
No.97

2016

Winter

国際交流
　秋入学 入学式 ……………………………２
　女性短期海外派遣研修 …………………２
　海外体験学習プログラム参加報告 ……… 3

地域交流
　特別講演会 ……………………………… 4
　高校生のためのイングリッシュ・キャンプ …… 4
　香椎高校・WJC留学生交流会 …………… 5
　公開講座「高校生への理系のススメ」…… 5

　飲酒運転撲滅運動 ……………………… 5

研究室紹介 ………………………………… 6

活動報告
　グローバル・フィールド学研修 ……………… 8
　環境政策野外実習 ……………………… 8

受賞報告 …………………………………… 9
　　

ＴＯＰＩＣＳ
　大学院博士後期課程開設 …………… 10
　ワークショップデザイン基礎講座………… 10
　かすみ祭 ………………………………… 11
　History of Fukuoka Women’s University 11
　人事消息 ……………………………… 11

平成28年10月15日撮影



国際交流の今

英国・マンチェスター大学で研修を行いました
（女性短期海外派遣研修）

　マンチェスター大学で英語・英国文化研修と大学運営の
調査を行いました。これは、本学の女性短期海外派遣研修
として行わせていただいたもので、これまで
にエディンバラ大学（英国）、釜山外国語大
学校（韓国）、アイダホ大学（米国）、国立台
湾師範大学（台湾）でも研修が行われ、私
で5人目の派遣となります。

　英語・英国文化研修はレベル別・少人数のクラスで、サウ
ジアラビアやカザフスタン、中国出身の学生と一緒に学習し
ました。教室の内外で英語や多様な文化にふれ、毎日が興
味深い学びの日々 でした（産業革命に関わる蒸気機関やテキスタイルの見学、フィッシュ＆チップス、ブラック
プディング、レバノン料理等…）。英国の図書館や博物館は大人にも子どもにも身近で（入館無料も多いで
す！）、貴重な書物や美術品、歴史の教科書に載っている物も数多く間近で見ることができました。大学運営
の調査は、担当業務に関連する入学者選抜や広報等について、大学の教職員の方へのヒアリングや資料
の収集を行いました。マンチェスター大学の教育環境、多様な学生を受け入れる体制には参考になることが
多くありました。この研修で得られたことを本学で活かしていければと思います。

入試・広報・キャリア
支援センター

筆者は中央

荒木　里美

国際教養学科　1年

DINH THI
TRAM ANH

　「貧しいから開発するんじゃない」という先輩
の言葉を春に聞き、途上国の暮らしを自分の肌
で感じたく、スリランカに行きました。
　現地ではホームステイ、現地の方 と々の茶摘
み、スリランカ伝統舞踊実習、日本大使館・
JICAへの訪問など多くの経験をさせてもらい
ました。
　様々な活動の内、ムスリムコミュニティの学校
で福岡紹介のプレゼンをしたことについて書きます。
　現地で2度、それぞれ別の生徒さんに向けて同じプレゼンをしたのですが、私は1回目では何の工夫もなし
に福岡のことを１から全て説明していました。その際、指導教官である和栗先生からの指摘や学校の生徒

さんの分からないという質問を受け、2回目は相手の立場を意識し話しました。
　例えば福岡の神社を紹介した際、日本ではモスクと同じように神に祈る場所がある
という共通点と、ムスリムの人々は1つの神を尊ぶけれど私たちは無数の神を尊ぶ神
道という宗教の違いを紹介することで、神社が何か伝えようとしました。
　他者の視点からどう見えるか考える力。私は、この力は次代の女性リーダーにとっ
て物事を多角的にみるために重要になると思います。共通点と違いを他者の視点で
考え話すことを授業や生活の中で実践していきます。

