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　平成30年度の福岡女子短期大学同窓
会開催の日が近づいてまいりました。一
年あっという間に過ぎてしまいました。時間の「間」は年齢とともに次第に
短く感じられるようです。卒業生の皆様はいかがお過ごしでしょうか。
　本学の「校訓」のひとつに「30歳の実り」というすばらしい言葉があるこ
とを覚えておられることと存じます。これは本学を卒業して最初の10年
間の「実り」を象徴的に言っているわけでこれで終わりではなく、その後
10年、20年ごとにも「実り」があってよいはずです。卒業生の皆様におか
れましては、それぞれに充実した生活を送っておられることと拝察いたし
ます。ところで現在本学のおかれております状況は14,5年以前の卒業生
の方々にはちょっと想像できないほど学内が閑散としているのに驚かれ
るかもしれません。少子化、女子の高学歴化など理由はいろいろ指摘さ
れておりますが、短期大学のおかれております状況は厳しく、本学もその
例外ではありません。学生確保に苦労しております。同窓会を機会に卒
業生の皆様から貴重なご意見を賜りたいと思っております。

　21世紀になり、政治・経済等社会
が劇的に変化を起こしています。同時
にこのような社会に生きる女子高校生のニーズも変化してきて
います。18歳人口の減少、女子の4年制大学への進学率の増
加等本学にとって厳しい状況が続いています。そのため、本学
では、平成30年4月から学科名称を変更し、新しい教育内容
や教育方法を取り入れ、新規に教員採用も行い、社会や高校
生のニーズに応える新しい福岡女子短期大学として歩みを開
始しています。しかし、本学の良さや魅力が高校生や保護者
の方に十分理解されていないようです。
　本学の広報活動の改善も必要ですが、卒業生の皆様こそ本
学のよき理解者であり支援者です。本学の良さや魅力につき
まして、ぜひ、周囲の方々に声をかけていただき、広報活動の
一翼を担っていただきますようお願いいたします。

昭和の輝きを取り戻そう！

九州学園理事長 野澤 秀樹

卒業生の皆様に！

福岡女子短期大学 学長 中川 伸也

卒業生の学びなおし（リカレント研修）に参加しませんか卒業生の学びなおし（リカレント研修）に参加しませんか

　福岡女子短期大学は2018年度より新学科でスタート！！
　各学科とも生涯学習社会の実現にむけて、卒業生対象の
リカレント教育（社会人の学びなおし）を実施します。
　資格のブラッシュアップのためにも、卒業生、学生、短大と

のつながりをもつためにも、この機会に受講してみませんか。
講座の詳細は、風早会Facebookに掲載します。
　申込み、お問い合わせについては、各学科にお願いいた
します。

子ども
学科

音楽科 文化教養
学科

健康栄養
学科

専門知識と技能
を身につけ子ど
もの個性とこころ
を育む保育者を
目指します！

音楽への理解と
確かな基礎を身
につけ優れた音楽
人を目指します！

①30年9月22日（土）
13:00～16:30
②31年3月10日（日）
13:00～16:30
福岡女子短期大学

31年3月9日（土）
10:00～15:30
福岡女子短期大学

日本文化や基礎
的教養を学び多
様な進路選択を
目指します！

健康への理解を
深め食と健康の
スペシャリストを
目指します！

30年8月19日（日）
14:30～16:30
福岡市中央市民センター
第2会議室

30年9月6日（木）
10:00～14:00

子ども学科研修会
～子どもの体力について

音楽療法コース研修会 文化教養学科研修会
（司書資格をもつ全卒業生対象）

①新人栄養士特別講座

30年8月26日（日）～
31年1月26日（土） （全8回）  

②管理栄養士国試対策講座

子ども学科
研究室

TEL
092-922-9734

音楽科
（井上幸一准教授）

TEL
092-922-9461

文化教養学科

メール
bunkaml@fukuoka-

int-u.ac.jp

健康栄養学科
研究室1

TEL
092-922-9622

内容は
風早会　HP　
Facebookを
チェック

社会人になってからも、学校などの教育機関に戻り、学習し、また社会へ出ていくということを生涯続けることができる教育システムを指します。
リカレント(recurrent)には、繰り返しや循環といった意味があり、回帰教育、循環教育と訳されることもあります。また、「学び直し」と表現されることもあります。

