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第４１３号 ２０１６年１１月１６日  

弘 前 大 学 総 務 部 総 務 広 報 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本学では青森ブランド価値創造研究の一つとして「低・未利用資源であるムラサキイガイ活用法

の開発とブランド化」研究を実施しています。 

今回開催するシンポジウムは，この研究の一環として，青森県の豊かな水産資源に付加価値をつ

け，青森ブランドとしての価値を高めていくための商品開発とブランド化について考えることを目

的として実施するものです。 

青森県の水産資源の6次産業化について，シンポジウムを通して考えていきます。 

 

1.日 時：２０１６年１１月１８日（金）１４：３０～１７：００ 

 

2.会 場：弘前大学創立50周年記念会館２階 岩木ホール 

 

3.プログラム 

①主催者挨拶    弘前大学理事（研究担当）・副学長 郡 千寿子 

 

②青森ブランド価値創造研究 

「低・未利用資源であるムラサキイガイ活用法の開発とブランド化」研究について 

 

③基調講演「水産資源の地域ブランド化に向けた挑戦」 

株式会社A＆C 代表取締役 宮地 猛 氏 

 

④パネルディスカッション：青森県の水産資源の商品開発とブランド化について 

パネリスト    青森県の水産資源商品開発関係者 

福田覚氏（弘前大学食料科学研究所） 

宮地猛氏（株式会社A&C 代表取締役）ほか 

コーディネーター 森樹男（弘前大学人文社会科学部） 

 

5. 参 加 費：無料 

 

6. 申し込み：特に必要ございません。お気軽にご参加ください。 

 

【問い合わせ先】 

弘前大学人文社会科学部 

グローバル経営研究室（人文社会科学部４階） 

 電話・FAX：0172-39-3295（担当 森） 

 E-mail：mori@hirosaki-u.ac.jp

平成28年度 青森ブランド価値創造研究シンポジウム 

「青森県の水産資源の商品開発とブランド化」開催のお知らせ 

 

学術講演会・研究発表会・公開講座 
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【日 時】 

 ２０１６年１１月２５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 

 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 

 

 

 

 

日 時： ２０１６年１１月３０日(水) １４:３０～１５:３０ 

 

場 所： 理工学部１号館 第１０番講義室 

 

講 師： 中村維男 先生（慶應義塾大学）(東北大名誉教授) 

 

題 目： 「ある新奇なメモリは計算機科学を変えるであろう」 

 

主 催： 情報処理学会 東北支部 

 

共 催： 弘前大学 理工学部 電子情報工学科 

 

講演要旨 

今日の有り触れたDRAMやSRAMのようなメモリは，それらのアクセス速度において限界に近付い

ている。そのため，IoTからスーパーコンピュータに亘るコンピュータにおいて，もっとも有害

なる要因は，処理速度を低下させるメモリボトルネックである。ここでは，現存のメモリの1000

倍以上のアクセス速度を有するマーチングメモリMMについてその原理を紹介する。併せて，その

メモリ搭載によるコンピュータによる非常識な用途応用例を述べる。 

 

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〉） 

第376回 情報処理学会東北支部研究講演会のお知らせ 
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【問い合わせ先】 

弘前大学理工学部電子情報工学科 長瀬智行 

〒036-8561 青森県弘前 市文京町３ 

電話番号0172-39-3632，FAX番号0172-39-3632 

E-mail: ipsj-hiro@eit.hirosaki-u.ac.jp 

 

 

 

 

 11月14日は国連により公式認定されている「世界糖尿病

デー」です。世界各地で糖尿病の予防，治療，療養を喚起

する様々なイベントが開催されています。我が国でも全国

各地で観光施設や著名な建造物がブルーにライトアップさ

れます。 

 弘前市では，ヒロロ内弘前市民文化交流館にて｢弘前公開

糖尿病教室｣を行い，その後，｢青森銀行記念館のブルーラ

イトアップ｣を行います。 

 どなたでもご参加いただけます。ぜひこの機会にご自身

やご家族，大切な人と一緒に糖尿病について考えてみませ

んか。 

 

 

○第21回 弘前公開糖尿病教室 

 場 所：ヒロロ内 弘前市民文化交流ホール 

建物4階 （弘前市駅前町9-20） 

 

 時 間：２０１６年１１月１９日（土）１４：００～１６：００（受付 １３：３０～） 

 