　私は海外体験学習科目として、アメリカのカリ
フォルニア州デイビスに2週間滞在しました。この
プログラムは隔年で「食」と「環境」にフォーカス
しており、今回は「食」について学ぶことができる
ということで参加しました。
　デイビスでは、午前中は英語の授業、午後は
病院等のフィールド視察を主に行いました。
フィールド視察では、実際に病院や給食施設の
調理現場を見たり、有機農場やファーマーズ
マーケットを訪れたりしました。日本の学校給食等との相違点を学ぶ
ことができ、デイビスの人々の環境への配慮や、日本の衛生管理の
厳格さを感じました。また、現地の管理栄養士の方の話を聞く機会
もあり、日本にいるだけでは学べないアメリカの管理栄養士の仕事
内容や実情を知ることができました。
　また、研修中はホームステイだったため、生きた英語に触れること
ができました。英語の授業、ホストファミリーとの交流と英語を使う時間も多く、さらに英語の勉強をしようと思
う良いきっかけともなりました。
　週末はヨセミテ国立公園に行き、美しい大自然に大変感動しました。2週間を通して多くの貴重な経験が
でき、充実した時間を過ごすことができました。

食・健康学科　3年

嶋田　早希子

国際教養学科　1年

友岡　怜

研修先：マンチェスター大学（英国）
期　間 ： 2016年8月12日～9月4日

研修先：スリランカ
期　間 ： 2016年9月4日～25日

研修先：カリフォルニア大学デイビス校（アメリカ）
期　間 ： 2016年9月9日～24日

本学初めての秋入学 入学式を行いました

海外体験学習プログラム参加報告

　9月23日（金）に、平成28年度秋入学の入学式を行いました。秋入学は、留
学生を対象として今年度初めて実施したもので、本学初の秋入学による新入
生として、DINH THI TRAM ANHさんが国際教養学科に入学しました。

　2016年9月に福岡女子大学の留学生として福岡へ
来ました。
　空港に到着して、都市の風景と人通りの多い街をこ
の目で見るまで、本当にもう大学生になったことを信じられませんでした。日本へ留学するという夢を実
現するために、長い間ずっと一生懸命勉強して頑張った末に、好きな大学に合格しました。それは何よ
りも嬉しいことです。
　日本に来て以来、福岡女子大学の皆さんがいつもサポートしてくれて、家のような感じがしました。本
当に感動しました。また、福岡女子大学の初めての秋入学生になって、誇りに思うとともに、先生方の期
待に応えて、もっと勉強して頑張らなければならないと決心しました。
　困難が人生にはつきものですから、私は楽観的な態度をとって困難な状況に適応して、乗り越えると
いつも自分に言っています。自分自身のために、私にいつも期待してくれている人のために、留学中にど
んな困難があっても、諦めないで最後まで頑張ります。
　今、私は欠点がたくさんありますが、自分自身を改善し続けるという目的に日々取り組んでいます。前
より成長したアインを待っていてください。

伝えるために大事なことは言語能力より相手の視点に立つこと
（スリランカ「Exploring “Development”」プログラム）

「グローバル社会における私たちの食・環境」に参加して

新しい生活、新しい私！！

（ヂンティ チャム アイン）
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地域交流の今
　平成24年度から、大学と同窓会「筑紫海会」の共催で開いて来た「特
別講演会」は、今回で8回目を迎えました。今年は、「韓国文学翻訳院」が
主催に加わるという新しい形で、「日本と韓国の女性作家はいま」をテーマ
に、9月22日、アクロス福岡で開催しました。
　講師は、歌人で小説家の東直子さん、韓国の女性作家で、現在最も注
目されているキム・インスクさんとチョン・ウニョンさんの3人。文学を通しての
生き方、社会への視点、表現のあり方などが語られました。共通していた

のは、作家自身の幼少期の
体験が、作品の原動力に
なったということです。それ
ぞれの家族のエピソードに、
会場が聞き入りました。
　今回も卒業生はもちろん、一般の方々にも広くご参加いただき、文学への、作家
への、そして韓国への関心の高さを窺わせました。また、学生さんも参加しての交
流会では、お互いの意見を率直に交わすことができました。
　尚、今回の企画は、本学卒業生で出版社「書肆侃侃房」主宰の田島安江さん
に大きなお力をかして頂いたことを付け加えさせて頂きます。