※

※

福岡女子短期大学
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---KAZAHAYA  PORTRAIT---
---KAZAHAYA  PORTRAIT---
風早写真館

　風早の丘を登り降りすること40年。私を育
ててくれた福岡女子短大に20年、そして、男
子学生をいじり続けた20年が福岡国際大学。
その40年間の教員生活も、この3月で終止符
を打ちました。
　私ども教員として得る宝物は、卒業生で
しょう。その宝物と頻度の差はあれ、双方の大学の10グループほ
どと、今も杯を交えています。そのうち2グループが、この4月と6月
に私の退職祝いを企画してくれました。両グループとも短大の私に
とっての1期生です。なんと年齢は60歳。しかし若さ溢れる彼女達。
　私は、「退職祝い」の名をかりて、彼女達の「還暦祝い」をしてき
ました。

大浦 隆陽 先生
（学校法人九州学園理事）

田中 嘉生 先生
（1974年～1999年在職）

　有意義な学生生活を送ること
ができ、夢であったピアノ講師の
仕事に就け、福岡女子短期大学
に入学して本当に良かったと思っ
ています。良き仲間に恵まれ感謝
しています。
　会報が届くと短大時代を懐かしく思い出す事ができありが
たいです。子育てが始まり慌ただしい毎日なのでSNSなどで
は時間を作って見ることがありません。なので、会報が届くと
嬉しいです。
　娘が産まれたら是非、福女短に入ってもらいたいです。

秋篠 あさと
2008年卒  音楽科
（旧姓・甲斐）

　関東近辺に住む音楽科同期5人で還暦を機にTutti Tokyo（tuttiの名前を拝借しまし
た）のコンサートを始めました。当初は一回きりのコンサートと思っていましたが、終わっ
てみると皆「今度はいつ?」と回を重ね、今年は10月30日（火）13時半から渋谷区恵比寿
の代官山エナスタジオにて5回目
を開催します。
　「高齢者」と言われる世代とな
り、親の介護やら自分の健康や
ら、様 な々事情を抱えながらも開催
しています。
　これからも輪が広がっていけば
と思っていますので、同期でなくて
も参加してくださる方がいらっしゃ
いましたらご連絡ください。心から
お待ちしています。
t-mizota@jcom.zaq.ne.jp

1973年卒  音楽科声楽課程　（旧姓・藤本）
溝田 照子

　短大卒業後、証券界に飛び込み現在に至ります。関西
に住んでおり短大時代の友人とはなかなか会う機会があ
りませんでしたが、昨年8月、50歳を記念して集合しました。
卒業して30年が経ちますが、会った瞬間にあの頃に戻り、
思い出話に花が咲きました。友って良いなあと感じた瞬間
でした。早速LINEグループ作りました。

1988年卒  文科英語英文専攻英文課程
服部 貴子

　在学当時、風早寮に2年間お世話になりました。
　4人部屋（1年生3名、2年生1名）で親元を離れて集った仲間
と楽しく過ごしました。一年違いの先輩と後輩の関係は寮生
活の中で学ぶことも多く、想い出深いものとなっています。卒
業後は大学図書館の館員として42年間勤め、一昨年、定年退
職しました。
　現在は地元の小学校の図書室で読書指導や絵本の読み聞かせを週に二日させても
らっています。退職後も司書教諭資格が活かされる活動ができてよかったと思います。
　今後も母校の益々のご発展を願っています。

1975年卒  文科英語英文専攻司書課程　（旧姓・花田）
山本 真由美

風早会会報で、もっとも皆様が楽しみにしてくださっている「風早写真館」はホームペー
ジでもリレーブログとして紹介しています。
卒業生の皆様の近況や短大時代の思い出、イベントのＰＲなどの記事をお寄せください。
書いていただく方は、自薦他薦は問いません。
原稿は kazahayakai@yahoo.co.jp  宛てにお願いいたします(写真も)。

福田智恵さん 1988年卒 音楽科器楽専攻
 ピアノ管弦課程 （旧姓 三井）
川崎美知子さん 1969年卒 食物栄養科 （旧姓 城）

土内華誉子さん 2000年卒 食物栄養科 （旧姓 鳥越）
藤野菊代さん 1979年卒 食物栄養科 （旧姓 遠藤）
芹川綾子さん 2003年卒 音楽科 （旧姓 加治木）
大田朋美さん 1993年卒 音楽科声楽専攻

