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 教育学部美術学講座は，NEXCO東日本青森管理事務所，青森県立柏木農業高等学校と合同で，下記

の通り，「花プロ（花と緑のやすらぎ ハイウェイガーデンⓇプロジェクト）」を実施します。 

 本プロジェクトは，青森県立柏木農業高等学校の花を活かしながら，本学教育学部 美術教育講座

の石川善朗教授を中心に，学生が配置や配色などのデザインし，地域連携により大々的に花による

修景を行うものです。 

 また，高速道路利用者に対し，青森県の魅力を広く深く知っていただき，観光・文化振興の面で

他県交流・誘客促進などの取り組みを共同で行い地域活性化に繋がることを期待しています。 

 

                    記 

 

実施日時：平成28年6月21日(火) 14:00～15:00 

 

実施場所：東北自動車道 津軽サービスエリア(SA)(下り線) 

 

実施内容：弘前大学のデザインした配置に鉢を調整・移動し，記念の植栽を行います。 

 

実施機関：弘前大学， 

青森県立柏木農業高等学校， 

NEXCO東日本青森管理事務所， 

NEXCO東日本ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 

問い合わせ先 

 【報道関係者専用】 

  東北支社青森管理事務所 

  担当 管理担当課長 貝原栄介 

  TEL 017－782－1431（代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEXCO東日本青森管理事務所と合同で「花プロ」を実施  

学術講演会・研究発表会・公開講座 
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 第100回総会開催を記念し，通常の一般演題発表を行うほか，講演会を開催いたします。講師には

弘前大学医学部を卒業された3名の先生をお招きいたしました。是非ご来聴くださいますようご案内

申し上げます。 

 

6月18日(土) 

 13:30～     記念式典 

 

 14:10～15:10  記念講演 宇佐見真一先生 

          「きこえと遺伝子～難聴の遺伝子診断とその社会的貢献～」 

 15:20～16:20  市民公開講座Ⅰ 小笠原望先生 

          「いい仕舞いをめざして－四万十川のほとりの在宅医療の物語－」 

 16:30～17:30  市民公開講座Ⅱ 今村憲市先生 

          「糖尿病最新情報～糖尿病にならないために，でもなったら～」 

6月19日(日) 

9:30～11:20  一般演題発表 11題 

 

 11:40～12:00  弘前医学会賞授賞式（優秀発表賞・優秀論文賞） 

 

【問い合わせ先】 

弘前医学会事務局 

弘前大学医学部コミュニケーションセンター内 

  電話  0172－39－5239 

  メール hms@hirosaki-u.ac.jp 

  担当  久保田 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：２０１６年６月２４日（金） １８：００～１９：００ 

 

会 場：人文社会科学部校舎４階 多目的ホール 

内 容：入試の説明のほか，研究科の概要説明，個別相談等を行いま

す。 

 

～プログラム～ 

１.人文社会科学研究科について 

 

２.入学試験（一般選抜・社会人特別選抜・外国人留学生特別選抜）

について 

 

３.大学院生の声 

（現役の大学院生の大学院生活について話を聞くことができます） 

 

４.院生室見学 

 

第 100回弘前医学会総会について  

弘前大学大学院人文社会科学研究科  入試説明会のお知らせ  

（一般選抜・社会人特別選抜・外国人留学生特別選抜〈平成２９年度春季入学〉）  
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５.個別相談 

 

対象者：人文社会科学研究科に興味のある方ならどなたでも参加可能です。 

大学院を検討しているすべての方，どうぞご参加ください。 

※事前の申込は不要です。 

 

問い合わせ先：弘前大学人文社会科学部 総務グループ教務担当 

TEL ： ０１７２－３９－３９４１ 

E-mail：jm3941@hirosaki-u.ac.jp 

 

 

 

 

 

被ばく医療総合研究所では下記のとおり研究所説明会を開催いたします。研究所はどんなことを

しているの？などいろいろな疑問・質問にお答えします。 

 

事前申込みは不要ですので，どなたでもお気軽にご参加ください。 

 

ドリンクとドーナツを用意して，みなさまのご参加をお待ちしております。 

 

 

【日 時】 平成２８年６月２１日（火）１８時～１９時３０分 

 

【場 所】 保健学研究科Ｅ棟６階 第６１・６２講義室 

 

【対 象】 学生・教員・事務職員等 どなたでも大歓迎 

 

【その他】 ドリンク・ドーナツの特典付き 

 

注意：本説明会は学内向けイベントです 

 

【問い合わせ先】 

   被ばく医療総合研究所事務室 

   ＴＥＬ:０１７２－３９－５４０１ 

   E-mail:jm5401@hirosaki-u.ac.jp 

 

 

 

 

