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福井県大出版部
「福井学」シリーズ続々刊行
販売元は福井新聞社、県内主要書店等でワンコイン！

福井県立大学

知りたい情報によりアクセスしやすくなりました！
本学の最新情報を随時発信していきます。
下記のQRコードよりぜひアクセスしてください。

黒田祐二 編著

実践につながる教育心理学改訂版（北樹出版,2021） 
本学学術教養センターの黒田祐二教授が執筆。
教育心理学の理論や研究が教育実践につなが
るように書かれた本である。学校での子どもの
行動や教師の指導法を、心理学の視点から捉
えることができるように工夫した。また、読者が
容易に理解できるように、平易な言葉でわかり
やすく説明するようにした。

新しい〈地方〉を創る （晃洋書房,2022）
本学地域経済研究所の杉山友城准教授のほか
塚本利幸、成田光江、井上武史、栃川昌文、福
井銀行地域創成チームで執筆。
高い持ち家率、おいしいごはん、子育てしやす
い環境、コミュニティの助け合い。地方には暮ら
しやすい環境があるにもかかわらず、人口減少
が続いている。地方の魅力を高めるにはどうし
たらよいか、弱みを克服するにはどのような方
法があるか。幸福度日本一の福井を事例に地
方の可能性を引き出すための方法を模索する。

本学関係者の著書紹介

ふるさと

掘り起こそう！ 生活に身近な
生物資源学 いまとこれから
生物資源学部生物資源学科 編
価格550円（税込）
気候変動状況下でも安定した収穫が期待できる品
種の開発や、農作物、食素材に含まれ、健康増進や
病気予防等に役立つ様々な成分の分析・評価、微
生物が持つ酵素を活用した発行食品、新医薬品の
開発について取り上げています。

　本学は、1920年4月に設置された福井県農業試験場内の「福井県農業技術員養成課程」
が始まりです。1966年に福井県農業短期大学校、1975年に福井県立短期大学、 1992年
に福井県立大学へと発展、2007年に公立大学法人に組織変
更し、2020年がちょうど100年目に当たります。「実は100年」
です。この節目にロゴマークを作成しました。 
　福井県の鳥で、学章にも使用されている “つぐみ” をイラスト
化し、 くちばしには県立大学の木である、白樫をくわえています。 
　福井県立大学が「実は百年」であることを、県民の皆様に
ご理解いただき、次の100年に向かって、“羽ばたく” 願いを
込めています。

福井県立大学 100周年ロゴマークについて
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ISBN978-4-910746-00-5
ISSN2436-052X
C0045  ￥500Ｅ

定価 550円
（本体500円＋税10％）

掘り起こそう！生活に身近な

福井県立大学ブックレット⑤

生物資源学 いまとこれから
福井県立大学生物資源学部生物資源学科 編

9784910746005

1920045005008

福井県大のリベラルアーツ
学術教養センター 編
価格550円（税込）
仕方なく履修する「一般教養」科目ではなく、知的好
奇心を刺激するおもしろいリベラルアーツ教育を。
学術教養センターではそのような思いをもって教
養教育の充実に取り組んできました。所属学部での
専門の学びだけでなく、その気になれば文系・理系
問わず多種多様な学問に触れられる、地方大学と
しては出色の本学のリベラルアーツ教育について、
本書ではそのエッセンスと将来像を紹介します。

福井城址と風景まちづくり
お城が見える中心市街地
福井ランドスケープ研究会 編
価格550円（税込）
進士学長が顧問となり、県内の民間ランドスケー
プ・コンサルタント、緑化修景、造園の専門家らと
「福井ランドスケープ研究会」を結成。
2019年、2020年に研究会が、「県都・福井のまち
づくり」の新時代を目指し、今後の望ましい福井城
址と中心市街地の在り方に関する、公開講座（学長
特別企画）を開催しました。
本書は、県民の方と共に学び、構想を立案するため
の資料づくりや提案が必要ということで、本講座
の内容を書籍化しました。
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福井県大HPが見やすくなります！

地方公立大学の挑戦
福井県立大学の挑戦＋実は百年の再挑戦
稲澤俊一 著再録/進士五十八 徳前元信
価格550円（税込）
広く県民の方に福井県立大学の使命と役割、建学
当初の熱気、近年の地方と大学事情の課題解決に
向けた具体的構想（福井県大オープン・ユニバーシ
ティ）などについて知ってもらうとともに、ブック
レットの最後にここ６年間の福井県大の成果をグラ
フィティとして取り上げています。

