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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

弘前大学資料館企画展示「官立弘前高等学校の日々 －写真が伝える寮生活－」
開催のお知らせ
弘前大学資料館では、「官立弘前高等学校の日々 －写真が伝える寮生活－」と題した企画展示
を開催しております。寄贈いただきました官立弘前高等学校の写真と共に、本学が所蔵する他の写
真も加えて、官立弘前高等学校生が過ごした日々を追想する展示となっています。
１．会

期： ２０１４年６月９日（月）～８月２９日（金）
（日・祝・休日は休館）

２．時

間： １０：００～１６：００

３．場

所： 弘前大学資料館

企画展示室

４．テーマ： 「官立弘前高等学校の日々
－写真が伝える寮生活－」

問い合わせ先： 弘前大学資料館
TEL：０１７２－３９－３４３２
E-mail：jm3432@cc.hirosaki-u.ac.jp
弘前大学人文学部 須藤 弘敏
TEL：０１７２－３９－３２２０
E-mail：hongmin@cc.hirosaki-u.ac.jp

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２６年度秋季入学〉）
（一般選抜・社会人特別選抜・外国人留学生特別選抜〈平成２７年度春季入学〉）
１．日

時： ２０１４年６月２７日（金）１８：００～１９：００

２．会

場： 人文学部 ４階

３．対

象： 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学年の方、どうぞご
参加ください。
※事前の申込は不要です。

４．内

容： 入試の説明だけではなく、大学院の案内、個別相談等
を行います。

多目的ホール

～プログラム～
１.人文社会科学研究科について
２.一般選抜・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
４.院生室見学
５.個別相談

問い合わせ先： 弘前大学人文学部

総務グループ教務担当
TEL：０１７２－３９－３９４１
E-mail：jm3941@cc.hirosaki-u.ac.jp

ひろさき産学官連携フォーラム 平成２６年度基調講演会開催のお知らせ
『ひろさき産学官連携フォーラム』は、弘前地域における産学官の交流・連携を促進し、新商
品・新産業の創出により地域産業の発展を図ることを目的としています。
弘前 市商工 振興部産業育成課と弘前大学地域共同研究センターが共同で事務局を運営し、企業活
動や研 究活動 の参考になるような講演会・セミナーを定期的に開催し、会員の知見、技術の向上と
会員相互のネットワークの構築を図り、調査研究開発を促しています。
この度、ひろさき産学官連携フォーラム平成２６年度基調講演会において、「（仮題）もの創り、
ひと創り、ゆめ創り」についてご講演いただきますので、ご案内申し上げます。
皆様方の多数のご参加をお待ちしております。
１．日

時： ２０１４年７月８日（火）１５：５０～

２．会

場： ホテルニューキャッスル ３階 「麗峰の間」

３．対

象： 本学学生、教職員、一般の方等どなたでも参加可能

４．内

容：
〈基調講演会〉１５：５０～１７：００
演
講

題： 「（仮題）もの創り、ひと創り、ゆめ創り」
師： 株式会社タカハタ電子 代表取締役
安房 毅 氏

〈交流会〉

１７：１０～１８：３０

会 費：１人 ３，０００円
※当日会場にて申し受けます。
※講演会のみの参加は無料となっております。
※詳細は下記URLをご覧ください。
http://www.cjr.hirosaki-u.ac.jp/hirosaki/2014/06/16/h26soukai/
５．申込締切： ２０１４年７月２日（水）
６．申込方法： 上記URLより申込用紙をダウンロードの上、７月２日（水）までに下記まで
お申し込みください。

申込み・問い合わせ先： ひろさき産学官連携フォーラム事務局
弘前市商工振興部産業育成課（担当：今）
TEL：０１７２－３２－８１０６
FAX：０１７２－３５－１１０５
E-mail：tak2-kon@city.hirosaki.lg.jp
弘前大学地域共同研究センター（担当：鷲谷）
TEL：０１７２－３９－３９１２
FAX：０１７２－３９－３９１９
E-mail：jm3907@cc.hirosaki-u.ac.jp

弘前大学大学院保健学研究科
平成２６年度 第１回大学院活性化講演会のお知らせ
弘前 大学大 学院保健学研究科では、平成２６年度第１回大学院活性化講演会を下記のとおり開催
しますので、お知らせいたします。
１．日

時： ２０１４年７月１１日（金）１８：００～１９：３０

２．会

場： 弘前大学大学院保健学研究科総合研究棟 ６階

３．対

象： 本学学生、教職員等どなたでも
※事前申込不要です。

４．講

師： 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 教授
沖田 実 先生（理学療法士）

５．演

題： 理学療法学領域における基礎研究の動向
－関節拘縮に関する基礎研究を題材として－

第２４講義室

※入場無料です。

問い合わせ先： 弘前大学保健学研究科学務グループ
TEL：０１７２－３９－５９１３
FAX：０１７２－３９－５９１２
E-mail：jm5911@cc.hirosaki-u.ac.jp

平成２６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（再掲）
保健 学研究 科では、８月２３日（土）に博士前期課程（定員２５名）及び博士後期課程（定員９
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： ２０１４年６月２６日（木）１７：４０～１８：５０

２．会

場： 弘前会場
八戸会場

弘前大学大学院保健学研究科 総合研究棟６階 第２４講義室
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」
総合リハビリテーション科学領域・理学療法学分野
博士前期課程２年 澤田 徹平
（３）「博士号を目指して」
医療生命科学領域・放射線生命科学分野
博士後期課程２年 山口 平
（４）大学院で学ぶことの意味
国立大学法人 弘前大学
理事（企画担当）・副学長

吉澤

篤

先生

（５）募集要項について
保健学研究科学事委員

尾田

敦

（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 ） 、 参 加 希 望 会 場 を ご 記 入 の う え 、 FAXま た は E-mailに て 、 ６ 月 １ ８ 日 （ 水 ） ま
でに下記申込み先にお申込みください。

申込み・問い合わせ先： 弘前大学保健学研究科学務グループ
TEL：０１７２－３９－５９１３
FAX：０１７２－３９－５９１２
E-mail：jm5911@cc.hirosaki-u.ac.jp

学

内

掲

示

板

国立大学協会からのお知らせ
国立大学協会のホームページに、平成２５年度 国立大学法人等オープンセミナーの際に行われ
た池上 彰 氏による特別講演の動画が掲載されました。国立大学職員を目指す皆様、ぜひご覧くだ
さい。
※ 動画掲載は、６月末までです。
○「特別講演 池上彰氏」の動画：
http://www.janu.jp/saiyou.html
○国立大学協会ホームページ：
http://www.janu.jp/

国立大学協会情報誌「国立大学」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「国立大学」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：3029

