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風早会総会開催中止のお知らせ

　風早会会員の皆様、お元気でお過ごしでしょうか。新型コロナウイルスの発生から2年半を超え、総会を執
り行うことができない状況ならびに会員の皆様にお会いすることができないことを残念に思っております。本
来ならば総会にて承認を受けるべき事項もございますが、会報、ホームページをもちまして、ご承認いただき
たいと存じます。ご意見、ご要望がございましたらハガキ、メールにてお知らせください。
　さて、今回も多くの方のご協力により会報を発行することができました。会員の皆様の晴れ晴れとしたご活
躍、風早会の活動報告等を掲載させていただいておりますのでご覧ください。私事ですが、温暖化やSDGs
の一助になればと、リサイクル活動に取り組んでいます。細々ですが少しでも未来ある会員の皆様、福岡女子
短期大学の学生の皆様の元気につながることを願って活動していきたいと思っております。
　皆様の近況、活動など皆様も遠慮なさらず、日々 の出来事をハガキやメール等でお聞かせください。この会
報により、会員の皆様の励みや、元気をお伝えする懸け橋となることが会報としての本来の役目だと感じてお
ります。

　また、短大が行っている卒業生のためのリカレント教育は風早会も協力しています。各学科行われておりますので、同窓会HP、短大
HP、SNSなど一度ご覧ください。今年は感染対策をきちんとした上での風早会の行事も計画しております（詳しくは最終頁をご覧ください）。
　昨今、新型コロナウイルスの収束が見通せず、さらに、世界的な事案の発生も加わり、この特異な事態に向き合いながら、置かれた状
況に無理をなさらず、会員の皆様が元気に過ごされることを心より願っております。
　今年の総会の開催も見送りとなりましたが、来年こそは総会を開催できますよう心から願っております。

福岡女子短期大学 入試広報課 〒818-0193  福岡県太宰府市五条四丁目16番１号
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。

卒業生のための
特別入試

入試区分 指定校推薦入試／公募推薦入試／AO入試／自己推薦入試／一般入試／大学入学共通テスト成績利用入試／特別入試

福岡女子短期大学入試情報

音 楽 科
定員：50名

健康栄養学科
定員：50名

子ども学科
定員：70名

文化教養学科
定員：70名

福女短
ホームページ

実践力を身に付け、
子どもと共に成長する保育者に

多彩な調理技術と
幅広い知識をもつ栄養士に

●保育士資格　●幼稚園教諭二種免許
●こども音楽療育士
●幼児体育指導者2級資格

●栄養士免許　●栄養教諭二種免許
●フードスペシャリスト
●家庭料理技能検定　●健康管理士

①子どもとの交流で身に付ける実践力
②保育者への道を確実にサポート
③音楽科との連携で音楽教育を充実

①実践力のある栄養士の育成
②プロから学ぶ多彩な調理技術
③充実した実習施設で学びをサポート

★6年連続就職率100％（2021年度）
★保育士・幼稚園教諭などの専門職率は9割以上

★進路決定率100％（2021年度）
★栄養士・調理系への就職率約90％
★栄養教諭として教員採用試験に合格実績あり

★進路決定率97.1％ （2021年度）
★司書資格を活かした司書採用実績11名（2021年度）
★教員採用試験（中学校・国語）に2年連続現役合格
★一般企業や公務員など幅広い分野に就職

★進路決定率100％（2021年度）
★教員採用試験（中学校・音楽）に2年連続現役合格
★短大専攻科、大学編入学などの進学実績あり
★音楽総合コースを新設。より幅広い進路先へ

音楽への理解と確かな基礎を
身に付け、優れた音楽人に

●中学校教諭二種免許（音楽）
●音楽療法士（2種）
●カワイ演奏・指導グレード6級（互換制度）

①演奏の第一線で活躍する講師陣
②レベルに応じたクラスの学び
③演奏するなら福女短

幅広い教養を身に付け、社会で
活躍できる司書・公務員・教員に

●司書　●学校司書（認定資格）
●中学校教諭二種免許（国語）
●司書教諭　●情報処理士
●きもの文化検定　●華道（池坊）

①司書・公務員を目指すなら福女短
②様々な資格取得を完全サポート
③幅広い教養で未来をデザイン

資格

学びの
3つの
ポイント

進路の
特徴

同窓生
特別入試

同窓生子女
特別入試 21万円支給（1年次のみ）60万円免除

78万円免除2年間で （音楽科以外）
（音楽科）
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2021年度