リ・チャレンジ

杉山友城 編著



令和３年度　学生表彰受賞者 2022年 4月～ どなたでも利用できます

福井県大レストラン
リニューアルオープン！

　わたしたち「TEAMZen」は、メンバー全員が永平寺町の食と農に携わっています。
永平寺町に生まれ育ち、地域に貢献し、永平寺町を愛しています。
　今回、県大レストランを運営させていただくにあたり、地元農家や企業、あわらキャ
ンパスと連携し、福井の美味しい食材を仕入れ、安心安全でできたての温かい「おふ
くろの味」を学生さんや地域の方に提供してまいります。食べる楽しみや食への興味
を県大レストランで体験してください。
　たくさんの皆様のご来店を心待ちにしております。

　わたしたちは廃棄野菜を減らした
いという思いから「Kitchen Boo」を
運営しています。毎日異なる仕入れ
野菜を地域の方の手で美味しく仕上
げて提供しています。野菜嫌いのお
子様も一緒に、ぜひご来店ください。

代表　柴田京子
TEL：0776-76-8927
Mail： team@zen.fukui.jp

大人1,650円、小学生1,265円、
小学生未満825円、2歳以下無料、県大生1,400円
※学生食堂は量り売り。1g＝1.8円(税込)

●営業時間／11：00～15：00（バイキング形式）

営業時間：11：30～15：00
県大レストランtwitter
で最新情報をCHECK

有限会社タカノ／高野 滋光さん

TEL：0770-53-2636 Kitchen BooHPで
最新情報をCHECK

  成績優秀賞

奥村 優希 （経済学部 経済学科）
奥村 日奈多 （経済学部 経営学科）
今堀 千咲 （生物資源学部 生物資源学科）
阿部 真子 （海洋生物資源学部 海洋生物資源学科）
小畑 成来 （看護福祉学部 看護学科）
前川 穂香 （看護福祉学部 社会福祉学科）

各学科卒業生から選出された
成績優秀者です。

各専攻修了生から選出された
論文優秀者です。  優秀論文賞

今田 景子 （大学院博士前期課程 経済・経営学研究科経営学専攻）
「相続税法における不動産評価」

橋本 佳澄 （大学院博士前期課程 生物資源学研究科生物資源学専攻）
「２倍体コムギ Triticum monococcum における
超極早生変異体 extra early-flowering 4 (exe4)の解析」

村越 祐美 （大学院博士前期課程 生物資源学研究科海洋生物資源学専攻）
「ラビリンチュラ類感染性ウィルスの増殖機構を解明する」

国際的規模または全国的規模の学会から賞を受けた方や特に高い評価を受けた方です。  学術研究活動の部

根木 遥介 （大学院博士前期課程 生物資源学研究科海洋生物資源学専攻１年）
日本ベントス学会・日本プランクトン学会同大会において「三方湖において低い炭素安定同位体比を示すユスリカ幼虫の時空間分布と年変動」
について口頭発表を行い、学生優秀発表賞を受賞しました。

課外活動や社会活動において特に高い評価を受けた方々です。  課外活動・社会活動の部
遊狩漁部牡蠣殻班
国立研究開発法人海洋研究開発機構の50周年記念行事「すべらない砂甲子園」に出場し、見事優勝を果たしました。

アメリカンフットボール部
2021年度アメリカンフットボール北陸学生秋季リーグにおいて優勝し、全日本大学選手権日本代表決定戦に出場しました。

第29回白樫祭実行委員会 （学友会、海友会）
感染対策の制約下の中、学びと遊びが調和した新しいスタイルの白樫祭の開催に大きく貢献しました。

FPU学生環境LaBo （生物資源学科3年次有志）
福井県主催「ふるさと環境フェア2021」にブース出展し、環境保護活動を展開しました。

表紙の写真「福井バーチャル恐竜展」
恐竜学研究所の今井拓哉助教らをはじめとする実行委員会が福井県内で化石が発見された恐竜の3DCGをインターネット上の仮想会場で展示する「福井
バーチャル恐竜展」をスタートさせました。この取組みは、新型コロナ禍で福井県立恐竜博物館を訪れにくくなった人にも楽しんでもらおうと、同研究所が企画し
ました。スマホやパソコンからサイトにアクセスすることで“入場”でき、リアルな恐竜の姿をさまざまな角度から間近に楽しめます。

