
先端増養殖科学科１年生が嶺南地域で初の野外実習を行いました。若狭高校の実習船雲龍丸に乗船させていただき、海洋観測実習や操船実習などを行いました。
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ご意見・ご要望をお寄せください。
抽選で県大グッズプレゼント！

福井県立大学創立30周年記念　地域経済研究所
「地域経済研究フォーラム」 特別シンポジウム

「創造時代（Society5.0）の仕事術」
日時／令和４年１０月２６日（水）13：00（受付）～17：10
場所／福井県立大学 永平寺キャンパス 講堂
〈プログラム〉
  第１部　基調講演
テーマ  仕事の意味　―「人的資源の成長」を基礎に―
講師  福井県立大学名誉教授 中沢孝夫氏
  第２部　パネルディスカッション
テーマ  仕事とは何か？　―仕事観の過去・現在・未来を問う―
モデレーター  福田布貴子氏（フリーアナウンサー）
パネリスト  林治克氏（福井コンピューターホールディングス元代表取締役社長）
　　　　  南保勝（福井県立大学地域経済研究所 所長・特任教授）
コメンテーター  中沢孝夫氏（福井県立大学名誉教授）
お問合せ：地域経済研究所 事務局

◉事業プロジェクト名
「農」「食」「環境」を伝える
県大マルシェを開催したい！ 
学生が主体となり、大学で生産された農産物等を販売するマルシェ（市場）を開催
します。企画から生産、販売までを学生が一貫して行うことにより、農産物販売の教
育環境の場とします。

◉募集期間　（予定） 9月19日（月）～10月末
◉寄付目標額　100万円
※ふるさと納税を活用した寄付のため、寄付者の実質負担は2,000円となります。
（注：所得収入等により控除額に上限があります）

◉返礼品
（県外の方）県大開発品種（ふくこむぎ、ピカツンタ、山田錦FW1号など）を使った
　　　　　乾麺や日本酒、特任講師が栽培した果物等
（県内の方）県大レストランでの県大開発品種を使ったメニューの試食会へご招待

◉お問合せ／財務課

お申込みは
こちら

「ふるさと納税版クラウドファンディング」を
実施します！ ご支援、ご協力をお願いします

創立
３０周年
記念

※詳しくは寄付金募集
ページをご覧ください。

発行／公立大学法人 福井県立大学　2022年（令和4年）9月6日発行
〒910-1195 福井県永平寺町松岡兼定島4-1-1
TEL：0776-61-6000　FAX:0776-61-6011

ホームカミングデー
2022

永平寺
キャンパス  令和４年 10/8土
小浜

キャンパス  令和４年 10/1土 　本学の創立３０周年を記念して、卒業生、在学生やそのご家族、地域の方々などを対象に
キャンパスに集まって交流を深めていただく『ホームカミングデー』を開催します。
　永平寺、小浜の両キャンパスの大学祭の初日と同日開催します。あわせて様々な関連行事
も開催します。卒業生、在学生やそのご家族、本学で勤務された教職員の皆様方、また日ごろ
お世話になっている地域の皆様方、多数お誘い合わせの上、にぎやかな1日を福井県立大学
でお過ごしください！

10/1土 （小浜キャンパス）
・県大創生フォーラム

10/1土・2日 
・小浜キャンパス白樫祭（大学祭）

10/8土 （永平寺キャンパス） 
・創立30周年記念シンポジウム
・同窓会総会
10/8土・9日 
・永平寺キャンパス白樫祭（大学祭）

創立30周年記念シンポジウム 
「福井県の持続可能性を支える
　　　　― 県立大学これからの30年」 
各分野で活躍する卒業生、ベンチャー企業
を立ち上げた教員などとともに、県立大学の
これからの30年を展望します。
■コーディネーター 山根一眞氏（本学客員教授）

県大創生フォーラム
様々な分野で活躍する卒業生を招き、
海洋生物資源学部の今後の社会的役割や
期待について考えます。

お申込み・お問合せ：就職・生活支援課 
TEL 0776-61-6000
FAX 0776-61-6012 
E-mail fpu-gakusei@fpu.ac.jp