2021年度決算報告
2022年度予算（案）

計計 2,518,725 2,518,795 2,292,374

支 出 の 部

項 目

会 議 費

総 会 費

会 報 費

（作成費）

（発送費）

事 業 費

通 信 費

事務消耗品費

人 件 費

交 通 費

慶 弔 費

施設充実費

光 熱 費

予 備 費

行事協賛助成費

寄 付 金

翌年度繰越金

予　算

140,000

0

800,000

〈440,000〉

〈360,000〉

70,000

250,000

50,000

200,000

10,000

100,000

300,000

0

498,725

100,000

0

0

決　算

170,700

0

675,164

〈487,850〉

〈187,314〉

53,321

220,666

38,635

148,000

0

49,720

237,765

0

0

22,000

0

902,274

2022年度

予算（案）

150,000

0

800,000

〈440,000〉

〈360,000〉

150,000

250,000

50,000

200,000

10,000

100,000

300,000

0

182,374

100,000

0

0

2021年度

収 入 の 部

項 目

会 費 収 入

総会会費収入

事 業 費

（30歳の実り）

（風早会講座）

積立金（特 別 会 計
繰り入れ）

雑 収 入

前年度繰越金

予　算

1,300,000

0

0

〈0〉

〈0〉

0

100

1,218,625

2,518,725

決　算

1,300,000

0

0

〈0〉

〈0〉

0

170

1,218,625

2022年度

予算（案）

1,390,000

0

0

〈0〉

〈0〉

0

100

902,274

（単位：円）

　風早会会員の皆様、本学の教育活動に多大なご支援等を賜り、厚く御礼申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症については、第7波が到来している状況では、当分終息が見えそうもありません。今年3月の卒業式は、
ピークは過ぎていたものの第6波の中で行われました。この年度の卒業生は、入学後すぐに緊急事態宣言が発令され、遠隔で授業
を開始した年代です。感染が落ち着くと対面授業になりましたが、その後も緊急事態宣言が出されるたびに遠隔授業への変更が繰
り返されました。彼女たちは、新型コロナウイルスに翻弄されながらも2年間の学生生活を終え、無事に巣立ってくれました。コロナ禍という特別な状況を過
ごした新会員を、暖かく見守って頂けますと幸甚です。
　今後の教育体制については、実技・実習等の多い学科がほとんどですので、対面授業を原則とし、これまで蓄積してきた感染防止対策に基づき、遠隔
授業を上手に組み合わせて乗り切りたいとの考えは変わりません。Withコロナ時代の短大を考えていきます。
　本学は、今年度認証評価を受けます。認証評価とは、文部科学大臣の認証を受けた評価機関が、大学・短大等の教育研究活動等の状況について、
評価基準に基づき評価を行うものです。自己点検・評価報告書及び資料は提出しましたので、オンライン調査に向けて準備しているところです。
　最後に、変わらない本学への温かいご支援、ご協力をお願い致しますと共に、コロナ禍に負けず皆様がお健やかに過ごされることをお祈り申し上げます。

ご挨拶 福岡女子短期大学 学長 古市 恵美子

　平素より風早会役員ならびに同窓会員の皆さまには、本学の教育研究活動に対し、ご理解とご支援を賜り心より感謝申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、いろいろな場で変化への対応に追われる状況が今も続いていますが、徐 に々日常の生活を
取り戻そうとなりつつあります。加えて国際情勢も不安な状況ですが、同窓会員の皆さま、お元気でお過ごしでしょうか。
　卒業生が長い時間がたっても母校に対する愛着心が薄れることなく、母校のことを振り返り、語り合える。これこそ同窓会の存在が卒
業生にとって支えであり、絆を確認できる場であり続けますようにと願っております。
　短期大学は少子化の波、女子学生の四大志向などの影響を受けて、学生確保が厳しい状況になっております。太宰府市の緑豊かな自然にも恵まれた教
育環境の中で、初代学長釜瀬冨士雄先生の目指しておられた「社会に役立つ有能な女性の育成」のために他の短期大学にない特色のある教育内容・教育
方法を取り入れ、きめ細かな教育を実践していきたいと思っております。第三者評価の受審、学生確保、教育改革、就職支援など正念場を迎えており、教職員
一丸となって鋭意努力してまいります。
　また、大学のリカレント教育などへの支援活動をとおして同窓会全体が発展し、同窓会が大学を支える努力に繋がっていると思っております。卒業生、同窓
会の活動が本学の教育の特色や教育力の高さを外に伝えることになればと願っております。
　皆様のご健康とますますのご活躍をお祈りいたします。今後とも風早会の皆さまのご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

