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海山の恋しい頃となりました。皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。
会員の方々からたくさんご寄稿いただきました。ご紹介いたします。

嗚呼 ころな コロナ ころな コロスナ
CORONA VIRUS 感染困惑記

福岡記念病院 太田勇司

疫学
SARS-CoV-2 が正式名称です。
ニドウイルス目コロナウイルス科に属する RNA ウイルス
今まで６種類の人感染コロナウイルスが確認されていたのだが、
この新型が COVID-19
武漢市華南海鮮卸売市場での暴露集団感染がありましたが、2019 年 12 月末には新型肺炎
のうわさが出ていた。
絶滅危惧種 センザンコウが感染源と言われているが 生肉を売っていた？
こうもり説もあり不明、 SARS の時はハクビシンだったような
トランプ大統領は武漢ウイルス研究所から漏れたと主張している。
死亡率 3％前後 軽症者が多く感染率が高い
感染経路は飛沫感染と接触感染 飛沫感染は 2m 以内で起こる social distance
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病院大好き 賢いウイルスです
院内集団感染 クラスター発生
4 月 3 日 20 代男性看護師に発熱があったが勤務を継続し、入院患者、病棟看護師に感染し
ていた。 即日 外来、救急部門の閉鎖を行った。
5 月 4 日時点 記念病院状況
PCR 陽性者 35 名 患者 14 名 職員 21 名、患者総数 48 名 外部からの受け入れ 13 名、入
院中 16 名 退院患者 29 名 内死亡退院 5 名、自宅待機 2 名 転院 1 名
アビガン投与 40 数名
風評被害
事務職員夫 記念病院に妻が勤務しており自宅勤務を命じられた。テレワークといえば聞こ
えはよいが
幼稚園児 技師さんの子供 登園を拒否された
職員妻 パート先から出社拒否を求められた
入院患者 転院先施設から入所を拒否された
外来患者 紹介先医院の受け入れ先が見つからない
4 月上旬は 60 歳以上は自宅待機であったが今は救急外来留守番をしている。
売り上げが半減し開院以来の赤字に転落した。
さらに幹部職員は給料が 1－3 割カットされるらしい。
コロナ対策チームのおかげで院内は落ち着きを取り戻しつつあります。
5 月 18 日の外来入院患者受け入れ再開に向けて頑張っています。
コロナにかからないように social distance を保ち 手洗いをしっかりしてみんなで力を合
わせてこの危機を乗り切ろう！

2020.3.1

福岡県立大学のホームページをのぞいてみました！ （許可を得て掲載してます。）
理事長・学長

柴田 洋三郎 先生のご挨拶
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福岡県立大学は、人間社会学部・看護学部の２学部と大学院２研究科を擁する西日本で
数少ない公立福祉系総合大学として、地域に根ざした教育・研究を実
践し、保健・医療・福祉の分野において先駆的役割を果たしてきまし
た。平成１８年には、２１世紀に山積する社会的課題、とりわけ少子
高齢化社会の進行、医療技術の高度化や疾病構造の変化など、喫緊の
時代要請に応えるために、公立大学法人福岡県立大学となり第２の開
学を遂げました。この法人化を契機に、社会のニーズにこたえて、教育・研究をさらに活
性化し、質の高い人材の養成をはかり、地域社会に貢献する、個性豊かな大学として発展
する改革を推進しています。
とくに教育を最重要使命に「学生ファースト」の公立大学として、幅広い教養、専門性
の獲得、それを社会で発揮できる人間性の３つをしっかり身に着けるため、優れた先生方
の努力と工夫により、新しいカリキュラムの下に予習、復習を前提に、ｅ-ラーニングを自
学自習に導入し、経験と体験学習を重視した「教員と学生の距離が近い」教育環境を整備
しています。
さらに広い視野で物事が判断できるよう、人間社会学部と看護学部の連携によりお互い
の専門分野を学ぶ全学横断教育プログラムを充実させ、現場で他の専門職種と協働して課
題解決にあたる人間性に溢れた優秀な専門的職業人を養成し、卒業後には社会福祉士、精
神保健福祉士、看護師、保健師、臨床心理士、社会調査士、養護教諭、高校・中学・幼稚
園教諭、保育士、公務員などとして社会で活躍するリーダーの育成をめざしています。
英彦山の麓、筑豊田川という山紫水明、風光明媚な地にあって、設立時より地元と密に
連携し地域の熱い支援に育まれて、学生たちは勉学や学生生活にのびのびと取り組んでい
ます。学生同士は緊密な絆で繋がり、伝統的にボランティア活動に積極的です。また、グ
ローバル社会で国際的に活躍するために、英語・コリア語・中国語などがしっかり身につ
くよう、国際学術交流による交換留学や海外語学研修を行っています。
本学の有する豊富な人材・知的財産・施設等を社会に活用するため、生涯福祉研究セン
ター、ヘルスプロモーション実践研究センターの２センターをもつ附属研究所や不登校・
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ひきこもりサポートセンター、社会貢献・ボランティア支援センターなどが核となって、
地域との交流・協調・連携を進め、さまざまな学際的研究プロジェクトを推進しています。
その成果の一つとして、田川市と連携した「山本作兵衛の炭坑記録資料」が我が国初のユ
ネスコ世界記憶遺産に登録されるという快挙となりました。
福岡県立大学の魅力である「教員と学生の近さ」、「学生同士の緊密な繋がり」、「地域の
熱い支援」など素晴らしい環境に育まれて、学生たちに「入学して本当に良かった」と有
意義な大学生活が実感できる、21 世紀モデルのキャンパスづくりを進めて参ります。

