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イベントのお知らせ 

 

ＩＮＦＯ－ＨＩＲＯ－２１ 

 

 

 

第４４８号  ２０１８年５月１日 

弘 前 大 学 総 務 部 総 務 広 報 課 

 

 

 

 

 

 

 

 弘前大学農学生命科学部附属生物共生教育研究センタ－藤崎農場で

は地域の皆様に農場を開放し，大学をより知っていただくために，

『リンゴとチューリップのフェスティバル』下記のとおり開催しま

す。 

 昨年の農場実習で学生が植え付けた10種類以上約10,000球のチュー

リップが見頃を迎え、50品種以上約1,200本のリンゴの花も同じ頃に

咲き揃う見通しで、春の華やかな景色を楽しむことができます。 

  当日は藤崎農場産のリンゴジュースやリンゴジャム、金木農場産の

米を販売するほか、共同研究先の市町・企業のブースを設け出展等を

行います。皆様のご来場をお待ちしております。 

   

 

1．日 時 平成30年5月5日（土）・6日（日） 

       午前10時 ～ 午後3時 

2．場 所 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藤崎農場 

      （南津軽郡藤崎町藤崎下袋7の1） 

 

     ※ 農場内に駐車場はありますのでご利用ください。 

       なお、無料シャトルバス（弘大正門前～藤崎農場）による送迎は行いませんので、 

       ご了承ください。 

 

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藤崎農場 

TEL： 0172-75-3026、FAX： 0172-75-5646 

WEB： http://nature.cc.hirosaki-u.ac.jp/kyousei/event.html  

 

 

 

  

附属図書館が整備導入している各種データベースの講習会を開催しま

す。講師はいずれも外部から招いた専門家ですので、分かりやすく実践

的な講習内容となっております。この機会に是非ご参加ください。 

 

対象者：本学の学生及び教職員（事前申込不要） 

※実際にPCを操作しながら学べます 

 

 

 

一歩差がつく！情報検索 データベース講習会開催のお知らせ 

「リンゴとチューリップのフェスティバル」開催 

http://nature.cc.hirosaki-u.ac.jp/kyousei/event.html
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データベース名 講 師 日 時 実施会場 

聞蔵Ⅱ(朝日新聞) 

ヨミダス歴史館(讀賣新聞) 

(新聞記事検索データベース) 

Japan Knowledge Lib 

(辞書・事典総合データベース) 

紀伊國屋書店 

データベース営

業部 

木村 茉諭 氏 

（予定） 

 

5月15日(火) 

14:20～17:00 

 

総合情報処理

センター 1F

 第1実習室 

 

問い合わせ先：附属図書館資料管理グループ雑誌情報担当 

Tel (内)3157 / E-mail jm3157@hirosaki-u.ac.jp 

 

 

                         

 

 

弘前大学の農場ではイネ・畜産・リンゴの研究を行っており，その研

究フィールドを活用した親子体験学習を行います。 

金木農場では親子が一緒になって，たくさんの自然と触れ合いながら

コメ作りやさつまいもの栽培，羊の毛刈りを学び，藤崎農場ではリンゴ

の摘果(みすぐり)や収穫，昆虫採集を体験します。他にも，羊の毛を使

った羊毛作品作りやもちつきの体験もあります。 

いろんな体験学習ができるチャンスですので是非ふるってご参加下さ

い！ 

 

募集対象  先着25組（保護者1名につき子供2人までとします） 

      参加条件は，第1回目から第5回目すべてに参加できる家族となります。 

対象年齢   小学生に限ります。但し，保護者2名以上であれば小学生と共に未就学児の参加も 

可能です。 

実施場所  弘前大学金木農場(五所川原市金木町芦野84-133)  

              藤崎農場(藤崎農場(藤崎町藤崎下袋7-1)       

実施期間  6月2日(土)～11月3日(土)まで延べ5日間 

実施時間  9時30分～15時30分(昼食休憩1時間，昼食は各自ご持参下さい。) 

      ※第3回目は，午前で終了になります。 

参加経費  延べ5日間分全額で大人1名につき1,200円（但し，大人2名以上から1名追加につき

1,000円）お子様は参加費無料となります。 

 

第1回目  6月2日(土)  ・出会いの会  ・羊の毛刈り ・田植えに挑戦  

・さつまいもの植え付け 

第2回目  6月16日(土) ・リンゴの摘果 ・昆虫採集 

第3回目  9月29日(土) ・稲刈り  

第4回目  10月6日(土)  ・リンゴの収穫 ・羊毛作品作り 

第5回目  11月3日(土)  ・さつまいもの収穫 ・もちつき体験 ・別れの会    

 

締め切り  平成30年5月23日(水) 

 

問い合わせ・申し込み   

弘前大学金木農場 TEL0173-53-2029  FAX 0173-52-5137 

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

（メールでのお申し込みは，氏名・年齢・連絡先を明記して下さい。） 

●主催  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 

HPアドレス/http://nature.cc.hirosaki-u.ac.jp/kyousei/event.html 

 

 

 

弘前大学 金木農場・藤崎農場 「親子体験学習参加者募集」 

～ふれ合おう、人と自然と農業に！～ 

mailto:jm3157@hirosaki-u.ac.jp
mailto:jm532029@hirosaki-u.ac.jp
http://nature.cc.hirosaki-u.ac.jp/kyousei/event.html
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本研究科 放射線看護教育支援センターは平成29年7月4日に看板上掲式を行い，博士前期課程の