学校法人九州学園 事務局長 安河内 寛

福女短の宝もの 学校法人九州学園（福岡女子短期大学、附属野方幼稚園）理事長 大浦 隆陽

４月
6月
8月

11月

2月
3月

  1日 入学式〈131名入学〉
   （中止）風早会総会・懇親会
  4日   健康栄養学科リカレント研修会〈在校生と卒業生の集い（Zoom形式）〉
10日 会報34号発行
15日 短大社会人入門・先輩講座「キャリア形成と子育て
 トップアスリート栄養サポートで培ったもの」〈講師：川上えりさん〉
 （フリーランス管理栄養士 2005年食物栄養科卒）
27日 音楽科リカレント教育〈ピアノレッスン動画配信〉
  6日 子ども学科リカレント研修会（Zoom形式）
  7日 （中止）文化教育学科リカレント教育（Zoom形式）
14日 音楽科卒業演奏会〈会場：FFGホール〉
18日 学位記授与式〈142名卒業〉
27日 卒業生意見交換会〈会場：福新楼　11名参加〉

2021年

2022年

2021（令和3）年度　活動報告

2022（令和4）年度　活動予定（案）
４月
6月
7月
9月
11月

未定
未定
3月

  4日 入学式〈141名入学〉
 （中止）風早会総会・懇親会
21日 健康栄養学科リカレント研修会〈在校生と卒業生の集い（Zoom形式）〉
   会報35号発行
13日　風早会主催講座〈八丁雄子先生・深川富美代先生の特別講座〉
21日 短大社会人入門・先輩講座「ウェディングのお仕事」
 〈講師：なみひらかあい〉（1996年英語英文専攻卒）
 文化教養学科リカレント研修会
 子ども学科リカレント研修会
11日 音楽科卒業演奏会
17日　学位記授与式

2022年

2023年

　連日の暑い陽射しに閉口しながらも、熱中症に気をつけて水分、塩分補給に留意しているところです。風早会の会員の皆様は、
お変わりございませんでしょうか。
　水と言えば、三号館と四号館の間の空き地に、ある職員の方が水溜まりを作っています。それは、猫や雀・セキレイ・烏・鳩等の
鳥たちの水場になっています。したがって、晴天が続いても水が干上がらないよう、毎日のように水を継ぎ足してくれているのです。
私は、そこで目の当たりにする鳥たちの水浴びが可愛く、目を細めっぱなしです。このように、自然を愛でる心をもっている教職員の学生に込める愛情、
それは言葉にする必要はないでしょう。そのような教職員の後ろ姿に、不断の感謝しかありません。
　さて、感謝の念と言えば、風早会会長から本稿の執筆依頼があった折、その依頼文の中に「卒業生の多数の方 よ々り、福女短への寄付がありまし
た。」と認められていました。ありがたいことです。では足りない気持ちでいっぱいです。
　希望の坂等キャンパス内の環境整備、また、学生の成長を促すべく諸費用として、ありがたく使わせて頂き、その方々の心や意に沿いたいと思います。
　重ねて「ありがとうございました。」という感謝の気持ちと共に、風早会のさらなる発展を祈念し、向後も福女短を見守っていただけるよう願いを込めま
して結びといたします。
　風早会は、福女短の宝ものです。

したた

2,518,795 2,292,374

K A Z A H A Y A K A I

2



2013

1993

1998 20062003
2019 20222018 文化教養学科

2003 2012

20112013

2003 文化コミュニケーション学科 2010

1981198219841985

20011988

198719881990

19921991

1975

1978

19701969英 語 科1977

1997

1992 1989 1986

198319751974

1967 文科英語英文専攻

文化コミュニケーション学科

文科秘書課程秘書コース

秘書科

ビジネス学科

1967 1970

1973 19761970 文科国語国文専攻

人間としての教養を身につける短大としての文科領域の学科
英語科・文科英語英文専攻・文化コミュニケーション学科英語科・文科英語英文専攻・文化コミュニケーション学科文科国語国文専攻・文化コミュニケーション学科・文化教養学科文科国語国文専攻・文化コミュニケーション学科・文化教養学科

（1970-2002）（1970-2002） （2003-2017）（2003-2017） （2018-現在）（2018-現在） （1967-1969）（1967-1969） （1970-2002）（1970-2002） （2003-2012）（2003-2012）

秘書コース・英語英文専攻秘書課程・秘書科・ビジネス学科秘書コース・英語英文専攻秘書課程・秘書科・ビジネス学科
（1967-1969）（1967-1969） （1970-1985）（1970-1985） （1986-2002）（1986-2002）（2003-2014）（2003-2014）

1966年福岡女子短期大学が開学。開学2年目1967年には英語科が設置され、
司書課程、秘書教育もはじまりました。福女短の特色ある教育は今も続いています。

現在の文化教養学科は、日本文学、日
本語学ほか多様な学びで視野と可能
性を広げる学科として、文科国語国文
専攻の歴史を引き継いでいる。また、司
書課程は地域社会におけるユニークな
学科にする趣旨で専攻コースとして設
けられた。以来55年、時代のニーズに
合わせて教育内容、学科名は変遷した
が、教員免許、司書資格も取得できる
学科として、地域へ人材を輩出している。

