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地域とともに改革第2ステージへ
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建学の精神
「神を敬し、人を愛する」
　八戸学院大学は、カトリック精
神に則る道徳教育を施し、高潔
なる人格の完成を期し、現代社
会が要請する有為の人材を育成
することを建学の精神とする。

　平成27年 3 月にこの学び舎を巣立った卒業生達は、 4年
前にまさしくあの大震災の直後、まだ続く余震に怯えなが
ら、東北のそして日本の未来に明かりすら見いだせない状
況の中、この美保野キャンパスの門をくぐった。恐らく戦
後の日本の中でも、最も国民全員が痛ましい試練に心傷つ
き不安の時期であったろう。あれから 4年、笑顔とともに
その卒業生を見送る事が出来た事は感無量であった。そし
て、この 3月は同時に私の学長としての第 1期目の任期満
了の月でもあった。
　あの大震災は、戦後の占領そして復興、高度成長を経て、
さらに成熟した日本国における、ある種の歪みや生まれた
多様な価値観を見つめなおす機会となり、日本という祖国、
この東北という地、そして支えあう地域の絆、豊かさとは
何か、幸福の基準の再確認などを結果的にもたらした。90
年以降減り続ける子供達と解決出来ないまま先送りされる
社会課題の累積された地方の未来。いまこそ現実を直視し、
心を一つにして向かい合うきっかけとなったのではないだ
ろうか。「神を敬し、人を愛する」という建学の精神とと
もに、志高く生まれた本学も、第二の建学とも言える抜本
的な改革に着手する大きな動機付けになり、理事会、各外
郭団体、関係各位のご理解もいただき、第一段階の法人全
体をあげての改革に取り組む事ができた。あの震災がなけ
れば長期的な視野での地域と本学の未来そして役割に正面
から向き合う事は出来なかったのかもしれない。

　平成25年に幼稚園から大学まで全法人施設の名称を八戸
学院と統一し、外部に発信するメッセージ、イメージなど
あらゆる基本となるアイデンティティーを統一した。また
中長期的な視点で大学の強み弱みの分析を行い、「輝く女
子強化」などの施策の「選択と集中」を行なった。ビジュア
ルの統一と相まって系列高校の活躍などにより、新生八戸
学院の名は思った以上に早く地域や全国に浸透したと実感
している。全施設に「八戸」という地名を冠したのは言う
までもなく地域との共存への誓いでもある。地方の高等教
育機関の役割と期待が少子高齢化の流れの中で大きく変わ
りつつある時代を先取りし、今まで以上に地域をフィール
ドにした教育活動の拡充に加え、地域社会との名実共に連
携が不可欠であり、産学官金連携を積極的に押し進める以
外に地方創世は無いと断言出来る。我々は地方創世の礎と
なる10年後20年後の未来の人材を育てている。
　平成26年春には、そのような未来への布石として、今ま
での総合研究所を地域連携研究センターと改組改称した。
外部からの委託を主とする教員の研究機関から、地域への
課題解決型提案型連携センターを目指したものである。ま
た社会貢献後援会も改めて再スタートさせ、学生、教職員、
地域企業、地域住民の様々な連携によるイベントや企画な
どを例年以上に積極的に推進してきた。お陰さまで、今ま
で以上に地域をはじめ各メディアに八戸学院の活動が取り
上げられる機会が増え、大学の躍動を広く理解していただ
く良い循環が生まれた事を実感出来る年となった。これか
らの平成27年度は26年度の試行錯誤からさらに地域の活性
化に寄与する事業を充実させ推進させたいと考えている。
　 4月から再選いただいた学長としての第二期目の任期が
スタートする。手がけてきた改革の中でも特に教育改革を
さらに推進し、また時代の要請に合った学部やカリキュラ
ムの改編に取り組み、未来に向き合う方角へと大学の舵を
取りたいと思う。私たち教職員は、建学からのその歴史に
敬意を表しながらも果敢に変化に挑戦する地方で輝く大学
でありたいと願う。　　八戸学院大学　学長　大谷　真樹
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　八戸学院大学による地域貢献の強化として、地域と連携
した地域課題解決のためのプログラムが本年度もビジネス
学部全教員と学生によって推進された。以下、主なものを
紹介する。
－田子町との連携事業－
　ビジネス学部の橘講師、田村講師、加来助教が担当する
田子町からの補助事業として、「たっこ応援隊」の設立・
運営業務の受諾が平成26年度からスタートした。田子町の
地域資源の掘り起こしと、地域住民の郷土愛の醸成を目的
として、たっこ応援隊が組織された。隊員の募集、地域お
こし協力隊との連携事業など年に 7回のワークショップを
計画した。連携事業の一環として 6月には「にんにく収穫
祭」にビジネス学部、人間健康学部、短期大学ライフデザ
イン学科の学生も参加して行われた。 8月には第 1回ワー
クショップが行われるなど、今後も田子町との連携事業を
通じて本学学生のフィールドワークも期待される。