このたび，弘前大学研究・イノベーション推進機構では，レンタルラボ等のインフラを活用し，

学生や研究者を対象に，実際の起業家等による講演及びワークショップを中心とした起業家育成プ

ログラムを実施し，起業への意識醸成を図り，起業（VB）の促進，研究シーズ等を活用した起業家

の育成及びイノベーションの創出を目指す弘前大学起業家塾（全６回予定）を下記の内容にて開催

します。 

 今年度は参加者同士によるチーム編成を行い，最終回までのプログラムをチームで活動してもら

うプログラムとなっております。 

 また，メンター制度を導入し，ビジネスモデル等の課題解決に向けて強力サポートいたします。 

 最終回にはビジネスコンテストを開催し，各チームがプログラムを通して構想したビジネスモデ

ルを実際の起業家等より審査いたします。メール，ＦＡＸまたは電話にて，エントリーを受付いた

しますので，奮って御参加下さい。 

【学内向け情報】研究所説明会『被ばく医療総合研究所を知る』（再掲）  

 

平成２８年度弘前大学起業家塾開催のお知らせ  

 

http://www.hirosaki-u.ac.jp/wordpress2014/wp-content/uploads/2016/05/h28hibaku.pdf
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（メールまたはFAXで御応募の方は，HPより応募用紙をダウンロードし提出をお願いいたします） 

 

開催期間：平成２８年６月２２日（水）～１１月１４日（月） 全６回開催 

 

開催時間：１８:００～２０:００ 

（初回１８：００～２０：１５） 

 

会  場： 弘前大学総合教育棟 他 

 

応募締切：平成２８年６月１７日（金）必着 

 

参 加 費：無料 

 

弘前大学研究・イノベーション推進機構ＨＰ 

https://www.innovation.hirosaki-u.ac.jp/kigyoukajyuku 

    

※参加を希望される方は，所属・役職・氏名を記入の上，下

記メールアドレスへご連絡ください。 

※定員（50名）になり次第締め切らせていただきます。 

 

 問い合わせ先： 

弘前大学研究推進部研究推進課 担当 山本 

  TEL：０１７２－３９－３９１２ 

  FAX：０１７２－３９－３９１９ 

  E-mail：sangaku@hirosaki-u.ac.jp 

 

 

 

 

 

保健学研究科では，第１期：８月２７日（土），第２期：１月２１日（土）に博士前期課程（定

員３０名）及び博士後期課程（定員１２名）の選抜試験を行う予定です。 

この度，大学院進学に関心をお持ちの方々を対象に，保健学研究科博士前期課程・後期課程の教

育内容や学習環境について紹介する大学院進学ガイダンスを下記の日程で企画しましたので，ご案

内いたします。 

 

１．日 時：平成２８年 ６月３０日（木） １８：００～１９：１０ 

 

２．会 場：弘前会場・弘前大学大学院保健学研究科 Ｅ棟６階 第６３講義室 

       八戸会場・弘前大学八戸サテライト（八戸商工会館１階） 

       ※双方向遠隔授業システムを使用した，両会場での同時開催となります。 

 

３．プログラム 

 （１）開会にあたって 

保健学研究科長 木田 和幸 

 （２）「大学院進学で得たもの，目指すもの」 

看護学領域 基礎看護・看護教育学分野 

              博士前期課程２年 橋本 美亜 

 （３）「博士号を目指して」 

                     医療生命科学領域 病態解析科学分野 

                     博士後期課程３年 中野 学 

平成２８年度  弘前大学大学院保健学研究科  博士前期・後期課程  

大学院進学ガイダンスのお知らせ  
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 （４）大学院で学ぶことの意味 

                     国立大学法人 弘前大学 

                     副学長   柏倉 幾郎 先生 

 （５）募集要項について 

                     保健学研究科学事委員 西沢 義子 

 （６）質疑応答 

 

４．参加申込みについて 

 参加ご希望の方は，お名前，連絡先（電話番号），進学をお考えの課程（博士前期課程・博

士後期課程）・領域（看護学・放射線技術科学・生体検査科学・総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科学），参加

希望会場をご記入のうえ，FAXまたはE-mailにて，６月１６日（木）までに下記問い合わせ先に

お申込みください。 

 

問い合わせ先：弘前大学保健学研究科学務グループ 

        電話：０１７２－３９－５４７０ 

        FAX：０１７２－３９－５９１２ 

        E-mail：jm5913@hirosaki-u.ac.jp 

 

 

 

 

 

主 催：公益社団法人 日本生物工学会 北日本支部 

共 催：東北地域バイオインダストリー振興会議（TOBIN） 

 

日 時：2016年7月23日（土）13：30～17：35（受付 13：10～） 

場 所：弘前大学 農学生命科学部 コラボレーションセンター 8F 会議室 

（文京町キャンパス：青森県弘前市文京町3番地） 

 

プログラム 

13：30～13：35 開会の辞 

日本生物工学会北日本支部 支部長  中山 亨 

 

13：35～14：20 「植物での有用遺伝子高発現系とその活用」 

奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科 加藤 晃 

 

 14：20～15：05 「ウイロイド－ノンコーディングRNA病原－の分子構造と病原性」 

弘前大学農学生命科学部 佐野 輝男 

 

 15：05～15：15 休憩 

 

 15：15～16：00 ｢モモシンクイガの食害に対するリンゴ果実の防御反応と生活史に及ぼす影響｣ 

青森県産業技術センターりんご研究所 石栗 陽一 

 