2003年文科の二つの専攻を文化コミュニケーション
学科に改組。学生たちは“文コミ”と略していた。

文化教養学科に名称変更。日本文化や基礎的教養にも重点
が置かれるようになる。

「生きた英語」の修得として、1年次にカリキュ
ラムの1/３を占める外国人スタッフによる講
義が行われていた。

秘書科開設により一層充実したカリキュラムになった。
同時に施設、設備も充実。

2003年から改組によりビジネス学科となった。
秘書課程開設以来の学外企業研修（インターンシップ）
はさらに多種多様な事業体の協力を得ながら継続した。

1999年からは医療事務の
資格所得も可能になった。

秘書課程と経営情報課程の2学科になる。情報処理に関する
科目が充実。多様化する国際社会、情報化社会に対応。

校歌の作詞をされた
藤居信雄先生

1976年4号館は
文科専用の教室として建築

1980年前後には1学年250
名近くの学生が入学。専門科
目は1クラス50人ほどで受講、
演習形式の授業も多かった。
国文学演習の和田勉先生

1967年開学2年目に英語科が設置された。アメリカの大
学教育を視察され、国際的な視野をもった学生の教育を追
及された林禎二郎学監の考えによると思われる。文学・秘
書・司書コースがあり、教職科目も開設された。
1970年、英語科は文科に統合、文科英語英文専攻となる。
2003年、文科は文化コミュニケーション学科に改組。コー
ス制となり、2012年まで英語中心のカリキュラムは続いた。

外国人講師K,Fair先生によ
るオーラル・イングリッシュ

1970年英語英文専攻に改組。英語
をとおして、世界的視野を養い、高度
な教養を得ることをめざす学科に。

英語学 東後寿男先生

言語と異文化理解の実践の場として、
夏休みに学科企画として海外語学研

修でホームステイを実施

ローリ・
ブリットゥ先生

英語英文専攻には1学年200名ほどの学生が
在籍。ピーク時間は国文専攻の学生もいて、
4号館の階段がすれ違えないほどだった。

時事英語 神本忠光先生　英語学 山根一文先生

LL教育は当時最新の機器
に、視聴覚室、情報処理機
器など設備も充実した

LL教室での専任講師
グラディス・C・ローサー先生

米国スティーブンスカレッジと協定締結
左から釜瀬冨士雄学長、林禎二郎学監、

スティーブンス大学長　フリス・ジセーナー氏

ロバート・ノリス先生

ニコラス・ウォレン先生 迫由紀子先生

スティーブンス大学が実施していたアジアセミナーで
1975年～1987年まで計5回のべ90名の学生が

学生会館に滞在、学生との交流を深めた。

福岡女子短期大学の秘書教育は、開学2年
目の1967年に始まり、文科英語英文専攻
の中で、その基盤をはぐくんできた。1986
年4月に秘書科秘書課程を開設。
秘書課程開設以来の教育目標は、「全人教
育と実務教育」であった。とりわけ、1968年
から行われた「企業研修」は先駆的な取り組
みとして、全国的にも注目されていた。