－階上町との連携協力活動－
　本年度の階上町との連携協力活動は「臥牛山まつり」、
「はしかみいちご煮まつり」などのイベント企画、運営協
力に取り組んだ。坂本准教授を中心にビジネス学部学生 4

名が運営委員として事業を企画・立案し、軽音楽部、Ｂｅ
-Laboサークル、Hiphopダンスサークルの学生もイベン
トに協力した。また、「フォレストピア階上　ジェラート
製造・販売に係る連携協力」として、ビジネス学部から 6
名の学生が参加し 6月から 7月にかけて商品開発のワーク
ショップに取り組んだ。

－地域リーダーの育成（農業）－
　加来助教は、2013年、在札幌米国総領事館(以下札幌領
事館)と八戸学院大学・八戸学院短期大学地域連携研究セ
ンターによって開かれた「農業とイノベーション」のシン
ポジウムをきっかけに、札幌領事館からIVLP(International
Visitor Leadership Program)の紹介を受け、アメリカの
農業を学び、地域のリーダーを育成することを目的とした
1 ヶ月の研修を行った。1 ヶ月で計 5か所の州を渡り、“食
と農”の関心の高さを窺い知ると同時に新たな技術開発、
農業の企業的側面の促進などについて学んだ。貴重な一連
の内容について、10月に開催された八戸学院フェスタに貴
重な資料をパネル展示し、本学院の国際的地域連携への取
り組みを提示した。　　　　　　　　　（文責　大沢　泉）

ビジネス学部の地域貢献の強化

人間健康学部の地域に密着した健康増進活動
①健康調査を通しての健康教育活動
　人間健康学部では看護学科とともに短命県返上と住民の
健康意識の向上を目的とした健康調査を平成23（2011）年よ
り、三八地域の高齢者を対象に行なっている。年々、参加
人数は増加し、今年度は800名を超えた。健康調査では住
民の生活活動状況を身体面（体組成、骨密度、握力、血圧、
簡易ヘモグロビン濃度の測定）、心理面（こころの健康に関
するアンケート調査）や栄養面（食事アンケート調査）から
把握し、生活習慣病や運動器症候群の予防のための基礎資
料として自治体に提供し、健康増進、特に健康寿命の延伸
事業をサポートしている。一方、学生にとっては、健康調
査は授業で学んだことの実践の場でもあり、健康問題に積
極的に取り組む機会となっている。

②南部町の転倒予防教室による介護予防活動
　南部町は他の地域と同様に少子高齢化が進み、現時点で
高齢者の割合は30%を超えており、高齢者の健康づくりは
深刻な課題である。とくに高齢者の転倒による骨折、加齢
に伴う筋の委縮、骨密度の減少に対する予防対策としての
歩行機能の維持増進は重要である。現在、南部町では転倒・
寝たきり予防ための運動教室を社会教育課のもとで行って
いる。人間健康学部では町民の健康状況を体組成や骨密度
等の測定により身体面から明らかにし、転倒・寝たきり予
防運動教室における運動の効果の検証を行い、骨粗鬆症予
防や身体活動量増加の啓発のための基礎的資料を作成して
いる。この活動は学生が主体となって取り組んでおり、こ
のことが学生の健康に関する理解や地域の人々とコミュニ
ケーションを学ぶ場となっている。　　（文責　吉田　稔）
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平成25年度　学位記授与式式辞