県大に帰ろう
福井県立大学

創立30 周年

記念シンポジウム・
県大創生フォーラム
ご参加の方に

県立大学開発米プレゼント！



2022年度、福井県立大学は創立30周年を迎えました。
これまでに学部9,524名、大学院1,032名、
合わせて延べ10,556名の卒業生を社会に送り出しています。
県大卒業後、様々な分野で活躍するOB・OGの皆さんをご紹介します！

Voice
卒業生の声

現在の仕事内容を教えてください
　私たちは「オシャレで人生を豊かに」を経営理念に、30代以上の男性
をターゲットにしたファッション通販サイトを運営しています。「何を着たら
いいか分からない」という悩みを解決できるのが私たちの強み。オンライ
ンでプロのスタイリストが顔や骨格を診断し、1人ひとりに似合うコーディ
ネートを無料で提案します。
　30代、40代男性のファッション通販サイトで日本一になり、世界進出す
る企業となるために日々頑張っています。

県立大学の思い出を教えてください
　私は社長になるのが夢で県立大学の経営学科に入学しました。印象
に残っているのは、大学2年の時（2005年）に交換留学制度で1年間、中
国の浙江省にある大学に留学したことです。中国の学生は「起業する」
「会計士になる」など将来の夢が明確で、行動している人が多かったで
す。行動力とハングリーさがありました。私もそこに刺激を受けて、帰国後
とにかく行動だということで大学3年生の時に起業しました。それが現在
に繋がっています。

学生の皆さんにメッセージを一言！
　大学生活って今までにないくらい自由な時間がありますよね。その時間
をどう使うかで差が出ると思います。どんなことでも行動の一歩目って勇
気がいること。だからこそ大学生活のなかで最初の一歩を踏み出す経験
をしてほしい。失敗してもいいんですよ。失敗を恐れないでほしい。その経
験が大人になって活きてきますから。

現在の仕事内容を教えてください
　新規医薬品候補を実際に薬の形にする、製剤設計研究をしています。
薬の有効成分を最大限に発揮できるように、製剤処方を検討して試作
し、各種試験で評価します。完成した処方・製法を元に、人に投与される
臨床試験が進むので、責任感とやりがいを感じています。
　前職では薬になる可能性のある化合物の基礎研究をしておりました
が、その延長線上にある薬づくりを通して、人々の健康に貢献でき、嬉しく
思います。

県立大学の思い出を教えてください
　学部から博士後期課程卒業までの9年間県立大学におりましたが、一
番の思い出は研究室に所属後、好きなだけ研究に打ち込んでいた時間
です。実験が楽しいと感じたのも、少人数制の丁寧な指導を受けることが
できたためと感謝しております。多様な研究室があることも魅力で、学内
での交流や共同研究を通じて知識の幅を広げることができました。

学生の皆さんにメッセージを一言！
　学生時代は何事にもエネルギッシュに挑戦できる、貴重なひとときだと
思います。コロナ禍で様々な制限があると思いますが、今できることに目を
向けて、皆さまが充実した学生生活を送られますよう応援しています。

現在の仕事内容を教えてください
　2008年の入社以来、コラーゲン、ゼラチンを中心としたバイオマテリア
ルの仕事に携わってきましたが、今年4月より現在の部署で仕事をしてい
ます。グローバル生産管理部は日本と海外のグループ会社全体の統括管
理業務を行っています。私の主な仕事は顧客技術対応と製品開発・設計
で、新製品・新技術の開発と海外グループ会社への普及・サポート業務
です。主に医薬用・写真用・工業用・副産物関連を受け持っています。

県立大学の思い出を教えてください
　エチゼンクラゲのサンプリングのため、数回定置網漁業に参加させて
いただきました。海の厄介者と言われるだけのスケールの大きさに圧倒さ
れましたし、一方で、漁師の方々が大変親切で感激しました。また、若狭
湾で採れる魚の豊富さにも圧倒され、感動しました。所属した研究室はコ
ラーゲンを専門に研究している所でしたので、マニアックな知識、実験技
術、経験が現在の仕事に生かせているので、良かったです。

