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SNSで県大ニュース配信中！ ぜひフォローをお願いします！

Twitter

大学HPはこちら

白樫祭のご案内オープンキャンパス2022
福井県立大学の魅力を高校生および保護者の皆様に知っていただ
くため、オープンキャンパス2022を開催します！（オンライン配信も
実施）
令和4年 7月17日（日）
内容／模擬授業や大学生による入試体験談、入試対策講座等を実
施します！
場所／永平寺キャンパス
令和4年 8月7日（日）
内容／各学部学科の紹介や施設見学などを行い、本学の魅力を教
員や大学生が直接お伝えします！
場所／永平寺キャンパス、あわらキャンパス、小浜キャンパス、
かつみキャンパス

福井県立大学学園祭「白樫祭」を開催します！
永平寺キャンパス 令和4年10月8日（土）・9日（日）
小浜キャンパス　 令和4年10月1日（土）・2日（日）
内容／ステージ企画、アーティストLIVE、学科企画 ほか

創立30周年記念ホームカミングデーのご案内

本年は1992年の県立大学創立から30周年に当たります。これを記
念して、ホームカミングデーを開催します！
令和4年 10月8日（土）
場所／永平寺キャンパス（講堂および多目的ホール）
内容／創立30周年記念式典、記念シンポジウム、同窓会総会・交流
会 ほか （オンライン配信も実施）

『福井県立大学つぐみ賞』 受賞者紹介
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特別企画

新入生が新学長へ希望を語る！
新役員等の紹介
新任教員の紹介
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第1弾プレオープン

第2弾メイン開催

最新情報についてホームページに随時掲載していきます。
皆様のご来場をお待ちしております！Facebook
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中村 智貴
生物資源学研究科
海洋生物資源学専攻
博士前期課程１年

2022年3月19日開催の海洋生物シン
ポジウム2022で「珪質鞭毛藻で発見さ
れた細胞外被の新規形態形成様式」を
発表し、学生優秀発表賞を受賞！

三浦准教授が福井の気候に適した
「山田錦FW1号」を開発しました
生物資源学部の三浦孝太郞准教授と若狭湾エネルギー研究セ
ンターは、平成27年度から共同研究を行い、イオンビーム育種
法を用いて酒米の最高ブランドである山田錦の品種改良に取り
組み、福井の気候条件などに合った「山田錦FW1号」を開発し
ました。令和4年度は久保田酒造（坂井市）が試験醸造と試験
販売を行い、将来的には県大アグリ（福井県大発ベンチャー企
業）などにより「山田錦FW1号」の種籾を広く販売する予定です。

徳前教授が
税務大学校より
表彰されました
経済学部徳前元信教授が税
務大学校より感謝状を授与さ
れました。徳前教授は長年に
わたり通信研修会計学等の授
業を担当し、研修生の指導に
あたってきました。

あわら十楽の森
ボランティア・グループ
森の中でピクニックやドッ
グラン、ランチを楽しめる
「あわら十楽の森」の整備
に主体的に取り組み、あわ
ら地域の活性化に貢献！
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岩崎 行玄学長

