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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

「震災研究交流会～弘前大学のネットワークで震災研究を広げよう～」開催のお知らせ

弘前大学大学院地域社会研究科では、「震災研究交

流会」を下記により開催いたします。震災対応や震災

研究に興味のある方はどなたでも参加・聴講できます

ので、多数の皆様のご参加をお待ちしております。

当日は報告の後に、震災に関する情報・意見交換を

行います。

情報をお持ちの方はこの機会にご紹介ください。

１．日 時：２０１２年１１月１日（木）

１８：００～

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：『「辺境」からはじまる』書籍紹介

白石 睦弥 弘前大学特別研究員

書評「東京の震災論／東北の震災論」

平井 太郎 弘前大学大学院地域社会研究科 准教授

「著者からのリプライ」

山下 祐介 首都大学東京都市教養学部 准教授

総合討論

４．対 象：一般の方、学生、教職員

問い合わせ先：大学院地域社会研究科 教授 檜槇 貢

電 話：０１７２－３９－３９３８

E-mail： himaki@cc.hirosaki-u.ac.jp

「医工連携健康科学工学セミナー」開催のお知らせ

セミナーでは、東北大学流体科学研究所 教授 圓山重直 先生を講師としてお招きし、医工連携

研究の話題提供として、伝熱制御と異分野科学の融合についてお話しいただきます。医工連携技術

開発の展開に関心をお持ちの皆様には気軽に参加してくださいますよう、ご案内致します。

１．日 時：２０１２年１１月７日（水）１６：００～１７：００

２．場 所：弘前大学理工学部１０番教室



３．講 師：東北大学流体科学研究所 極限熱現象研究分野

圓山 重直 教授

４．演 題：「伝熱制御と異分野科学の融合

－生命科学と工学との新展開－」

５．参加費：無料（予約不要）

６．主 催：「医工連携による健康科学プログラムの開発」

講演実施委員会

７．共 催：（社）精密工学会東北支部、微細加工・計測研究会、

ひろさき産学官連携フォーラム

問い合わせ先：弘前大学理工学部知能機械工学科 山岡

電 話：０１７２－３９－３６７４

E-mail： yamaoka@cc.hirosaki-u.ac.jp

弘前大学金木農場｢農場祭｣のお知らせ

弘前大学農学生命科学部附属生物共生教育研究センターでは、地

域の皆様との結びつきを深めるために「農場祭」を開催します。ど

うぞお気軽にご来場ください。

１．日 時：２０１２年１１月１０日 (土)