こんなことを企画していましたが、ああ～～ころな、くるな・・・で延期・・・！
福岡県立大学と共に歩む会

シンポジウム

国際交流事業

外国の方々への お・も・て・な・し
（私案）

今、日本は変わろうとしています。
西日本新聞の「新移民時代」と名打った連載記事が目を引き、３４万人を超す外国人労働者に
ついての政府の具体的な計画が連日掲載されています。
新しい移民の始まりを予感しながら、私たちは福岡県立大学で学んでいる留学生
福岡県立大学で学んでいる留学生さんや町でちら
福岡県立大学で学んでいる留学生
ほら見受けられる外国人（労働者？）の方々への対応ではどう接すれば良いのか戸惑いを感じて
いる今日この頃です。
そこで、私たちはその事に真正面から取り組もうと、今後の国際交流のあり方についてのシンポ
ジウムを下記の通り開くことと致しました。私たちが２０年近く取り組んでいる県大留学生支援の今
県大留学生支援の今
後のあり方や新たな国際的な社会状況への対応
後のあり方 新たな国際的な社会状況への対応を模索し、行動するためのものです。
新たな国際的な社会状況への対応
市民の皆様や企業の方々と共に勉強したいと考えておりますので、どうぞお気軽にご参加下さ
い。
日
場
主
後

時
所
催
援

記
令和２年
月中旬ごろ
14：00～16：30
福岡県立大学 講堂
福岡県立大学と共に歩む会
福岡県立大学、田川市の有志団体
入場無料
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14：00 開会
14：05～14：55

第一部
基調講演
福岡出入国在留管理局

「 外国人労働者の現状 」
氏

15：00～16：30 第二部
パネルディスカッション
「 新たな国際交流の進め方 」
コーディネーター：
パネラー
福岡出入国在留管理局
飯塚市
トライアルカンパーニー？
西日本衣料（㈱） ？
16：30 終了
問い合わせ
福岡県立大学と共に歩む会 植木 0947-23-0300

氏
氏
氏
氏
氏

メール：k.ueki1@crocus.ocn.ne.jp

留学レポート
吉林大学珠海学院 留学生 胡裕苗
十ヶ月の留学生活はもう終わりですが、私が来たばかりの日々を思い出したら、まだ記
憶に生々しいです。支援班の先生方々はいつも笑顔で迎えて、何か問
題があれば、一番理解しやすい言葉で私たちに説明するのは日本語が
うまくしゃべれない私にとって何となく心を安心させられました。留
学生として、日本人とともに同じレベルの授業を受けているのはかな
りの難しさがあります。しかし、これも私の日本語能力を急速に向上
させることができます。さらに、文化や歴史的な考えの差異に対して、差し障りのないよ
うに優しくされました。中国と日本の先生は授業を教え方が違って、自ら留学しないと、
実感できませんと思います。なぜと言えば、国家の社会制度によって、思想と習慣が異な
っています。専攻の学科に深く勉強するなり、学生が自由に自分の意見を言い表すなり、
すべて新しい世界だと私は思っています。先生にたくさんのお世話になっていただいて本
当にありがとうございました。
留学生にとって福岡県立大学といえば、もちろん歩む会に違いないと思います。初めて
なのに、家族のような親しみをすごく感じました。この間に、歩む会のおかげで、日本の
生活を体験することがたやすくできました。５月風治八幡宮川渡り神幸祭りや８月の花火
大会や１１月の学祭や１２月の餅つきなどの活動を参加できて、私たちの留学生活が豊か
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になりました。この様な多くのご援助をいただき、真に感謝しております。
最後は同期の学生たちとあんなに仲良くなったのは思ったことはないけれども、助け合
ったり、一緒に楽しく遊んだりして、言語が違っても、壁にならないように友達できまし
た。そして、国籍の違いがあったから、お互いに相手の国の文化が分かるようになりまし
た。それはグローバル社会になって、いいところだと思いました。
２月に帰国して、これから日本に学んだことを利用して、日中交流をうまくいくように頑
張ります。

以前の留学生からメールをいただきました
From: 幻 姬

Subject: お元気でしょうか？

皆様はお元気でいらっしゃいますか。
今中国のマスクの供給不足がかなり緩和されてきました。薬局で普通に売っていますから、
もしお必要であれば、遠慮なくお教えください、お送りいたします。
お大事になさってください。

ショウ 拝（聶漁樵 平成年度 南京師範大学留学生）

☆今後の予定☆
コロナの関係で、大学住民交流会や川渡り神幸祭ポイ捨てよそう事業や総会など、いろ
んなことがストップしています。
令和２年６月８日(月) に役員中心で総会を執り行いました。資料を添付しておりますの
で、質問や反対意見がございましたら役員までお知らせください。7 月 10 日までに意見表
明等なければこれを承認させていただきます。よろしくお願いします。

☆会費納入のお願い☆

会員数が減り、会の運営が厳しさを増しています。
一人でも多くの皆さまの応援をお願いいたします。

会員会費 3,000 円

街灯応援会費 3,000 円

学生会員 1,000 円
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留学生応援里親会費 10,000 円