　卒業生の皆さん、卒業おめでとうございます。八戸学院
大学、八戸学院短期大学を代表してお祝いを申し上げます。
本日授与された「学士」「短期大学士」の学位は皆さんの卒
業の証であり、本学での学びの成果を表したものです。皆
さんのこれまでの努力に敬意を表します。
　また、卒業生を本日まで支えてこられましたご家族、関
係各位の皆様にもお喜びを申し上げます。
　さて、皆さんの在学中には、個人的にさまざまな出来事
があったと思います。本学院と日本の社会にもさまざまな
出来事がありました。在学中の主な出来事を思い出してみ
ますと平成23年は「東日本大震災」平成24年は「山中教授ノ
ーベル賞受賞」「ロンドンオリンピック開催」本学では 3月
に短期大学看護学科 1回生が卒業しました。
　平成25年は「富士山世界文化遺産決定」「東京オリンピッ
ク2020年開催決定」本学では校名が変更になりました。そ
して今年、平成26年には「ソチ・冬季オリンピック」が開
催されました。
　何といっても特筆されるべきは平成23年 3 月の東日本大
震災であります。当時本学でも大学・短大の入学者を含め
41名の学生が被災していました。現地では発生以来四年目
に入った現在も復興は道半ばということでありますが、本
学の被災した皆さんは現実を受け止め、困難を克服して今
日の日を迎えました。これまでの健闘を讃え、前途の平ら
かなることを祈ります。
　 2番目の出来事にソチ・冬季オリンピックを挙げたいと
思います。今年の 2月には連日ソチから選手の活躍が伝え
られました。練習の成果を発揮できた人、できなかった人、
それぞれに大きな感動がありました。順位はともかく、持
てる力を出し切った選手はすがすがしい表情を見せてくれ
ました。思い通りにいかないのが人生だとしても、できる
限りのことを精いっぱい努める人こそ人生の勝者だと思い
ました。
　 4月からそれぞれの道に進む皆さん、経験も技術も未熟
な皆さんが最初から思い通りにいくことはめったにありま
せん。思い通りにいくかどうか心配する前に、最善を尽く
す決意を固めてください。使命感と情熱を両の手に携えて、
果敢に一歩を踏み出してください。踏み出したら全力で走
ることです。社会は若い人に「何になるか」より「何をする
か」を期待しています。
　 3番目の出来事に本学の校名変更を挙げます。平成25年
4 月、第 4代・法官理事長が就任すると同時に本法人が設
置するすべての学校名を統一し、「新生八戸学院」がスタ
ートしました。新たなシンボルマークが学内や地域のあち
こちにみられるようになりました。
　八戸学院は創立者中村由太郎氏の「神を敬し、人を愛す
る」「地域発展の基礎は教育にあり。実学をもって地域に貢
献せん」の理念にたちかえり、地域の担い手となる人材の
育成に邁進しております。新しい革袋に新しい酒がもられ
つつあります。
　さて、社会の出来事の最後に、去る 2月28日に亡くなっ
た詩人・まどみちおさんを付け加えることにいたします。
まどさんは童謡「ぞうさん」や「さっちゃん」「やぎさんゆう
びん」などの詞を書いた詩人です。まどさんは「ぞうさん」
の詩について、「ほかの動物とちがっていても自分が自分

であることは素晴らしいと象はかねがね思っている」と語
っていました。また、「象は象として生かされていること
がすばらしいと思っている。この歌は象に生まれてうれし
いぞうの歌です」とも話しています。
　卒業生の皆さん、「自分は自分で良かった、この学院で
学び、友と出会えてよかった、うれしいぞう」と思って新
たな出発をしてください。
　私たち教職員一同は、皆さんの前途に幸多かれと祈って
おります。

