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第３１４号 ２０１２年 ９ 月１４日

弘 前 大 学 総 務 部 広 報 ・ 国 際 課

学術講演会・研究発表会・公開講座

「弘前大学地域社会研究会」開催のお知らせ

弘前大学大学院地域社会研究科では、「地域社会研究会」を下記により

開催いたします。地域社会にかかわる研究に興味のある方はどなたでも参

加・聴講できます。

多数の皆様のご参加をお待ちしております。

１．日 時：２０１２年９月２２日（土） １３：００～

２．場 所：弘前大学創立６０周年記念会館コラボ弘大８Ｆ

八甲田ホール

３．内 容：田中 文夫（弘前大学大学院地域社会研究科１年）

「小学生のレジリエンスに関する研究

-尺度の作成と信頼性・妥当性及びレジリエンスの機能の検討‐」

山本 大輔（深浦町役場まちづくり戦略室）

「深浦町地域おこし協力隊の取組について」

４．対 象：一般の方、学生、教職員

問い合わせ先：弘前大学地域社会研究会事務局 竹ヶ原 公

E-mail:takegahara2002＠yahoo.co.jp

「平成２４年度弘前大学国史研究会大会」開催のお知らせ

平成２４年度弘前大学国史研究会大会を、下記により開催いたします。

１．日 時：２０１２年９月２９日（土） １４：００～

２．場 所：弘前大学附属図書館３Ｆ ラーニングスペース

３．研究発表：

○平成２３年度文部科学省行政実務研修を終えて

弘前市教育委員会 小石川 透 氏

○近世前期津軽領における小廻し船の活動―海難関係史料を中心に―

みちのく北方漁船博物館学芸員 石山 晃子 氏

○松前広長書写本『新羅之記録』の書き入れについて

青森市史編さん室事務長 工藤 大輔 氏

※参加費、事前申し込み不要。どなたでもご参加できます。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

日 時 ２０１２年 ９月２２日（土） １３：００～ 

場 所 コラボ弘大８Ｆ 八甲田ホール 

 

１３：００～ 

  田中文夫（大学院地域社会研究科１年） 

   「小学生のレジリエンスに関する研究 

  -尺度の作成と信頼性・妥当性及びレジリエンスの機能の検討‐」 

  

１4：００～ 

  山本大輔（深浦町役場まちづくり戦略室） 

 「深浦町地域おこし協力隊の取組について」 

 

 

※地域社会にかかわる研究に興味のある方はどなたでも参加・聴講できます。 

※連絡会終了後、有志の懇親会を予定しています。 

 

参加無料！！ 

 

