもできました。本当にありがとう
ございました。次代の女性リーダーを育成する場にふさわしく、これからも、福岡女子大学を構成する全ての
人々にとって、より働きやすく、学びやすい大学づくりが推進されることを願っています。

より働きやすく学びやすい大学へ 女性研究者支援室  講師　佐々木　圭子

　福岡女子大学で過ごした日々はとても充実した毎日でした。まず、心に残っていることは、学生の皆さんの英
語学習への熱意と努力を惜しまない姿勢です。教師として、これほど「教え甲斐」を感じたことはありません。
私の方が学ばされることが多々ありました。学生の皆さんは、授業内・外での英語を介した様々な活動や課題に
熱心に取り組み、期待以上の内容で応えてくれました。また、授業中、「受け身」の学習ではなく、「積極的」な
参加への努力を続けました。これからもアクティブラーナーとして、自ら課題や目標を見つけていって下さい。
私の教育・研究を支援して下さった福岡女子大学の教職員の皆さま、特にAEPプログラムの諸先生方、女性研究
者支援室の方々、研究支援者の学生さんに心より感謝いたします。今後、教育環境整備が滞りなく竣工を迎え、
福岡女子大学がさらに発展されますよう祈念いたします。また、卒業生の社会での活躍を楽しみにしております。

退職にあたって 学部共通教育機構　講師　ローレンス桜井　静

　Nearly 25 years ago, I first came to the campus of Fukuoka Women’s University to teach and research 
American literature and culture. However, what has really made this long commitment so special is the 

people I have come to know: the many dedicated, hard-working faculty and staff, of course, but most of 

all the students, whose lively curiosity and eager desire to learn have made it a great pleasure to come to 

class every day—even first period.

　Thank you all for the wonderful experiences and fresh knowledge and insight, and best wishes to all 
those who remain dedicated to keeping the university’s great tradition alive.

Looking Back, Looking Forward 国際教養学科　教授　Charles Scott Pugh

Hard Times

08 09Fukuoka Women’s University



福津市郷育カレッジ講座企画 ～自ら考える大切さ
　私は、和栗先生の体験学習プログラム活動の一環で、福津市市民講座「郷育カレッジ」参加者23名の
福津市民を大学に迎えて、学内ツアーや生協での食事、対話を行った。担当である福津市職員のお２人と
共に３か月間、講座の目的や内容、動線全て１から作り上げたが、「自分で考えること」がより問われる
経験だった。
　今年度かすみ祭委員も担ったが、そこではもともと
あるマニュアルに沿って活動した。マニュアルにない
手段・方法を考えるのは面倒だったし、求められな
かった。
　一方で、郷育カレッジでは移動で混乱が生じ、それ
が自分の考えの足りなさによるものだと痛感した。
　面倒だと思わずにあらゆる手段・方法を検討するこ
とで、自分で考え作り出せる。人との接点やチャンス
も自分で生み出せる。自分がそれで失敗したとして
も、自ら考えることをもっとしていきたい。

活 動 報 告

■環境科学科　1年
　前田　もも子

みんなのラボ＠若葉「すっきり朝活」活動報告
　体験学習科目のひとつであるサービスラーニングCでは、UR香椎若葉団地をフィールドとし「団地内
のコミュニティ機能活性化」を目的として活動を行いました。履修生６名のうち、３人は団地内に共住し
ています。私たちはその活動を「みんなのラボ＠若葉」と名付け、地域の行事に参加したり住民の方への
ヒアリングを行ったりしました。中でも後期（2015年10月
～）は毎週水曜日の朝９時から１時間、「すっきり朝活」と
題してラジオ体操と団地周辺の散歩をする場を企画しまし
た。これは、学生と住民の交流の場を作りたいという思いの
もと、他大学の取り組みを参考にして形にしたものです。回
数を重ねるごとに参加人数も増え、この活動を通した新たな
交友関係もみられるようになってきました。散歩をしながら
様々な年代の方とお話しする時間はとても充実したもので、
楽しみながら活動ができています。今後もこのつながりを大
切にし、活動を継続していきたいと思います。