経済学科 1年

渡邊 碧以
（愛知県出身）

経済・経営学研究科
経営学専攻 1年

牟 婉琪
（中国出身 留学生）

生物資源学科 1年

小圷 慶
（静岡県出身）

創造農学科 1年

五島 春季
（福井県出身）

海洋生物資源学科 1年

安居 里奈
（岐阜県出身）

先端増養殖科学科 1年

赤澤 瞬
（香川県出身）

看護学科 1年

西端 比那
（福井県出身）

社会福祉学科 1年

見山 一輝
（新潟県出身）

学長：学長の岩崎です。今日は大学での過ごし方や学生生活につい
て皆さんの思いを聞かせてください。

まず、皆さんは県大でどんなことを学びたいですか。

渡邊（経済学科）：専攻の経済学はもちろん、県大には多様な学部学
科があるので幅広い分野について学んでみたいと思います。

牟（経済・経営学研究科）：大学院で福井県と地域との連携について
学んでいきます。

小圷（生物資源学科）：ＤＮＡや遺伝に興味があります。また、県大で
しか学べない恐竜学を学びたいです。

五島（創造農学科）：創造農学科は実習をしたり地域と触れ合ったり
することが多いので、福井県全体のことや福井の農業、環境について

学びたいです。

学長：学長の岩崎です。今日は大学での過ごし方や学生生活につい
て皆さんの思いを聞かせてください。

まず、皆さんは県大でどんなことを学びたいですか。

渡邊（経済学科）：専攻の経済学はもちろん、県大には多様な学部学
科があるので幅広い分野について学んでみたいと思います。

牟（経済・経営学研究科）：大学院で福井県と地域との連携について
学んでいきます。

小圷（生物資源学科）：ＤＮＡや遺伝に興味があります。また、県大で
しか学べない恐竜学を学びたいです。

五島（創造農学科）：創造農学科は実習をしたり地域と触れ合ったり
することが多いので、福井県全体のことや福井の農業、環境について

学びたいです。

赤澤（先端増養殖科学科）：魚を増やすこと、魚を守ることを学びたい
と思い、魚の養殖について学べる先端増養殖科学科に入学しました。

安居（海洋生物資源学科）：海洋生物に興味があります。また、専門分
野だけではなく例えばコケのことなど興味を持った分野についても幅

広く学びたいです。

西端（看護学科）：看護師である両親にあこがれ、看護師になりたくて
県大に入学しました。

見山（社会福祉学科）：社会福祉を学ぶために県大に入学しました。
特に児童福祉について関心があるので、悩みを抱えている子どもの

力になるための勉強をしたいです。

学長：みんな、いろいろな目標をもっていて、頼もしいです。
今回、学長に就任してすぐに「大学はみんなのやりたいことを応援す

るからガンガン行こう」というメッセージを学生のみんなに伝えたくて、

私達で５枚のポスターを作りました（※１）。

例えばその１つが、研究を頑張りたいときに大学がサポートします、と

いうポスターです。学部４年生が卒業研究のために現地調査を行い

たい、院生が研究発表のため学会に参加したい、といった際に大学

が旅費の一部を助成します。他にも、町づくりへの参加、留学、資格取

得、クラブ・サークル活動へのサポートがあります。ぜひこれを見て「大

学」を活用してください。

県大で学びたいことは？

ポスターは学内で掲示されています（※1）

いわさき ゆきもと わたなべ あおい
えんき

こあくつ ごしま はるき やすい りな あかざわしゅん にしばた みやま かずきひなけい
む

福井県立大学は
皆さんのやる気をサポートします
2022年4月に岩崎行玄新学長が就任しました。
この4月に入学した新入生の皆さんと一緒に、
県大の魅力や学生時代の過ごし方について語ってもらいました。

新入生が
新学長へ
希望を語る！
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県大には国際交流の
チャンスがいっぱい！

やってみたいことを
なんでもチャレンジしよう

人気講義「福井を学ぶ」
一教室あたりの人数を半分に減らすなど、感染対策を徹底して対面で授業を
実施しています。（感染状況に応じて遠隔授業に切り替え）気軽に国際交流できるスペース 「ワールドカフェ」