弘前大学
地域社会研究会 

《 連絡先 》 

弘前大学地域社会研究会事務局 竹ヶ原公 

takegahara2002 at yahoo.co.jp 



問い合わせ先：弘前大学人文学部 長谷川 成一

電 話：０１７２－３９－３２２３

「第６回経営史学会東北ワークショップ」開催のお知らせ

１．日 時：２０１２年９月２９日 (土）１４：００～１７：００

２．場 所：弘前大学人文学部４Ｆ 多目的ホール

３．研究報告：

○「ピンクレディー・システムの形成について」

報告：黄 孝春氏 （弘前大学）

司会：池田 憲隆氏（弘前大学）

○「りんごの甘酸適和とビジネス戦略との関わりをめぐって」

報告：四宮 俊之氏（弘前大学）

司会：佐々木 聡氏（明治大学）

４．共 催：弘前大学リンゴ振興研究センター

※参加費、事前申し込み不要。どなたでもご参加できます。

問い合わせ先：弘前大学人文学部 黄 孝春

電 話：０１７２－３９－３２８７

「第１４７回 日本農芸化学会東北支部大会」開催のお知らせ

１．日 時：２０１２年１０月６日（土）１０：００～１７：５０

２．場 所：弘前大学農学生命科学部 ３０２講義室，４０２講義室，４０３講義室

３．一般発表：１０：００～

日本農芸化学会奨励賞受賞講演

４．特別講演：１４：３０～

エンド型グリコシダーゼの糖転移活性を利用した

ネオプロテオグリカンの合成とその応用

遠藤 正彦氏 （弘前大学大学院医学研究科 糖鎖医化学講座特任教授）

５．懇親会：弘前大学学生会館２Ｆ スコーラム

２，０００円（一般）、１，０００円（学生）

※参加費、事前申し込み不要。どなたでもご参加できます。

問い合わせ先：：弘前大学農学生命科学部 宮入 一夫

電 話：０１７２－３９－３７７２

E-mail： km124@cc.hirosaki-u.ac.jp

「第３７回弘前大学経済学会大会」開催のお知らせ

１．日 時：２０１２年１０月２６日（金） １４：００～１７：１５



２．場 所：弘前大学人文学部４Ｆ 視聴覚教室

３．プログラム：

○開会挨拶 １４：００～

細矢 浩志会長（弘前大学人文学部教授）

○講演 １４：１０～

横山 英信 氏（岩手大学人文社会科学部教授）

農業者戸別所得補償制度をめぐる諸問題

○研究発表

１５：４０～

大橋 忠宏氏（弘前大学人文学部准教授）

日本での航空規制緩和とその評価

１６：３０～

大倉 邦夫氏（弘前大学人文学部講師）

「日本における社会的協働の展開---繊維産業でのリサイクル事業の事例を通して---」

※参加費、事前申し込み不要。どなたでもご参加できます。

問い合わせ先：弘前大学人文学部 鈴木 和雄

電 話：０１７２－３９－３２７１

「平成２４年度弘前大学FDシンポジウム」開催のお知らせ

１．日 時：２０１２年１１月３日（土）１３：００～１７：４０

２．場 所：弘前大学創立５０周年記念会館

３．主 催：弘前大学教育委員会

４．開催趣旨：
大学における授業改善には、授業に対する「省察」を行うことが必要であり、そのためには、教

員が自らの授業を記録・整理しておかなければなりません。このような授業実践記録とそれに教員
の省察を加えた資料はティーチング・ポートフォリオと呼ばれています。

本学では、平成２０年度から文部科学省からの特別経費の配分を受け、「ティーチング・ポート
フォリオを活用したＦＤ活動の展開」を実施し、弘前大学版ティーチング・ポートフォリオと位置
付ける「教育者総覧」の全教員による作成を進め、学内への定着を図るなど、様々な活動を行って
きました。

本シンポジウムでは、こうしたこれまでの活動・成果を踏まえ、これを総括するとともに、大学
における教育改善を進めていくため、今後のティーチング・ポートフォリオの更なる展開、発展に
ついて考え、今後の課題を明確にしていきます。