　音楽科卒業生会
アリアは、卒業後も
音楽の勉強を続ける
方や、また勉強を再
開したいと考える方
のために発足した卒
業生会です。
　2月には音楽科との共同企画でバッハをテーマに公開
レッスンを開催し、たくさんの方にお越しいただきました。
　受講後のアンケートでも、定期的に開催を続けてほ
しいとのお声を数多く頂きまして、これからも様 な々講
座の企画を予定しています。
　ご案内等はアリアのFacebookやInstagramに掲載
中です。ぜひご覧ください。

福岡女子短期大学音楽科卒業生会『アリア』
Gmail　fwjc.m.og.aria.@gmail.com
Facebook 
福岡女子短期大学音楽科卒業生会『アリア』

　今年で12回目を迎えますtutti　
concertは客演に関原弘二氏と原田
哲男氏をお迎えして、ピアノ、声楽、
フルート、クラリネット、チェロによる
ソロから室内楽まで多彩な音楽をお
届けします。11月1日（木）夜、ぜひあ
いれふホールに足をお運びください。
　皆様も新たな第一歩となる次回の
コンサートに出演してみませんか?第
13回コンサートを2019年秋に開催予
定です。すでに出演者募集しており
ます。演奏時間、演奏形態自由ですので是非ご相談ください。詳細はHPをご覧ください。
　コンサートでは懐かしい先生や友人に再会できると喜びの声をいただいております。tutti
で出会うことができた卒業生の方たちと刺激を与え合い、演奏の幅も広がりました。皆様もぜ
ひtuttiにご参加ください。（写真は昨年のtutti concertです）

tutti会長　芹川  綾子 （旧姓：加治木）
■メール　　tutti_fwjc@yahoo.co.jp
■URL　　　https://www5.hp-ez.com/hp/tutti/

お問い合わせ先音楽科
卒業生会
音楽科
卒業生会～トゥッティ～

日　  時 ： 2018年11月1日 （木）　18時半開演
チケット ： 前売り　一般 2,000円 ・ 学生 1000円（当日は 500円UP）
日　  時 ： 2018年11月1日 （木）　18時半開演
チケット ： 前売り　一般 2,000円 ・ 学生 1000円（当日は 500円UP）

　佐賀の親元を離れ、風早の
丘で2年間過ごしました。授業
が終わると書道部の部室へ
行って、寮に帰る毎日。週末になると、丘を下りて当時大好き
だった男子バレーボールの試合を見に行ったり書道連盟の
行事に参加することもありました。寮でも書道部でも、先輩
方に学び友達や後輩と共有した時間は楽しい思い出であり
宝物です。
　広島に住んで24年。友達と会える機会はほとんど持てま
せんが、当時に思いを馳せながら年賀状のやり取りをした
り、時にはラインでグループトークしたりしてます。

1982年卒  
文科英語英文専攻英文課程
（旧姓・友添）

堀尾 美紀

一番右奥が服部さん

募集!!「活躍中の
卒業生」 kazahayakai@yahoo.co.jp

事務局通信事務局通信
☆こちらまで☆

風早の丘で
得たもの

還暦祝いと
退職祝い 近況報告

　6月の社会人入門の時間に「開学から10
年の頃」と題してお話しさせていただきまし
た。その資料を探す中、懐かしく当時を振
り返ることができました。
　改めて、本学の先見の明を感じ、また、
優れた教育プログラムの中で過ごさせていただいていたことを思
い知らされました。
　昨年の3月に定年を迎えました。退任記念展には、卒業生や元
同僚も駆けつけてくれました。風早の丘での出会いは、今も大き
な支えとなっています。今年3月、ご案内いただいた林勲先生と
還暦を過ぎたワンダーフォーゲル部の卒業生との会食に参加で
きなかったことが残念でなりません。

仲間がいる
幸せを感じて

同窓生入試
　…卒業生がもう一度福女短に入学したら「授業料が2年間半額免除」
　
同窓生子女入試
　…卒業生のお子さんや在学生姉妹が福女短に入学したら「入学金が全額免除」