ソフトバレーサークルの活動

学長：ところで皆さんは英語に興味はありますか？
赤澤：英語は苦手ですが、将来やりたいことのために英語は必要だと
思うので勉強しないといけないと感じています。

牟：同じく英語は苦手ですが、就職のために英語を勉強しようと思っ
ています。学内の「ワールドカフェ」では外国人のインストラクターと気

軽に話せるし、英語以外の言語の勉強会もやっているので、そこでい

ろいろな文化を知ったり知識を身につけたりしたいです。

学長：学内には、永平寺キャンパスに「ワールドカフェ」、小浜キャンパス
に「オーシャンズ・エックス」という、お茶を飲みながら気軽に外国人の

インストラクターと英会話や多文化交流が楽しめる場所があります。皆

さんもどんどん利用するといいですよ。

西端：県大はアメリカのフィンドレー大学と交流があると聞きました。海
外で看護師として働くのも魅力的だなと思っていて、英語を頑張って

上達したいなと思っています。

学長：県大はフィンドレー大学と学術交流協定を締結し、学生や教員
同士の交流や交換留学を行っています。フィンドレー大学の学生が県

大に来たら、日本とアメリカ、それぞれで困っていることについてお互い

意見交換できるといいですね。他の国と比較して勉強することで新し

い発見があるので面白いです。

見山：私も英語は苦手ですが、興味はあります。海外留学にも興味が
あるので、今は海外留学のための資格取得の勉強をしています。

学長：県大にはアメリカ、カナダ、中国など海外１７大学との交換留学
制度や、短期海外語学研修制度がありますし、海外研修や留学に行

く際の費用を一部大学が補助する制度もあります。また、県立大学後

援会が加入者に対して語学系資格の受験料を補助しています。こうし

た制度をどんどん利用するといいです。

ただ、英語にとらわれなくてもいい。英語も、研究も、サークルも・・・と、

なんでもかんでもやろうとするとうまくいかないから、自分が気に入っ

たことを何か一つ決めて頑張れば良いと思います。

学長：皆さん、クラブやサークルには入っていますか？
西端・小圷：私達はソフトバレーサークルに入っています。今の２年生
が作った新しいサークルで他の学部学年の人たちと交流できて楽し

