
福　島　大　学

ISSN 1346-6887

第29巻 第２号　2018年２月
地域の窓
　平成29年度福島大学重点研究分野「foRプロジェクト」に指定された
　　改良型線量計による原発周辺の野生生物への放射線被ばく線量評価
　　　　　…………………………… トーマス・ヒントン・和田　敏裕 　　

石庭　寛子・難波　謙二　　　　（１）
〔論　　文〕
　Phonological Awareness in EFL Elementary School Students 
　　Participating in Foreign- （English-） Language Activities
　　　　　…………………… SAKUMA Yasuyuki , TAKAKI Shuichi（５）
　地域社会における中高年女性の運動習慣形成に関する研究
　　～運動セルフエフィカシー情報源尺度および運動セルフエフィカシー
　　　尺度を通して～
　　　　　……………………… 平野　泰宏・森　　知高・新谷　崇一（15）
　『秘密の花園』とモダニズム
　　　　　……………………………………………………… 髙田　英和（27）
　中国における内資系小売企業の成長と競争力 
　　―利群集団の事例を中心にして―
　　　　　……………………………………… 包　　振山・朱　　永浩（35）
　福島県天栄村の風力発電事業における収支状況の調査と
　　風車のリプレースに関するシナリオ分析
　　　　　……………………………………………………… 後藤　　忍（49）
〔研究ノート〕
　福島県の森林をフィールドとした大学生のアクティブラーニング
　　　　　……………………………………… 沼田　大輔・岩本　正寛（65）
　福島県の大学連携による教育事業
　　―大学間連携共同教育推進事業を例に―
　　　　　……………………………………………………… 岩本　正寛（73）
　福島県内外の若者の放射線に関する意識調査について
　　　　　……………………………………… 岡田　　努・野ヶ山康弘（83）
〔調査報告〕
　地域経済および社会の豊かさと中小企業・小規模企業者：
　　福島県伊達市梁川町の事例から
　　　　　……………………………………………………… 加藤　麻子（91）
　ふくしま県民の森フォレストパークあだたら（福島県安達郡大玉村）の
　　芝生広場に設置された人工池の水生動物相
　　　　　…………………………………… 塘　　忠顕・中野渡　愛（115）
　福島市松川町水原クマガイソウ自生地周辺の植物相と保全に関する提言
　　　　　…………………… 黒沢　高秀・清原　一樹・山下　由美（125）
〔資　　料〕
　東日本大震災後の福島県浜通り地方における民俗芸能の被災と復興の状況
　　　　　……………………… 杉田　政夫・縣田　弘訓・佐々木繁子 　　

川田　　強・大越　良子　　　　　　（147）

国立大学法人　福島大学地域創造支援センタ－

福
島
大
学
　
　
地

域

創

造

第
二
十
九
巻
第
二
号
　
　
二
〇
一
八
年
二
月

国
立
大
学
法
人
　
福
島
大
学
地
域
創
造
支
援
セ
ン
タ
ー

JOURNAL OF CENTER FOR REGIONAL AFFAIRS
FUKUSHIMA UNIVERSITY

Vol.29 No.2 February 2018

CONTENTS

The Gateway to the Community
　A priority research project of Fukushima University adopted in the fiscal year 2017:
　　Improved dosimetry to better determine the effects of radiation on wildlife around FDNPP

 ……………HINTON Thomas, WADA Toshihiro, ISHINIWA Hiroko, NANBA Kenji　（１）
Articles
　Phonological Awareness in EFL Elementary School Students 
　　Participating in Foreign- (English-) Language Activities

 …………………………………………………… SAKUMA Yasuyuki, TAKAKI Shuichi　（５）
　Study on Exercise Habit Formation of Middle-Age and Elderly Women in Local Community
　　～Through Source of Exercise Self-Efficacy Scale and Exercise Self-Efficacy Scale～

 …………………………………HIRANO Yasuhiro, MORI Tomotaka, ARAYA Shuichi　（15）
　The Secret Garden and Modernism

 ………………………………………………………………………… TAKADA Hidekazu　（27）
　Growth and Competitiveness of Domestic Retail Companies in China : a Case Study of Liqun Group

 …………………………………………………………… BAO Zhenshan, ZHU Yonghao　（35）
　Survey on Income and Expenditure Status of Wind Power Generation and Scenario Analysis 
　　on Wind Turbine Replacement in the Case of Tenei Village, Fukushima Prefecture

 ……………………………………………………………………………… GOTO Shinobu　（49）
Notes
　Active learning for university students in the forest in Fukushima Prefecture

 ……………………………………………… NUMATA Daisuke, IWAMOTO Masahiro　（65）
　Educational projects through Inter-University in Fukushima prefecture

 ……………………………………………………………………… IWAMOTO Masahiro　（73）
　A survey on radiation attitudes of young people both inside and outside of Fukushima Prefecture

 ……………………………………………… OKADA Tsutomu, NOGAYAMA Yasuhiro　（83）
Research Reports
　Roles for micro and small-sized enterprises in developing local socio-economic wealthiness: 
　　A case study from Yanagawa Town, Date City, Fukushima Prefecture

 ………………………………………………………………………………… KATO Asako　（91）
　Aquatic animal fauna of the artificial pond at Forest Park Adatara, Otama Village, 
　　Fukushima Prefecture, Japan

 ………………………………… TSUTSUTMI Tadaaki, NAKANOWATARI Megumi　（115）
　Flora of Mizuhara, Fukushima Prefecture, Japan, one of the largest populations 
　　of a vulnerable orchid, Cypripedium japonicum, and proposals for conservation

 ………………… KUROSAWA Takahide, KIYOHARA Kazuki, YAMASHITA Yumi　（125）
Material
　Suffering and Revival of Folk Performing Arts in Hama-dori, Area 
　　of Fukushima Prefecture after the Great East Japan Earthquake

 ……………………………… SUGITA Masao, KAKETA Hironori, SASAKI Shigeko, 　　
KAWADA Tsuyoshi, OKOSHI Ryoko　　　　　　　　　（147）

Published by

Center for Regional Affairs, Fukushima University

FUKUSHIMA, JAPAN



題字について

元本学教育学部教官

菅 野 智 明 氏 の 筆

　近年出土した、中国漢代の肉筆に示唆を得た。そ
れは、二千年後の現代でも色あせず、新鮮な光を放っ
ている。「創造」という言葉から想起するのは、こ
うした時空を超えた新しさである。 （菅野智明）
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● 編 集 後 記 ●

　　福島大学 地域創造 第29巻第２号では，論文５編，研究ノート３編，調査報告３編，資料１編を掲
載いたしました。ご執筆下さった方々，査読にご協力頂いた方々に御礼申し上げます。地域社会におけ
る運動習慣形成，風力発電事業に関する調査，東日本大震災後の意識調査や復興施策，地域生態系に関
する調査・提言，福島県内の特色ある教育事業，さらには，海外を含めた地域特有の経済活動に関する
ものまで，多様な視点から地域に焦点をあてた論文・報告等をお寄せ頂きました。まさに本誌の特長が
表れているものと考えております。加えて，「地域の窓」として，環境放射能研究所生態系グループに
よる原発周辺の野生生物への放射線被ばく線量評価に関する取り組みについても，ご執筆頂きました。
　本号の編集期間中にも，教学組織改変に関する議論が行われておりますが，変化を遂げる福島大学と
共に，今後も本誌が，地域を焦点とした研究成果出版と活発な議論の場として発展することを願います。
　最後に，地域連携課はじめ，本誌発行にご尽力頂いた方々に，深謝いたします。
 （共生システム理工学類　中村　勝一）
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