学生の皆さんにメッセージを一言！
　「幸運の女神には前髪しかない」

活躍する卒業生たち
輝け 県大の星！

現在の仕事内容を教えてください
　テレビ番組のナレーションを読んでいます。テレビ局や、外部のスタジオ
で収録します。そこでVTRの原稿を受け取り、ナレーションの文章や内容
をチェックし、準備が出来次第ナレーションブースに入り、収録していきま
す。モニターの映像を見ながら、その雰囲気に合うように楽しく明るく、時
には冷静に、語り掛けるように。決められた秒数に合わせて読んでいきま
す。

県立大学の思い出を教えてください
　教授のお部屋にお邪魔して、専門的なお話をお茶やお菓子をいただ
きながらうかがう時間が楽しかったです。先生方がとても優しく、将来の
夢についていろいろ相談に乗っていただいたこともありました。授業と授
業の間の時間に、友達と海までドライブしたり、平日で空いているショッピ
ングセンターでご飯を食べたりと、本当に贅沢な時間を過ごしました。

学生の皆さんにメッセージを一言！
　皆さんが好きだと思うことを大事にしてください。好きの力はとても大き
く強いです。好きで、それをしないではいられないことを続けてください。今
はただの趣味でも、大化けするかもしれませんよ。あなたの武器になるか
もしれません。

にいくら はるか

いとう ゆうき

四本木 典子 さん

ナレーター
（ヒルナンデス！〈日本テレビ系〉、
 羽鳥慎一モーニングショー〈テレビ朝日系〉）
（経済学部経済学科 2002年度卒業）

しほんぎ のりこ

新倉 春香 さん
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
神戸医薬研究所 製剤分析研究部
製剤開発グループ 研究員
（生物資源学研究科生物資源学専攻
  博士後期課程 2018年度修了）

伊藤 佑樹 さん

株式会社ドラフト
代表取締役CEO
（経済学部経営学科　2007年度卒業）

塚本 啓司 さん

新田ゼラチン株式会社
生産本部グローバル生産管理部
グローバル支援チーム マネージャー
（生物資源学研究科海洋生物資源学専攻
  博士後期課程 2007年度修了）

つかもと ひろし
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現在の仕事内容を教えてください
　ソーシャルワーカーです。現在は、障がいのある方の相談支援を
行っています。今に至るまでに、主として精神障がいのある方の生活
や職業面に対する支援を行ってきました。
　仕事内容は、障がいのある方やそのご家族の相談、また地域に向
けての勉強会や関係機関のネットワークづくりなども行っています。職
場ももちろんですが、地域機関の皆さんと協働して仕事ができること
が支えであり、魅力にもなっています。

県立大学の思い出を教えてください
　一番は、実習です。座学だけでなく、現場に入る機会を得ることが
できた点が大きな学びとなりました。実習で出会った障がいのある方
や職員さんのことは今でも明確に覚えています。そこでの学びが今の
仕事の原点であり土台ともいえるように感じています。

県立大学の学生の皆さんにメッセージを一言！
　コロナ禍のなか、なにかと制約のある大学生活かと思われます。な
かには、学生生活の継続が危ぶまれる状況になっている方もいらっ
しゃるかもしれませんね。このようなご時世ではありますが、大学なら
ではの人とのつながりや学びの機会をぜひともいかしていって下さ
い。皆さまの活躍を期待しております。

活躍する卒業生たち
輝け 県大の星！

現在の仕事内容を教えてください
　小学校で養護教諭をしています。児童がけがをした時、体調が優れな
い時に、救急処置・対応をするのはもちろんのこと、心身の健康相談、保
健指導、健康診断、感染症予防など仕事内容は多岐にわたります。保健
室に来た児童が教室に戻る時に、来たときよりも表情が明るく、元気に
なった姿を見ると、私も元気づけられますし、とてもやりがいを感じます。
皆が明るく元気に学校に通えるよう、精一杯サポートしたいです。