開設当時、大学教育として
秘書教育を行っていたのは
福女短だけであった。
秘書教養　福田節生先生

秘書課程の学生21名と福田節生
先生がKBCテレビに出演

和文タイプ 現代産業論
中村長哉先生

社会心理学
大里栄子先生

グループワーク室
田中友幸先生

秘書学 濱口昭代先生
秘書実務 羽床慶子先生

基礎情報科学演習
柳純先生

コンピュータ演習室

学科特別研修（ハウステンボス）

コンピュータ演習　田村幸子先生
秘書科特別研修で、韓国ソウルで

特別講義を受講

司書課程をもつ大学図書館と
して、授業にも活用している。
参考業務演習・谷川憲介先生

 司書課程専任の先生方。
（左より）谷川憲介先生、

下條瑞恵先生、
緒方道子先生

専門科目総まとめの卒業論文発表会にて。（左より）春日和男先生、
南里みち子先生、田中辰男先生、吉田照子先生、宮本一宏先生

1982年  教員の論文と学生の
卒業論文を掲載する「大宰府国文」を刊行。

4号館から四王寺、宝満山をのぞむ
手前左 風早寮

右 学生研修所（学生会館）

1976年2月 図書館棟完成

図書館学
副島秀夫先生

（前列）西丸妙子先生、
宮本一宏先生

（後列）和田勉先生、
吉田照子先生、穴山健先生

図書館学 永利和則先生
上代中古文学
高橋敬一先生 文化教養学科主催リカレント教育（2019.2）

林禎二郎学監の生涯学習を重視する教育方針により、
卒業生との交流も早くから取り組まれていた。現在も各
学科が卒業生向けのリカレント教育として研修会を開催。

書道
桐生直代先生

国文学研究 穴山健先生
2002～2014年度には学芸員補
の資格が取得できる授業を開設。

博物館学 中島達也先生

書道
倉本優子先生

学科特別研修
（基山町立図書館）

情報処理
技能演習
牧幸浩先生

2013年、2014年校舎
全面リニューアルに伴い、4号館から
1号館のICT対応教室にうつる。4号館での授業（2004）

図書館員2年目の卒業生か
ら学生へアドバイス。
（社会人入門）

文科を文化コミュニ
ケーション学科に改組。
英語会話コースになる。
航空、旅行など国際的
なサービス業に就職。

浜田由紀子先生
2006年英語文化コースに名称変更
外国人講師によるラウンジ形式の授業
で、コミュニケーション能力を高めた

図書館学・別府篤郎先生

学科の8割を超える学生が
司書資格を取得。

図書館学 小柳親芳先生

国語学は日本語学、国文学は日本文学となりました。

日本語表現
山下和弘先生

図書館学
白根一夫先生

漢文講読
吉田照子先生

秘書実務実習室（洋式）
中村長哉先生

LL教室秘書実務実習室（和式）
濱口昭代先生
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1966年福岡女子短期大学が開学。開学2年目1967年には英語科が設置され、
司書課程、秘書教育もはじまりました。福女短の特色ある教育は今も続いています。

現在の文化教養学科は、日本文学、日
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性を広げる学科として、文科国語国文
専攻の歴史を引き継いでいる。また、司
書課程は地域社会におけるユニークな
学科にする趣旨で専攻コースとして設
けられた。以来55年、時代のニーズに
合わせて教育内容、学科名は変遷した
が、教員免許、司書資格も取得できる
学科として、地域へ人材を輩出している。

2003年文科の二つの専攻を文化コミュニケーション
学科に改組。学生たちは“文コミ”と略していた。

文化教養学科に名称変更。日本文化や基礎的教養にも重点
が置かれるようになる。

「生きた英語」の修得として、1年次にカリキュ
ラムの1/３を占める外国人スタッフによる講
義が行われていた。

秘書科開設により一層充実したカリキュラムになった。
同時に施設、設備も充実。

2003年から改組によりビジネス学科となった。
秘書課程開設以来の学外企業研修（インターンシップ）
はさらに多種多様な事業体の協力を得ながら継続した。

1999年からは医療事務の
資格所得も可能になった。

秘書課程と経営情報課程の2学科になる。情報処理に関する
科目が充実。多様化する国際社会、情報化社会に対応。

校歌の作詞をされた
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1976年4号館は
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演習形式の授業も多かった。
国文学演習の和田勉先生
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1970年、英語科は文科に統合、文科英語英文専攻となる。
2003年、文科は文化コミュニケーション学科に改組。コー
ス制となり、2012年まで英語中心のカリキュラムは続いた。

外国人講師K,Fair先生によ
るオーラル・イングリッシュ

1970年英語英文専攻に改組。英語
をとおして、世界的視野を養い、高度
な教養を得ることをめざす学科に。

英語学 東後寿男先生

言語と異文化理解の実践の場として、
夏休みに学科企画として海外語学研

修でホームステイを実施

ローリ・
ブリットゥ先生

英語英文専攻には1学年200名ほどの学生が
在籍。ピーク時間は国文専攻の学生もいて、
4号館の階段がすれ違えないほどだった。

時事英語 神本忠光先生　英語学 山根一文先生

LL教育は当時最新の機器
に、視聴覚室、情報処理機
器など設備も充実した

LL教室での専任講師
グラディス・C・ローサー先生

米国スティーブンスカレッジと協定締結
左から釜瀬冨士雄学長、林禎二郎学監、

スティーブンス大学長　フリス・ジセーナー氏

ロバート・ノリス先生

ニコラス・ウォレン先生 迫由紀子先生

スティーブンス大学が実施していたアジアセミナーで
1975年～1987年まで計5回のべ90名の学生が

学生会館に滞在、学生との交流を深めた。

福岡女子短期大学の秘書教育は、開学2年
目の1967年に始まり、文科英語英文専攻
の中で、その基盤をはぐくんできた。1986
年4月に秘書科秘書課程を開設。
秘書課程開設以来の教育目標は、「全人教
育と実務教育」であった。とりわけ、1968年
から行われた「企業研修」は先駆的な取り組
みとして、全国的にも注目されていた。