■環境科学科　３年
　富永　遊

八百屋女子大 ～明らかになりつつある課題意識
　2011年から和栗先生の体験学習プログラムの活動の一環で、福津市の直売所「あんずの里市」の野菜
を学内で販売している。この「八百屋女子大」は今年度計12回開催し来店者数はのべ1127人、売り上げ
は1,000,920円。
　今年度の活動を総括する今、自分自身の課題意識の輪郭がよりはっきりとしてきた。「安い」を購入動
機として挙げる人が多く、そこに課題意識を持っているはずの自分も「安いよ」と売ってしまっている。
しかし実際、よくよく考え抜くと作り手や環境・社会問題を視野に入れた購買行動を促すことに自分の関
心があることに気づき始めた。
　消費者の「安さ」追及が、消費者自身に跳ね返る食品偽装問題や環境・
社会問題にもつながり得ること。「消費する」以前に、自分の生命や生活を
支える様々なひと、仕事、もの、仕組みの存在を「有難い」と認識すること。
自身の課題でもある。他者の意識を変えるのはなおさら簡単ではないだろ
う。しかし、働きかけていきたい。
　来年度の八百屋女子大に向けて、春休み中もあんずの里市さんとの話し合
いは続く。気づいたことを形や行動にしていくための準備に勤しんでいる。
今年度の八百屋女子大の様子をはじめ、和栗プログラムの活動紹介をしています
■和栗プログラム活動紹介Facebookページ

■食・健康学科  1年
　後藤　真実

検索福岡女子大学　正課体験学習
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T o p i c s
日本語教育能力検定試験に２名合格！ 
― 日本語教師への第一歩 ―

　平成27年度日本語教育能力検定試験（日本国際教育支援協会主催・日本語教育学会認定）に、
蔵元美里さん（国際教養学科３年）、島袋伊都さん（国際教養学科３年）の２名が合格しまし
た。この試験は、日本語を母語としない人に日本語を教える「日本語教師」としての基礎的
な知識・能力について審査する試験で、合格率は約20％です。
　外国人に日本語を教える仕事は、日本語が話せれば誰でもできる、というわけではありま
せん。この試験も、日本語の語彙や文法、音声などの日本語そのものに関する知識はもちろ
んのこと、国際関係、異文化間コミュニケーション、テスト理論など幅広い分野から出題さ
れます。本学で開講している日本語教育関連の授業だけではカバーできない部分も多く、自
主的な勉強会や独習の末、合格を勝ち取りました。
　日本語教師として世界を舞台に活躍したいと思っている皆さん、ぜひ挑戦してみて下さい。

■国際教養学科  准教授　　橋本　直幸

　日本語教師として世界を舞台に活躍したいと思っている皆さん、ぜひ挑戦してみて下さい。

熱い学びのパワー
　私は、1月10日福岡工業大学にて行われましたパブリック・ディベートコンテストにて、審査員を
務めてまいりました。本コンテストでは、九州各地の中学、高校から「強豪校」がエントリーし、「省
エネルギーのため国の取り組むべき政策」をテーマに熱い議論を繰り広げました。どのチームも大学
生顔負けの専門的知識や様々な統計資料を交えて相手を説得し、鋭い切り口で相手を指摘する場面が
多々見られました。具体的には炭素税導入に際してCOP21を踏まえた具体的な税の計算方法を提案
したり、地熱発電やグリーンカーテンについてコスト面だけでなく意識改革にまで結び付けたりと、
面白い視点から大変深く掘り下げた議論が行われ、非常に感動をいたしました。一つひとつの討論は
1時間と短い時間でしたがそれを感じさせない濃いもので、とても刺激を受けました。中高生から貰っ
た学びに対する熱いパワーを、これから始まる就職活動や卒論執筆に活かしていきたいです。

■環境科学科  3年
　家治　実可子

た学びに対する熱いパワーを、これから始まる就職活動や卒論執筆に活かしていきたいです。

福岡女子大学陸上競技サークル　島原駅伝  

　今年度サークル承認された福岡女子大学陸上競技サークルです。私たちは週4回、九州大学陸上部の方々と一緒に練習し
ています。人数はマネージャーと選手を含め10人程の小さいサークルですが、自分たちの競技活動に加え、国際マラソン
や小中学校の地区大会など各種大会記録会の審判補助員をしています。　
　平成27年12月5日に長崎県島原市で島原駅伝に参加してきました。島原駅伝とは九州の大学駅伝です。昨年、一昨年と
女子大は人数が足りず、他の大学と合同チームで走ってきましたが、今回、部員を総動員して福岡女子大学のチームとして
初出場することができました。1針1針思いを込めて縫った手作りの襷を胸に5人で襷を繋ぎました。実験、卒論等メンバー
全員が多忙な中、大会前に一緒に練習することはできませんでしたが、それでも皆の思いを1つにして1秒1秒を大切にした
ことで襷をゴールに届けることができました。結果は5位。初出場にしては大きな成果だったと思います。この結果をだせ
たのも応援してくださった
方々、何よりいつも練習を支
えていてくれるマネージャー、
一緒に練習する仲間がいたか
らだと思います。ありがとう
ございました。この大会の結
果を胸に来年度も頑張ってい
きたいと思います。応援よろ
しくおねがいします。

