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第６回弘前大学出版会賞表彰式を挙行 

 

 弘前大学出版会では，平成２４年１月から平成２６年１２月までに同出版会から刊行された３２作品

の中から，優れた作品を選考会議において選定し「第６回弘前大学出版会賞」として表彰を行いました。

受賞作品には，教育学部准教授の髙瀬雅弘編著『弘大ブックレット№12 山田野―陸軍演習場・演習廠

舎と跡地の 100 年―』が選ばれました。本書は，弘前大学関係者２名と地域で活躍する研究者２名の著

者が，歴史学・考古学・社会学の視点から地域で聞き取り調書を行い，地域に刻まれた人々の記憶をまと

め上げたものです。授業の中から始まった地域調査は，本書の発行がきっかけとなり現在も様々な情報

が寄せられ，調査を継続して進めており，研究のさらなる発展が期待されます。 

 ７月１日，弘前大学において表彰式が行われ，佐藤敬学長をはじめ，学内外の関係者が列席しました。

受賞作品の著作者には，足達薫出版会編集長から記念の光学ガラス製オーナメントが贈られました。今

回の受賞作は，新聞の記事掲載や書店週間ベストセラー等の地域の反響が非常に大きく，増刷もされて

います。本学の教育研究の成果を広く発信する本出版会の役割を体現する一冊となりました。 

 平成１６年に学内組織として設立された同出版会は，昨年６月に設立１０周年を迎え，大学教員の研

究成果をはじめ，教養書，教科書，地域の特色や文化の紹介など活発な出版活動を行っています。６月末

時点での累計出版数は１６９点となり，さらなる事業の普及・振興に努めています。 

 

第６回弘前大学出版会賞を受賞した髙瀬雅弘准教授（左）と足達薫出版会編集長（右） 

 
佐藤学長（前列左から 2 番目）と関係者ら 

- 1 -



 
 
 

 

平成 27 年度 ヘルシーエイジング・イノベーションフォーラムを開催 

 

 平成２７年７月３日（金），一橋講堂（学術総合センター２階）において「超高齢化社会の未来を考え

るヘルシーエイジング・イノベーションフォーラム 『寿命革命』－”健やかに老いる未来社会の実現”

に向けて今何をすべきか？－」を開催しました。 

 本フォーラムは，文部科学省の「革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)」に採択され

た，本学と企業及び自治体等で組織する「認知症・生活習慣病研究とビッグデータ解析の融合による画期

的な疾患予兆発見の仕組み構築と予防法の開発（略称：革新的「健やか力」創造拠点）」をテーマとした

研究拠点の活動を推進するにあたり，産学官金の関係者が一同に会し，これまでの研究成果の発表や新

たな産業創出のあり方などについて討論する場として開催しました。 

 当日は，一般市民・企業等も含め，予想を上回る約６００名が参加する中，弘前大学 佐藤敬学長，青

森県 三村申吾知事の開会挨拶から始まり，文部科学省 土屋定之文部科学審議官，（国研）科学技術振

興機構 中村道治理事長，COI STREAM ビジョン１ 松田譲ビジョナリーリーダー，ＧＥヘルスケア・

ジャパン株式会社 川上潤代表取締役社長に御挨拶を賜り，本学 COI 研究推進機構 中路重之副機構長

（研究リーダー）からこれまでの COI 研究の成果等を発表しました。 

 その後，九州大学大学院医学研究院環境医学分野 清原裕教授，株式会社ベネッセスタイルケア執行

役員 西日本エリア事業本部長／京都府立医科大学サテライト拠点 奥村太作プロジェクトリーダー，

日本ＧＥ株式会社 田中豊人専務執行役員，イオンリテール株式会社 梅本和典取締役会長から御講演

いただき，特別企画として「スポーツと健康を考える」をテーマに，親子体操教室主宰（ＮＨＫおかあさ

んといっしょ１０代目体操のお兄さん）佐藤弘道 氏，日本体育大学体育学部教授／（公財）東京都体育

協会会長（アテネ五輪アーチェリー銀メダリスト）山本博 氏によるご講演をいただきました。 

 また，パネルディスカッションにおいては，はじめにＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社執行役員 星

野和哉技術本部長，ライオン株式会社 和田啓二事業開発部長，花王株式会社 安川拓次エグゼクティ

ブ・フェロー，株式会社ルネサンス執行役員 望月美佐緒新規事業推進部長，東京大学自分で守る健康社

会ＣＯＩ拠点 池浦富久プロジェクトリーダーによるショートプレゼンが行われ，その後，日経 BP 社 

宮田満特命編集委員がモデレータ，東京大学 松島克守名誉教授がアドバイザーとなり，上記の講演者・

プレゼンターに弘前大学ＣＯＩ研究推進機構 工藤寿彦プロジェクトリーダーが加わり，弘前大学 COI

拠点への期待と目指すべきゴールなどについて，活発な議論が交わされました。 

 今後も本拠点では研究成果を継続的に報告するとともに，真のソーシャル・イノベーションを巻き起

こすべく社会実装へ向けた取り組みを続けてまいります。 

    
会場の様子 
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農学生命科学部創立 60 周年記念式典を挙行 