県立大学の思い出を教えてください
　バスケット部に所属していたので、色々な所へ遠征に行き、仲間と過ご
した日々がとても楽しかったです。また、長期休業中は、海外への短期留
学、旅行などを楽しみました。3年生からは病院や施設での看護実習が
本格的に始まり、忙しい日々でしたが、実習班の皆と協力し、助け合いな
がら、乗り越えることができました。テスト週間や、国家試験前に友達と徹
夜で勉強したのも今ではいい思い出です。

学生の皆さんにメッセージを一言！
　長いようで短い4年間の大学生活は一度きりです。様々な経験をし、視
野を広げることのできるとても貴重な期間だと思います。自分が将来本当
にやりたいことを見つけるためにも、興味のあることに積極的にチャレン
ジしてください！

よしだ りゅうたつ

吉田 隆達 さん

社会福祉法人六条厚生会
障がい相談支援センターまるおか
相談支援専門員（精神保健福祉士）
（看護福祉学部社会福祉学科 2003年度卒業）

もりした まどか

森下 円香 さん

養護教諭（福井市内小学校）
（看護福祉学部看護学科 2016年度卒業）
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福井県立大学創立30周年を記念して、
皆様から「あなたと県大の思い出」、「あなたが知ってる県大ネタ」を募集します。
お寄せいただいた情報は、広報誌「FPU NEWS」や公式SNSでご紹介します。
あなたと県大の思い出・エピソードや、あなたの知っている県大あるあるネタを
お待ちしています！
広報誌に採用された方全員に県大グッズ（文房具）をプレゼントします。

※ご記入いただいた個人情報はプレゼントの発送以外には使用いたしません。
　当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。

応募は
←こちらから

同窓会からテントを寄贈しました！
　同窓会から、先端増養殖科学科開設記念としてテント2張り
を寄贈しました。
 8月16日（火）に贈呈式が行われ、舟木同窓会会長から岩崎
学長に目録が贈呈されました。岩崎学長からは「大変ありがた
い。いただいた品は授業で使用するなど、小浜キャンパスの学
生のために役立てたい。」との感想をいただきました。寄贈し
たテントは、小浜キャンパスで野外実習や大学祭などに使用
されます。

同窓会活動報告
 5月25日（水）、永平寺キャンパスにおいて第3回同窓会理事
会が開催され、令和3年度事業報告、収支決算および令和４年
度収支予算案の各案が審議されました。
 10月に大学創立30周年を記念してホームカミングデーが開
催されることから、同窓会においても総会を開催することを決
定しました。

同窓会総会
ホームカミングデーに合わせて、同窓会の総会を開催しま
す。ご友人などとお誘いあわせの上、多数のご参加をお待ち
しています。
●日時：10月8日（土）13時から
●場所：永平寺キャンパス 多目的ホール

福井県立大学同窓会会長
舟木 隆純 （福井県坂井農林総合事務所）
（生物資源学部生物資源学科　2000年度卒業）

　本同窓会は、平成8年3月の1期生の卒業と同時に設立
されました。ホームカミングデーとは、卒業生が友人、先
輩、恩師さらには在学生と交流を深めることを目的とした
交流の機会であり、例年10月開催の白樫祭と一緒に開催
しています。
　今年は創立30周年を記念して、永平寺キャンパスで記
念シンポジウムが、小浜キャンパスで県大創生フォーラム
が開催されます。また、永平寺キャンパスでは、同じ日に同
窓会の総会を併せて開催します。
　同窓会会員の皆様におかれましては、ホームカミング
デーにぜひとも足を運んでいただきますとともに、本同窓
会の活動のさらなる充実と発展に向けて、ご理解とご支
援、ご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。