プログラム 

  14：00～14：30 

  座長：今村クリニック 院長 今村憲市 先生 

   【教育講演】｢一瞬懸命に生きる～北海道の自然に魅せられて～｣ 岩山政則  様 

 

  14：40～16：00 

  座長：黒石市国民健康保険黒石病院 糖尿病・内分泌内科 部長 上原修  先生 

   【特別講演1】｢インスリン療法ってどんなもの？｣ 

     弘前大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科学講座 助教 松橋有紀 先生 

   【特別講演2】｢血糖測定 過去・現在・未来｣ 

     弘前大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科学講座 講師 村上宏  先生 

 

 ＊ヒロロ会場内では，血糖測定・糖尿病相談コーナーを設けています。 

 

○世界糖尿病デー ブルーライトアップ 

 場 所：青森銀行記念館（旧第五十九銀行本店本館） （弘前市元長町26） 

 時 間：2016年11月19日（土）17：00～20：30頃 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢世界糖尿病デー in 弘前｣のお知らせ（再掲） 
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日 時：２０１６年１１月２５日（金） 

１３：３０～１７：１５（受付開始 １３：００から） 

 

申 込：TEL 017(731)9002   FAX 017(739)7771 

    HP（www.security-camp.org）をご覧ください。 

 

会 場：アスパム 4階 十和田 

 

定 員：100 名 

 

対 象：どなたでも参加可能（学生，社会人，教職員等） 

   裏面の「セキュリティ・ミニキャンプ in 東北 2016 一般講座」参加申込書 に必要事項

を 記載の上，申し込み窓口までFAX またはメールを送信ください。 

 

締 切：11 月 18 日（金）17：00 ※ 申込された方には，窓口より受信確認のメールが届きます。 

 

【プログラム】 

13:30～13:40  オープニング挨拶  経済産業省東北経済産業局 

 

13:40～14:40 「あなたの身近に忍び寄るインターネットの脅威～ 

        情報セキュリティの必要性と実施すべき対策～」 

年金機構の情報漏洩問題により，情報管理の重要性を改めて考えさせられた

人も多いのではないでしょうか。インターネットを毎日のように使用する私

たちの生活では，様々な脅威が身近に存在しているのです。本講話では脅威

の現状と実施すべき対策のポイントをわかりやすくご紹介します。  

           講師：独立行政法人情報処理推進機構 セキュリティセンター(IPA/ISEC) 

            普及グループ 主幹 石田 淳一 氏 

 

14:40～14:50 休憩 

 

14:50～15:20 「青森県内におけるサイバーセキュリティ対策」県内における 

ネットバンキング，公衆Wi-Fi等公衆サービスのセキュリティ」 

             対策状況と警察の施策についてご紹介します。 

講師：青森県警察本部 生活安全部保安課 サイバー犯罪対策室 主査 

            情報セキュリティアドバイザー 工藤 靖之 氏 

 

15:20～16:20 「情報社会を支える暗号技術」 

            情報化社会がどんどん進んでいる現在，様々な情報が出回っています。それ

らを守る暗号化技術を暗号の原点である古代の暗号から，現在使用されてい

る暗号についてご紹介します。 

講師：弘前大学大学院 理工学 研究科 准教授 長瀬 智行 氏 

 

16:30～17:00 「パネルディスカッション～地方におけるセキュリティ人材育成～」 

 

17:00～17:15 クロージング 

 

参加費： 無料 

 

主催：  青森県，ソフトアカデミーあおもり，セキュリティ・キャンプ実施協議会， 

独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 

「セキュリティセミナー in 東北 2016」開催のお知らせ（再掲） 
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後援：  青森県情報サービス産業協会（予定） 

 

【問い合わせ窓口】 

株式会社 ソフトアカデミーあおもり 

〒030-0113 青森市第二問屋町四丁目 11 番 18 号 

「セキュリティ・ミニキャンプ in 東北 2016 (青森)」 

担当 E-mail kensyu@soft-academy.co.jp TEL 017(731)9002 

 

 

 

 

 

弘前大学大学院保健学研究科FD委員会では下記日程のとおり

講演会を開催いたします。参加費無料，事前申込不要ですので，

奮ってご参加ください。 

 

 日 時：2016年12月1日（木） 18：00～19：50 

 