開設当時、大学教育として
秘書教育を行っていたのは
福女短だけであった。
秘書教養　福田節生先生

秘書課程の学生21名と福田節生
先生がKBCテレビに出演

和文タイプ 現代産業論
中村長哉先生

社会心理学
大里栄子先生

グループワーク室
田中友幸先生

秘書学 濱口昭代先生
秘書実務 羽床慶子先生

基礎情報科学演習
柳純先生

コンピュータ演習室

学科特別研修（ハウステンボス）

コンピュータ演習　田村幸子先生
秘書科特別研修で、韓国ソウルで

特別講義を受講

司書課程をもつ大学図書館と
して、授業にも活用している。
参考業務演習・谷川憲介先生

 司書課程専任の先生方。
（左より）谷川憲介先生、

下條瑞恵先生、
緒方道子先生

専門科目総まとめの卒業論文発表会にて。（左より）春日和男先生、
南里みち子先生、田中辰男先生、吉田照子先生、宮本一宏先生

1982年  教員の論文と学生の
卒業論文を掲載する「大宰府国文」を刊行。

4号館から四王寺、宝満山をのぞむ
手前左 風早寮

右 学生研修所（学生会館）

1976年2月 図書館棟完成

図書館学
副島秀夫先生

（前列）西丸妙子先生、
宮本一宏先生

（後列）和田勉先生、
吉田照子先生、穴山健先生

図書館学 永利和則先生
上代中古文学
高橋敬一先生 文化教養学科主催リカレント教育（2019.2）

林禎二郎学監の生涯学習を重視する教育方針により、
卒業生との交流も早くから取り組まれていた。現在も各
学科が卒業生向けのリカレント教育として研修会を開催。

書道
桐生直代先生

国文学研究 穴山健先生
2002～2014年度には学芸員補
の資格が取得できる授業を開設。

博物館学 中島達也先生

書道
倉本優子先生

学科特別研修
（基山町立図書館）

情報処理
技能演習
牧幸浩先生

2013年、2014年校舎
全面リニューアルに伴い、4号館から
1号館のICT対応教室にうつる。4号館での授業（2004）

図書館員2年目の卒業生か
ら学生へアドバイス。
（社会人入門）

文科を文化コミュニ
ケーション学科に改組。
英語会話コースになる。
航空、旅行など国際的
なサービス業に就職。

浜田由紀子先生
2006年英語文化コースに名称変更
外国人講師によるラウンジ形式の授業
で、コミュニケーション能力を高めた

図書館学・別府篤郎先生

学科の8割を超える学生が
司書資格を取得。

図書館学 小柳親芳先生

国語学は日本語学、国文学は日本文学となりました。

日本語表現
山下和弘先生

図書館学
白根一夫先生

漢文講読
吉田照子先生

秘書実務実習室（洋式）
中村長哉先生

LL教室秘書実務実習室（和式）
濱口昭代先生
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今泉 裕子 1978年卒　家政科被服専攻被服課程　（旧姓：城里生）

今里 美知子
1969年卒　食物栄養科　（旧姓：横川）

西 亮子 1986年卒　食物栄養科　（旧姓：長谷川）

　私は今、老人介護施設の栄養士と障がい者
施設の生活支援員と二つの仕事（いずれも短時

間パート）をしています。特に障がい者施設では、知的発達障
がいの入居者がいて、どうしたら彼等の心に寄り添えるかと、日々
考えながら支援をしています。
　2019年に東北福祉大学の社会福祉学科を通信で卒業しま
したが、今年、再び同大福祉心理学科に入学しまして、心理
学の勉強をしています。
　短大時代はあまり真面目な学生ではありませんでしたが、今
残りの人生を何か人の役に立てるような人生が送れたらと、頑

張っています。

　食に関する仕事がし
たかったのですが、卒
業後は一般企業で、長
年事務職を続けてきまし
た。結婚し、転勤族とな
り、今は愛知県一宮市
に住んでいます。
　一宮市に来てから、
市の国際交流協会のボランティアに登録。クッキング班に所属して、国際交
流イベントや研修会の時に、100食近い調理を担当しています。16名で3時
間くらいで仕上げるのですが、食物栄養科で大量調理を経験したことが、と
ても役立っています。また、海外の料理を実習する機会もあり、ペルーのケー
キのようなポテトサラダや、中国の手作りの皮を使った春餅など感動すること
も多いです。ボランティアで知り合った中国の友人に、中国家庭料理を教
わったり、知人宅で年に数回、料理を持ち寄るポットラックパーティーを開催
したりと楽しく活動しています。
　コロナでイベントが中止の時期が続いていますが、週1回はこども食堂の調
理の手伝いに行ったり、細 と々できることを継続しているこのごろです。