小浜キャンパスには
Kitchen Booがあります。
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福井県立大学学生表彰要領（抜粋）
（表彰の基準）
第２条　表彰は、学生（学生の団体を含む。以下同じ。）のうち、次の各号のいずれかに該当するものについて行うことができる。
（１）学術研究活動において、次のいずれかに該当すると認められるもの
　イ.国際的規模または全国的規模の学会から賞を受けたもの　ロ.その他学術研究活動において特に高い評価を受けたもの
（２）課外活動を目的とする団体の活動において、次のいずれかに該当すると認められるもの
　イ.全国的規模または地区的規模の競技会、公演会、展覧会等において優秀な成績を修めたもの　ロ.その他課外活動において特に高い評価を受けたもの
（３）社会活動において、次のいずれかに該当すると認められるもの
　イ.ボランティア活動等において、社会的に特に高い評価を受けたもの
　ロ.人命救助、犯罪防止、災害救助等に貢献したことにより、社会的に特に高い評価を受けたもの　ハ.その他社会活動において特に高い評価を受けたもの
（４）卒業または修了時において、次のいずれかに該当すると認められるもの
　イ.特に優れた学業成績　ロ.特に優れた学位論文
（５）前各号に掲げるもののほか、特に顕著な功績を挙げ、本学の名誉を高めたと認められるもの

　令和4年3月17日（木）に令和3年度の学位授与式を開催し、学士386名、修士24名の合計410名に学位記が授
与されました。あわせて令和3年度学生表彰式を行いました。受賞されたのは下記の皆さんです。



地域のプロフェッショナル
からの多彩な学び

福井県立大学 公開講座 福井県立大学 ブックレット

会計学Ⅱ
　税の役割と日本の財政を様々なデー
タから肌で感じることを目的として、福
井税務署長および福井財務事務所長
のお二人によるリレー講義を実施しま
した。
　コロナ対策を含めた財政の国際比較
や国税査察制度などについても学べる
きっかけとなりました。

山田 賢一/越前市長

河合永充/永平寺町長

金沢国税局
福井税務署
坂本 詞人 署長

北陸財務局
福井財務事務所
大塚 美樹 所長

福井県信用保証協会
山田 源悟さん（県大OB/1998年度卒）
高橋 和志さん（県大OB/2015年度卒）

海洋生物資源学 フィールド演習Ⅰ
　海洋生物資源学部1年生向け
フィールド演習では、県大OBである
福井県水産試験場職員から、大学で
の研究成果を福井県の水産業にどう
生かすかという点についての講義や、
水産関係施設見学を行いました。
学生にとって、1年生の時から研究成
果の社会還元について考える良い
きっかけとなりました。

福井県水産試験場
海洋研究部技術開発G
中嶋 登さん
（県大OB/2013年度卒）

社会福祉法人　聖徳園
ファミール芦原
渡邉 一幸総合施設長

本学教員や多彩な外部講師による
無料講座

福井にまつわる研究成果を
まとめたブックレット

福井県大では今回ご紹介した方々のほかにも70名を超える
地域のプロフェッショナルからの学びを提供しています。

福井県立大学は福井の持続可能性を支える大学を目指し「県民のにわ」「県民の学び」「県民・地域とのつながり」
の3つを柱とする「福井県大オープン・ユニバーシティ」を進めています。
今回は県大ならではの地域のプロフェッショナルからの多彩な学びについて特集します。

福井県大オープン・ユニバーシティ

県大OBから学ぶ
"信用保証協会"
  地域金融を支える最前線

経済学・経営学特講B
　永平寺町の河合永充町長は町民
でもある福井県大の学生に対して、
町の防災への取組みなどについて
紹介しました。
　河合町長は自主防災組織に触
れ、行政が住民と共に知恵を出し
合って、防災への対策を行うことが
重要であると語り、学生に対しても
防災について今一度考えてほしい
と語りました。

経済学・経営学特講B
　福井県副知事や福井県大理事長を
歴任した山田賢一越前市長が、自らの
経験などを交え地方行政の役割などに
ついて講義を行いました。
　講義の中で山田市長は「行政ビジネ
ス」の考え方について触れ、これからの
地方行政は地域住民と共に課題を解
決していかなければいけないと語りま
した。

経営財務論
　県大OBで、福井県信用保証協会で
勤務されている方をゲストスピーカーに
招き講義を行いました。地域金融を支え
る現場の最前線で働く先輩の講義を聞
き、金融の知識を修得するとともに、学
生自身の10年後のキャリアモデルを意
識できる講義になっています。