いです。

学長：新しいサークルなんですね。皆さんも何かやりたいことがあった
ら新しいサークルを作ってもいいですよ。

安居・赤澤：私達は献血ボランティアサークルに入りました。まだ活動
に参加はしていませんが、ショッピングセンターや学内での献血活動

のサポートが出来たらと思います。

見山：私はボランティア関係のサークルに入ったばかりです。活動が楽
しみです。

学長：新型コロナウイルス感染拡大の影響で先輩方はなかなかサー
クル活動ができませんでした。皆さんも感染状況によって活動が制限

されることもあるので大変だと思いますが、その中でも楽しんでもらえ

たらいいと思います。サークル活動はやりたいことをやってください。気

楽にいくといいですよ。

学長：最後に皆さんにお願いがあります。
一芸に秀でるということはとても大事なことです。皆さんに一つだけで

も「これを頑張る」という目標を持ってほしいと思います。一芸に秀でる

というのは何が大事かというと、一芸に秀でる過程が大事なんです。

研究でも留学でもサークル活動でもなんでもいい。自分の好きなこと

を一つだけでも頑張ってほしいです。頑張る皆さんを県大は全力で応

援します。

本日はありがとうございました。

一同：ありがとうございました。

学長：もう少し言っておきたいことはありますか？
安居：サメやクジラなどの大型の海洋生物に興味があるので、太平洋
に行ってみたいです。

西端：私は父が訪問看護を行っているので訪問看護に興味がありま
す。福井県内の訪問看護ステーションをどうしたら増やしていけるの

か考えたいです。

小圷：恐竜が好きなので、恐竜について学びたいし恐竜のＤＮＡにつ
いても学んでみたいです。

学長：県大では2025年に全国初となる恐竜学部を開設予定です。今
でも恐竜学の授業を受講できるので受けてみるといいですよ。

五島：県職員の仕事や、福井県の農家さんを支える仕事に興味があ
ります。そのためにも福井のことをもっと知りたいです。 

赤澤：私は中学生のころから、自分の手で水族館を作って地元を活
性化したいという夢があります。地域活性化のためにはどういう方法

がいいのかやり方を学んでいきたいです。

見山：今年の看護福祉学部の１年生は男子が少ないので、男子の入
学志願者が増えるようにアピールしていきたいです。 

牟：修士１年なので、近い将来就職を考えなくてはいけない時期がき
ます。どんな企業があってどんなことをしているのか、いろいろな会社を

訪問してみたいです。

渡邊：近くに九頭竜川が流れているなど、県大の周辺は自然豊かなの
で、専門の勉強以外にも環境調査を行ってみたいです。

クラブ・サークル活動
気楽に楽しんで

県大は学生の「一芸」を応援します！

学長：皆さん、いろんなことに関心があるんですね。皆さんが興味・関
心のあることは、先生たちにどんどん聞くと教えてくれますよ。先生とは

絶対話をした方が面白いです。ヒントをいっぱいくれますよ。

学長：実は県大としてもやりたいことがあるんです。
県大は今年で開学３０周年を迎えます。３０年間で蓄積した研究成果

を生かし、福井県の発展につながるプロジェクトを始動したいと考え

ています。例えば、日本が海外から輸入しているものを可能な限り福井

で作るというプロジェクトです。輸入に頼っている小麦やサーモンを県

大主導で開発し、福井で生産して、東京や大阪、さらに日本中の需要

を賄えたらいいなと思いませんか？

学生の皆さんへの
メッセージポスター

＼思い立ったが吉日！／
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副学長（地域連携）
北島 啓嗣
きたじま ひろつぐ

事務局長
渡辺 利章
わたなべ としあき

学生部長
小松 恭代
こまつ やすよ

理事長
窪田 裕行
くぼた ひろゆき

学長
岩崎 行玄
いわさき ゆきもと

副学長（総括）
横山 芳博
よこやま よしひろ

経済学部長
経済・経営学研究科長
廣瀬 弘毅
ひろせ こうき

経済学科長
杉山 泰之
すぎやま やすゆき

経営学科長
木野 龍太郎
きの りゅうたろう

図書館長
杉村 和彦
すぎむら かずひこ

キャリアセンター長
新宮 晋
しんぐう しん

キャリアセンター長
新宮 晋
しんぐう しん

特任学長補佐
（ハラスメント対策）
塚原 典央
つかはら のりお

創造農学科長
村井 耕二
むらい こうじ

生物資源学部長
生物資源学研究科
専攻主任
日竎 隆雄
ひび たかお

生物資源学科長
村上 茂
むらかみ しげる

海洋生物資源学部長
生物資源学研究科長
海洋生物資源
臨海研究センター長
水田 尚志
みずた しょうし

海洋生物資源学科長
兼田 淳史
かねだ あつし

先端増養殖科学科長
富永 修
とみなが おさむ

看護福祉学部長
看護福祉学研究科長
米田 誠
よねだ まこと

看護学科長
笠井 恭子
かさい きょうこ

社会福祉学科長
佐野 治
さの おさむ

恐竜学研究所長
西 弘嗣
にし ひろし

学術教養センター長
清水 聡
しみず さとし

地域経済研究所長
南保 勝
なんぼ まさる

生物資源開発研究センター長
森川 峰幸
もりかわ みねゆき

新役員等の紹介 新任教員の紹介

准教授
今池 康人 いまいけ やすひと

（専門分野）経済学史、経済思想
史、科学哲学
（担当科目）経済学史
社会への個人の貢献などの思
想を研究しています。皆さんが社
会で活躍できる良き人材となる
ことを願っています。

経済学科

助教
芝田 有希 しばた ゆき

（専門分野）マーケティング、消費者
行動、感覚マーケティング
（担当科目）流通論、消費者行動論
消費者の購買行動に影響を与
える要因とは何かについて、実
証的な研究を行っています。福
井県に貢献できるよう頑張って
いきます。

経営学科

准教授
池田 美穂 いけだ みほ

（専門分野）植物分子生理学
（担当科目）遺伝学II、生物学II
植物システムの巧妙さ、美しさを
知り、応用するために、植物の分
化全能性や細胞伸長制御など
を研究しています。