　10月8日から3日間にわたって、「高校生のためのイングリッシュ・キャンプ」が行われました。今年は38
名の高校生が参加し、福岡だけでなく県外から訪れている高校生も多かったのが印象的でした。本
学からは初日のレクリエーションをはじめ、最後のプレゼンテーションまで総勢34名の学生がサポー
ターとして活動し、高校生との英語活動を楽しみました。
　はじめは緊張から表情が硬いままだった高校生も、時間が経つにつれて積極的に英語で話す時
間が長くなり、私たちサポーターもその順応力の高さに驚きました。キャンプでの授業は全て本学AEP
講師によって行われ、チームごとのディスカッションやリサーチなど、大学レベルの授業をこなしていまし
た。また在学中の留学生と、お好み焼きや焼きそばづくりを協力して行い、双方にとって特別な思い出
となりました。最終日に行われたプレゼンテーションでは、10グループがそれぞれ別々の国に関する基
礎知識や文化について発表し、3日間の成果を存分に発揮していました。
　サポーターとして参加したキャンプでしたが、思いの
ほか高校生から学ぶことが多く、本当に充実した3日間
を過ごすことが出来ました。

今年度の特別講演会は、韓国と共催しました！ 筑紫海会　理事　馬場　明子
The morning we spent with the students of Kashii High School was filled with new 

experiences. After some initial guidelines, we were taken to the assembly where some student 
representatives and the principal addressed us and sang the school song. Then, we were escorted 
to our respective classrooms. Each classroom had up to two international students. I was alone in 
my class, which made me nervous at first. However, the energy of the students quickly put me 
at ease. I watched short, innovative presentations in English put up by the students on diverse 
aspects of Japanese culture. Though the students were new to English, their presentations were 
very coherent. 

Following this, the students had organized several games. What struck me most about this was how energetic, yet well 
behaved the students were, even though the teacher did not interfere too much in their activities. At the end of my visit, my 
class gifted me two Japanese fans that one of the students had calligraphed. 

Through my discussions with my peers, I found that everyone had a lot of fun during the visit. We learned a lot about 
Japanese culture and enjoyed a very special kind of interaction with Japanese high school students.

　11月3日に、高校1～2年生を対象とした公開講座「高校生への理系のススメ」を開催し、
福津市（本学と包括連携協定締結）の光陵高校と香椎高校から計17名が参加しました。
　前半は、「Fruits Fly:ショウジョウバエの観察」と題し、環境科学科の猪股伸幸准教授
が担当しました。ショウジョウバエの眼の色や翅の形状を双眼実体顕微鏡で観察し、最後
に「ショウジョウバエ博士認定証」を授与しました。

　後半は、「浴室用シャワーヘッドの物理特
性実験」と題し、環境科学科の豊貞佳奈子
准教授が担当しました。「快適さ」と「節水」の
両方にこだわったシャワーヘッドの開発実験
を体験してもらい、大学での研究が企業でどのように役立っているのか、その一例を紹
介しました。
　実験の後は、意見交換会が開かれ、教員や大学生から、理系に進んだ理由や学生時
代の体験談を話し、高校生へアドバイスしました。
　参加した皆さんにとって、理系への関心を高めるきっかけとなったのではないでしょうか。

発生件数0件を目指して

公開講座「高校生への理系のススメ」を開催しました

　この夏、福岡工業大学・九州産業大学・福岡女子大学の東部地域大学連携で、地域の方や警察の方と、
イオンモール香椎浜で行われた飲酒運転撲滅運動に参加しました。配布したビラやうちわは、子供から大人

まで、多くの地元の方々が快く受け取ってくださり、あっとい
う間になくなりました。何の罪もない尊い命が軽率な行動に
よって奪われるということは、決してあってはならないことで
す。この運動に参加して、初めて被害者遺族の方の思いを
直接聞き、どこか他人事のように感じていた飲酒運転に対
して、絶対にしてはいけないし、させてはいけないと強く思
いました。飲酒運転の発生件数を0件にするべく、私も身近なところから、飲酒運転の
撲滅に少しでも貢献していけたらと思います。

国際教養学科　2年　尾形　凜

環境科学科

Exchange Activities at 
Kashii High School

WJC留学生（インド出身）　Tara Vidisha Ghose
（タラ・ヴィディシャ、ゴシュ）

高校生・大学生のための
イングリッシュ・キャンプ

国際教養学科　2年　真栄田　夢歌

会場全景

出演者（左2番目から作家　東直子、チョン・ウニョン、キム・インスクの各氏）
尚、左は翻訳者の橋本智保さんです
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地域交流の今
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への、そして韓国への関心の高さを窺わせました。また、学生さんも参加しての交
流会では、お互いの意見を率直に交わすことができました。
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研