講師
（農業女子）
長田奈津子さん、田嶋和恵さん、
吉村みゆきさん、藤井和代さん
（企業女子）
松本千恵さん、浅見由紀さん

農業女子と語ろう
  "農"って面白い！

食農環境実習Ⅰ
　地元で活躍する農業女子ら6名との座
談会を開催しました。
　講師のこれまでの生き方や人生観など
を聞いた後、質疑応答を行いました。学
生からは、「こんな時はどう乗り越えてき
たのですか？」といった具体的な質問が寄
せられ、自分の今後の生き方にしっかりと
当てはめて考え、学んでいました。

ソーシャルワーク実習指導Ⅰ
　社会福祉に関わる現場の最前線の取組
みや課題を、施設の職員から学びました。
現場を意識した学びについて考える機会
となりました。　

寺田 千夏さん
アートディレクター・デザイナー
※デザインは学生作成

My Farmで作った
野菜のパッケージデザイン
  "売れる"デザインを考えよう！

海洋生物資源学部での
学びと社会との"繋がり"　
  研究成果は社会へ還元しよう！

　　　　 総合農学
　アートディレクターでデザイナーの寺田千夏さんからデザインとは何かを学び
ました。パッケージデザインを作成する実習では、学生それぞれの個性を生かし
たデザインを作成することができました。実際に販売するところを想像し、アピー
ルポイントを伝えることの難しさを実感していました。

スイートコーン
「きみひめ」

福井県立大学の畑で
一から手作業で育てました！！

FPU  Open university
地方行政の仕事とは
  "行政ビジネス"で考える
  これからの地方自治

町の防災行政
  住民と共に防災を考える

社会福祉の現場から
  母子生活支援施設の課題

税の仕組みと日本の財政
  税と財政をより身近に　



FPU トピックス

　福井県版ノーベル賞である福井県科学学術大賞の若手科学学術
賞を瀧澤文雄准教授（海洋生物資源学部）が受賞し、２月７日（月）の
「ふるさとの日」にあわせて表彰式が行われました。
　瀧澤准教授は、魚類におけるＩｇＴと呼ばれる抗体が粘液中の病
原体の排除や常在細菌の制御に大きく関わっていることを明らかに
しました。今後ＩｇＴを効果的に誘導できる仕組みが分かれば、魚へ
の投与が簡便で有効性が高い粘膜ワクチンの開発が可能となり、水
産増養殖における魚病対策の解決につながることが期待されます。
　今回の研究成果は、2022年４月開設の「先端増養殖科学科」にお
ける魚病や魚類免疫に関する研究の主軸として引き続き推進してい
く予定です。

瀧澤准教授が福井県若手科学学術賞を受賞
魚類の抗体研究により増養殖の活性化に期待

　大学院博士前期課程生物資源学研究科生物資源学専攻1年の横山
夢花さんが、越前水仙の「蕾のまま長期低温保存」を可能にし、さらに
「開花後の花持ちを延長」できる品質保持剤の商品化に成功し、2月9
日（水）に記者発表を行いました。
　福井県の県花である越前水仙は、冬場の数少ない切り花として全
国に出荷されていますが、収穫時期が短く集荷も集中して行われるた
め、出荷価格が高騰する年末に向けて計画的な出荷を可能とする長
期保存技術の開発が強く望まれていました。　
　横山さんは、女子フットサルチーム「福井丸岡RUCK」でレギュラー
として活躍する傍ら、越前水仙専用の品質保持剤の開発を修士課程
の研究テーマとして掲げ、ＪＡや地域団体と連携し商品化に成功しま
した。

「越前水仙」の品質保持剤を開発
福井丸岡RUCK所属の横山夢花さんが研究

　学生目線で考えた店舗経営の改善策を提案する発表会が3月8日
（火）に開催されました。
　これは、県内に複数店舗を展開する「ホームセンターみつわ」から依
頼を受け昨年春頃から始まったものです。経済学部生2～4年生35名
が5グループに分かれ、店舗従業員へのインタビューや実店舗の視察
調査等を行い、経営状況や店舗の現状を理解し、学生目線で考えたそ
れぞれの改善策を同社の山本丈雄社長ら6名の前で発表しました。
　学生からは、インスタグラムなどＳＮＳの活用や菓子袋を貼り合わ
せてリュックに見立てた「お菓子リュック」の手作り体験会等を通した
新規顧客獲得策の提案がありました。提案を受け山本社長は「学生な
らではのアイデアをもらうことができた。採用できるものは店舗に反
映していきたい」と評価しました。