５．テーマ：「ティーチング・ポートフォリオを活用したFD活動の展開」

６．日 程：
１２：３０～１３：００ 受付
１３：００～１３：１０ 開会の挨拶 弘前大学長 佐藤 敬

【第一部】司会：鬼島 宏
１３：１０～１３：５０ 基調講演 文部科学省高等教育局
１３：５０～１４：２０ 講演 「５年間の総括と今後への展開」

弘前大学理事（教育担当） 中根 明夫
21世紀教育センター高等教育研究開発室長 田中 正弘

【第二部】司会：藤崎 浩幸



１４：３０～１５：００ 特別講演「アカデミック・ポートフォリオの基本理念」
帝京大学教授 土持ゲーリー法一

１５：００～１５：３０ 特別講演「新任教員研修でのティーチング・ポートフォリオ
の活用」

立命館大学講師 林 泰子

【第三部】司会：鬼島 宏、藤崎 浩幸
１５：３０～１７：３０ 総括討論
１７：３０～１７：４０ 閉会の挨拶 弘前大学理事（教育担当）中根 明夫

１８：００～１９：３０ 【懇親会】（スコーラム 弘前大学内）

７．対象者：本学教職員及び学生、国立大学（全国）、公私立大学（北海道・東北地区）

８．参加申込：
参加を希望される場合は、氏名・所属・連絡先電話番号・メールアドレスを記載し、下記問い合

わせ先へ１０月１９日（金）までに、E-mail等で申込みください。
事前に申込みいただかずに当日直接会場に来ていただいても構いませんが、資料準備等の関係か

ら、できるだけ事前申込みくださるようお願いします。
なお、参加費は無料です（１８：００～１９：３０の懇親会に出席の場合は会費が必要です。参

加希望のご連絡の際には、懇親会への出欠についても併せてお知らせ願います）。

問い合わせ先：弘前大学学務部教務課（教務企画担当）
電 話：０１７２－３９－３１０８

ＦＡＸ：０１７２－３９－３９６１

E-mail：jm3108@cc.hirosaki-u.ac.jp

日本自然災害学会オープンフォーラム「日本海沿岸の地震を探る」開催のお知らせ（再掲）

日本自然災害学会では、第３１回学術講演会を弘前大学で行うに際して、一般市

民向けの講演会（オープフォーラム）を下記の要領で行います。多数の参加をお待

ちしております。

１．日 時：２０１２年９月１７日（月） １３:３０～１７:００

２．会 場：弘前大学創立５０周年記念会館 みちのくホール

３．プログラム：

○基調講演 １３:４０～１４:２０

「日本海東縁部で起きる地震」 弘前大学大学院理工学研究科 佐藤 魂夫

○講演 北東北における日本海沿岸の地震

１４:４０～１５:００ 歴史史料から知る 弘前大学特別研究員 白石 睦弥

１５:００～１５:２０ 津波堆積物から探る 東北大学大学院理学研究科 箕浦 幸治

１５:２０～１５:４０ 現在の地震活動を見る 弘前大学大学院理工学研究科 小菅 正裕

１５:４０～１６:００ 地震と津波に備える 弘前大学教育学部 小岩 直人

○全体質疑 １６:００～１６:４５

４．参加費：無料

問い合わせ先：弘前大学大学院理工学研究科 片岡 俊一

電話・FAX：０１７２－３９－３６１６

E-mail: kataoka@cc.hirosaki-u.ac.jp



学術講演会開催のお知らせ（再掲）

１．日 時：２０１２年９月１８日（火） １５：３０～１６：３０

２．場 所：弘前大学コラボレーションセンター ８階 農学生命科学部会議室

３．講 師：岡山大学大学院理学研究科 阿保 達彦准教授

４．演 題：大腸菌のリボソームレスキュー

５．主 催：機関研究「RNAから見た生命システムの新視点」

問い合わせ先：弘前大学農学生命科学部 姫野 俵太

電 話：０１７２－３２－７２７８

E-mail： himeno@cc.hirosaki-u.ac.jp

第１回日本放射線看護学会学術集会のお知らせ（再掲）

平成２４年第１回日本放射線看護学会学術集会を下記の要領で開催いたます。

１．日 時：２０１２年９月２９日（土）１３：００～

２．場 所：弘前大学創立５０周年記念会館 みちのくホール

３．会 長：西沢 義子氏（弘前大学大学院保健学研究科 教授）

４．プログラム：

１３:００～１３:１０ 開会式

１３:１０～１４:１０ 学会設立記念講演

「放射線看護の高度化・専門化を目指して：基本は放射線防護」

小西 恵美子氏（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科客員研究員・

長野県看護大学名教授）

１４:２０～１５:４０ シンポジウム「放射線看護専門看護師の必要性と期待される役割」

浦田 秀子氏 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 教授）

齋藤 陽子氏 （弘前大学大学院保健学研究科 教授）

中嶋 由美子氏（福島県立医科大学附属病院 副病院長兼看護部長）

１５:４０～１６:００ 一般演題（ポスター）