食・健康学科

環境科学科

膨大な過去の事象を通じて「日本」という立ち位置から人間の営為を考える
　本研究室は、広くて深い日本史の世界と格闘しようとする意欲をもった
学生を歓迎しています。資格はいりません。たとえ深みにはまったとして
も、溺れることはありませんから心配もご無用です。とにかく、日本史に対
する関心と意欲こそが一番重要です。
　ただし、広くて深い日本史の世界から何らかのものをつかみ取るため
には、体得しておかねばならない方法があります。それが、史料の扱い方
です。3年生のゼミでは、『吾妻鏡』などの文献史料をテキストとして歴史
学の基礎である史料読解の方法を学びます。4年生のゼミでは、学生そ
れぞれが研究をすすめ、卒業論文を仕上げていきます。
　膨大な過去の事象のなかから情報を拾い集め、解釈し、それら情報の
総体がもつ意味と意義とを自分なりに見出す。そして、ゼミ生みんなと議
論を交わしながら理解を深める。そんなダイナミックな歴史学の営みに興
味をもった方は、研究室におこしください。

　カエルはすごいんです！特に私の研究室のアフリカツメガエルたちは！！
たった４-５日しかかかりません、細胞一個の卵から体のほとんどの器官
（臓器）が出来上がってオタマジャクシになるのに。膵臓なんか、たった２日
で完成です。単なる細胞の塊だったのが、腺房という消化液をつくる袋
や、ホルモンをつくる細胞が、あっという間にできてしまいます。そんなカエ
ルを使うと、様 な々かたちづくりの不思議を調べることが出来ます。
　学生たちはそれぞれのテーマで、そんな不思議たちに挑んでいます。
膵臓がどうやってできるのか、目のレンズの細胞はどんなふうに増えていく
のか、生殖細胞の元の細胞はどうやって生殖腺へたどり着くのか？ガン抑
制遺伝子に取り組んでいる大学院生もいます。どうも、ガンの抑制だけで
はなくて発生にも関係がありそうです。
　失敗も沢山ありますが、何か発見できた時の喜びはひとしおです。レン
ズなんて、細胞でできた菊の花みたいですよ。

日本言語文化履修コース 准教授　渡邉　俊 生き物のからだはどうやってできるのか？カエルが教えてくれるもの
環境生命履修コース 准教授　弓削　昌弘

　公衆衛生学研究室では、健康増進をキーワードに、メタボリックシンド
ロームに対する食や身体活動の介入研究、スマートフォンを利用した遠
隔による生活習慣病管理についての研究、労働能力向上についての研
究等について取り組んでいます。また、平成28年度には文部科学省スー
パー食育スクール事業に参画し、学校における食育の重要性を多面的
に評価する研究活動も始めています。
　当研究室に所属している学生や大学院生は、難消化性デキストリンの
月経前症候群に対する効果、ストレス対処能力と児童期の食環境の関
与、児童の糖代謝に対する保護者の栄養摂取量の関係、二分脊椎と葉
酸摂取の関係、更にはカンボジアにおける子どもの食育についての調査
研究も行っており、「健康増進」をキーワードに幅広い視野で研究を行っ
ています。研究活動を通じて、物事を客観的に見る能力や実践力を身に
つけ、卒業後も幅広い視野で社会に貢献できる人材に育って欲しいと
願っています。

健康増進を中心とした予防医学の実践的研究 教授　太田　雅規

　私たちの身の回りにはデータがあふれています。ITの発展に伴い、私
たちの行動の多くが電子データとして記録されるようになってきています。
以前は、人々の経験や勘に頼っていた重要な意思決定や政策の実施に
も、データによる根拠が求められるようになってきました。これらのデータに
は価値のあるさまざまな情報が潜んでいますが、ただ眺めるだけでは何
の役にも立ちません。集計、可視化、統計モデルの構築を行い、その結果
を正しく解釈することによって、データの背後にある生成メカニズムを推測
できるようになるのです。環境情報学研究室では、このようなデータ分析
の過程に組み込むことができる新たな分析手法を開発することを目標に
研究を進めています。研究室に所属する学生には、実際のデータ分析を
多く経験してもらい、自らが手元にあるデータを分析し、多角的に理解し
て、意思決定に役立てられるような能力を卒業までに身に着けてほしいと
考えています。