９：３０ ～ １５：００

２．場 所：弘前大学金木農場

五所川原市金木町芦野８４－１３３

３．催し物：

○農場生産物販売コーナー（９：３０～）

金木農場と藤崎農場で丹精込めて作ったものです。是非、お買い

求めください。

金木農場産・・・新米（つがるロマン、まっしぐら、もち米）、弘大アップルビーフ

藤崎農場産・・・りんご、ねぎ

（何れも数に限りがございますので、売り切れの場合はご了承ください）

○販売（９：３０～順次）

弘大生協コーナー・・・日本酒「弘前大学」（金木農場産酒米を使用）

お食事コーナー、弘大グッズ等

○その他出店（９：３０～順次）

金木町斜陽の詩・稲垣町「おかずや」（お惣菜など）etc

○展示 【紅の夢（りんご）】

問い合わせ先:弘前大学農学生命科学部附属生物共生教育研究センター 金木農場

電 話:０１７３－５３－２０２９

ＦＡＸ:０１７３－５２－５１３７

E-mail: jm532029@cc.hirosaki-u.ac.jp



公開講座・津軽学「津軽の近代化と鉄道」開催のお知らせ

公開講座・津軽学「津軽の近代化と鉄道」を開催します。この講座は、人文学部と津軽に学ぶ会

の共催です。２００５年から毎年開催しているものです。今年度は、鉄道をテーマにした公開講座

です。

多数のご参加をお待ちしております。

１．日 時：２０１２年１１月１１日（日） １４：００～

２．場 所：弘前大学創立５０周年記念会館みちのくホール

３．内 容：公開講座・津軽学「津軽の近代化と鉄道」

４．講 師：

・老川 慶喜（立教大学経済学部教授）

・九戸 眞樹（公益社団法人青森県観光連盟専務理事）

・四宮 俊之（弘前大学人文学部長、教授）

・中園 裕（青森県庁県史編さんグループ主幹）

・山下 祐介（首都大学東京都市教養学部准教授）

５．入場料：無料

問い合わせ先：津軽に学ぶ会

電 話：０１７－７７３－３４７７

弘前大学人文学部ビジネスマネジメント講座「講演会」開催のお知らせ

本学人文学部経営学コースでは「ビジネスシミュレーション実習」という授業で学生が自らのア

イデアに基づき、事業を行うための計画書の作成指導を行っております。本年度はとくに弘前実業

高校との高大連携授業として運営しており、かつ最終成果については弘前商工会議所のご協力を得

て、ビジネスプランコンテストを開催し、その成果を発表する予定となっております。

その授業の一環として、実務経験者による講演を開催いたす運びとなりました。多くの皆さんの

ご参加をお待ちしております。

１．日 時：２０１２年１１月１６日（金） １４：２０～１７：３０

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．演 題：

「新しい旅行スタイルの提案～たびすけの起業～」

合同会社西谷 西谷 雷佐 氏

「フードビジネスの創出～その勝者の成功の秘訣は何か～」

弘前医療福祉大学 教授 牛田 泰正 氏

４．参加料：無料（事前申込不要。参加を希望される方は当日会場にお越しください。）

５．主 催：弘前大学人文学部

問い合わせ先:弘前大学人文学部グローバル経営研究室 教授 森 樹男

電 話:０１７２－３９－３２９５

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



文部科学省科学技術戦略推進費 地域再生人材創出拠点の形成

「被ばく医療プロフェッショナル育成計画」

「平成２４年度第４回 被ばく医療プロフェッショナルセミナー」開催のお知らせ

弘前大学「被ばく医療プロフェッショナル育成計画」では、国内外専

門機関の放射線科学専門家を通して被ばく医療に関する国内外の動向を

学ぶことを目的に、「平成２４年度第４回 被ばく医療プロフェッショナ

ルセミナー」を開催します。

今回は、福島県立医科大学医学部放射線健康管理学講座の大津留 晶

先生をお迎えして、現在取り組んでおられる福島県民の健康調査につい

て紹介していただき、福島第一原子力発電所事故による健康影響に関す

る現状を考えます。

１．日 時：２０１２年１１月１６日（金）１７：３０～１８：３０

２．場 所：弘前大学大学院保健学研究科大会議室（２階）

３．講 師：福島県立医科大学医学部放射線健康管理学講座

教授 大津留 晶 氏

４．演 題：「原子力災害医療と福島・県民健康管理調査」

５．参加料：無 料

６．申 込：１１月１２日（月）までに電話・FAX・メールのいずれかでお申込みください。

○メールの場合：メールの件名を「被ばくセミナー申込」とし、所属・職名・氏名を本文へ記入

の上、E-mail： jm5401@cc.hirosaki-u.ac.jpまでお申込みください。

○電話の場合：0172-39-5401へ所属・職名・氏名を添えてお申込みください。