　平成26年 3 月18日
　　　八戸学院短期大学　学長　外崎　充子

八戸学院大学　　　学長　大谷　真樹

平成26年度　入学式式辞

　ようこそ美保野キャンパスへ。本日ここに、多くの八戸
学院の新学院生を迎えることとなりました。新しい命にあ
ふれる春、そして何よりも、輝いた眼差しの新入学生の皆
さんと出会えるこの春。私が 1年の中で最も楽しみにして
いる季節です。
　新学院生の皆さん、入学おめでとうございます。また、
ご来賓並びに保護者の皆様にはご多用の所、ご臨席戴きま
してありがとうございます、深く御礼を申し上げます。
　今日から皆さんはどのような学生生活を過ごすのでしょ
うか。これから様々な悩みを抱えながら、立ち止まる事が
多いかと思います。しっかりと悩み考え抜くことも大切で
すが、激変する現代社会のスピードは皆さんの悩む時間を
待ってはくれません。断言しましょう、走りながら選択、
行動しないと現代社会の変化についていけません。悩まな
い秘訣を教えましょう。神との誓いといえるほどの高い志
と具体的な目標と日付を決め、自分自身と周りに宣言する
ことです。
　入学された皆さんは、これからそれぞれの学部、学科に
おいて専門の分野を学ぶことになります。しかし皆さんに
与えられている時間は限りがあります。毎朝、神は86400
秒の時間を皆さんに平等に与えてくれます。この平等な限
られた時間をどう過ごすのか、何を学ぶか、何を得るのか。
それは皆さん次第です。皆さんが決めた高い目標に到達で
きるかどうかは、この限られた時間の中での行動量を最大
化できるかで決まります。走りながら考える「スピード」
と「行動量の最大化」この二つの指針が皆さんに求められ
ます。限られた学習時間、学生生活の後に、皆さんが飛び
出していく社会は、大変厳しい世界です。その厳しい社会
で、皆さんがこれから問われるのは、単なる知識ではあり
ません。荒波を乗り越える突破力であり、そしてリーダー
シップを発揮できる高い志の人間力です。そのようなたく
ましい人材が八戸学院で育つ事を、社会は望んでいます。
　皆さんは、無限の可能性と挑戦する権利と、そして何度
でも失敗する自由を持っています。高い志を掲げ、悩まず
に走り続け、大いに失敗しようではありませんか。
　入学おめでとうございます。
　
平成26年 4 月 7 日

　八戸学院大学　学長　大谷　真樹
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会　　　　　　　　　議

①教授会開催
○合同教授会
・平成26年 3 月19日㈬　　 4月 1日㈫　　 4月16日㈬
　　　　　 5月21日㈬　　 6月18日㈬　　 7月16日㈬
　　　　　 9月17日㈬　　10月15日㈬　　11月19日㈬
　　　　　12月17日㈬
・平成27年 1 月21日㈬　　 2月27日㈮

○ビジネス学部教授会
・平成27年 1 月21日㈬（臨時）　　 1月28日㈬（臨時）
　　　　　 2月25日㈬（臨時）

○人間健康学部教授会
・平成26年10月15日㈬（臨時）　　12月18日㈭（臨時）
・平成27年 1 月26日㈪（臨時）

人 事

（ 1）採　　用
平成26年 4 月 1 日付
○ビジネス学部　特任教授　玉　樹　真一郎
　　　　　　　　助　　教　幸　田　威久矢
○人間健康学部　准 教 授　浜　中　のり子
　　　　　　　　助　　教　嶋　崎　綾　乃
○事 務 局　副 参 事　松　井　一　文（継続雇用）
　　　　　　　　舎　　監　小　川　啓　示
　　　　　（財務管財課八戸業務班・舎監・教務学生課配置）
　　　　　　　　パート職員　晴　山　　　薫

（体育館事務室）
平成26年 4 月22日付
○事 務 局　パート職員　天　摩　三千子
　　　　　　　（学務部情報メディア課／図書館短大分室）
平成26年 5 月 1 日付
○事 務 局　主　　事　平　川　貴　也

　　　　　　（学務部キャリア支援課）

（ 2）昇　　任
平成26年 4 月 1 日付
○ビジネス学部　教　　授　長谷川　美千留
○人間健康学部　准 教 授　渡　邉　陵　由
○事 務 局　部　　長　岩　浪　始　由
　　　　　　　　係　　長　高　橋　正　行

