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ＩＮＦＯ－ＨＩＲＯ－２１ 

 

 

第３８２号 ２０１５年７月１６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  

 

 

 

 

 

主 催： 電子情報通信学会電子部品・材料（CPM）研究会 

 

共 催： 弘前大学理工学部電子情報工学科 

 

日 時： 平成２７年８月１０日（月） １３：２０～１７：００ 

平成２７年８月１１日（火） ９：４０～１２：００ 

会 場： 総合教育棟３０５号室 

 

議 題： 電子部品・材料，一般 

 

事前申込は必要ありません。参加費は無料です。 

教員，学部学生，大学院生等，興味のある方の御参加をお待ちしております。 

 

＜問い合わせ先＞ 

弘前大学大学院理工学研究科・中澤日出樹（内線3557） 

E-mail hnaka@eit.hirosaki-u.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

弘前大学教育学部附属小学校では，毎年公開研究発表会を開催し，小学校における授業の

提案をしてきました。５４回目となる今年度は，『豊かに表現する力を育む授業の創造～教

科・領域の狙いを達成するための言語活動～』を主題とし，合計２０の授業を提案いたしま

す。 

また，文部科学省教科調査官の水戸部 修治先生（国語科），笠井 健一先生（算数科），

津田 正之先生（音楽科），直山 木綿子先生（外国語活動）をお迎えし，講演会，シンポジ

ウムを開催いたします。シンポジウムのテーマは，今，大学教育でも話題のアクティブ･ラー

ニングに関したものを予定しています。 

多数のご参加を，お待ち申し上げております。 

  

 

１． 日 時：平成２７年７月２４日(金) ８：４５～１６：４０ 

 

２．会 場：教育学部附属小学校 

 

３．対 象：本学学生，教職員どなたでも 

 

電子情報通信学会電子部品・材料（CPM）研究会 

弘前大学教育学部附属小学校 公開研究発表会に教科調査官４名来校！（再掲）
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４．内 容： 

＜オリエンテーション＞ ８：４５～９：００ 

        

＜提案授業①＞ ９：１０～９：５５ 

  ・１，２，４，５，６年 １０テーマ 

        

＜提案授業②・大学教員による参考授業）＞ 

 １０：１０～１０：５５ 

  ・２，３，４，５，６年 １０テーマ 

        

＜研究協議会＞ １１：０５～１２：３５ 

  ・各教科１題 合計１０題 

      

 

   

＜講演＞  

共通演題：「教科･領域のねらいを達成するための言語活動」 

①  １３：２０～１４：００（国・外から１つ選択） 

  講師：文部科学省初等中等教育局教育課程課 

  教科調査官(国語科)   水戸部 修治先生 

  教科調査官（外国語活動）直山 木綿子先生 

 

  １４：１０～１４：５０（算・音から１つ選択） 

講師：文部科学省初等中等教育局教育課程課 

教科調査官（算数科）  笠井 健一先生 

教科調査官（音楽科）  津田 正之先生 

 

＜全体会＞ １５：００～１５：２０ 

 

＜シンポジウム＞１５：２０～１６：３０ 

  ・題：「『学び』を高める～アクティブ･ラーニングの考えをいかして～」 

  ・シンポジスト：教科調査官４名 

 

＜閉会＞１６：３０～ 

 

５．会 費：一般参加費 ３，０００円 

 

６．申込方法：附属小学校Webサイト（http://siva.cc.hirosaki-u.ac.jp/fusyo/） 

から「公開研申し込み受付」をクリックし，必要事項を入力してください。 

 

７．申込締切：平成２７年７月１６日（木） 

※当日も受付いたしますが，混雑が予想され，お手間を取らせることも考えられます 

ので，事前申込をおすすめいたします。 

 

 

＜お問合せ先＞弘前大学教育学部附属小学校研究主任 浅田鶴予 

      主幹教諭 秋田 真  

〒036-8152 弘前市学園町１の１ 

TEL:0172-32-7202  FAX:0172-33-4460 

E-mail:syoken@cc.hirosaki-u.ac.jp 
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弘前大学大学院保健学研究科では，平成２７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：平成２７年７月３１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 第２４講義室 

 

３．講 師：北海学園大学法科大学院 教授 

中村 誠也 先生（弁護士） 

 

４．演 題：コメディカルの法的責任 

－裁判例を中心に－ 

 

※入場無料，事前の申し込みは不要です。 

 

＜問い合わせ先＞ 

弘前大学大学院保健学研究科 学務グループ 

  TEL：０１７２－３９－５９１３ 

 

 

 

 

 