１６:００～１７:３０ 一般演題（口演）

１７:３０～１７:４０ 閉会式

５．参加費：当日６，０００円（学生は無料）

※詳しくは 学会ホームページ http://www.rnsj.jp をご参照ください。

問い合わせ先：学術集会事務局（野戸・會津）

電 話：０１７２－３９－５９２３、５９４０

E-mail： rnurse_1@cc.hirosaki-u.ac.jp

弘前大学大学院保健学研究科

「第４回緊急被ばく医療国際シンポジウム」開催のお知らせ（再掲）

弘前大学大学院保健学研究科では、「緊急被ばく医療人材育成プロジェクト」を実施してきまし



たが、プロジェクトの最終年度の事業として、今後の被ばく医療人材育成のあり方と方向性につい

て、世界的な視野から討議することを目的に、第４回緊急被ば医療国際シンポジウムを開催します

のでお知らせします。

１．日 時：２０１２年９月３０日（日）９：３０～１５:５０

２．場 所：弘前大学創立５０周年記念会館 みちのくホール

３．テーマ：「これからの緊急被ばく医療人材育成のあり方」

４．プログラム：

◇開会あいさつ ９：３０～９：４０

◇第１セッション：

弘前大学における緊急被ばく医療人材育成プロジェクト総括 ９：４０～１０：４０

座長：桑原 幹典（専門家委員会委員長）

●５年間の活動総括と今後の展望

對馬 均（弘前大学大学院保健学研究科長）

●緊急被ばく医療人材育成の実践と評価

冨澤 登志子（弘前大学大学院保健学研究科）

●緊急被ばく医療のための教員研修の企画とその実績

企画部門総括 木立 るり子（弘前大学大学院保健学研究科）

●２００９～２０１１年の社会連携部門の活動

小山内 隆生（弘前大学大学院保健学研究科）

●緊急被ばく医療コ・メディカル教育プログラムにおける研究活動報告

研究部門総括 伊藤 巧一（弘前大学大学院保健学研究科）

◇特別講演：

テーマに関わる基調講演 １１：００～１２：００

座長：柏倉 幾郎（弘前大学被ばく医療総合研究所長、弘前大学大学院保健学研究科）

●緊急被ばく事故への国際的な準備及び対応能力強化のためのWHOの取り組み

Zhanat A. Carr MD, Ph.D. （WHO）

●日本の放射線看護:価値と責任

小西 恵美子（鹿児島大学医歯学総合研究科 客員研究員）

◇第２セッション：

ポスターセッション １３：００～１３：５０

●保健学研究科教員ほか

◇第３セッション：

これからの被ばく医療人材育成のあり方 １４：３０～１５：４５

座長：吉田 光明（弘前大学被ばく医療総合研究所）

座長：野戸 結花（弘前大学大学院保健学研究科）

●仏国の放射線防護および人材育成について

Lt. Christophe Dody（SPRA）

●放医研における被ばく医療の人材育成と研修

富永 隆子（放射線医学総合研究所）

●弘前大学における放射線専門看護師養成に向けた取り組み

西沢 義子（弘前大学大学院保健学研究科）

◇閉会あいさつ １５：４５～１５：５０



５．主 催：弘前大学大学院保健学研究科

６．共 催：弘前大学被ばく医療総合研究所

弘前大学「被ばく医療プロフェッショナル育成計画」

日本放射線看護学会

７．後 援：独立行政法人放射線医学総合研究所

※事前のお申込みは不要です。直接会場へお越しください。発表は英語で行います。

問い合わせ先：弘前大学保健学研究科総務グループ

電 話：０１７２－３９－５９０５

ＦＡＸ：０１７２－３９－５９１２

E-mail： jm5905@cc.hirosaki-u.ac.jp

弘前大学総合文化祭「知の創造」

保健学研究科「市民公開講座」開催のお知らせ（再掲）

『環境と放射線。そして食の安全』をテーマに市民公開講座を開催いたします。

事前の申し込みは不要ですので、参加を希望される方は当日直接会場にお越しください。多数の

ご参加を待ちしております。

１．日 時：２０１２年１０月２６日（金）１７：３０～１９：３０

２．会 場：弘前市立観光館 １階 多目的ホール

３．テーマ：『環境と放射線。そして食の安全』

４．内 容：講演１ 「食品の放射線物質の新たな基準について」

松坂 千亜紀 先生（青森県健康福祉部保健衛生課）

坂田 裕治 先生 （青森県農林水産部）

講演２ 「私たちの身の回りにある放射線って？ ―自然界にある放射線のはなし―」

細田 正洋 先生（弘前大学大学院保健学研究科助教）

５．入場料：無料

６．対 象：一般市民、教職員、学生

７．共 催：緊急被ばく医療人材育成プロジェクト

生体応答科学研究センター

学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム補助事業

問い合わせ先：弘前大学保健学研究科総務グループ

電 話：０１７２－３９－５９０５

学 内 掲 示 板

学長オフィスアワー変更のお知らせ

学長と本学の学生・教職員が直接対話する機会を設けるため、学長オフィスアワー毎月第１金曜