生物資源学科

准教授
小路 淳 しょうじ じゅん

（専門分野）魚介類の生産機構
（担当科目）魚類学、生態遺伝学、科
学英語I、生物学実験、保全生態学
実習、生物資源統計学
豊かな水産資源や生物多様性
をうみだす仕組みを解明するた
めに、一緒に海や川へ出かけま
しょう！

 海洋生物資源学科

教授
奥澤 公一 おくざわ こういち

（専門分野）魚類遺伝育種学、魚類
生理学
（担当科目）水族遺伝育種学、遺伝
育種学実験
最先端の遺伝育種学を身に着
け、この学問の発展に貢献する
とともに日本養殖業の将来を
担ってください。

先端増養殖科学科

教授
濵口 昌巳 はまぐち まさみ

（専門分野）海洋生態系保全学、ブ
ル－カ－ボン
（担当科目）海洋生物学、海産無脊
椎動物増養殖学
魚以外の海洋生物の増養殖や
生態系保全の研究を通じて地
元に貢献できる仕事をしてみま
せんか？

先端増養殖科学科

教授
吉浦 康寿 よしうら やすとし

（専門分野）魚類発生工学、遺伝育
種学
（担当科目）水族発生工学、遺伝育
種学実験
魚介類の新しい品種改良技術
の確立を目指して、基礎から応
用まで実践的に研究しています。
一緒に研究してみませんか。

先端増養殖科学科

教授
岩谷 久美子 いわたに くみこ

（専門分野）母性看護学、助産学
（担当科目）母性看護学概論、母性
看護学、母子保健学
母性看護学、助産学分野に関す
る研究をしています。母性看護に
ついて語り合いながら楽しく学び
ましょう。

看護学科

教授
大島 千佳 おおしま ちか

（専門分野）看護技術のエビデンス
開発
（担当科目）基礎看護技術、フィジカ
ルアセスメント、基礎看護学実習
看護学の幅広さ、奥深さを一緒
に探求していきましょう。様々な
経験を通して、広い視野を養っ
て下さい。

看護学科

教授
久米 真代 くめ まさよ

（専門分野）老年看護学
（担当科目）老年看護学概論、老年看
護学、老年看護学演習、他
語り合い、ケアを創造する仲間を
増やせるように、老年看護の魅
力を発信し続けたいと考えてお
ります。

看護学科

助教
上谷 祐子 かみたに ゆうこ

（専門分野）小児看護学
（担当科目）小児看護学、母子保健
学、小児看護学実習
授業や実習を通して、皆さんと
ともに小児看護の楽しさや喜び
を共有できたらいいなと思って
います。

看護学科

助教
藤田 祐子 ふじた ゆうこ

（専門分野）成人看護学、慢性期
看護
（担当科目）成人慢性看護学演習、
成人慢性看護学実習
看護もまた生涯学習です。ぜひ
皆さんと一緒に学びを深めてい
きたいです。

看護学科

特命教授
松原 宏 まつばら ひろし

（専門分野）経済地理学
産業立地と地域経済について、
研究・教育を行ってきました。地
域の現場に身を置いて、地域政
策に関わっていければと考えて
います。

地域経済研究所

教授
佐々井 司 ささい つかさ

（専門分野）人口学、社会保障、統
計分析、社会調査
福井での研究活動を通じて、地
域課題への対応策について皆さ
んと一緒に議論していきたいと
考えています。

地域経済研究所

教授
道信 良子 みちのぶ りょうこ

（専門分野）医療人類学、グローバ
ルヘルス、質的研究法
（担当科目）病気・人間・社会、現代
福祉問題論、コミュニケーション特
論、看護研究方法論
子どもの生命とウェルビーイン
グ、小児がん医療の意思決定に
ついて研究しています。

社会福祉学科
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