主 催： 日本化学会東北支部 弘前大学大学院理工学研究科 

 

会 期： 8月7日(金) 10時～16時30分 

 

会 場： 弘前大学理工学部・教育学部・農学生命科学部（弘前市文京町3および1） 

〔交通〕JR「弘前」駅前3番バス乗り場で弘南バス「小栗山」または「学園町」 

行に乗車して「弘前大学前」下車 

 

参加申込締切： 7月10日（金） 定員60名 

 

内 容： 午前中は講演，午後はＡ Ｆに分かれて実験を体験 

 

１．講演「化学を基盤としたもの創り 

－有機化学と無機化学の間にて－」（理工学研究科）岡﨑雅明 

 

２．実験 

A)「色で測る!!－ドリンク剤中の鉄の定量－」（理工学研究科）北川文彦 

B)「果物のにおいを作る」「ルミノールを用いた発光反応」（理工学研究科）川上 淳 

C)「酸素を吸う金属錯体の驚異」（理工学研究科）宮本 量 

D)「イクラ作りに挑戦してみよう」（理工学研究科）澤田英夫 

E)「色の秘密を探ろう―顔料の中の金属」（教育学部）長南幸安 

F) 「パソコンで薬を化学しよう-薬の働く仕組みを探る-」（農学生命科学部）橋本 勝 

平成２７年度第１回大学院活性化講演会のお知らせ（再掲）

(東北支部第241回)「化学への招待」弘前大学1日体験化学教室のお知らせ（再掲） 
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対 象： 高校生（中学生・一般も可） 

 

参加費： 無料 

 

参加申込方法： 

E-mail・はがき・FAXに「化学への招待」と表記し，１）氏名

（ふりがな），２）住所，３）学校名と学年，４）メールアド

レス，５）希望の実験（第３希望まで）を明記してお申し込

み下さい。 

 

 

＜申込先＞ 

〒036-8561 弘前市文京町3弘前大学大学院理工学研究科 糠塚いそし 

電話: (0172) 39-3573 

FAX: (0172) 39-3541 

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

 

 

 

 

 

 

このたび，本コンソーシアムでは，弘前市内の大学生が集まり，地域の課題について学

ぶ「共通授業」を開催します。「地域の課題を理解し，地域の発展を考える」をテーマに

３日間のカリキュラムで，本コンソーシアム加盟大学の教員をはじめ弘前市職員等を講師

に招き，地域の様々な課題についての講義，グループディスカッション，グループワーク

，フィールドワーク，発表などを行います。学生の皆さんの参加をお待ちしております。 

 

１．対象・定員  本コンソーシアム加盟大学の学生  ５０名（先着順） 

   ※加盟大学･･･弘前大学・弘前学院大学・東北女子大学・弘前医療福祉大学・ 

             東北女子短期大学・放送大学青森学習センター 

 

２．開催日時  平成２７年①８月１９日（水） 

②８月２０日（木） 

③８月２１日（金）の３日間 

※各日とも ９：３０～１８：２０ 

 

３．場所  ヒロロ ４階 市民文化交流館ホール①②  

弘前市立観光館 １階 多目的ホール③ 

 

４．講師  加盟大学教員・弘前市職員 ほか 

 

５．申込方法  学籍番号・学部・学年・氏名・ふりがな・性別・メールアドレス・電

話番号を記入の上，E-mailでお申し込みください。お電話でも受け付

けています。 

学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム 

平成２７年度「共通授業」参加学生募集のお知らせ（再掲）
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６．申込締切  平成２７年８月５日（水）まで  

 

７．申込み・問い合わせ先 

弘前大学研究推進部社会連携課(コラボ弘大３階) 

E-mail：conso@hirosaki-u.ac.jp 

TEL：０１７２－３９－３９０４ 

 

主催／学園都市ひろさき高等教育機関コンソーシアム 

共催／弘前市 

 

※全日程の参加で修了証を発行します。 

※なお，この授業は正課の授業ではありません。 

 

※カリキュラム等，詳しくは「共通授業チラシ」に掲載し

ております。チラシは本コンソーシアムホームページより

ご覧になれます。 

ホームページ http://www.consortium-hirosaki.jp/  

 

 

 

 

 

 

弘前大学大学院保健学研究科では，多くの原子力関連事業所が集中している青森県における緊

急被ばく事故の被害に対する安全・安心の確保，原子力関連企業従事者の医療リスク管理システ

ムの構築，被ばく医療に対応できるメディカルスタッフの養成を目指し，文部科学省特別経費事

業「緊急被ばく医療の教育・研究体制の高度化及び実践的プログラムの開発」（平成25年度～平

成29年度）を実施しております。 

このたび，この取り組みの一つとして，現職の看護職者及び診療放射線技師を対象とし，緊急被

ばく医療に必要な知識を習得し，連携・協働しながら適切な対応および安全管理ができる医療職者を育成

することを目的に，「緊急被ばく医療人材育成プロジェクト 現職者研修」を開催いたします。 

 