■食・健康学科  3年　庄田　ひかり

Topics

1

Topics

3

Topics

2
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T o p i c sT o p i c s

「イノベーション創出力を持った女性リーダー育成プログラム」
 の成果発表会を行いました

　学び直し大学院プログラム「イノベーション創出力を持った女性リーダー育成プログラム」の成果発表会を2月6日（土）に行
いました。
　モジュール１では、リサーチ、インタビューを通じて新たな機会を発見し、そこから導き出されるアイデアを形にしていくデ
ザイン思考のプロセスを学び、モジュール２では、ファシリテーションを通じて、チームでの協働の効果を学びました。そして、
モジュール３では、個々人が抱える問題意識をテーマに、問題解決のためのプランを作るプロジェクトを実践。それぞれが、自
分のテーマとじっくりと向き合い、リサーチを重ね、アイデアの検討を重ねた成果の発表を行いました。全13チームによる発表
は多様なテーマが取り上げられ、ポスターを用いたフィードバックセッションでは、実現に向けてのアドバイスが熱く繰り広げ
られていました。
　「問題を見つけ、それを解決していく
力」を養うことを目的にした学び直しプ
ログラムは無事に第１期を修了すること
ができました。
 　このプログラムの運営にご協力、ご
尽力いただきました先生方、関係者の皆
様に厚く御礼を申し上げます。

■女性キャリア支援センター　女性学び直し支援室　　岸　智子
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本学の新キャンパスが、グッドデザイン賞を受賞

　本学は、将来的な展望を視野に入れ、大学の特色と建物のデ
ザインの調和を図るため、2011年より新キャンパスの整備を進
めてきました。2013年に完成した整備第一期の図書館、研究棟、
スポーツキューブ（体育館）・地域連携センターの建物が、
2015年の「グッドデザイン賞」を受賞しました。「グッドデザ
イン賞」は、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する「総
合的なデザインの推奨制度」で、施設の機能とデザインがうま
く合っている点が評価されました。新キャンパスは、木漏れ日
の落ちる森の中をイメージしてつくられた図書館を中心に、自然に人々が集まり活動的なコミュニケーションができるよう設計
されています。女子大らしいやわからさが表現されているデザインは、夜の雰囲気も素敵です。本学の図書館は、一般の方にも
開放されています。ぜひ一度、新キャンパスをご覧に本学へお越しください。
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様に厚く御礼を申し上げます。

本学の新キ ンパ が グ ドデザイン賞を受賞
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ウッドデザイン賞2015を受賞して　
（木の家と健康を科学するプロジェクト）

　「食」の専門家が、なぜ「木」のプロジェクト？
という疑問がある方もいるかもしれません。私
は、「揮発性成分（におい・香り）の分析評価」
の専門家でもあります。今回の受賞プロジェク
トは、「本物の無垢の木を用いた住空間が、人
の心と体にとって本当に良いのか？」を科学的
に検証したもので、九大、近畿大、安成工務店、
トライウッドの共同プロジェクトです。私は、
室内空間での揮発性成分測定等を行い、人の生
理・心理応答への影響を検証する役割を担って
います。本取り組みは、「噂を科学する」ために医学、農学、脳科学、心理学、生理学分野等の専門家と
企業が団結した「文理融合型」の「学際的産学連携プロジェクト」です。我々は、今後より大きな成果を残し、
社会に大きく還元することを目指しています。最後に、プロジェクトで大活躍の分析システムの一部は、
本学の研究奨励交付金(C)により補助を受けたものです。ご支援に心より感謝申し上げます。

■食・健康学科 
　准教授
　石川　洋哉

Topics

5

図書館棟図書館棟図書館棟

東北大学史料館（旧東北帝国大学附属図書館）
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本学にて、第16回日本健康・栄養システム
学会を開催します