意思決定・環境政策を支援する「データ」を科学する
国際環境政策履修コース 准教授　藤野　友和

個性と学問の多様性が交差する場としてのゼミ
　国際関係論ゼミは3年・4年生が7名ずつの大所帯です（写真は今年
度の3・4年生の一部）。国際関係という学問の性質を反映した幅広い
テーマのもと、これまでゼミを開講してきました。卒論も地域紛争や移民政
策、ポップカルチャーやワークライフバランス、さらにはLGBTなど多種多
様で、例年テーマ決めにゼミ生の個性が垣間見え面白いです。4年生の
卒論指導は、毎年の楽（苦）しみといえるでしょう。
 個人の経験は必ずしも一般化できないのですが、学生生活に占めるゼ
ミの比重は、自分の学生時代と変わらず高いのではないでしょうか。充実
したゼミとなるよう座学に加え他大学ゼミとの交流や外部見学、美食探検
の機会を設けているのもこのゼミの特徴です。ゼミ生にもかかわらず名前
を間違えられたり、唐突に繰り出されたりする親父ギャグをものともせず、
日々 たくましく成長し、巣立っていくゼミ生の姿を見るのも、この3月で3度目
を迎えます。

国際関係履修コース 准教授　吉田　信

国際ビジネスのイノベーション
　近年、国際ビジネスでは「BOP(低所得者層)ビジネス」が注目されてい
る。しかしアジア新興国では、既に多くのBOP層が収入の増加や生活水
準の向上により、MOP(中間所得者)層へと推移し、国内内需はMOP市
場中心となってきている。この推移を促進し、階層別の国際ビジネスを開
拓するためには、各層の特性に合わせたプロダクトやプロセスに関するイ
ノベーションを現地で起こし、新しいビジネスを確立しなければならない。
このため、従来とは全く異なる特徴的な戦略が必要になってくる。
　本ゼミでは、グローバル化が進む社会で必須となる英語に関して、まず
種々の産業の場で要求される英語を中心に、読む・書く・話す・聞く力を身
につけていく。学生同士が議論を深める場として様 な々課題に取り組み、
学生相互の討論に発展させ、自分の意見を日・英両語で表現できるよう
に導いていく。さらに大手自動車メーカーとタイアップした実習など、実践
的な授業を通じて多角的な視野を身につけ、国際経営の幅広い分野で
活躍できるグローバル人材を育成していく。もちろん、私と卒業研究仲間
とともに、自ら考え、研究課題を模索・設定、研究・分析、討論、表現、発信
する「能動的」な勉強のゼミです。

国際経済・マネジメント履修コース 教授　チョウドリ　マハブブル　アロム

国際教養学科国際教養学科
環境科学科

食・健康学科

究室紹介
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　10月1日から2日までの2日間の校外実習に参加するため、環
境科学科国際環境政策コース3年生数名で長崎県雲仙市を訪問
しました。主な実習内容としては、ビジターセンターの訪問、100
年前の写真と同じ撮影場所を探し同じアングルで写真撮影、温
泉街の散策、ガイドの方による雲仙紹介と雲仙地獄めぐり、レン
ジャーの方による講習、絹笠山トレッキング等です。2日間という
短い期間でしたが、昔の日本の街並みの趣を残しつつ、美しい自
然環境が維持されている国立公園を見て、今後より多くの人に
知ってもらいたいと感じました。また、ガイド
の方の案内を通して、雲仙の歴史や自然に直
接触れることで、訪問以前の雲仙に抱いてい
た印象に比べ、雲仙の魅力をより多く感じる
ことができたと思います。
　今後、学年が上がるにつれ、実習や調査等
で、校外で活動する機会も増えますが、環境
問題にしっかり目を向け、学んでいきたいと
改めて感じることができ、貴重な時間を過ご
すことができました。