卒業生（在学生）のための特別入試です

オープンキャンパス
2018年８月10日（金）、８月18日（土）
学 園 祭
2018年10月27日（土）・10月28日（日）

福岡女子短期大学
入試広報課

〒818-0193  福岡県太宰府市五条４丁目16-１
TEL：092-922-2483（入試広報課直通）　FAX：092-922-6453
 　info@fukuoka-wjc.ac.jp

詳しくは下記へお問い合わせください。

入学時の特別奨学制度（授業料１年間半額免除）入学時の特別奨学制度（授業料１年間半額免除）

 指定校推薦（特別推薦）
 指定校推薦（一般推薦）・公募推薦Ⅰ期
 一般入試（A日程）・センター試験成績利用入試（A日程）
　・・・選考方法等については入試広報課におたずねください。

会員登録・
お問い合わせ

情報公開

同窓生・同窓生子女
入試

2019年度入試情報

※学校見学は
　個別に常時受け付けております。 前列左より　木村沙樹　杉山貴愛　城戸智絵　鬼塚有紗　

後列左より　節原珠美　関原弘二（客演）　後藤龍伸（客演）
福田智恵　鍋島千歩

音楽科卒業生会「アリア」

　父の在宅看護をきっかけに、現在、介護福祉士として
重度、高齢の障害者施設で支援をしています。
　短大卒業後も学んで実践してきた知識は、私の家族
以外にも多くの方々の役に立ってきました。支援は総合
的に行われますから、栄養学の知識も役に立っています。
　体力的、精神的に大変ですが、寄り添い障害のある
方々の笑顔を楽しみに頑張っています。

1976年卒  食物栄養科
泉谷 明美

　ホームページ・ブログ等でご紹介する方を募集しています。
　「ホームページを持っている」「会社を経営している」「お店をやっている」「こ
の道で頑張っている」など、卒業生に関するたくさんの情報をお待ちしています。

風早写真館リレーブログをご存知ですか

今まで登場された卒業生の方々

右端から萩原志帆（旧姓 田中真知子）、溝田照子（藤本）、
中島典子（高田）、荻由美子（鶴久）、貞松茂子（石井）、
鶴久竜太（荻さんの長男、ピアノで賛助出演）
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風早写真館

　風早の丘を登り降りすること40年。私を育
ててくれた福岡女子短大に20年、そして、男
子学生をいじり続けた20年が福岡国際大学。
その40年間の教員生活も、この3月で終止符
を打ちました。
　私ども教員として得る宝物は、卒業生で
しょう。その宝物と頻度の差はあれ、双方の大学の10グループほ
どと、今も杯を交えています。そのうち2グループが、この4月と6月
に私の退職祝いを企画してくれました。両グループとも短大の私に
とっての1期生です。なんと年齢は60歳。しかし若さ溢れる彼女達。
　私は、「退職祝い」の名をかりて、彼女達の「還暦祝い」をしてき
ました。

大浦 隆陽 先生
（学校法人九州学園理事）

田中 嘉生 先生
（1974年～1999年在職）

　有意義な学生生活を送ること
ができ、夢であったピアノ講師の
仕事に就け、福岡女子短期大学
に入学して本当に良かったと思っ
ています。良き仲間に恵まれ感謝
しています。
　会報が届くと短大時代を懐かしく思い出す事ができありが
たいです。子育てが始まり慌ただしい毎日なのでSNSなどで
は時間を作って見ることがありません。なので、会報が届くと
嬉しいです。
　娘が産まれたら是非、福女短に入ってもらいたいです。

秋篠 あさと
2008年卒  音楽科
（旧姓・甲斐）

　関東近辺に住む音楽科同期5人で還暦を機にTutti Tokyo（tuttiの名前を拝借しまし
た）のコンサートを始めました。当初は一回きりのコンサートと思っていましたが、終わっ
てみると皆「今度はいつ?」と回を重ね、今年は10月30日（火）13時半から渋谷区恵比寿
の代官山エナスタジオにて5回目
を開催します。
　「高齢者」と言われる世代とな
り、親の介護やら自分の健康や
ら、様 な々事情を抱えながらも開催
しています。
　これからも輪が広がっていけば
と思っていますので、同期でなくて
も参加してくださる方がいらっしゃ
いましたらご連絡ください。心から
お待ちしています。
t-mizota@jcom.zaq.ne.jp