同 窓 会 か ら の お 知 ら せ

「あなたと県
大の思い出」

「あなたが知
ってる県大ネ

タ」

募集します！

ホームカミングデーに
ご参加ください！

記念シンポジウム・県大創生フォーラム
ご参加の方に県立大学開発米プレゼント！

旧友と
盛り上がりましょう！



FPU トピックス
　本学恐竜学研究所と福井県立恐竜博物館は、徳
島県立博物館が行っている徳島県勝浦町に分布す
る前期白亜紀の地層における発掘調査に協力し、
日本最古級のイグアノドン類（鳥脚類恐竜）の骨と
歯化石を発見しました。成果は本学の柴田正輝准
教授が、7月2日（土）に行われた日本古生物学会で
発表しました。
　イグアノドン類は、後期ジュラ紀から白亜紀末（一
億五千万～六千六百万年前）に生息した草食恐竜
「鳥脚類」の一群です。国内ではフクイサウルスなど
が発掘されていますが、一億三千万年前のイグアノ
ドン類の骨化石は日本最古級となります。

　2025年度開設予定の恐竜学部（仮称）学部棟
（2026年度供用開始予定）の新築にあたり、簡易
公募型プロポーザル方式による設計者の選定を行
いました。
　審査の結果、株式会社隈研吾建築都市設計事務
所が、設計者として最もふさわ
しいと評価されました。今後は、
基本設計および実施設計を進
めていく予定です。

国内最古級のイグアノドン類化石発見
恐竜学部（仮称）学部棟の設計者選定！

　生物資源学部日竎隆雄教授と近畿大学の北山隆教授、柏﨑玄伍助
教との共同研究により、疎水性（親油性）に反応するBODIPY蛍光色
素にボロン酸を結合させることで、簡便に果糖を測定できる新規蛍光
プローブを開発し、国際誌 RSC Advancesで論文を公表しました。
　開発した蛍光プローブを加えるだけで果糖濃度を簡便に測定でき
るようになり、腎機能検査に用いるイヌリン測定などへの応用も期待
されます。

ブドウ糖と果糖を区別し果糖を測定できる
新規蛍光プローブを開発！

　永平寺町より、大学生の若い力を借りて高齢化や人口減少等の
問題を抱える地域の活力を生み出したいとの依頼を受け、7月10
日（日）に本学学生と九頭竜川中部漁業協同組合が合同で九頭竜
川周辺の清掃活動を実施しました。

本学学生が九頭竜川清掃等
ボランティア活動を実施

若狭小浜ドローン協会より
ドローン練習機を寄贈いただきました

　8月2日（火）、先端増養殖科学科開設を記念し若狭小浜ドローン
協会より、ドローン練習機10台を寄贈いただきました。
　学生が練習用ドローンを使って操作方法を習得することにより、
空撮調査に加え、水中用ドローンの操作も可能となり、魚介類の生
育調査や水質・環境調査等の研究活動の推進が期待できます。

『福井県立大学つぐみ賞』受賞者紹介

看護福祉学部　看護学科 1年
南部 優来さん（福井渚会）
第10回奥の細道むすびの地全国競技かるた
大垣大会C級において第2位に入賞！
第75回全国競技かるた福井大会B級におい
て優勝！

ヒューマンインタフェース学会第189回
研究会「ヒューマンインタフェース・ス
テップアップキャンプ2022」において最
優秀発表賞を受賞！
発表テーマ：「作業遂行時の指差呼称
がもたらす作業後の不安軽減効果」

経済学部　経営学科 4年
経済学部経営学科 藤野秀則准教授ゼミ
堀内 佳太さん　朝山 結満さん
五十嵐 遥愛さん　石田 奈美さん
小栗 成大彦さん　鈴木 里奈さん

和田雅昭 編著
共著 海洋生物資源学部 渡慶次 力 准教授
『スマート水産業入門』（緑書房,2022）
スマート水産業とは、ICT、IoT等の先端技術の活用により、水
産資源の持続的利用と水産業の産業としての持続的成長の両
立を実現する次世代の水産業と定義されている。本書は、100
のトピックを集めた百科事典として、スマート水産業を分かりや
すく解説している。