○FAXの場合：下記アドレスより申込用紙をダウンロードの上、0172-39-5514へFAXしてください。

http://www.hs.hirosaki-u.ac.jp/~hibaku-pro/

問い合わせ先：弘前大学「被ばく医療プロフェッショナル育成計画」事務局

被ばく医療総合研究所事務室

電 話：０１７２－３９－５４０１

「平成２４年度弘前大学国語国文学会大会」開催のお知らせ

今年度の弘前大学国語国文学会の大会を、以下の要領で行います。

本学の教員が発表・講演します。

会員以外の来聴、大歓迎ですので、皆様奮ってご来場ください。ま

た学生の聴講も可能ですので、関心のある学生にご案内ください。

１．日 時：２０１２年１１月１８日（日）１３：００～

２．場 所：弘前大学人文学部 4階 多目的ホール

３．プログラム：

１３：００～ 開会の辞 弘前大学国語国文学会会長

児玉忠先生

１３：１０～ 研究発表



〔題目〕小西甚一著「日本文芸史別巻、日本文学原論」についての一考察

――解釈・批評の問題に対する存在論の貢献をめぐって――

１４：００～ ・石山裕慈先生（弘前大学教育学部）

〔題目〕「字音仮名遣い」の現状について

１５：１０～ 講演

・川瀬 卓先生（弘前大学人文学部）

〔題目〕副詞の歴史的研究における課題と可能性

１６：４０～ 総会

１７：１０～ 閉会の辞

写真撮影などの後、１７：３０終了予定

＊会員以外の来聴、大歓迎です。事前の申し込みは不要です。

＊懇親会は「和楽味」にて。懇親会は事前にお申し込みください。

問い合わせ先：弘前大学国語国文学会事務局 人文学部 渡辺 麻里子

電話・FAX：０１７２－３９－３２３１

E-mail： mwata@cc.hirosaki-u.ac.jp

文部科学省科学技術戦略推進費 地域再生人材創出拠点の形成

「被ばく医療プロフェッショナル育成計画」

「平成２４年度第５回 被ばく医療プロフェッショナルセミナー」開催のお知らせ

弘前大学「被ばく医療プロフェッショナル育成計画」では、国内外専門機関の放射線科学専門家

を通して被ばく医療に関する国内外の動向を学ぶことを目的に、「平成２４年度第５回 被ばく医

療プロフェッショナルセミナー」を開催します。

今回は、福島第一原子力発電所事故直後に福島県に入り、現在も東北３県で看護支援活動を展開

されている福井大学医学部看護学科の酒井明子教授をお迎えして、支援

活動の実際や被災者および支援者の初期から中期的な心理的変化につい

て学びます。

１．日 時：平成２４年１１月２２日（木）１８：００～１９：００

２．場 所：弘前大学大学院保健学研究科大会議室（２階）

３．講 師：福井大学医学部看護学科 臨床看護学講座

成人・老人看護領域 教授 酒井 明子 氏

４．演 題：「災害初期から中長期における被災者および

支援者の心理的変化」

５．参加料：無 料

６．申 込：１１月１２日（月）までに電話・FAX・メールのいずれかでお申込みください。

○メールの場合：メールの件名を「被ばくセミナー申込」とし、所属・職名・氏名を本文へ記入

の上、E-mail： jm5401@cc.hirosaki-u.ac.jpまでお申込みください。

○電話の場合：0172-39-5401へ所属・職名・氏名を添えてお申込みください。

○FAXの場合：下記アドレスより申込用紙をダウンロードの上、0172-39-5514へFAXしてください。

http://www.hs.hirosaki-u.ac.jp/~hibaku-pro/

問い合わせ先：弘前大学「被ばく医療プロフェッショナル育成計画」事務局

被ばく医療総合研究所事務室

電 話：０１７２－３９－５４０１



「平成２４年度 弘前大学大学院保健学研究科 博士前期課程・後期課程

大学院進学ガイダンス」開催のお知らせ

保健学研究科では、２０１３年１月２６日（土）に博士前期課程及び博士後期課程の選抜試験を

実施しますが、これに先立ち、大学院進学に関心をお持ちの方々を対象に、下記の日程で大学院進

学ガイダンスを企画しましたので、ご案内いたします。

１．日 時：２０１２年１１月２９日（木） １９：００～１９：３０（予定）

２．場 所：【弘前会場】弘前大学保健学研究科２階 第１５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．内 容：（１）大学院概要説明

（２）募集要項説明

（３）質疑応答及び個別相談

４．参加申し込みについて：

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）、参加希望会場をご記入のうえ、FAXまたはE-mailにて、１１月２１日（水）までに下記