　2016年6月25日（土）～ 26日（日）に、本学にて第16回日本健康・
栄養システム学会を開催します。「栄養ケア・マネジメントの連携シス
テム―健康寿命の延伸をめざして―」をテーマに、厚生労働省老健局
長三浦公嗣先生と久山町研究第一人者清原裕先生による特別講演や、
シンポジウム、リレー講演、教育講演を行います。学生さんや栄養ケ
ア･マネジメントに関心をお持ちの皆様も気軽にご参加ください。

詳細は、学会ホームページをご覧ください。
（http://ncm16.umin.jp）

■食・健康学科  教授
　早渕　仁美
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生まれ変わるA棟
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（http://ncm16.umin.jp）早渕 仁美
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―向学心に燃えた２人の女専生―
福岡県女子専門学校から東北帝国大学へ
　昭和6年４月、設置から９年目をむかえた東北帝国大学法文学部は２名の女性
の入学を認めます。その２名は、なんと福岡県女子専門学校の卒業生だった―
昨秋、この事実の詳細と２名の足跡を調査するため、東北大学史料館へ行ってま
いりました。
　進学した２名のうちの１名は塩川幾久（昭和３年文科卒・女専３期生）。もう
１名は吉田シヅ子（昭和５年文科卒・女専５期生）。両名は、初めての福岡女専
からの帝大進学者である可能性が極めて高いとみられます。
　そもそも当時は、女性に対する大学の門戸が基本的には閉ざされていた時代で
す。高等女学校から女子高等師範学校・女子専門学校への進学者ですらも、戦前
を通じて１％にも満たなかったと言われています。そのような状況にあって塩川
と吉田は、女専から帝大への進学を果たし、さらに塩川にいたっては、帝大を卒
業して法学士号を見事に取得するわけですから、いかに塩川と吉田が女子高等教
育史のなかで注目されねばならない存在であるかがわかるでしょう。
　ちなみに塩川の東北帝大卒業を報じた昭和９年３月発行の『婦女新聞』
（1762号）は、「成績頗る優秀、特に佐藤博士の憲法は抜群と言はれてゐる」と
彼女を評し、女性学士の誕生を称えます。女専開校から、11年の歳月が流れよ
うとしていた時のことでした。

■百周年記念誌編纂部会員　
　国際教養学科  准教授　渡邉　俊

Topics
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　平成28年２月に、名残惜しくもA棟の取り壊し工事がスタートしました。講義
室や研究室、事務室のあったA棟は、多くの人にとって一番思い出深い場所かも
しれません。
　新しく生まれ変わるキャンパスを、ぜひ楽しみにしていてください。

図書館棟

東北大学史料館（旧東北帝国大学附属図書館）東北大学史料館（旧東北帝国大学附属図書館）東北大学史料館（旧東北帝国大学附属図書館）
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福岡女子大学　平成28年度公開講座のご案内

【備　　考】
・性別・年齢を問わず受講できます。
・会場は、福岡女子大学地域連携センターや研究棟のLL教室を予定しています。
・学内には駐車場が十分にございませんので、恐れ入りますが公共交通機関をご利用ください。
・悪天候等により、講座日時が変更になる場合があります。詳細はお電話等でお問い合わせいただくか、ホームページをご確認ください。
・講師や他の受講生に迷惑となるような行為、講座の進行を妨げるような行為を行った場合、受講をお断りすることがあります。このよ
うな場合でも、納入された受講料は返還いたしません。 

・講座中の傷病について、本学として責任を負いかねる場合がありますので、お体の不調や異常を感じた時は参加を見合わせるなど、自
己の責任において健康管理に十分ご注意してください。

・講座中の盗難、通学途中の傷病、その他の事故について、本学は一切責任を負いません。

【申込方法】
・E-mail、Faxのいずれかに、① 希望講座名② 氏名（フリガナ）③ 住所④ 電話番号⑤ 年齢⑥ Fax番号（Fax申込の方）をご記入の上、地
域連携センターまでお申込みください。お電話でも受け付けております。

・受講証は発行しておりません。また、定員のある講座のみ参加可否をお知らせしています。（定員のない講座は申込いただいた方全員が参
加できます）

・各回申込とするか、まとめて申し込みとするかは、申込み時にお知らせください。まとめて申込の受講料のお支払いは、シリーズの初
回のみ受け付けします。（最終回での割引額返還等はいたしません。）

【お申込み・お問い合わせ】
福岡女子大学 地域連携センター　〒813-8529　福岡県福岡市東区香住ヶ丘１－１－１
　TEL：092-661-2728（直通）　Fax：092-692-3220

