
地域の皆様には、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃は
本会の諸事業に格別のご理解、ご支援を賜り厚くお礼申し上げます。
さて本会は、小浜キャンパスの開学に先立ち結成され、以来、親しまれ

る大学となるよう、白樫祭の支援や学生・教授との交流事業、研修などを
開催し、地域住民との交流の促進を図って参りました。
昨年４月24日には、小浜市・若狭町が「日本遺産」に認定されました。「日本遺産」は文化

財を観光に活用しようとする制度ですが、この文化財には「へしこ」などの伝統的な食文化も
含まれております。
皆様ご高承のとおり、小浜キャンパスは、食に関しても「へしこ」の健康効果の発見、「鯖こ

うじ」の商品化、醤油干しの美味しさについてなど、様々な成果を挙げております。
日本遺産認定を受けて、今後はより一層小浜キャンパスの研究に注目が集まり、嶺南地域の

発展と活性化にますます欠かせないものとなっていくでしょう。
今後も更なる会の充実を図り、大学と会員の交流はもとより、広く地域と大学の連携が深ま

りますよう努力して参りたいと存じますので、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申
しあげます。

長年海洋生物資源学部を支えてくださった青海先生が副学長の任期を終
え、退職されました。先生は京都大学のボート部で鍛え上げた頑強なお体
で、木工品をよく手作りしていらっしゃいました。その姿は海洋の誰もが

見ているはずです。飾らない自然体で誰とでも親しく接し、知らず知らずにヒトが集まってく
る、そんな人間力をうらやましく眺めておりました。退職後も、水産業界の発展のため、その
牽引役のお一人としての重責を担っていただくと聞いています。今まで本当にありがとうござ
いました。そして、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
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会では、地域の方々に大学に親しみを持っていただくため、また、県外出身者が
多い学生の皆さんに若狭地域のことをよく知っていただくため、様々な事業を実施
しています。
特に、交流事業は会員と学生さんとが直接触れ合える機会とあって、お互い良い

刺激を与え合っています。
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平成２７年度 総会・講演会を、６月２９日(月)に小浜市役所４階大会議室で開催しました。