 

 弘前大学農学生命科学部では，去る 7 月 4 日に弘前大学創立 50 周年記念会館みちのくホールにおい

て，農学生命科学部創立 60 周年記念式典を，県内外の卒業生，元教職員をはじめ，学内外の関係者約 100

名を招き盛大に開催した。 

 記念式典では，佐々木長市農学生命科学部長が「新しい学部の発足を間近に控え，地域の中核大学の農

学生命科学部として，一層の地域貢献に邁進し，地域とともに発展できる学部となる」と式辞を述べた。 

 続いて，佐藤敬学長が挨拶し，三村申吾青森県知事，葛西憲之弘前市長（代理：蝦名正樹副市長），李

天紅中国農業大学農学与生物技術学院副院長から祝辞が述べられ，在学生代表挨拶として地域環境工学

科４年の湯口康永さんが「これからも私たち学生は大学生活を通して，探究心を身につけ，知りたいとい

う研究心，好奇心を忘れず，そして先輩方から受け継いだ，この精神を後輩たちに伝えていきたい」と挨

拶した。 

 記念講演では，農学生命科学部の卒業生でもある，弘前市都市環境部公園緑地課樹木医小林勝氏が「弘

前公園の桜はなぜ・・・なのか」と題し，題目の「・・・」に入る言葉を予想させるクイズを出題するな

ど趣向を凝らした講演を行い，聴衆は弘前公園の桜に関する歴史や管理方法について理解を深めた。 

 引き続き，記念祝賀会が大学会館で開催され，三上巽農学生命科学部同窓会会長の挨拶に続いて，平田

博幸藤崎町長，福士春男青森県りんご協会会長（代理：藤田光男専務），高畑義人岩手大学農学部長の祝

辞後，豊川好司弘前大学名誉教授の乾杯発声で懇談に入った。また，中国農業大学李天忠教授から創立

60 周年の記念品が贈呈された。余興として，学生サークル「弘大囃子組」による青森県内各地の祭囃子

が披露され，出席者が一緒に弘前ねぷたの「ヤーヤードー」という掛け声をかけるなど懐かしく楽しい集

いとなり，河内勇人農学生命科学部後援会会長による挨拶で締めくくられた。 

   

式辞を述べる佐々木学部長          祝辞を述べる三村知事 

   
李教授㊧から佐々木学部長㊨へ記念品の贈呈     祭囃子を披露する弘大囃子組 
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弘前大学「グリーンカレッジ募集説明会」を開催 

 

 弘前大学では，去る７月１０日（金），平成２７年度後期開講の“弘前大学グリーンカレッジ”の募集

説明会を附属図書館３階ラーニングコモンズで開催しました。 

 グリーンカレッジは，地域の方々の「学び直し」のニーズにこたえるため正規学生の開講科目の一部を

開放し，学生との共学や，サークル活動，大学行事への参加により学生と一緒にキャンパスライフを経験

していただく取り組みです。 

 募集説明会には，７０人もの参加者がありました。当日は，学長のビデオ・メッセージ，伊藤弘前大学

副学長・教育担当理事の挨拶の後，グリーンカレッジ概要の紹介，応募に係る事務手続き等の具体的な説

明，質問コーナーが続き，参加者からは科目数の上限について，申込みの条件や面接の内容等について

等，熱心な質問が相次ぎ，会場は熱気に包まれました。 

 
説明会の様子 

 
説明する伊藤理事(左) 
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弘前大学期間限定トライアル企画「１００円朝食」開始 

 

 本日７月２１日（火），『弘前大学期間限定トライアル企画「１００円朝食」』が始まりました。初日で

ある今朝は，佐藤学長と伊藤教育担当理事が学生とともにテーブルを囲み談笑しながら１００円朝食を

摂りました。 

本企画は，弘前大学の学生に，①正しい食生活を習慣づけてほしい。②青森県産の食べ物を知り、食べ

てほしい。③朝食を摂って元気に前期試験に臨んでほしい。という３つの願いをこめ，８月３日（月）ま

での１０日間，とろろごはん定食，源たれ肉野菜いため定食，石川ウィンナー定食の３種類のメニューを

日替わりで，各日１００食限定で弘前大学生協文京食堂 Horest で提供するものです。 

 本学の１００円朝食は，青森県産食材を中心に３種類のメニューを考案したことが特徴となっていま

す。 

 
学生とともに１００円朝食を摂る佐藤学長 

 
＜3 種類の 100 円朝食メニュー＞ 

石川ウィンナー定食（奥），とろろごはん定食（手前），源たれ肉野菜いため定食（右） 
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「青森地域 COC 推進協議会」を開催 