学生目線で店舗経営の改善策を提案
インスタグラム、お菓子リュックなど経済学部生が発表

　本学と国立研究開発法人水産研究・教育機構は、水産資源の増養
殖を研究する先端増養殖科学科が4月に新設されるのを機に、3月3日
（木）に包括連携協定を締結しました。
　この協定により両者間で、主に人間が餌を与えない無給餌養殖や、
ゲノム解析を用いた品種改良の分野で連携を行います。共同研究や
人材交流を通して、地域の水産業の発展に貢献する人材の育成を目
指します。
　オンラインで開催した協定式では、水産研究・教育機構の中山一郎
理事長および本学の進士五十八学長らが出席。進士学長は「連携をと
おした人材育成を進め、地域振興に貢献していきたい」と語りました。

水産研究・教育機構と包括連携協定を締結
「先端増養殖科学科」新設を機に共同研究や人材交流で連携強化

古俣 大地さん 
海洋生物資源学部
海洋生物資源学科４年
養殖業の技術習得の早期化に向けたＶＲ教材の
開発について北陸技術交流テクノフェア等でブース
出展を行い来場者から高い評価を得ました。

横山 夢花さん
大学院博士前期課程
生物資源学研究科生物資源学専攻１年
越前水仙の品質保持剤の開発・商品化に成功
し、水仙の安定的供給に貢献しました。商品化
は、テレビ、新聞、Webニュースなどで多く取り上
げられました。

『福井県立大学つぐみ賞』受賞者紹介

金本 直也さん 
経済学部 
経済学科3年
ワールドカフェ学生スタッフや留学生チュー
ターとして国際交流を推進したほか、自らの
経験を基に学生向けのTOEIC講座を企画、
開催しました。

竹内 陽大さん　山本 侑輝さん 
生物資源学部
生物資源学科４年
福井市立鷹巣中学校との共同調査で海藻アカモ
クのヒトにおける健康効果の評価に関する研究に
尽力しました。

佐藤 明大さん 
経済学部
経済学科３年
ワールドカフェの学生スタッフリーダーとして、誰もが利
用しやすい環境づくりに尽力し、学生の利用促進など
に大きく貢献しました。

平良 暁子さん 
大学院博士前期課程
生物資源学研究科生物資源学専攻１年
日本古生物学会で「カマラサウルスの上顎および
下顎の血管神経管の解析」についてポスター発
表し、優秀ポスター賞を受賞しました。

杉本 育さん
大学院博士前期課程
経済・経営学研究科経営学専攻１年
代表理事を務める「一般財団法人杉本育文
化財団」の活動として、コロナ禍で経済的に
困窮している本学学生に、福井県産コシヒカ
リ240kgを支援しました。

山内 エリキ 賢司さん
生物資源学部
創造農学科１年
今年、福井県で開催される「全国農業担い手
サミットinふくい」の大会テーマに応募し、最優
秀賞を受賞しました。

瀨戸川 美穂さん 
看護福祉学部
看護学科４年

本学で初めて、新卒として県内訪問看護ステー
ションに就職するほか、在学時から就職先施設の
活動に積極的に参加し、施設の全国会報にも掲
載されました。

大澤 優里さん 　角屋 早栄さん 
髙橋 小雪さん 
看護福祉学部　看護学科４年

福井県と共同で新卒訪問看護師に関す
る調査を実施、日本看護研究学会学術集
会などで採択されました。

FPU学生環境LaBo
近藤 一宏さん 坂下 雄基さん

金 紀新さん 笛木 麗奈さん

田村 龍一さん 畑中 悠那さん

小畑 成来さん
看護福祉学部
看護学科４年

現役学部生として初めて、日本訪問看護財団が
主催する現役看護職向けの訪問看護eラーニ
ングを受講・修了しました。

山岸 由佳さん
看護福祉学部
看護学科４年

２年生から４年生までの間、毎週小学生の陸上
クラブで指導ボランティア活動を行うなど、地域
に貢献しました。

ふるさと環境フェア2021に「楽しく
学ぼう！野鳥と雑草」を出展し、県
民への学びの機会を提供するとと
もに本学のＰＲを行いました。

遊狩漁部牡蠣殻班
池田 紗奈さん 伊藤 文哉さん

中地 智里さん

JAMSTEC（海洋研究開発機構）の50周年記念行事として開催
された「すべらない砂甲子園」に出場。若狭湾で養殖しているマ
ガキの貝殻を利用したアイデアで見事優勝しました。

生物資源学部生物資源学科３年

海洋生物資源学部
海洋生物資源学科３年

（2021年１２月～2022年3月授与分）
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