1973年卒  音楽科声楽課程　（旧姓・藤本）
溝田 照子

　短大卒業後、証券界に飛び込み現在に至ります。関西
に住んでおり短大時代の友人とはなかなか会う機会があ
りませんでしたが、昨年8月、50歳を記念して集合しました。
卒業して30年が経ちますが、会った瞬間にあの頃に戻り、
思い出話に花が咲きました。友って良いなあと感じた瞬間
でした。早速LINEグループ作りました。

1988年卒  文科英語英文専攻英文課程
服部 貴子

　在学当時、風早寮に2年間お世話になりました。
　4人部屋（1年生3名、2年生1名）で親元を離れて集った仲間
と楽しく過ごしました。一年違いの先輩と後輩の関係は寮生
活の中で学ぶことも多く、想い出深いものとなっています。卒
業後は大学図書館の館員として42年間勤め、一昨年、定年退
職しました。
　現在は地元の小学校の図書室で読書指導や絵本の読み聞かせを週に二日させても
らっています。退職後も司書教諭資格が活かされる活動ができてよかったと思います。
　今後も母校の益々のご発展を願っています。

1975年卒  文科英語英文専攻司書課程　（旧姓・花田）
山本 真由美

風早会会報で、もっとも皆様が楽しみにしてくださっている「風早写真館」はホームペー
ジでもリレーブログとして紹介しています。
卒業生の皆様の近況や短大時代の思い出、イベントのＰＲなどの記事をお寄せください。
書いていただく方は、自薦他薦は問いません。
原稿は kazahayakai@yahoo.co.jp  宛てにお願いいたします(写真も)。

福田智恵さん 1988年卒 音楽科器楽専攻
 ピアノ管弦課程 （旧姓 三井）
川崎美知子さん 1969年卒 食物栄養科 （旧姓 城）

土内華誉子さん 2000年卒 食物栄養科 （旧姓 鳥越）
藤野菊代さん 1979年卒 食物栄養科 （旧姓 遠藤）
芹川綾子さん 2003年卒 音楽科 （旧姓 加治木）
大田朋美さん 1993年卒 音楽科声楽専攻

　音楽科卒業生会
アリアは、卒業後も
音楽の勉強を続ける
方や、また勉強を再
開したいと考える方
のために発足した卒
業生会です。
　2月には音楽科との共同企画でバッハをテーマに公開
レッスンを開催し、たくさんの方にお越しいただきました。
　受講後のアンケートでも、定期的に開催を続けてほ
しいとのお声を数多く頂きまして、これからも様 な々講
座の企画を予定しています。
　ご案内等はアリアのFacebookやInstagramに掲載
中です。ぜひご覧ください。

福岡女子短期大学音楽科卒業生会『アリア』
Gmail　fwjc.m.og.aria.@gmail.com
Facebook 
福岡女子短期大学音楽科卒業生会『アリア』

　今年で12回目を迎えますtutti　
concertは客演に関原弘二氏と原田
哲男氏をお迎えして、ピアノ、声楽、
フルート、クラリネット、チェロによる
ソロから室内楽まで多彩な音楽をお
届けします。11月1日（木）夜、ぜひあ
いれふホールに足をお運びください。
　皆様も新たな第一歩となる次回の
コンサートに出演してみませんか?第
13回コンサートを2019年秋に開催予
定です。すでに出演者募集しており
ます。演奏時間、演奏形態自由ですので是非ご相談ください。詳細はHPをご覧ください。
　コンサートでは懐かしい先生や友人に再会できると喜びの声をいただいております。tutti
で出会うことができた卒業生の方たちと刺激を与え合い、演奏の幅も広がりました。皆様もぜ
ひtuttiにご参加ください。（写真は昨年のtutti concertです）

tutti会長　芹川  綾子 （旧姓：加治木）
■メール　　tutti_fwjc@yahoo.co.jp
■URL　　　https://www5.hp-ez.com/hp/tutti/