事業方針や計画が承認された後、福井県立大学客員教授である塚本勝己氏に「うなぎ 一億年の

謎を追う」と題してご講演いただ

きました。塚本氏は世界で初めて

うなぎの産卵場所を発見された方

で、講演には約１２０名が参加し、

大変ご好評をいただきました。

総会 総会後講演会

テーマは「Ｏcean!!!」。海のことをもっと地域の人に知ってもらえるようにＯ－小浜、Ｃ－キャン

パスの、Ｅ－楽しくて(enjoy)、Ａ－明るい、Ｎ－仲間たちという思いを込めて開催されました。特

別ゲストはさかなクンで、当日は

多くの人が訪れました。

育てる会からは、例年のように

３０万円の補助金、買い物券の発

行、机・イス・パネルなど備品の

運搬を支援しました。

白樫際 模擬店 白樫際 さかなクン

２月５日(金)、ホテルせくみ屋で研修会と懇談会を行いました。

研修会では、海洋生物資源学部学部長の宮台俊明氏から「平成２７年度若狭地域産学官水産連絡

会議 鳥取県栽培漁業センター視察研修の報告」をうかがった後、福井県立大学副学長の青海忠久

氏に「京をもっと近くできるか―小浜市でのサバ養殖の可能性―」と題してご講演をいただきまし



４月 上旬 小浜キャンパス オリエンテーション（育てる会活動ＰＲ）
２５日 学生出前講座「出張キャンパス」広報

前期オープンカレッジ 受講生募集広報（全戸配付）
５月 ２８日 平成２７年度 第１回若狭地域産学官水産連絡会議幹事会
６月 ２日 平成２６年度 会計監査の実施

４日 平成２７年度 第１回計画会議
１２日 平成２７年度 若狭地域産学官水産連絡会議 総会
２９日 平成２７年度 総会・講演会

会場：小浜市役所 ４階 大会議室
「うなぎ 一億年の謎を追う」
福井県立大学客員教授（日本大学教授・東京大学名誉教授） 塚本 勝巳 氏

８月 ２６日 平成２７年度 若狭地域産学官水産連絡会議 先進地視察研修
鳥取県栽培漁業センター「海水井戸によるサバ養殖」

９月 ２５日 後期オープンカレッジ 受講生募集広報（全戸配布）
１０月３・４日 大学祭「白樫祭」への支援

（広報・模擬店引換券発行・補助金・前日準備・運搬手伝い）
２月 ５日 研修会および懇談会 会場：せくみ屋 ３階「飛翔」

「平成２７年度若狭地域産学官水産連絡会議
鳥取県栽培漁業センター視察研修の報告」
福井県立大学海洋生物資源学部 学部長 宮台 俊明 氏

「京をもっと近くできるかー小浜市でのサバ養殖の可能性ー」
福井県立大学 副学長（教育） 青海 忠久 氏

３月 ２日 交流事業
・企業見学「生晃栄養薬品㈱」「㈱美十（旧おたべ）」
・お水送り松明行列参加

２２日 平成２７年度 第２回若狭地域産学官水産連絡会議幹事会

平成２７年度 育てる会 事業報告

交流事業「企業見学＆お水送り」を開催しました！
〈平成２８年３月２日(水)〉
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会報 県立大学小浜キャンパスを育てる会 3

た。講演では活発な質問が行われ、サバ養殖についての知識を深めることができました。

研修会後、小浜キャンパスの先生方と会員さんで互いの親睦を深め、大変有意義な懇談会となり

ました。

若狭テクノバレー内の「生晃栄養薬品株式会社」と「株式会社 美十(旧おたべ)」の見学に行き

ました。薬の生産工程を教えてもらったり、お菓子の生産ラインを見学させてもらったりして、普

段立ち入ることができない場所のため、非常に興味深く見学させていただきました。

お水送りでは、学生６名が中松明を、会員は手松明を持って参加しました。漆黒の闇の中に続く

松明の火はとても幻想的でした。

生晃栄養薬品 美十 お水送り

会長(市長)挨拶 青海先生講演会 宮台先生報告会
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平成２8年度白樫祭開催日

土 日～
10

海洋生物資源学科
海洋生物資源学科１年（福井キャンパス） 54名（男： 36名 女： 18名）

海洋生物資源学科２～４年（小浜キャンパス） 159名（男：118名 女： 41名）

大学院
博士前期課程 海洋生物資源学専攻（小浜キャンパス） 18名（男： 15名 女： ３名）

博士後期課程 海洋生物資源学専攻（小浜キャンパス） ６名（男： ６名 女： ０名）

合 計
海洋生物資源学科１年（福井キャンパス） 54名（男： 36名 女： 18名）

海洋生物資源学科２～４年、海洋生物資源学専攻生（小浜キャンパス） 183名（男：139名 女： 44名）

教 員…教授：１０名 准教授：９名 講師：４名

事務職員…事務：４名 司書：１名 専門事務他：６名

内 定 状 況 … 全体：９６．７％ 男：１００．０％ 女：８５．７％

主な県内就職先 … 小浜市役所、生晃栄養薬品㈱、ＪＡ花咲ふくい

主 な 進 学 先 … 福井県立大学大学院、東京大学大学院、北海道大学大学院

（平成２８年３月末日現在）

（平成２８年４月現在）

（平成２８年４月現在）

平成 ４年 ４月 福井県立大学 開学

平成 ５年 ４月 福井県立大学小浜キャンパス 開設

平成 ８年 ４月 福井県立大学大学院博士前期課程開設

平成１０年 ４月 福井県立大学大学院博士後期課程開設

平成１５年 ３月 海洋生物資源臨海研究センター開設（堅海）

平成１９年 ４月 公立大学法人化

－「公立大学法人福井県立大学」に移行

平成２１年 ４月 海洋生物資源学部 開設

平成２４年 ９月 若狭高校と連携協定締結

平成２５年１０月 小浜キャンパス開設２０周年記念式
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「天気予報」は、私たちの生活に役立つ情報としてテ
レビや新聞を通じて広く伝えられています。もしも、海
の流れにも「天気予報」のようなものがあったら、水産
業や船舶業に携わる方にとって有益な情報提供ができる
のではないか？ 一般の人にとって、釣り情報として利
用されたり、「海」に関心を持つきっかけになったり、自
然環境の理解の助けになるのではないか？
――― そんな思いから、日本海区水産研究所、福井県

立大学、福井県水産試験場など日本海を研究する大学や
機関は、日本海の「海の流れ予報」のシステム開発を進
めてきました。そして、いよいよ「海の流れ予報」は実
用段階を迎え、Webサイトを通じて情報発信をスタート
しました（図１参照）。
この「海の流れ予報」システムは、「日本海リアルタイ

ム急潮予測システム」と名付けられ、日本海で発生する
約1週間先までの急潮（急に発生する速い流れ）や海況
（海の状況）を予測することができます。すでにWebサイ
ト(日本海区水産研究所，http://kyucho.dc.affrc.go.jp/）
を通じて、「海の流れ予報」は一般公開されています。若
狭湾や越前沖の流れの予測も見ることができるので（図
２参照）、是非、みなさんもご覧になってください。
また、福井県立大学では、若狭湾および越前海岸の定