（ 3）併任・兼務
平成26年 4 月 1 日付
○事 務 局 　八戸学院大学学長補佐／八戸学院大学・八戸学
　　　　　　　院短期大学地域連携研究センター副センター長
　　　　　　　参　　与　松　山　政　義　
　　　　　　　八戸学院大学・八戸学院短期大学地域連携
　　　　　　　研究センター　事務室長
　　　　　　　課　　長　浜　　　章　夫　
　　　　　　　八戸学院大学・八戸学院短期大学図書館事務室長
　　　　　　　課長補佐　織　戸　　　浩　

　　　　　　　大学評価支援室長　
　　　　　　　係　　長　工　藤　美那子　

（ 4）配置転換
平成26年 4 月 1 日付
○事 務 局　副 参 事　松　井　一　文

（短大事務室から総務部総務人事課へ）
　　　　　　　　課長補佐　小　松　良　重

（学務部学務課から短大事務室へ）
　　　　　　　　課長補佐　藤　原　真　史

（学務部教務学生課短大事務室から教務学生課へ）
　　　　　　　　課長補佐　村　﨑　匡　裕

（総務部管財課から学務部学務課へ）
　　　　　　　　係　　長　工　藤　美那子

（総務部総務課から学務部学務課へ）
　　　　　　　　係　　長　金　入　教　人

（学務部教務学生課から総務部総務人事課秘書室へ）
　　　　　　　　係　　長　早　川　幸　久

（学務部情報メディア課から教務学生課へ）
　　　　　　　　主　　事　金田一　春　香

（学務部学務課から教務学生課へ）
　　　　　　　　主　　事　佐　藤　裕　次

（総務部管財八戸業務班から学務部教務学生課へ）
　　　　　　　　主　　事　奥　谷　　　綾
（学務部キャリア支援課から学務部情報メディア課へ）

　　　　　　　　事 務 員　河　村　千代美
（学務部情報メディア課から学務部学務課へ）

平成26年 4 月14日付
○事 務 局　副 参 事　松　井　一　文

（総務部総務人事課から学務部情報メディア課へ）

（ 5）転　　入
平成26年 4 月 1 日付
○ビジネス学部　准 教 授　根　城　隆　幸
（八戸学院短期大学ライフデザイン学科からビジネス学部へ）

（ 6）転　　出
平成26年 3 月31日付
○事 務 局　主　　任　池　川　智　子
（学務部教務学生課から八戸学院光星高等学校教諭へ）

　　　　　　　　主　　事　川　村　秀　策
（学務部教務学生課から八戸学院光星高等学校教諭へ）

（ 7）退職
平成26年 3 月31日付
○ビジネス学部　教　　授　日　當　光　男
　　　　　　　　講　　師　土　屋　靖　明
○人間健康学部　教　　授　小　幡　佐久子
　　　　　　　　准 教 授　篠　﨑　良　勝
○事 務 局　課長補佐　松　井　一　文
平成26年 9 日21日付
○事 務 局　主　　事　板　橋　義　宏

（ 8）客員教授
平成26年 4 月 1 日付
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　鈴　木　　　誠
　（株式会社ナチュラルアート代表取締役社長）