看護福祉学部　吉弘 淳一　教授　編著
『専門家から学ぶコミュニケーション力』（晃洋書房,2022）
日頃から使っているコミュニケーションをちょっとした工夫で心地
良いコミュニケーションに変えていくポイントをまとめている。
何気ない言葉の大切さと共に、感情が言葉と重なって相手に届
く。その際の相手の感情をどのように理解するのか、また、相手の
気持ちをどのように理解するのかをＱ＆Ａ式で楽しく学べるよう
になっている。

学術教養センター　木村 小夜 教授 著
『問いかける短篇　―翻案・童話・寓話―』（和泉書院,2022） 
視点人物の錯誤や死角、物語の矛盾や構成上の断絶、定型から
の逸脱、反復の中の変質に着目、あるいは原拠や周辺言説との
比較検討を通し、漱石・鷗外・芥川・未明・三島から森見登美彦と
いった現代作家まで、近現代日本文学の短篇の緻密な構築性を
解明する。

学術教養センター　國崎 大恩　准教授、藤川 信夫 編著
『実践につながる教育原理』（北樹出版,2022） 
新型コロナウィルス感染症やGIGAスクール構想など、子どもと
学校を取りまく状況は今や大きく変化し、教育の未来が見通しづ
らくなっている。そうした中、第一線で活躍する教育哲学者たちが
集結し、教育の根幹を考え、教育の未来を探究した結果を1冊の
書籍にまとめた。

学術教養センター 渡邉 浩一 准教授 共編
『現場の大学論 大学改革を超えて未来を拓くために』
（ナカニシヤ出版,2022） 
大学改革は必要だが、その望ましいあり方とはどのようなもの
か。国際化、入試改革、研究評価、アクティブラーニング、ＰＢＬ
……高等教育の研究と教育の「現場」から、その自己批判も含め
て、問題を提起し未来を展望する。

地域経済研究所 松原 宏 特命教授 編著
『新経済地理学概論』（原書房,2022） 
経済地理学についての上級テキスト。第１部は、産業立地と地域
経済の理論について20話で解説。第２部は、グローバルR＆D、産
業集積、地域イノベーション、進化経済地理学、コンテンツ産業、
ローカルガバナンスなどのテーマについて、事例を交えて研究動
向を紹介している。

本学関係者の著書紹介

　生物資源学部生物資源学科の塩野克宏准教授、深尾武司教授、越
出晃子研究員らは南デンマーク大学との国際共同研究により、日本で
初の植物用の酸素可視化センサを開発し、イネの水中の発芽過程とそ
の酸素獲得プロセスの可視化を世界で初めて実現し、その成果が、国
際誌Frontiers in Plant Scienceに掲載されました。
　研究成果は、イネをはじめとした湿地で生きることのできる植物の
環境適応メカニズムの理解に寄与します。また、この可視化技術は、イ
ネ栽培の省力化のため国内外でも精力的に普及が進められている、
直播栽培法（水田に直接種をまく栽培方法）の改良への応用が期待さ
れます。

世界初！酸素可視化センサで湿生植物の
シュノーケル効果を見える化！

詳しくはこちら
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東京大学地域未来社会連携研究機構と
連携協定を締結！
　7月19日（火）、本学地域連携本部と東京大
学地域未来社会連携研究機構は、地域課題解
決のための共同研究、フィールドワークを通じ
た学生間の活動、地域貢献の３分野にわたり
交流を深めるために連携協定を締結しました。
　同日、この連携協定締結を記念して、「北陸
新幹線が創るふくいの未来」をテーマにシンポ
ジウムを開催しました。シンポジウムでは、坂

田一郎東京大学地域未来社会連携研究機構
長による基調講演「次期国土形成計画と北陸
地域の未来戦略」と、パネルディスカッション
「北陸新幹線延伸による福井地域の発展可能
性と課題」を行いました。
8月26日（金）には、県大生と東大生とのトー
クイベントを開催し「中山間地域における空き
家問題」について意見交換を行いました。