置網漁場で、水産業関係者とともに観測を実施していま
す。集めたデータから漁場における注目すべき海洋現象
を検出し、その特徴の解明を進めています。そして、観
測データから得られた知識を「海の
流れ予報」の改良や活用方法の開発
に生かしたいと考えています。
「海の流れ予報」は始まったばか

りです。今よりも高精度の予報がで
きるように、将来的に空の「天気予
報」のように生活に役立つ情報とし
て広く利用されるように、学生や地
域のみなさんとともに更なる研究と
開発を続けています。
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図１.「海の流れ予報」のWebサイト。色が濃いほ
ど強い流れが起こりやすい。地図上の枠をクリッ
クすると、各海域の流れの予報図が表示される。
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私たちの生活に身近な話題を分かりやすく、楽しく教えていただきます。　私たちの生活に身近な話題を分かりやすく、楽しく教えていただきます。

ぜひ、総合学習の時間等でご活用ください！きっと新たな発見がたくさん　ぜひ、総合学習の時間等でご活用ください！きっと新たな発見がたくさん

あります！あります！

詳しくは、　　　　　詳しくは、県立大学小浜キャンパスを育てる会事務局県立大学小浜キャンパスを育てる会事務局
（企画部人口増未来創造課内）　　　　　　　　　　　　　（企画部人口増未来創造課内）

TEL0770-64-6008（直通）　　　　　　　　TEL0770-64-6008（直通）
までお問い合わせください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　までお問い合わせください。
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１週間先までの海況を予測！
「海の流れ予報」運用開始へ

図２.若狭湾の流れ予報図。湾内の流れの強さや向
きは矢印で示され、約1週間先の予報まで示される。
（図はhttp://kyucho.dc.affrc.go.jp/より引用）

研究内容紹介研究内容紹介
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水産経営学研究室水産経営学研究室

和太鼓部和太鼓部
和太鼓部は、地域の太鼓団体「勇粋連」
に所属させてもらっています。そのため部と
しての活動はほとんどが学外でのものとなり
ます。学外なので、学生同士だけの関係だ
けではないところが楽しいポイントです。そ
の中でも社会人だけでなく、小学生たち主
体の「小粋連」というグループも「勇粋連」
に含まれているため、自分たちより下は幼
稚園児や小学生から中・高生と、とても幅
広い人たちと交流できます。練習内容とし

ては、週３回、練習場で練習しています。内容も濃く、曲を覚えてからだとさらに楽しくなってきます。
それ以外では、通年で数多くのイベントに呼ばれて出演しています。舞台で叩くのは恥ずかしいですが、
人前に立つ貴重な経験になります。なにより演奏が始まってしまえば曲に夢中で恥ずかしさなんてどっか
いっちゃいますけどね（笑）。「勇粋連」の人たちはいい人ばかりで、僕たち学生に丁寧に教えてくれます。
みんな未経験者なので、新しいことをやりたい人や音楽・パフォーマンスが好きな人、何かに夢中になり
たい人、みんな大歓迎です！まだまだこれから盛り上がる部活なので、興味ある人は、一度体験という形
で練習に参加してみてください。

研究室
紹介
研究室
紹介
研究室
紹介

小浜キャンパス唯一の社会科学分野である水産経営学
研究室には２人の教員がおり、食品流通や漁業管理の方
法について研究しています。加藤教授は、福井市の越廼
（こしの）漁協の人達が作ったいかへしこを原料に様々な
商品を開発して、小浜の食のまつりなどで学生達と一緒
に販売し、さらに良い商品を目指しています。
東村准教授は、ズワイガニの研究のためにカナダ大西
洋岸や米国アラスカ州、さらには二次加工が行われる中
国やインドネシアにまで行って現地調査を行っている一方
で、越前がにのブランド分析も行っています。
また、これからの経済発展が見込まれるミャンマーにも
現地調査に訪れました。

（水産経営学研究室
教授 加藤辰夫／准教授 東村玲子）

ミャンマーのエビの樽を満載した運搬船ミャンマーのエビの樽を満載した運搬船

食のまつりにて食のまつりにて
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私は幼いころから海が好きで、中学・高校と学んでいくうちに海洋の環境保全に興味を持つようになり
ました。福井県立大学海洋生物資源学部は、海や魚に関することだけでなく、食品や水産経済など幅広く
学ぶことができます。私は元々興味があった分野だけでなく幅広く学び、自分の視野、そして選択肢を増
やしたいと思ったので福井県立大学に進学しました。九州にも海洋の勉強ができる大学がいくつかある
のですが、親元から遠く離れたところに行きたかったというもの福井県立大を選んだ理由の１つです。