１．募集コース：看護職コース・診療放射線技師コース 
 
２．開 催 期 間：平成 27 年 8 月 29 日（土），8 月 30 日（日）  

 

※事前学習として，インターネットを利用したeラーニングによる学習プログラムを実施し

ていただきます。詳しくはプログラムの「事前学習：eラーニング」をご覧ください。 

 

３．開 催 場 所：弘前大学大学院保健学研究科（青森県弘前市本町66-1） 

 

４．対象者及び募集人数： 看護職者及び診療放射線技師 合わせて20名程度 

 

５．受 講 料：無料 

 

６．プログラム： 

高度実践被ばく医療人材育成プロジェクトWebサイト： http://www.rem-hirosaki.jp 

の「現職者研修」をご覧下さい。 

 

７．申し込み方法： 

インターネットによるお申し込みとなります。 

平成26年7月15日（水)までに，下記ホームページの「現職者研修」へアクセスし，お申

し込み手続きを行って下さい。お申し込み手続き完了後，入力いただいたE-mailアドレスにお

申し込み内容確認のメールをお送りしますので，ご確認をお願いいたします。メールが届かない

弘前大学大学院保健学研究科 

「緊急被ばく医療人材育成プロジェクト 現職者研修」のお知らせ（再掲）
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場合には，下記の問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。なお，受講者の決定に

つきましては，7月下旬頃にご連絡いたします。 

高度実践被ばく医療人材育成プロジェクトホームページ 

(URL)  http://www.rem-hirosaki.jp 

 

８．そ の 他： 

・本研修を修了した参加者の方には，修了証を発行いたします。 

・お弁当の注文をご希望の方は申込時に承ります。（お弁当代 1,000円／個 飲み物付） 

・8月29日(土)のプログラム終了後に情報交換会を予定しております。(参加費1,000円／人) 

・パンツスタイル，スニーカーなどの動きやすい服装でご参加ください。 

・講師及び講義のタイトルは一部変更になる場合があります。 

 

◎お問い合わせ先 

弘前大学保健学研究科 総務グループ 桑田，岩間 

〒036-8564 青森県弘前市本町66-1 

Tel：0172-39-5905 

Fax：0172-39-5912 

 

 

 

 

 

 弘前大学附属図書館は附属図書館利用者（一般市民も含む）を対象としたラウンジトーク（毎週

水曜日開催）を開催することといたしました。 

 学生，教職員，一般市民の皆さんに弘前大学や青森のことをもっと知ってもらおう，教員の研究

を知ってもらおうと企画したイベントです。 

ぜひ皆様の聴講をお待ちしております。 

 

１．日 時： 毎週水曜日 １２：１０～１２：４０ 

 

２．場 所： 弘前大学附属図書館２階 

アクティブ・ラーニング・エリア 

 

３．講 師： 本学教職員・学生 他 

 

４．対 象： 本学学生・教職員，一般市民 

 

５．テーマ： 弘前大学を知る／青森を知る／世界を知る／研究・仕事の楽しさを知る 

       ※この他，講師にテーマを設定していただく場合もあります。 

 

６．参加申込：申込不要です。 

        フリースペースにより，聴講は出入り自由です。 

 

７．スケジュール（７～９月） 

 第12回 ７月２２日(水) 研究を知る   人文学部教授 足達  薫 

 第13回 ７月２９日(水) 副学長を知る  副学長    和氣 太司 

 第14回 ８月 ８日(土) １２：５０～１３：２０ 

      オープンキャンパス特別版 図書館貴重資料を知る 

                     研究推進部  三上  豊 

     ８月１２日（水）～９月３０日（水） 学生休業期のためお休み 

 

問い合わせ先： 弘前大学研究推進部学術情報課 三上 豊 

      TEL： ０１７２－３９－３１５２ 

    E-mail： jm3152@hirosaki-u.ac.jp 

弘前大学附属図書館ラウンジトーク開催のお知らせ（再掲） 
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 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。 

「国立大学第３６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「弘大囃子組」が紹介されて

います。ぜひご覧ください。 

 

最新号「国立大学第３７号」 

http://www.janu.jp/report/koho/37gou.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@hirosaki-u.ac.jp FAX:39-3498，内線：3029 

 