　内　海　　　隆（青森公立大学経営経済学部教授）

組 織

学　　　　　　長　大　谷　真　樹
　　　　　　　　　（地域連携研究センター所長）
大学運営会議議長　大　谷　真　樹
副　　学　　長　丹　羽　浩　正
ビジネス学部長　大　沢　　　泉
人間健康学部長　吉　田　　　稔
学 長 補 佐　石　橋　　　修
　　　　　　　　　田　中　　　哲
　　　　　　　　　松　山　政　義
◎学長直轄
○研究倫理委員会
委 員 長　蛭　田　由　美（短大看護学科）
副 委 員 長　遠　藤　守　人
副 委 員 長　杉　山　幸　子（短大幼児保育学科）
委 員　中　居　　　裕
○研究推進委員会　
委 員 長　田　中　　　哲
副 委 員 長　三　島　隆　章
委 員　田　村　正　文
○入学者選抜委員会
委 員 長　丹　羽　浩　正
副 委 員 長　大　沢　　　泉
委 員　吉　田　　　稔
○特別学生支援室
室 長　瀧　澤　　　透
副 室 長　長谷川　美千留
室 員　田　村　正　文　　宮　澤　君　子
ア ド バ イ ザ ー　遠　藤　守　人
◎大学評価統括本部
本 部 長　吉　田　　　稔
副 本 部 長　外　崎　充　子（短大学長）
○自己点検評価委員会
委 員 長　坂　本　貴　博
副 委 員 長　瀧　澤　　　透
委 員　根　城　隆　幸　　橘　　　洋　介
　　　　　　　　　遠　藤　守　人　　小　林　喜　輝
◎教育センター
セ ン タ ー 長　木　鎌　耕一郎
副 セ ン タ ー 長　杉　山　幸　子（短大幼児保育学科）
○教務委員会
委 員 長　樺　　　克　裕
副 委 員 長　熊　谷　晶　子
委 員　長谷川　美千留　　橘　　　洋　介
　　　　　　　　　加　来　聡　伸
　　　　　　　　　瀧　澤　　　透　　村　田　隆　史
　　　　　　　　　工　藤　祐太郎
<リメディアル教育推進担当>
委 員 長　玉　懸　多惠子（短大看護学科）
副 委 員 長　坂　本　貴　博

委 員　加　来　聡　伸
　　　　　　　　　熊　谷　晶　子　　関　川　幸　子
<教職課程担当>
委 員 長　小　林　喜　輝
副 委 員 長　石　橋　　　修
委 員　根　城　隆　幸
　　　　　　　　　浜　中　のり子　　嶋　崎　綾　乃
○教養教育運営委員会
委 員 長　奈　良　　　卓
副 委 員 長　木　村　　　緑（短大看護学科）
委 員　齊　藤　綾　美
　　　　　　　　　井　元　紀　子　　小　柳　達　也
○ファカルティ・デベロップメント（ＦＤ）委員会
委 員 長　井　元　紀　子
副 委 員 長　天　摩　雅　和（短大幼児保育学科）
委 員　杉　山　幸　一　　加　来　聡　伸
　　　　　　　　　三本木　　　温　　金　地　美知彦
◎学生支援センター
セ ン タ ー 長　三本木　　　温
副 セ ン タ ー 長　橋　本　妙　子（短大幼児保育学科）
○学生委員会
委 員 長　田　村　正　文
副 委 員 長　渡　邉　陵　由
委 員　杉　山　幸　一　　幸　田　威久矢
　　　　　　　　　小　柳　達　也　　宮　澤　君　子
　　　　　　　　　嶋　崎　綾　乃
<学生相談・ハラスメント担当>
委 員　長谷川　美千留
　　　　　　　　　Ｍ．フォステル　　金　地　美知彦
　　　　　　　　　宮　澤　君　子
　　　　　　　　　小　川　あゆみ（短大幼児保育学科）
○国際学生支援委員会
委 員 長　小　澤　昭　夫
副 委 員 長　三　浦　文　恵（短大ライフデザイン学科）
委 員　Ｂ．グロスマン　　Ｇ．アンソニー
　　　　　　　　　齊　藤　綾　美
　　　　　　　　　Ｍ．フォステル
◎キャリア支援センター
セ ン タ ー 長　茂　木　典　子（短大ライフデザイン学科）
副 セ ン タ ー 長　村　本　　　卓
○広報委員会
委 員 長　三　島　隆　章
副 委 員 長　田　端　利　則（短大幼児保育学科）
委 員　玉　樹　真一郎　　杉　山　幸　一
　　　　　　　　　幸　田　威久矢
　　　　　　　　　村　田　隆　史
○入学試験運営委員会
委 員 長　小　澤　昭　夫
副 委 員 長　馬　場　祥　次（短大ライフデザイン学科）
委 員　橘　　　洋　介
○就職支援委員会
委 員 長　村　本　　　卓
副 委 員 長　佐　藤　愛　子（短大幼児保育学科）
委 員　奈　良　　　卓
　　　　　　　　　関　川　幸　子　渡　邉　陵　由
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◎図書館
館 長　矢　野　峰　生
○図書委員会
委 員 長　矢　野　峰　生
副 委 員 長　佐　藤　愛　子（短大幼児保育学科）
委 員　根　城　隆　幸　　齊　藤　綾　美
　　　　　　　　　木　鎌　耕一郎　　金　地　美知彦
　　　　　　　　　工　藤　祐太郎
○紀要編集委員会
委 員 長　瀧　澤　　　透
副 委 員 長　大久保　　　等（短大ライフデザイン学科）
委 員　樺　　　克　裕　　幸　田　威久矢
◎地域連携研究センター
セ ン タ ー 長　大　谷　真　樹
副 セ ン タ ー 長　村　本　　　卓　　松　山　政　義
○地域連携研究センター運営委員会
委 員 長　大　沢　　　泉
副 委 員 長　附　田　勢津子（短大幼児保育学科）
委 員　吉　田　　　稔
　　　　　　　　　茂　木　典　子（短大ライフデザイン学科）
　　　　　　　　　仁　木　雪　子（短大看護学科）
<委託関係機関>
○大学入試センター試験実施委員会
委 員 長　大　谷　真　樹
副 委 員 長　小　澤　昭　夫
委 員　坂　本　貴　博　　長谷川　美千留　
　　　　　　　　　金　地　美知彦　　石　田　　　功　
　　　　　　　　　早　川　幸　久　　納　谷　　　司　
　　　　　　　　　天　満　聡　子　　玉　川　恵　里
○教員免許状更新講習支援室
室 長　小　林　喜　輝
副 室 長　杉　山　幸　子（短大幼児保育学科）
室 員　石　橋　　　修　　高　橋　正　行　
　　　　　　　　　早　川　幸　久　　佐　藤　裕　次
　　　　　　　　　小　川　啓　示