福井県立大学に進学されたきっかけは何ですか？

海洋生物資源学部は２年次に小浜に来てから、専門である海洋の勉強が始まります。海洋や魚類の生
態、里海や里山の生態系・食品や経済など幅広く学んでいます。必修の生物学実験・化学実験に加えて、
海洋生物学実験や食品工学実験、地域活性化演習など多くの実験・実習があります。座学で学んだこと
を実際にやってみることで学びが深まり、楽しさを感じています。３年後期に研究室の配属があるので、今
はどの研究室に進むかを考えながら授業や実験に取り組んでいます。

どのようなことを勉強されているのですか？

小浜は自然豊かで、食べ物が美味しく住みやすい町だと思います。小浜キャンパスからは、小浜湾を眺
めることができますし、車で５分程度のところに人魚浜があり、海が大好きな私にとって最高の環境です。
小浜は遊べる場所が少ないといった少し不便なところもありますが、それ以上に良いところがたくさんあ
り、素敵な町だなと感じております。

小浜の印象はどうですか？（望むこと等）

卒業後の目標は高校の教員になることです。今はまだ理科と水産のどちらの教員になるか迷っている
段階ですが、教職の授業や学習支援のボランティアを通して、人に教えることは難しいけれど、分かったと
言ってくれた時の喜びを感じ、教員になりたいという気持ちは日に日に大きくなっています。生徒と同じ目
線に立って物事を考え、生徒とともに成長していけるような教員を目指しています。

今後（卒業後）の目標を教えてください。

小浜キャンパスを育てる会の皆様方、毎年、大学祭をはじめとする様々な行事にご協力いただきありが
とうございます。私が今年度の小浜キャンパスの白樫祭実行委員長を務めることになりました。今年もた
くさんの方に来ていただき、楽しんでもらえるような学祭を創り上げていきたいと思っております。今年は
10月１日 ( 土 )・２日 (日 ) に小浜キャンパスの白樫祭を開催しますので、ぜひお越しください。

その他、自由意見があれば。5

氏 名：落合 夏子
学 年：３回生
出身地：宮崎県
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平成２８年度会員募集のお知らせ平成２８年度会員募集のお知らせ

（平成28年５月現在）

発行：県立大学小浜キャンパスを育てる会 会長 松崎 晃治 事務局：小浜市企画部人口増未来創造課

小浜市 おおい町 高浜町
美浜町 若狭町（教育委員会） 株式会社アイビックス
ホテルアーバンポート 株式会社イワタ 小浜魚商協同組合
小浜海産物 株式会社 小浜市漁業協同組合 小浜市区長連合会
小浜市校長会 小浜市食品加工協同組合 小浜商工会議所
小浜商店街連盟 小浜信用金庫 桑田テント株式会社
京福コンサルタント株式会社 スイヤス ホテルせくみ屋
有限会社タカノ 大和交通 株式会社 株式会社 時岡組
農事組合法人 国富 有限会社 平田印刷 福井缶詰 株式会社
福井銀行 小浜支店 株式会社 福邦銀行 小浜支店 有限会社ファニーアート
株式会社ママーストアー (株)ミフクツーリスト サンホテルやまね
株式会社ラボ 麗水同窓会 れいなん森林組合
若狭おばま観光協会 若狭高等学校 若狭建設工業 株式会社
（一社）若狭青年会議所 若狭とびうお会 若狭農業協同組合
株式会社 わかさ冨士 若狭湾観光 株式会社

■ 上記の皆さまにご入会いただいております。

「県立大学小浜キャンパスを育てる会」は、地域と大学

との結びつきを深め、地域に開かれた大学・市民に親し

まれる大学となるよう、平成３年度に設立。以来、オープ

ンカレッジや白樫祭など各種事業への支援や文化体験ツ

アーなど独自のイベントを開催し、積極的に事業を推進

しています。

育てる会の活動にご協力をお願いし

ます。

＊大学と地域の連携強化に向けた取り組み

＊学生と会員との交流会

＊教授と会員との研修会および懇談会

＊大学事業の支援（白樫祭・講演会など）

主な活動内容（平成27年度の活動実績）

年 会 費：個人会員 3,000 円 団体会員 10,000 円
申込方法：電話もしくは下記までお越しください。
問合せ先：「県立大学小浜キャンパスを育てる会」事務局
　　　　　　　　　　　　  　（小浜市企画部人口増未来創造課内）
　　　　　TEL:0770-64-6008（直通）
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