問い合わせ先にお申し込みください。

問い合わせ・申し込み先：弘前大学保健学研究科学務グループ

電 話：０１７２－３９－５９１３

ＦＡＸ：０１７２－３９－５９１２

E-mail： jm5911@cc.hirosaki-u.ac.jp

弘前大学大学院保健学研究科生体応答科学研究センター

市民講演会『放射線による人体への影響～基礎編～』開催のお知らせ

弘前大学大学院保健学研究科生体応答科学研究センターでは、

活動の一環として、毎年市民の皆様を対象に市民講演会を開催し

ております。今年度は前回に引き続き『放射線による人体への影

響～基礎編～』をテーマに、放射線に関する用語や定義、環境中

における放射性物質の動きについてわかりやすく説明するととも

に、人体の影響に関して現時点で科学的に正しいとされる最新の

知見を紹介致します。また、特に不安の大きい「内部被ばく」に

ついても述べる予定です。

多数の皆様のご来場を心よりお待ちしております。

１．日 時：２０１２年１１月３０日（金）

１８：００～１９：３０（質疑応答含む）

２．場 所：弘前文化センター 中会議室

（弘前市大字下白銀町１９番地４号）

３．講 師：弘前大学被ばく医療総合研究所 床次 眞司 教授

４．演 題：「放射線による人体への影響～基礎編～」

５．定 員：１００名程度

６．参加費：無料



７．主 催：弘前大学大学院保健学研究科 生体応答科学研究センター

※申込みは不要です。参加を希望される方は当日直接会場にお越しください。

問い合わせ先：弘前大学保健学研究科 総務グループ

電 話：０１７２－３９－５５０６

看護職者の教育力開発支援センター・現職者支援部門主催のセミナー

「患者支援のためのインタープロフェッショナルワーク」開催のお知らせ（再掲）

弘前大学大学院保健学研究科の特定プロジェクト教育研究セ

ンター「看護職者の教育力開発支援子センター・現職者支援部

門」では、定期的に患者指導スキルアップセミナーを開催して

きました。

今回は、これまでの参加者の声を参考に、テーマ「患者支援のた

めのインタープロフェッショナルワーク」と題して、他職種との連

携を視野に入れた医療ソーシャルワーカーの退院調整等の実践報告

を行っていただき、社会資源を活用した効果的な退院調整、院内外

における調整・指導システムの構築に向けた提言の機会にしていた

だければと考えております。

１．日 時：２０１２年１１月７日（水）

１７：４０～１９：３０

２．場 所：弘前大学大学院保健学研究科 ２階 大会議室

３．講 師：弘前大学医学部附属病院 地域連携室

医療ソーシャルワーカー 佐藤 由子氏 駒井 朋子氏

４．参加料：無料

５．申込先：看護職者の教育力開発支援センター・現職者支援部門 會津 桂子

ＦＡＸ：０１７２－３９－５９４０

E-mail： aizu@cc.hirosaki-u.ac.jp

※１１月１日までFAXでお願い致します。

問い合わせ先：看護職者の教育力開発支援センター・現職者支援部門 工藤 せい子

TEL&FAX：０１７２－３９－５９２９

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

「 第１４回家庭でできる看護ケア教室」開催のお知らせ（再掲）

一般市民の方々を対象に看護の専門領域で活躍するナースが、講師と

して実際に即した方法をお伝え致します。

１．日 時：

第２回目 ２０１２年１１月８日（木）１３：００～１５：３０

「お口の健康、全身元気！」

講 師：歯科口腔外科外来 副看護師長 石田 芳子

「体操しながら転ばない明日をめざそう！」

講 師：二病棟７階 副看護師長 高橋 安紀子

＊動きやすい服装でご参加ください。



２．場 所：弘前大学医学部コミュニケーションセンター

（駐車場はございません）

住所： 弘前市本町４０－１

３．テーマ：暮らしの中の健康チェック！

～あなたは大丈夫ですか？～

４．参加費：無料

５．募集人数：市民の方３０名（先着順）

６．主催：弘前大学医学部附属病院 看護部

※この事業は、社団法人 青森医学振興会の助成金で運営されております。

申込・問い合わせ先：弘前大学医学部附属病院 地域連携室 福士 明美

電 話：０１７２－３９－５３３７

（月～金 ９：００～１７：００ ＊祭日は除きます）

ＦＡＸ：０１７２－３９－５３３８

（FAXには、受講参加日、住所・氏名・電話番号をご明記ください。）

「緊急被ばく医療検討委員会 平成２４年度 第１回講演会」開催のお知らせ（再掲）

平成２３年３月１１日の東日本大震災に続く福島第一原子力発電所の事故により、緊急被ばく医

療の重要性が国内外に認識されるようになりました。特に、世界の被ばく医療の中でも近年活発な

活動を展開しているアジア地区の状況について知る機会を得るこ

とは、人材育成を行う上で貴重な機会となります。

そこで、今回、「アジア地区における被ばく医療と人材育成の

現状」と題しまして、放射線医学総合研究所理事の明石氏にご講

演いただきます。

多数のご参加をお待ちしております。

１．日 時：２０１２年１１月９日（金）

１７：４０～１９：１０（質疑応答を含む）

２．場 所：弘前大学大学院保健学研究科

総合研究棟 第２４講義室（６階）

３．テーマ：「アジア地区における被ばく医療と

人材育成の現状」

４．講 師：放射線医学総合研究所 理事 明石 真言 氏

５．主 催：保健学研究科緊急被ばく医療検討委員会

※事前のお申し込みは不要です。どなたでもご参加できます。

問い合わせ先： 弘前大学保健学研究科総務グループ 工藤

電 話：０１７２－３９－５９０６

E-mail： kudo_s@cc.hirosaki-u.ac.jp



「分析化学と化学分析の青森フォーラム２０１２」開催のお知らせ（再掲）

県内の会員及び分析化学・化学分析に従事する研究者･技術者の交流

を深め、情報交換を行うことを目的としています。これまで、日本分析

化学会の行事に参加する機会が少なかった会員も是非ご参加ください。

１．日 時：２０１２年１１月１３日(火) １５：００～

２．場 所：弘前大学理工学部１号館 大会議室

３．講 演：

判別分析とクラスター分析の活用について

弘前大学大学院保健学研究科 對馬 栄輝

ICP-AESを用いた多元素分析と試料前処理方法

(地独)青森県産業技術センター弘前地域研究所 横澤 幸仁

４．主 催：(社)日本分析化学会東北支部

５．参加費：無料

６．懇親会：１７：４５より市内で行いますので、参加ご希望の方は下記問い合わせ先に御連絡く

ださい。

問い合わせ先： 弘前大学大学院理工学研究科 糠塚 いそし

電話・FAX：０１７２－３９－３５７３

E-mail： nkt@cc.hirosaki-u.ac.jp

学 内 掲 示 板

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