規 程

　平成26年 3 月 1 日から平成27年 2 月28日までの間に、次
の規程が制定・一部改正・廃止された。
＜制　　定＞
平成26年 4 月 1 日施行
　○八戸学院大学・八戸学院短期大学障害学生修学支援規程
　○八戸学院大学・八戸学院短期大学車両通学規程
　○八戸学院大学・八戸学院短期大学車両通学規程違反の
　　措置に関する内規
＜一部改正＞
平成26年 4 月 1 日施行
○八戸学院大学学則
○八戸学院大学試験規程
○八戸学院大学学業特待生規程
○八戸学院大学授業料等減免規程
○八戸学院大学履修規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学学費納付規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学大学運営会議規程

○八戸学院大学・八戸学院短期大学総合研究所規程　
○八戸学院大学・八戸学院短期大学利益相反規程
○八戸学院大学防火管理規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学学外共同研究規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学受託研究取扱規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学における予算執行の
　不正防止に関する規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学図書館個人情報保護
　規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学産業文化研究投稿・
　編集規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学産業文化研究執筆要領
○八戸学院大学・八戸学院短期大学公的研究費の管理・
　監査に関する規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学科学研究費補助金経
　理事務取扱規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学における予算執行の
　不正防止に関する規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学図書館規程細則
平成26年10月 1 日適用
○八戸学院大学紀要投稿・編集規程
＜廃　　止＞
平成26年 3 月31日
　○八戸学院大学・八戸学院短期大学情報メディアセンタ
　　ー規程

刊 行 物

（ 1）『八戸学院大学紀要第48号』（2014年 3 月31日発行）
ビジネス学部
〇論　　　文
◇樺　　　克　裕
・都道府県別社会資本の老朽化の検証
◇Gregory C. ANTHONY
・Adapting EFL Teaching to the Young Learner Context
◇杉　山　幸　一
・自治基本条例による地方自治の成果と課題
〇研究ノート
◇加　来　聡　伸、矢　野　峰　生
・青森県における 6次産業化の展開効果と課題
人間健康学部
〇研究ノート
◇瀧　澤　　透、反　町　吉　秀
・自殺における精神疾患の実態把握について
　―死因究明制度に関連して―
◇渡　邉　陵　由、工　藤　祐太郎
・南部町「転倒・寝たきり予防教室」における測定結果報告