お問い合わせ先音楽科
卒業生会
音楽科
卒業生会～トゥッティ～

日　  時 ： 2018年11月1日 （木）　18時半開演
チケット ： 前売り　一般 2,000円 ・ 学生 1000円（当日は 500円UP）
日　  時 ： 2018年11月1日 （木）　18時半開演
チケット ： 前売り　一般 2,000円 ・ 学生 1000円（当日は 500円UP）

tutti concert

 vol.12
tutti concert

 vol.12

　佐賀の親元を離れ、風早の
丘で2年間過ごしました。授業
が終わると書道部の部室へ
行って、寮に帰る毎日。週末になると、丘を下りて当時大好き
だった男子バレーボールの試合を見に行ったり書道連盟の
行事に参加することもありました。寮でも書道部でも、先輩
方に学び友達や後輩と共有した時間は楽しい思い出であり
宝物です。
　広島に住んで24年。友達と会える機会はほとんど持てま
せんが、当時に思いを馳せながら年賀状のやり取りをした
り、時にはラインでグループトークしたりしてます。

1982年卒  
文科英語英文専攻英文課程
（旧姓・友添）

堀尾 美紀

一番右奥が服部さん

募集!!「活躍中の
卒業生」 kazahayakai@yahoo.co.jp

事務局通信事務局通信
☆こちらまで☆

風早の丘で
得たもの

還暦祝いと
退職祝い 近況報告

　6月の社会人入門の時間に「開学から10
年の頃」と題してお話しさせていただきまし
た。その資料を探す中、懐かしく当時を振
り返ることができました。
　改めて、本学の先見の明を感じ、また、
優れた教育プログラムの中で過ごさせていただいていたことを思
い知らされました。
　昨年の3月に定年を迎えました。退任記念展には、卒業生や元
同僚も駆けつけてくれました。風早の丘での出会いは、今も大き
な支えとなっています。今年3月、ご案内いただいた林勲先生と
還暦を過ぎたワンダーフォーゲル部の卒業生との会食に参加で
きなかったことが残念でなりません。

仲間がいる
幸せを感じて

同窓生入試
　…卒業生がもう一度福女短に入学したら「授業料が2年間半額免除」
　
同窓生子女入試
　…卒業生のお子さんや在学生姉妹が福女短に入学したら「入学金が全額免除」

卒業生（在学生）のための特別入試です

オープンキャンパス
2018年８月10日（金）、８月18日（土）
学 園 祭
2018年10月27日（土）・10月28日（日）

福岡女子短期大学
入試広報課

〒818-0193  福岡県太宰府市五条４丁目16-１
TEL：092-922-2483（入試広報課直通）　FAX：092-922-6453
 　info@fukuoka-wjc.ac.jp

詳しくは下記へお問い合わせください。

入学時の特別奨学制度（授業料１年間半額免除）入学時の特別奨学制度（授業料１年間半額免除）

 指定校推薦（特別推薦）
 指定校推薦（一般推薦）・公募推薦Ⅰ期
 一般入試（A日程）・センター試験成績利用入試（A日程）
　・・・選考方法等については入試広報課におたずねください。

会員登録・
お問い合わせ

情報公開

同窓生・同窓生子女
入試

2019年度入試情報

※学校見学は
　個別に常時受け付けております。 前列左より　木村沙樹　杉山貴愛　城戸智絵　鬼塚有紗　

後列左より　節原珠美　関原弘二（客演）　後藤龍伸（客演）
福田智恵　鍋島千歩

音楽科卒業生会「アリア」音音音音音音音音音音音音音音

　父の在宅看護をきっかけに、現在、介護福祉士として
重度、高齢の障害者施設で支援をしています。
　短大卒業後も学んで実践してきた知識は、私の家族
以外にも多くの方々の役に立ってきました。支援は総合
的に行われますから、栄養学の知識も役に立っています。
　体力的、精神的に大変ですが、寄り添い障害のある
方々の笑顔を楽しみに頑張っています。

1976年卒  食物栄養科
泉谷 明美

　ホームページ・ブログ等でご紹介する方を募集しています。
　「ホームページを持っている」「会社を経営している」「お店をやっている」「こ
の道で頑張っている」など、卒業生に関するたくさんの情報をお待ちしています。

風早写真館リレーブログをご存知ですかCHECK!

今まで登場された卒業生の方々

右端から萩原志帆（旧姓 田中真知子）、溝田照子（藤本）、
中島典子（高田）、荻由美子（鶴久）、貞松茂子（石井）、
鶴久竜太（荻さんの長男、ピアノで賛助出演）
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