環境科学科　3年

田中　沙知

　第3回目のスリランカ研修プログラムで、8
月31日から9月12日の間、スリランカを訪れま
した。JICA事務所やスリランカの赤十字本部
のような国際協力や開発に携わる方々の貴重
なお話を伺うことができました。また、コロン
ボ大学では女性の地位向上についてのお話
をうかがうことができ、福岡女子大学との協
定校であるペラデニヤ大学の学生には自然豊
かなキャンパスを案内してもらい、帰るのが
寂しくなるくらい仲良くなりました。
　他にもシギリヤロックや仏歯寺、ゴール
フォートといった世界遺産を観光し、ワイルドサファリにアーユ
ルヴェーダといった体験ができました。さらに本プログラムでは、
学術的なことだけではなく、忙し過ぎる日々の生活の中で忘れか
けていた人との関わりや、自分自身の生き方について見つめなお
すきっかけにもなりました。日本ではまだあまり知られていない
スリランカですが、自然を大切にした景観が魅力的で、将来はこ
の国で働きたいという目標ができた事が、この研修の自分の中で
の大きな意義となりました。

国際教養学科　3年

山口　真由

環境科学科　教授　馬   昌珍

食・健康学科　教授　早渕　仁美

日本最古の国立公園を訪問して

スリランカ研修に参加して

　2016年6月18日、福岡大学で当大学と福岡大学の教員有志を中心に第1回九州ドイツ語スピーチコンテストが開催された。審査員
は九州大学、福岡大学、当大学の教員のほかにドイツ学術交流会東京所長であった。福岡、長崎、宮崎、熊本から16名の学生が参加し
た。参加者は学習歴により三つのグループに分かれた。
　当大学から３名が挑戦した。スピーチコンテストの前に数回教員と熱心に発音と演説方法を練習
した。
　グループ１の優勝は当大学の井村麻美子であった。スピーチコンテストのテーマであった「Fremde
（よそ者、異郷）」をただ諸国間の関係だけでなく、国内で方言
の違いによってよそ者と扱われたことと関連させたことを審査
員に高く評価された。
　グループ1の第3位は当大学の赤井英恵であった。違う国の
人々が一緒に料理して、食べたらよそ者同志が距離間を乗り越
えることができるという経験を伝えた。

国際教養学科　准教授　Sven Holst
第1回 九州ドイツ語スピーチコンテストの好結果

　第63回日本栄養改善学会学術総会において、日本栄養改善学会から「功労賞」を授
与されました。平成27年9月24日-26日、福岡で開催した第62回日本栄養改善学会学
術総会会長を務め、学会の発展に貢献した功績が認められたものですが、学会開催に
当たりご協力ご支援下さった多くの皆様を代表しての受賞と思っております。
　第62回総会には全国から約3,500名の関係者がご参集下さり、シンポジウムや講
演、発表に臨まれ、ランチョンセミナー15件、協賛企業111社展示、また新企画の実践
栄養学オープンラボやロールモデル展示、ランチョンの「減塩ヘルシー弁当」も好評で、
お陰様で盛会裏に終わりました。
　総会事務局となった本学食・健康学科では、総務委員長の中村強先生と事務局長の
片桐義範先生が中心になって2年前から準備を始め、日本栄養改善学会九州沖縄支部
各県代表者から成る実行委員会を取り纏め、企画から実施、報告書の作成まで、学科全教員と学生さんにもご協力頂き、滞りなく運営
されました。また、小川洋福岡県知事と梶山千里本学理事長には名誉顧問にご就任頂きご挨拶を賜るなど、多くの皆様のご厚情に心
から感謝申し上げます。

第63回 日本栄養改善学会学術総会において「功労賞」を受賞

　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 Atmospheric Environment (AJAE)」に掲載された「Chemical properties 
and source profiles of particulate matter collected on an underground subway 
platform」（Vol. 9-2, pp.133-140, June 2015, 著者：Chang-Jin Ma, Kyoung-Bin 
Lee, Shin-Do Kim, Koichiro Sera)が、論文賞に選ばれ、2016年8月31日Busan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、日韓共同研究として行
われた地下鉄構内における粒子状物質の化学的性状特性とそれらの発生源を明らか
にしたものである。

論文賞受賞

活  動  報  告
activity report

コロンボ芸術大学にて学生と交流
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トピックス

TOPICS 　福岡女子大学では、グローバル化時代に期待される女性リーダーの育成を目指し、平成23年4月に国際文
理学部を発足させました。また、学部教育で培った能力をさらに磨き、より高度な専門的能力を持った女性
リーダーを社会に送り出すために、その教育理念をさらに充実・発展させた専門教育機関として、平成27年4
月、大学院に新たな研究科（修士課程）を設置しました。
　そしてこの度、多様な経験やグローバルな視野を持って国内外で指導的役割を果たすとともに国際的にも活
躍できる専門家の養成を目指し、各研究科に修士課程の専攻を基盤とした博士後期課程を平成29年4月から
開設いたします。