三田 朋子
1989年卒　秘書科秘書課程　（旧姓：押川）

　梅香寮で仲の良かった友人たちと同窓会をしよう！と、
LINEでグループを作りました。コロナ禍前の2019年、旅
行先で関西在住の友人に十数年ぶりに会うことができた
のがきっかけです。
　残念ながらこのコロナ禍でまだ実現はできていませんが、
開催できるその日まで「元気に過ごそうね」が合言葉になっ
ています。
　開催時には、懐かしい場所を訪れる太宰府ツアーをす
るのはどうだろうか、とか、何か当時を思い出せる物を持ち
寄ったりするのはどうかな、とか今からあれこれ考えて楽しみ
にしています。

足立 真理
1984年卒　家政科家政専攻家政課程　（旧姓：財津）

　四季を楽しめた太宰府の丘で過ごしたのは40年
前なのに、今でも校歌や学籍番号が言えるのは私の
プチ自慢です。
　卒業後、就職、結婚、子育ても終了というとき、突
然の大病で2年連続の手術。立ち直った後の2017
年夏の九州北部豪雨。朝倉市杷木志波で被災し
避難所生活。めまぐるしい日々 で、何を食べても味が
せず、足もフワフワと浮いたようでした。そんな中で、短
大時代の友人の励ましは力になりました。
　親元を離れ、梅香寮での共同生活や同じ学科
の友とのつながり。コロナ禍の今では考えられないほど

密でした。それが、私の土台となり、支えとなっていたのです。
　災害から5年でまだ工事は続いており、朝倉に帰ることが難しいので、今年6月住民
票を市外に移しました。地元は20軒から7軒になりました。災害時の役員はそのまま続
行で、会計だった私も5年間続けています。毎月開かれる区の会合は、工事が進ん
だと思ったら雨で崖崩れがあったりして、明るくなったり暗くなったりの繰り返しです。
　今は食品加工に従事し、安全な食を提供しています。
　まだまだ復興には時間がかかりますが、明るく健康を心がけています。

　福女短で得た大切な宝物は、卒業後も関係が薄れることのない友人でしょう。私は入学してすぐに鳩野修
二郎先生、大浦隆陽先生ご指導のレクリェーション研究会（レク研）に入部しました。そこでのボランティア活
動や多くの経験は、のちの歩むべき道の貴重な財産（道しるべ）となっています。ありがたいことです。
　短大時代に毎日通学を共にした友人が昨年他界しました。その彼女と卒業後も何度もあの坂道を登りまし
た。宝満山を背に写真も撮りました。彼女は天国にいく寸前に私に無言の電話をかけてきました。天国からの
連絡先を伝えたかったのでしょうか。ずっと友達でいられたことは、短大時代があったからこそと感謝しています。
　最後に短大の長い歴史の中で私たちの頃と変わらないと思うことは先生方の学生さんへの想い、ひとりひと
りに目を向けてご指導されている姿ではないかと感じています。

---あなたの近況
も教えてくださ

い---風早写真館

右から
三田（押川）朋子さん

足立悦子さん
（秘書科秘書課程）
岩切（今井）恵子さん

（食物栄養科）

右から今泉（城里生）裕子さん、故・伊藤（堺）祥子さん（家政科被服専攻被服課程）、
稲垣（中村）隆江さん（家政科家政専攻染織デザイン課程）

左から2番目が西亮子さん

2018年風早会総会で
八丁雄子先生
食物栄養科の同級生と。
後列右から2番目が
今里さん

K A Z A H A Y A K A I
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社会人入門
川上 えり さん （2005年卒　食物栄養科）

キャリア形成と子育て～トップアスリート栄養サポートで培ったもの

※風早会会報は2019年度よりご希望されている方のみの送付になりま
　した。会報送付をご希望の方はメール、FAXでお知らせください。
※返信ハガキ、メールにてご意見、近況等をお寄せくださった方の中
　から抽選でQUOカードをプレゼント。
　どうぞお気軽に卒業生皆様のお声
　をお寄せください。
※風早会では一緒に同窓会活動、
　運営していただける方を募集してい
　ます。卒業生のため、福岡女子短
　期大学のためお力をお貸しください。

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

会員登録
お問い合わせ

音楽科卒業生会「アリア」tutti会長  芹川  綾子 （旧姓：加治木）
■メール   tutti_fwjc@yahoo.co.jp
■URL   http://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
tuttituttitutti