「若手教員による教養講座　～知的好奇心への誘い～」
　国際教養学科の若手教員が、それぞれの専門分野をフランス、日本、フィリピンの事例を用いてわかりやすく解説します。
　受講料：各回500円（３回分まとめて申込の場合は1,000円）※高校生・本学学生無料

講座タイトルは変更になる場合があります。
職位は、平成28年2月現在のものです。
上記の他、講演会等が開催されます。詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせします。

・ご提供いただいた個人情報は、公開講座等の実施・運営、地域連携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。

「知の発信2016～福岡女子大学研究紹介～」
　福岡女子大学の研究への興味を持っていただくため、それぞれの専門領域を一般の方向けにもわかりやすくご紹介します。
　受講料：各回500円（４回分まとめて申込の場合は1,500円）　※高校生・本学学生無料

回 日　　程 テ ー マ 講　師
１   6/ 4（土）10:00 ～ 11:30 食の安全・安心を守るためには 小林 弘司（食・健康学科講師）
２  7/16（土）10:00 ～ 11:30 九州・福岡と植民地台湾をめぐるアジア主義～田中一二の足跡～ 宮崎 聖子（国際教養学科准教授）
３ 11/30（水）14:40～ 16:10 「遺伝子組換え植物」をつくる技術とその安全性 大坪 繭子（環境科学科助手）
４ 12/17（土）10:00～ 11:30 京都議定書からパリ協定へ～気候変動対策の今～ 岡山 俊直（環境科学科准教授）

回 日　　程 テ ー マ 講　師
１   7/23（土）13:30 ～ 15:00 南仏マルセイユの路面電車の歴史～社会史の視点から～ 國府 久郎（国際教養学科准教授）
２ 10/15（土）13:30 ～ 15:00 “ 歩くこと ”の思想～日本近代文学における「散歩」の表象～ 坂口 　周（国際教養学科講師）
３ 11/26（土）13:30 ～ 15:00 フィリピンの紛争と平和の行方～平和構築における市民社会と日本の役割～ 山根 健至（国際教養学科講師）

「Learning English through Environment, Videos and Medieval Paintings」
　福岡女子大学の学部生１～２年生が履修する英語力習得のためのAcademic English Program専任講師による英語講座です。
受講料：各回500円（３回分まとめて申込の場合は1,000円）　※高校生・本学学生無料
定　員：25名
対　象：TOEIC 400点以上もしくはそれと同等の英語力をお持ちの方

回 日　　程 テ ー マ 講　師

１ 7/23（土）10:00 ～ 11:30 Learning English: Students Developing their
own Learning Environment

Wayne Gordon  Macpherson
（Academic English Program instructor）

２ 7/30（土）10:00 ～ 11:30 Learning English through Video Robert Cochrane
（Academic English Program instructor）

３  8/ 6（土）10:00 ～ 11:30 Learning about English Proverbs through Medieval Paintings Bruno Christiaens
（Academic English Program instructor）
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福岡女子大学 国際化推進基金
ご寄附へのお礼とお願い

❶ 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

❷ 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

■５万円以上30万円未満　金 崎　良 三 様（2）

■福岡女子大学 国際化推進基金  ご寄附の状況

橋 本　明 子 様（4）

※（　）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「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、ご寄附を頂いた

皆様に厚くお礼申し上げます。

　本号では、平成27年9月1日から平成28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、よろしくお願い申し上げます。

（平成28年2月末日現在）

※総計は平成22年度から平成27年度まで

「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。

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

※（　）内の数字は、累計寄附回数（回目）です。

寄附件数 寄附金額年　度

88件

1,275件

1,238,000円

31,658,000円

平成27年度

総　　計

福岡女子大学 国際化推進基金に関するお問い合わせ先

国際文理学部　　特任教授　　金崎　良三

国際文理学部　　特任教授　　沖田　千代

国際文理学部　　教授　　　　佐藤　一紀

国際文理学部　　教授　　　　チャールズ・スコット・ピュー

国際文理学部　　教授　　　　山田　真知子

国際文理学部　　　　講師　　ローレンス桜井　静

女性研究者支援室　　講師　　佐々木　圭子

国際文理学部　　　　助手　　江頭　和佳子

国際文理学部　　　　助手　　森　晴子

退　職 （平成28年3月31日付）

人 事 消 息
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