　社会人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」の短期集中特別講座「ワークショップデ
ザイン基礎講座」を10月23日（日）、11月6日（日）の2日間にわたっ
て開講しました。
　通常のプログラムでは約1年をかけて学んでいきますが、この2日間
の講座では、ワークショップを行う際のポイントや企画、運営するとき
に必要な考え方を、参加者と一緒に考え、深めていきました。
　ワークショップを運営するときには、ついつい内容やコンテンツの
作りこみに一生懸命になってしまいますが、「参加者にどうなってほし
いのか」「どんな時間をすごしてほしいのか」を丁寧に考え、ワーク
ショップの目的を常に問い直していくことが大切です。主催者の視点と
参加者の視点を行ったり来たりしながら、参加者にとってのよりよい
場、よりよい時間を作っていくことをじっくりと考えた2日間となりま
した。
　参加者の皆さんからは、「何度も立ち返って考えることでよりよい
ワークショップになることがわかった」「自分がわくわくする気持ちを
大切に、他者の視点を取り入れて、ワークショップを運営していきた
い」といった感想が寄せられました。
　今後は学び直し大学院プログラムでも今回の講座内容を学べるよう
になります。来年度のプログラム内容については、1月以降ウェブサイ
ト上http://www.fwu.ac.jp/manabi/でお知らせしていきます。

　何やら楽しそうに談笑する和装姿の2人の若い女性。テーブルには、
コーヒーカップがみえます。窓際には、クリスマスツリーのようなものが飾
られていますから、時期は冬なのでしょう。暖かいカフェでコーヒーと
ケーキをいただきながら友人と語り合う。今も昔も変わらない光景です。
　一方、下の写真には、何やら真剣な眼差しの2人の若い和装姿の女性が
映っています。視線の先には、ナイフとフォーク。いったい何の洋食を食べて
いるのでしょう？ビフテキでしょうか。あるいは、トンカツでしょうか。
　今回ご紹介しました2枚の写真は、昭和8年（1933年）福岡女子専門
学校家政科第8回卒業記念アルバムに掲載されています。このように、女
専生たちが愛した福岡のカフェ文化や洋食文化を当時の世相とともに伝
えてくれる点は、卒業アルバムがもつ歴史資料としての魅力と言えるで
しょう。
　「食慾全盛時代」。卒業アルバムに記されている写真のタイトルです。思
わずクスッと笑ってしまいます。しかしこの数年後には戦争が、彼女たち
の日常生活に影を落とし始めることを考えると、何とも複雑な気持ちに
なることもまた確かです。

新任
国際文理学部
（平成２８年10月１日付）

講師 Hugh Scott Smith人事消息

平成29年度、大学院博士後期課程を開設します

ワークショップデザイン基礎講座を開講しました
女性学び直し支援室  岸　智子

　第64回かすみ祭が10月29日(土)、30日(日)に開催されました。心配された天候も当日には
晴天に恵まれ、両日ともに学園祭日和となりました。「謳歌～私たちのアオハル～」のテーマのも
と、かすみ祭に関わるすべての方に、このひとときを夢中になって楽しんでいただきたいという思
いで、実行委員一同ひとつとなり、準備や運営に取り組んで参りました。当日はその思いが実り、学
内の至るところで皆様の楽しげな様子を拝見することができ、本当に素敵な学園祭になったと実
感しております。

　こうして無事かすみ祭を開催することができたのは、
実行委員はじめ、教職員や学生支援班の方々、そして学
生や地域の方々、多くの方の支えがあったからです。こう
した貴重な経験ができたことは、私自身誇らしく思いま
すし、まさに青春だったと感じております。
　来年に向けて新たな実行委員会がスタートしてい
きますので、皆様には引き続き温かく見守っていただ
けると幸いです。

青春を体感した日々
かすみ祭実行委員長　国際教養学科3年  森本　あゆみ

百周年記念誌編纂部会員　国際教養学科　准教授  渡邉　俊
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トピックス
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