放射線看護高度看護実践コースの教育に対する支援や看護職・看護教員を対象としたセミナー等の

開催や相談活動を行っています。 

このたび，3月にセンター職員がUCSF（カリフォルニア大学サンフランシスコ校）とハワイ大学

で視察研修を行いましたので， 報告会を開催いたします。特にアメリカのCNS（専門看護師），NP

（ナースプラクティショナー）の活動ならびに看護学教育において拡大しつつあるシミュレーショ

ン教育の実際について報告をいたします。興味・関心のある方はどなたでもお気軽にご参加くださ

い。なお，遠隔システムで聴講可能です。詳細については問い合わせ先まで。 

 

 

1. 日 時：平成30年5月11日（金）17時45分 ～ 

 

2. 場 所：保健学研究科 B棟3階 第33講義室 

 

3. テーマ：「UCSF＆ハワイ大学視察研修報告会」 

 

4. 対象者：興味・関心のある方はどなたでも参加可能 

 

5. 参加費：無料（直接会場にお越しください。） 

 

6. プログラム： 

 ハワイ大学視察研修報告   冨澤 登志子准教授（20 分） 

 UCSF における視察研修   北島 麻衣子助教 （20 分） 

 質疑応答（20 分） 

 

7. 主 催：弘前大学大学院保健学研究科 放射線看護教育支援センター 

 

8. 問い合わせ先：保健学研究科 総務グループ（担当：柏村） 

電話:0172-39-5518 FAX：0172-39-5912 

E-mail:kashimura-a@hirosaki-u.ac.jp 

 

 

 

 

弘前セキュリティ勉強会は，青森県における情報セキュリティへの意識･技術向上を目指した勉強

会です。今回は5 月12 日(土)に，株式会社ラックの 川口 洋 様 にご協力頂いて「Micro 

Hardening in 弘前」として開催いたします。参加は無料で，初心者でもどなたでも参加して頂く

ことが可能です。多くの方のご参加をお待ちしております。 

 

開催概要 

日 程 ：2018 年5 月12 日 (土) 13:00 ~ 18:00 (受付開始 12:30) 

会 場 ：弘前大学 文京キャンパス 理工学部1 号館 8 番講義室 

(http://www.st.hirosaki-u.ac.jp/info/access.html) 

主 催 ：弘前大学 理工学部 長瀬研究室 (弘前セキュリティ勉強会) 

協 賛 ：Hardening Project 実行委員会 

対 象 ：情報セキュリティに興味のある学生・一般の方 

保健学研究科 放射線看護教育支援センター主催  

「UCSF＆ハワイ大学視察研修報告会」開催のお知らせ（再掲） 

「弘前セキュリティ勉強会 ～Micro Hardening in 弘前～」開催のお知らせ（再掲） 

http://www.st.hirosaki-u.ac.jp/info/access.html
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学 内 掲 示 板 

参加費 ：無料 定 員 ：40 名 (先着順) 

 

スケジュール (予定) 

12:30 ~ 開場 ※遅刻厳禁 

13:00 ~ 説明開始 

13:30 ~ ゲーム開始 (45 分×3 セット 予定) 

18:00 ~ 解散予定 

 

持ち物 

・パソコン (ネットワーク回線は弘前大学のものを使用) 

・SSH ターミナルクライアント (Windows の方はTeraterm 等) 

・VNC クライアント 

・自分のパソコンのhosts ファイルを編集できること (管理者権限) 

・健康な体， 多少のトラブルを笑って受け入れられる広い心 

※ PC を用意できない方には，先着で運営が用意いたします 

 

お申し込み 

ConnPass 弘前セキュリティ勉強会https://connpass.com/event/84446/ 

 

お問い合わせ 

長瀬 智行 〒036-8561 青森県弘前市文京町3 弘前大学理工学部電子情報工学科 

電話番号: 0172-39-3632 E-mail: nagase@hirosaki-u.ac.jp 

 

 

 

 

 

 
 

弘前大学は昭和 24（ 1949）年 5月に新制大学として発足して以来、平成 31（ 2019）年に

創立 70周年を迎えます。  

 

 創立70周年に際して，国際化や男女共同参画の推進，学生支援の充実など，主として創立80周年

までの10年間の教育研究の向上に資する事業を実施すべく計画を立てております。  

 ついては，多くの役職員の皆様から募金にご協力いただいているところではございますが，創立

70周年記念事業を成功させるため，更なるご支援を賜りますよう，何卒よろしくお願い申し上げま

す。  

 なお，創立70周年記念事業のホームページでは，クレジットカードによる寄附も可能でございま

すので，ご活用いただければ幸いと存じます。  

 

【創立70周年記念事業ホームページ】  

 http://fund.hirosaki-u.ac.jp/70thproject.html  

弘前大学創立 70周年記念事業について  

https://connpass.com/event/84446/
http://fund.hirosaki-u.ac.jp/70thproject.html
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学長と本学学生・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を毎月

第 1金曜日及び第 3木曜日に実施しておりますが，オフィスアワーの日程変更がありますの

でお知らせいたします。  

 

【中止】  平成 30年 5月 17日（木） 15： 00～ 17： 00 

 

【変更】  平成 30年 5月 10日（木） 15： 00～ 17： 00 

 

問い合わせ先：弘前大学総務部総務広報課（秘書室）ＴＥＬ：0172－ 39－ 3004 

  

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

 

 

 

  

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 47号」では，「発見！国立大学」において，弘前大学公式ウェブマガジン

「 HIROMAGA（ヒロマガ）」が紹介されています。ぜひご覧ください。  

 

（本学関連記事掲載）最新号「国立大学第 48号」  

http://www.janu.jp/report/koho/48gou.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 45号・第 43号・第 39号・第 36号・第 31号・第 28号等において，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 

 

学長オフィスアワー変更のお知らせ  

国立大学協会情報誌「国立大学」について  

http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/about/president/officehour.html
http://www.janu.jp/report/koho/48gou.html
http://www.janu.jp/report/