日及び第３木曜日に実施しておりますが、下記のとおり変更になりますので、お知らせいたします。



変更前 変更後

１０月 ５日（金） １０月１２日（金）

１１月 ２日（金） １１月 １日（木） ※時間、場所に変更はございません。

問い合わせ先： 弘前大学総務部総務課（秘書室） 内線３００４

ＵＲＬ：http://www.hirosaki-u.ac.jp/president/officehour.html

学長直言箱の設置場所（事務局内）変更のお知らせ

本学の学生・教職員から直接意見及び相談等を受けるため，学長直言箱を学内４カ所に設置して

おりますが,事務局内の設置場所が下記ＵＲＬのとおり変更になりましたので,お知らせいたします。

問い合わせ先： 弘前大学総務部総務課（秘書室） 内線３００４

ＵＲＬ：http://www.hirosaki-u.ac.jp/president/box.html#boxjimu

男女共同参画推進室からのお知らせ

「第１１回女性研究者フォーラム」開催のお知らせ（再掲）

第１１回女性研究者フォーラムは、「大学を超えて」開催します。「学園

都市ひろさき高等教育機関コンーシアム」参加機関の女性研究者の皆様とと

もに研究者のワーク・ライフ・バランスなどについてざっくらんに語り合い

ましょう。

１．日 時：２０１２年９月２０日（木） １４:００～１６:００

（途中での入退場も可能です）

２．場 所：弘前大学 総合教育棟１F 共用会議室（入試課向かい）

３．オーガナイザー：弘前大学男女共同参画推進室長 日景 弥生（教育学部家政教育講座 教授）

４．参加費：無料

５．対 象：「学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム」参加機関に所属する全ての方々

６．主 催：弘前大学男女共同参画推進室

７．後 援：学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム

ＵＲＬ： http://www.consortium-hirosaki.jp/

弘前大学生涯学習教育センター

８．共 催：弘前大学教育・学生委員会

（このフォーラムは、FDワークショップとして開催されます）

問い合わせ先：弘前大学男女共同参画推進室 西野 純子

電 話：０１７２－３９－３８８５

E-mail： equality@cc.hirosaki-u.ac.jp

HP: http://www.hirosaki-u.ac.jp/equality/contents/event.html

研究紀要“SHIRAKAMI-SANCHI”への掲載論文の募集（再掲）



弘前大学白神自然環境研究所では、白神山地に関する学術的研究を推進するため、研究紀要“SH

IRAKAMI-SANCHI”（英文）を刊行しています。白神山地とそれに関連する研究論文等を下記要領で

学内より募集いたします。

１．内容：白神山地とそれに関連する全ての分野の研究論文、報告、総説など。

２．使用言語：英 語

３．締め切り：２０１２年１０月３１日（水）

４．投稿規定は白神自然環境研究所のホームページ (http://www.hirosaki-u.ac.jp/shirakami/)

で見ることができます。

問い合わせ先：弘前大学白神自然環境研究所 中村 剛之

電話•FAX:０１７２－３９－３７０７

E-mail: dhalma@cc.hirosaki-u.ac.jp

弘前大学出版会から出版のための企画募集

弘前大学出版会から著書の出版を希望される方は弘前大学出版会にご相談ください。出版企画提

案書の書式を添付ファイルでお送りいたしますので、ご記入の上、ご返送ください。詳細について

はご連絡いただいた折に、ご説明いたします。

問い合わせ先： 弘前大学出版会（附属図書館内）

電 話：０１７２－３９－３１６８

ＦＡＸ：０１７２－３９－３１７１

E-mail： hupress@cc.hirosaki-u.ac.jp

国立大学協会情報誌「JANU」「JANU別冊」について

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「JANU」「JANU別冊」を作成しています。

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/infomation.html

第２５号・第２３号・第２２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１

６日の２回）の７日程度前までに、下記のところまでご提供ください。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@cc.hirosaki-u.ac.jp Fax:39-3498、内線：3012