 場 所：弘前大学医学部保健学科 63講義室 

 

 講 師：小林 浩 氏 

リクルート進学総研所長 

リクルート「カレッジマネジメント」編集長 

 

 プログラム 

  17：40 開場  

18：00 開会挨拶 研究科長：木田和幸 

18：05～19：50 講演（質疑応答含む） 

 

主 催：弘前大学大学院保健学研究科FD委員会 

 

 

 

 

 

研究・イノベーション推進機構では，教育・研究活動によって得

られた知的財産の保護及び有効な活用により，社会の持続的発展に

貢献することを目的に知財塾を開催します。第１回は，国立大学法

人山口大学 大学研究推進機構 知的財産センター長 兼 有限会社山

口ティー・エル・オー代表取締役社長，佐田 洋一郎 氏を講師にお

招きし，「トラブルを起こさない研究果実の取り扱い方」と題して

ご講演いただきます。 

 知的財産権等に関する知識，理解を深めたい方など，興味がある

方は是非奮ってご参加下さい。 

皆様のご参加をお待ちしております。 

 

場 所：５０周年記念会館２階 岩木ホール（文京キャンパス） 

 

日 時：２０１６年１１月１７日（木）１８：００～２０：００ 

 

弘前大学大学院保健学研究科FD委員会講演会 

「高大接続改革の狙いと方向性 

 ～高校・大学・入学者選抜はどう変わるのか～」のお知らせ（再掲） 

平成２８年度第１回 知財塾開催のお知らせ（再掲） 
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テーマ：トラブルを起こさない研究果実の取り扱い方 

 

講 師：国立大学法人山口大学 大学研究推進機構 知的財産センター長 

有限会社山口ティー・エル・オー代表取締役社長 佐田 洋一郎 氏 

 

対 象：教職員，学部生，大学院生，一般企業 

 

定 員：５０名 

 

参加料：無料 

※参加を希望される方は，氏名，所属・役職，連絡先を記載し，１１月１４日（月）までに，下記

連絡先までお申し込みください。 

 

参加申込み先：弘前大学 研究・イノベーション推進機構 知的資産部門（担当：山本） 

TEL：０１７２－３９－３９１２ FAX：０１７２－３９－３９１９ 

E-mail：chizai@hirosaki-u.ac.jp 

 

 

 

 

 

弘前大学医学部附属病院が主催で，一般市民を対象に公開講座を開

催いたします。 

がんのリハビリテーション，婦人科がんについて，専門家がそれぞ

れの立場から市民の皆様にわかりやすく講演いたします。講演後には

質疑応答の時間を設けております。 

 

期 日：２０１６年１２月４日（日）１３:００～１５:３０ 

 

会 場：弘前市民会館 大会議室（弘前市大字下白銀町１番地６） 

 

内 容：弘前大学医学部附属病院の専門家による，悪性腫瘍について

それぞれの立場から市民の皆様にわかりやすく講演致しま

す。講演後には質疑応答の時間を設けております。 

 

プログラム 

12：30  開場 

 

13：00  開会のあいさつ  弘前大学医学部附属病院 病院長 福田 眞作 

 

13：05  演題１「知ってほしい！がんのリハビリテーション」（50分） 

講師 弘前大学医学部附属病院 リハビリテーション科科長 津田 英一 

 

13：55  小休憩（5分） 

 

14：00  演題２「婦人科がんの話」（50分） 

講師  弘前大学医学部附属病院 産科婦人科科長 横山 良仁 

 

14：50  休憩（10分） 

 

15：00  質疑応答（30分程度） 

 

15：30  閉会のあいさつ  弘前大学医学部附属病院 腫瘍内科科長 佐藤 温 

第10回弘大病院がん診療市民公開講座のお知らせ（再掲） 
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学 内 掲 示 板 

対 象：一般市民 

 

入場料：無 料 

 

主 催：弘前大学医学部附属病院 

 

共 催：次世代がん治療推進専門家養成プラン 

 

連絡先：弘前大学医学部附属病院 がん相談支援センター 

 電話 0172－39－5174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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４２号」  

http://www.janu.jp/report/koho/42gou.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：総務部総務広報課 広報グループ 

     E-mail: jm3012@hirosaki-u.ac.jp FAX:37-6594 内線：3029 

 

国立大学協会情報誌「国立大学」について  