 

 平成 27 年 7 月 23 日（木），「青森地域 COC 推進協議会」を開催し，佐藤敬学長ら 14 名が出席しまし

た。 

 平成 26 年 11 月に設立された同協議会は，平成 26 年度に本学が文部科学省に採択された「地（知）の

拠点整備事業（大学 COC 事業）」に関する提言と評価を行うため，学長，理事，青森県知事，弘前市長，

青森県内の企業関係団体の長及び NPO 法人関係者らによって構成され，学長が会長を務めます。 

 平成 26 年 12 月の開催に続き 2 回目となった今回の協議会では，平成 26 年度事業評価と平成 27 年度

実施計画について，企画・教育・研究・社会連携の各担当理事が説明を行いました。 

 教育面では，平成 28 年度から実施する新しい教養教育に向けての試行や学生の自律的学修を支援する

ためのルーブリックの開発状況，研究面では「青森ブランド価値創造研究」の実施，社会貢献面では地域

志向公開講座の検討と実施等が説明された後，各委員による意見交換が行われました。 

三村申吾青森県知事の代理として出席した青森県企画政策部企画調整課長からは「県としても『学生発

未来を変える挑戦プロジェクト』や『20 代を変える「生き方ナビ」』など，大学と連携した事業をより一

層進めていきたい。」，葛西憲之弘前市長の代理として出席した弘前市副市長からは「地元就職を支援す

るような企業情報を発信する取り組みも必要なのではないか。」など，活発な意見交換が行われた後，平

成 26 年度事業評価及び平成 27 年度実施計画が了承されました。 

 

  
協議会での意見交換の様子 
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 諸 会 議 
 

 

▼役員会 

   ７月６日（月） 

  審議事項 

1. 「教育研究院」設置に伴う諸規則等の改正等について 

2. 国立大学法人弘前大学教育研究院設置に伴う教員配置検討委員会要項の制定について 

3. 弘前大学食料科学研究所規程の一部改正について 

4. 平成２９年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等について 

5.  

 

  報告事項 

1. 医学研究科，保健学研究科及び理工学研究科の入学定員増について 

2. 平成２７年度大学教育再生戦略推進費「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」

の申請について 

3. 平成２７年度国立大学改革強化推進補助金の取扱いについて 

4. 平成２８年度概算要求について 

5. 平成２７年度後期（第３期）官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プ

ログラム～採用結果について 

6. １００円朝食の提供（試行）について 

7. 平成２７年度「科学者発見プロジェクト」テーマ賞表彰式等について 

8. 弘前大学附属図書館現状と課題について 

9. について 

 

 

  ７月２７日（月） 

  審議事項 

1. 国立大学法人弘前大学職員懲戒等委員会において調査・審査すべき事案について 

2. 弘前大学２１世紀教育科目における「大学以外の教育施設等における学修」の単位認定に関す

る規程の一部改正について 

3. 教育推進機構教育推進室教員の選考について研究･イノベーション推進機構改組の方向性につ

いて 

4. 研究･イノベーション推進機構改組の方向性について 

5. 競争的資金獲得向上対策費について 

  報告事項 

1. 平成２８年度概算要求について 
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2. 教育研究院設置に伴う事務の対応について 

3. 平成２７年度弘前大学学術特別賞の公募について 

4. 平成２７年度弘前大学若手・新任研究者支援事業の採択結果について 

5. 平成２７年度科研費獲得支援事業の決定について 

6. サイエンスマップについて 

7. 高度被ばく医療支援センター及び原子力災害医療・総合支援センターの申請について 

8. 八戸サテライト「高校生のための「やさしいネット講座」」実施について 

9. 北東北国立３大学連携推進会議連絡協議会男女共同参画シンポジウムの実施について 

10. 特定機能病院の集中検査（立入検査）について 

 

 