～トゥッティ～

　感染症や戦争等、不安募る出来事が多々ありました。しかし世界
中の音楽家たちが街なかで、時には戦火の中で演奏を続けてきまし
た。改めて音楽の力を再確認した方も多いと思います。
　今年度、tutti concert vol.14を開催する運びとなりました。2023
年1月30日（月）の夜は、ぜひあいれふホールへお集まりくだ
さい。ソロ演奏、室内楽のプログラムです。感染症対策を行
い、皆様に元気と心安らぐひと時をお届けいたします。
　そして、あいれふホール休館のため、次年度のコンサート
企画は未定となっておりますが、次回は15周年記念コン
サートです。企画、ご要望等ありましたらぜひご意見お聞か
せください。
　“tutti”は「みんなで・全員で」という音楽用語です。20年前、設立時に故・宇野正寛先生が「作
曲法の授業でいつも話していたtutti。そのtuttiが会の名前になった！」と喜んでくださったことが
昨日のように思い出されます。tuttiは卒業生皆様のご参加とご意見をききながら作っていきたい
と考えております。詳細は上記HPをご覧ください。

　風早会が人選した卒業生に、全学生にお話しいただく“先輩講座”。2021年度はスポーツ栄養士として、オリン
ピック候補選手などをサポートされている川上えりさんにご講演いただきました。日頃は関東の方でフリーランス
の栄養士として活動されていますが、里帰り出産で福岡に滞在、というありがたいタイミングでの講演会でした。
　講演する教室とそれ以外の教室とをスクリーンで共有するリモート形式での講演でしたが、オリンピックイヤー
ということもあって、大変興味を持ってくれたようです。講演後の学生からの感想はスポーツ栄養士になるため
に努力を重ねられ、人脈を広げられた川上さんに「すごいと思った」「感激した」「自分も頑張る」と熱い言葉が
書かれていました。
　川上さんの講演最後のメッセージは「誰もができることを誰もができないくらいやれば成功する」でした。機会があれば、卒業生の皆さんに
もアスリートの世界を聞かせていただきたいと思った講演会でした。

　コロナ禍になって、風早会の活動はたいへん制
限されたものになっています。今後の同窓会活動
をどのようにすすめていくべきか、ご意見をいた
だきたく、今年3月、卒業生の方、オブザーバーと
して宮嶋郁恵先生、鶴田智子先生にも参加いた
だき、お集まりいただきました。事前にいただい
たアンケートをもとに意見交換会では、さらに具
体的に卒業生同士がつながるにはどうしたらい
いか、コロナ禍で、情報発信はどうしたらよいか、
情報を受け取る側の環境の実情について、など貴
重なご意見をいただきました。
　ご協力いただきました皆様、ありがとうござい
ました。

　昨年度も感染拡大防止の
ため、前回に引き続き動画配
信という形で公開レッスンを行
いました。内容はソナチネ・ソナ
タです。視聴ご希望の方は
QRコードよりお申込ください。
　2022年度は新たに和声の
講習会を計画しております。卒業後、指導や演奏にあたり和声
の必要性を感じる方も多いと思います。詳細は決定次第SNS
にて発信致します。
　また、卒業生は演奏会等の場として風早ホールを利用可能
ですので音楽科までお問い合わせください。
　今後も音楽科卒業生の研鑽・交流の場として
活動を続けて参ります。

2023年1月 tuttiコンサート開催です！

風早会ホームページ
はこちら 　

●風早会会報の興味ある内容は
●会報を作成発行

●ホームページで情報発信 ●SNSで情報発信

●今後の活動に期待するもの

賛成

反対

たぶん見ない

どちらでもない

賛成

どちらでもない

たぶん見ない

反対

たぶん見る

歴史を振り返る企画

短大の近況

総会の案内

総会の報告

同窓生の近況

イベント情報

0 3 6 9 12 15

判断が難しい

どちらでもない

賛成

反対

0 3 6 9 12 15

名簿

卒業生向け講座

総会・懇親会

卒業生の交流

0 3 6 9 12 15

卒業生意見交換会

編集・発行 ◆ 福岡女子短期大学同窓会風早会 〒818-0193 福岡県太宰府市五条四丁目16番1号  TEL・FAX 092-924-4899
E-mail kazahaya@fukuoka-wjc.ac.jp（メールアドレスが変わりました）

編集・印刷 ◆ 株式会社ミドリ印刷　〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南6丁目17-12 TEL:092-292-0300 FAX:092-483-9089 URL:http://www.midori-p.com  E-mail:midori@midori-p.com

風早会主催講座のご案内

八丁雄子先生・深川富美代先生の特別講義八丁雄子先生・深川富美代先生の特別講義

日 時 2022年11月13日（日曜日）13時～16時
場 所 福岡女子短期大学 講義室
講 師 八丁雄子先生「食物栄養科のできた頃」／深川富美代先生「自分の可能性を広げる方法」
申し込み 同封のハガキかメールでお願いします。（受講票を送付いたします）

短大時代に
戻って

久しぶりの風早会講座です。なつかしい先生の講義をあの教室で受講しませんか。
コロナ感染対策を十分行ったうえでの開催いたします。どうぞ、ふるってお申し込みください。
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