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イベントのお知らせ 

 

ＩＮＦＯ－ＨＩＲＯ－２１ 

 

 

 

第４４９号 ２０１８年５月１６日 

弘 前 大 学 総 務 部 総 務 広 報 課 

 

 

 

 

 

 

 

弘前大学国際連携本部では，5月の2週間を留学ウィークと称し，留学

や国際理解に関するイベントを実施いたします。 

 

例年実施している留学説明会の他，学生同士の国際交流の場として， 

International Nightを開催いたします。 

 

留学生と交流を持ちたい，海外や留学に興味をお持ちの方はこの機会

にぜひお越しください。学生の皆様の多数の参加をお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

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 

 

 

データベース名 講 師 日 時 実施会場 

Web of Science/JCR 

(引用文献検索/ｲﾝﾊﾟｸﾄﾌｧｸﾀ

ｰ検索ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ) 

ｸﾗﾘﾍﾞｲﾄ･ｱﾅﾘﾃｨｸｽ株式会社 

(旧ﾄﾑｿﾝ･ﾛｲﾀｰ) 

学術情報事業ｿﾘｭｰｼｮﾝ部 

辻 幸子氏 (予定) 

5月18日(金) 

10:20～11:50 

総合情報処理ｾﾝﾀｰ

 1F 第1実習室 

Westlaw Japan 

（日本の法律ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ） 

(株)ｳｴｽﾛﾄｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

上田 茂斉氏 

6月19日(火) 

14:20～16:00 

総合情報処理ｾﾝﾀｰ

 1F 第1実習室 

 

弘前大学留学ウィーク開催のお知らせ  

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  
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弘前大学は，平成28年度から岩手大学を代表機関とする文部科学

省科学技術人材育成費補助事業ダイバーシティ研究環境実現イニシ

アティブ（牽引型）「ダイバーシティ実現で北東北の未来を先導」

を展開しています。 

 この事業の一環として，ダイバーシティ推進に対する本学や関係

機関の幹部職員のいっそうの意識啓発を図る目的から標記セミナー

を開催します。 

 

本学の平成29年度ダイバーシティレポート制度(試行)新設の背景

にある「無意識の偏見」について，日本における議論や男女共同参

画学協会連絡会によるリーフレット『無意識のバイアス―Unconsci

ous Bias―を知っていますか？』発行に中心的役割を果たしてこら

れた講師をお迎えし，無意識の偏見とは何か，無意識の偏見を軽減

し組織のダイバーシティが高まることによる効果，選考や業績評価

の他大学等のグッドプラクティス等についてご講演をいただきます。 

積極的なご参加をお待ちしております。 

 

記 

            

◇日 時：平成30年6月4日（月）13:00～14:30 

◇会 場：弘前大学創立50周年記念会館 岩木ホール 

◇講 師：大坪 久子 先生 

     （日本大学薬学部薬学研究所 上席研究員）  

◇演 題：「優秀な人材確保のために―ダイバーシティの観点から」 

◇対 象：北東北ダイバーシティ研究環境実現推進会議構成機関の幹部職員 

     あおもりダイバーシティ研究環境実現ネットワーク構成機関の幹部職員， 

     地域の教育研究機関や企業等の幹部職員ほか 

平成30年度 男女共同参画トップセミナー 

「優秀な人材確保のために―ダイバーシティの観点から」開催のお知らせ 
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◇定 員：50名程度 

◇参加費：無料 

◇申 込：当日参加も歓迎しますが，準備の都合上事前申込へのご協力をお願いします。 

     5月28日（月）までに①お名前，②ご所属，③役職，④連絡先を添えてメー 

     ルまたはFAXにてお申込みください。  

申込時にいただいた情報は，本事業以外に使用しません。 

◇主 催：弘前大学，北東北ダイバーシティ研究環境実現推進会議 

◇申込先：弘前大学男女共同参画推進室 

      メールequality@hirosaki-u.ac.jp 電話0172-39-3888 

ファックス0172-39-3889 

※参照URL：http://www.equ.hirosaki-u.ac.jp/equality/6202.html 

 

 

 

弘前大学資料館では第19回企画展「石」の世界を5月12日より7月12日まで開催いたします。 

 

「石」というと人によってイメージするものが違うと思います。日本地質学会では,「県の岩

石」,「県の鉱物」,「県の化石」をそれぞれ一つ選び出し,それらを総称して「県の石」と呼んで

います。本企画展もそれに倣い,岩石,鉱物,化石を取り上げます。そもそもどのように異なるかわ

からないという方も多いと思います。 

本企画展ではそれらがどのように定義されているのか,相互の違いは何なのかをパネル解説しま

す。さらに,典型的な「石」,特殊な「石」を展示し,実物を元に「石」に関する理解を深めていた

だきます。また,「青森県の石」に選定された「にしき石」,「菱マンガン鉱」,「アオモリムカシ

クジラウオの化石」や,惜しくも選に漏れた「石」も展示します。特に, 「アオモリムカシクジラ

ウオの化石」は現在のところ1標本しかなく,普段は青森県立郷土館の収納庫に収められています。

実物を見ることができる機会はあまりありませんので,是非この機会にご覧いただければと思いま

す。 

みなさまのご来館をお待ちしております。 

 

○弘前大学資料館第19回企画展 

  「石」の世界 

 

会 期：2018年5月12 日（ 土 ）～2018年7月12日 （ 木 ） 

    （日・祝・休日は休館） 

     

時 間：10：00～16：00 

場 所：弘前大学資料館 

  

本件問い合わせ先 

・弘前大学資料館 

電話：0172-39-3432  E-mail：jm3432@hirosaki-u.ac.jp  

  ・弘前大学理工学部地球環境防災学科根本研究室 

電話：0172-39-3618 E-mail：nemoto@hirosaki-u.ac.jp 

 

 

 

弘前大学資料館第19回企画展について 

http://www.equ.hirosaki-u.ac.jp/equality/6202.html
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学 内 掲 示 板 

 

 

                         

 

 

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 

 

 

 

 

 

 
 

弘前大学学生特別支援室は，障害等により修学や学生生活に困難のある学生からの相談に応じ，

よりよい学生生活が送れるよう支援しています。 

このたび，教職員と障害等のある学生の支援について話し合うまたは相談し合うための機会と

して，今年度前期は以下の日程で相談会を開催します。 

学生特別支援室相談会開催のお知らせ  

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！～（再掲） 

mailto:jm532029@hirosaki-u.ac.jp
http://nature.cc.hirosaki-u.ac.jp/kyousei/event.html
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障害等のある学生の支援に苦慮している，支援室スタッフに尋ねたいことがある，あるいは障害

学生支援に関心がある教職員の参加をお待ちしています。 

 

 日 時： 5月24日（木），6月28日（木），7月26日（木），9月27日（木） 

いずれも14：30～15：30（時間内は出入り自由です。） 

 

 場 所： 総合教育棟4階 417講義室 

 

 対 象： 本学の教職員 

 

申込方法：事前申込み不要 

 

参加スタッフ：室長，コーディネーター，カウンセラー，学生課職員 

 

問い合わせ先：弘前大学学生特別支援室 

       T E L :0172－39－3266（内線3266） 

       E-meil：g-shien@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  

 

 

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。  

 

 

弘前大学創立 70周年記念事業について  

学長オフィスアワー変更のお知らせ  

mailto:g-shien@hirosaki-u.ac.jp
http://fund.hirosaki-u.ac.jp/70thproject.html
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【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 

 

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/