▼教育研究評議会 

   ７月１４日（火） 

  審議事項 

1. 「教育研究院」設置に伴う諸規則等の改正等について 

2. 国立大学法人弘前大学教育研究院設置に伴う教員配置検討委員会要項の制定について 

3. 平成２９年度入学者選抜方法及び実施教科・科目等について 

4. 機器分析センター機能強化の方向性について 

5. 弘前大学食料科学研究所規程の一部改正について 

  報告事項 

1. 教員の採用等について 

2. 平成２７年度大学教育再生戦略推進費「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」

の申請について 

3. ハラスメントに関する相談件数等について 

4. １００円朝食の提供（試行）について 

5. オープンキャンパスの実施協力について 

6. 平成２７年度弘前大学科研費獲得支援事業の公募について 

7. 平成２７年度「青森ブランド価値創造研究」の公募について 

8. 平成２７年度「科学者発見プロジェクト」テーマ賞表彰式等について 

9. 平成２７年度若手・新任研究者支援事業申請状況について 

10. 弘前大学と藤崎町との連携に関する協定の締結について 

11. 弘前大学とむつ市との連携に関する協定の締結について 

12. 第１回弘前大学附属図書館ＰＯＰコンテストについて 

13. 男女共同参画推進基金に関する要項の制定についてについて 

14. 委員会等報告について 

（1）教育委員会報告（6 月 24 日開催） 

（2）第５次臨時入学試験改善委員会報告（6 月 25 日開催分） 
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（3）入学試験委員会報告（6 月 30 日開催分） 

（4）２１世紀教育センター運営委員会報告（6 月 18 日開催分） 

（5）資料館運営委員会報告（7 月 9 日開催分） 

（6）教員免許状更新講習支援室運営委員会・教員免許状更新講習実施委員会合同会議（6 月 1

日開催分） 

15. 大学院の入学定員について 

 

▼教育委員会 

   ７月２９日（水） 

  審議事項 

1. 卓越した学生に対する授業料免除について 

2. 弘前大学大学院振興基金の選考について 

3. 弘前大学学生表彰作業委員会設置についての申合せ（案）について 

  報告事項 

1. 弘前大学見学会について 

2. 平成 27 年度東北地区大学体育大会の結果について 

3. 課外活動団体の結成について 
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［採用］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H27年07月01日 鎌滝　章央 助教（医）〔H32.6.30まで〕

H27年07月01日 曽我部　篤 助教（農生）

［任期更新］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H27年07月29日 教諭（教育・附小） 中川　昌子 教諭（教育・附小）〔H27.9.20まで〕

［昇任］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H27年07月01日 助教（病） 阿部　尚央 講師（病）〔H34.06.30まで〕

H27年07月01日 助教（医） 髙畑　淳子 講師（病）〔H34.06.30まで〕

H27年07月01日 助教（保） 藤田　俊文 講師（保）

［配置換え］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H27年07月01日 看護師（病院・看護） 松木　和歌子 助産師（病院・看護）

［命］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H27年07月01日 教授（理工） 稲村　隆夫 法人内部監査室長

H27年07月01日 教授（理工） 稲村　隆夫 法人内部監査室室員〔H28.01.31まで〕

H27年07月01日 教授（人文） 加藤　惠吉 法人内部監査室室員〔H28.01.31まで〕

H27年07月01日 教授（保） 齋藤　陽子 法人内部監査室室員〔H28.01.31まで〕

［育児休業］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H27年07月01日 講師（病） 目時　友美 職務復帰

人 事 異 動
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H27年07月01日 看護師（病院・看護） 松木　和歌子 職務復帰

H27年07月25日 看護師（病院・看護） 日村　美玲 育児休業開始〔H28.9.30まで〕

［休職］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H27年07月01日 主任（研推・学情） 熊谷　千賀子 期間延長〔H27.09.30まで〕

H27年07月01日 副看護師長（病院・看護） 工藤　文子 期間延長〔H27.09.30まで〕

H27年07月01日 看護師（病院・看護） 中嶋　公美子 期間延長〔H27.09.30まで〕

H27年07月06日 教授（人文） 作道　信介 期間延長〔H27.10.17まで〕

［離職］
発  令
年月日

現　職（所属） 氏　　名 異　動　内　容

H27年07月31日 一般職員（総務・人事） 菅原　佳 辞職

H27年07月31日 看護師（病院・看護） 澤田　友美 辞職

H27年07月31日 看護師（病院・看護） 佐々木　麻央 辞職
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主要日誌 

 

 ７月 １日 第６回弘前大学出版会賞表彰式 

    ３日 平成 27 年度 ヘルシーエイジング・イノベーションフォーラム 

    ４日 農学生命科学部創立 60 周年記念式典 

    ６日 第４３７回役員会 

１０日 グリーンカレッジ募集説明会 

１４日 企画戦略会議 

 〃  教育研究評議会 

  ２１日 弘前大学期間限定トライアル企画「１００円朝食」開始 

  ２２日 事務連絡会議 

   ２３日 青森地域 COC 推進協議会 

   ２７日 第４３８回役員会 
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学内規則 

 

 

（平成２７年７月１７日改正） 

○弘前大学食料科学研究所規程 

食料科学研究所の業務について，「国際化及び地域振興」に関する事項について明確化するとともに，部

門構成を見直し機能強化・充実を図るため，上記の規程を一部改正した。 
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