 16：00～16：45 「天敵を使った害虫防除技術～より成功率の高いIPMを目指す～」 

石原バイオサイエンス株式会社/石原産業株式会社 森 光太郎 

 

 16：45〜17：30 「接ぎ木で行う作物のエピゲノム編集」 

弘前大学農学生命科学部・名誉教授 原田 竹雄 

日本生物工学会  北日本支部  弘前シンポジウム  

農産物の生産環境・生産性・品質改良へ～生物間相互作用の視点から～  

開催のお知らせ（再掲）  
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 17：30～17：35 閉会の辞 

日本生物工学会北日本支部 副支部長 田口 精一 

 

参加費：無料 

 

懇親会：18：15～ 青森県弘前市坂本町 

 「創作郷土料理の店 菊富士本店」にて開催予定． 

 

懇親会会費：4,000円（税込） 

 

申込み方法：学会ホームページ（http://www.sbj.or.jp/for

m/hirosaki_sympo_20160723.html）よりお申し

込みください．（シンポジウム参加につきまし

ては当日参加も受け付けますが，懇親会参加に

つきましては必ず上記URLより事前にお申し込

み下さい．） 

 

申込み締切日：7月15日（金） 

 

問い合わせ先：日本生物工学会北日本支部 担当者 

柏木明子（弘前大学）E-mail: kashi_a1@hirosaki-u.ac.jp 

園木和典（弘前大学）E-mail: sonoki@hirosaki-u.ac.jp 

 

アクセス JR弘前駅より徒歩約20分，JR弘前駅よりバス約15分，JR弘前駅よりタクシー約5分 

      http://www.hirosaki-u.ac.jp/wp_access/campus_bunkyocho.html 

 

 
 

2016年 弘前大学白神研究会 初夏の観察会 白神山地 新緑のブナ林を楽しみましょう！ 

 

▽と  き ６月２５日（土）午前１０時～午後４時 

▽コ ー ス 県道28号線トラの沢林道入口から，巨木ふれあいの径−津軽峠を周回 

      （とくに危険なところはありません） 

▽集  合 10時 西目屋村・アクアグリーンビレッジANMON駐車場 

      （車のない方はお申し出下さい。9時弘前大学正門集合） 

▽参加人数 ２０名 

▽対  象 小学３年生以上（小中学生は保護者同伴） 

▽服装装備 ふつうのハイキングの服装。雨具はかならずお持ち

下さい。そのほか，手袋，虫除け，かゆみ止め。お

弁当，飲み物。地形図を購入される方は，1/25,000

「川原平」図幅です。 

▽参加費用 １人1000円（テキスト・傷害保険代金） 

＊会員の方は500円 

▽主  催 弘前大学白神研究会 

▽申  込 弘前大学白神自然環境研究所 

（山岸，電話・Fax 39-3706） 

E-mail：hyama@hirosaki-u.ac.jp 

▽締 切 日 最終申込日は6月22日 (水) ですが，定員になり次 

     第締め切ります。 

▽問い合せ 弘前大学農学生命科学部（本多） 

Tel/Fax 0172-39-3812 

           E-mail：honda@hirosaki-u.ac.jp 

弘前大学白神研究会  初夏の観察会のお知らせ（再掲）  
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学 内 掲 示 板 

 

 

 

 

 

 

 

 事務局庁舎改修のため，庁舎１階に設置しておりました学長直言箱を撤去させていただ

きます。撤去期間中，ご迷惑をおかけいたしますが，事務局庁舎以外に設置しております

学長直言箱をご利用いただきますようよろしくお願いいたします。  

 

   撤去期間：平成２７年８月１７日（月）～平成２８年８月末日（予定）  

     問い合わせ先：弘前大学総務部総務課（秘書室）  内線３００４  

 

 

 

 

 

 本学が会員となっている「一般社団法人 国立大学協会」では，各国立大学の現状や優れた取り組

みなどを分かりやすくまとめた国立大学協会情報誌「国立大学」を作成しています。 

「国立大学第３９号」では，授業や課外活動に真剣に取り組む学生，グループの活動の

紹介する「今，学生は！」のコーナーにおいて，本学のサークル「 H・ O・ T Managers」が

紹介されています。ぜひご覧ください。  

 

H･O･T Managers掲載「国立大学第３９号」  

http://www.janu.jp/report/koho/39gou.html  

 

最新号「国立大学第４０号」  

http://www.janu.jp/report/koho/40gou.html  

 

下記ＵＲＬより最新号を含め，今まで発行されたバックナンバーをご覧いただけます。 

        http://www.janu.jp/report/ 

 

 その他，第３６号・第３１号・第２８号・第２５号・第２３号・第２２号・第１８号に

おいて，本学記事が掲載されていますのでご覧ください。  

編集担当から：講演会，研究発表会，部局行事等の掲載原稿を発行予定日（毎月１日と１６日の

２回）の７日程度前までに，下記担当にご提供ください。お待ちしております。 

◎担当：総務部広報・国際課広報･国際グループ 

     E-mail: jm3012@hirosaki-u.ac.jp FAX:39-3498 内線：3029 

 

事務局庁舎改修に伴う学長直言箱の撤去について  

国立大学協会情報誌「国立大学」について  