（ 2）『八戸学院大学紀要第49号』（2014年12月24日発行）
ビジネス学部
〇論　　　文
◇田　村　正　文
・コンパクトシティにおける交通機能の考察
人間健康学部
〇原 著 論 文
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◇木　鎌　耕一郎
・津軽氏とキリシタン
　―津軽為信のキリスト教への接近（ 1）
〇総　　　説
◇遠　藤　守　人、大　澤　　　勲
・C 3 腎症の概念とその病態
〇研究ノート
◇瀧　澤　　　透、赤　平　光　定、太　田　　孝、
　渡　邉　直　樹
・青森県における最近の「見守り活動」について
　―多彩な経緯による見守り活動とその特徴―

（ 3）『産業文化研究　第23号（2014年 3 月31日発行）』
　　内容一覧
○論　　　文
◇田　村　正　文、橘　　　洋　介
・観光における地域資源の役割
◇工　藤　千　春、天　摩　雅　和、壬　生　寿　子
・農業を営みながら在宅認知症高齢者を介護している主介
　護者の思い
○報 告 書
◇高　橋　俊　行
・コンベンションの経済波及効果と新たな八戸の都市型観
　光戦略
◇根　城　隆　幸
・高等学校経営における一考察
○研究ノート
◇坂　下　允　章
・教育の方法論と仕組みの改善のための可能な選択肢考察
◇村　本　　　卓、矢　野　峰　生
・ウェアラブルカメラによる視覚情報を用いた観光情報の
　発信について－種差海岸遊歩道散策時の観光と安全安心
　に関する情報の発信－
◇木　鎌　耕一郎
・西洋思想史における人間の尊厳の系譜⑴
◇三本木　　　温
・特別活動のあり方を考える

諸 報

（ 1）学位記授与式
　平成25年度学位記授与式が、平成26年 3 月18日㈪14時か
ら、八戸市公会堂において八戸学院短期大学と合同で挙行
され、ビジネス学部卒業生51名、人間健康学部卒業生46名
に学位記が授与された。

（ 2）入学式
　平成26年度入学式が、平成26年 4 月 7 日㈪14時から、八
戸市公会堂において八戸学院短期大学と合同で挙行され、
ビジネス学部入学生71名、人間健康学部入学生69名に入学
が許可された。

（ 3）外郭諸団体の会議（後援会・同窓会・父母の会）
・後援会常任理事会
　平成26年12月23日（火･祝）八戸パークホテル

・後援会理事会
　平成26年12月23日（火･祝）八戸パークホテル
・同窓会役員会
　平成26年12月23日（火･祝）八戸パークホテル
・同窓会評議員会
　平成26年12月23日（火･祝）八戸パークホテル
・同窓会「同窓会と学友会の交流会」
　平成27年 2 月 6 日㈮八戸市内
・父母の会第 1回役員会
　平成26年10月26日㈰八戸学院大学会館
・父母の会総会
　平成26年10月26日㈰八戸学院大学会館
・父母の会「父母と教職員の懇談会」
　平成26年10月26日㈰八戸学院大学会館
・父母の会第 2回役員会
　平成27年 3 月27日㈮八戸ワシントンホテル
・八戸学院大学・八戸学院短期大学外郭三団体合同懇談会
　平成27年 2 月11日（水･祝）八戸プラザホテル

（ 4）受託研究、受託事業
○受託名：あおもりツーリズム創発塾運営業務
　委託者：青森県観光国際戦略局
○受託名：平成26年度 産学連携・課題解決型
　　　　　医療福祉関連機器等研究開発モデル実証業務
　委託者：青森県商工労働部新産業創造課
○受託名：青森県未来の起業家（大学生）育成事業
　委託者：青森県商工労働部新産業創造課
○受託名：実践交流マッチング業務
　委託者：青森県商工労働部新産業創造課
○受託名：平成26年度 田子町観光資源掘り起し事業
　委託者：田子町産業振興課
○受託名：iBeaconを利用した近距離無線通信によるシス
　　　　　テム開発
　委託者：株式会社ジーアイテック
○受託名：iBeaconを利用したO 2 O（Online to Offl  ine）
　　　　　広告開発
　委託者：株式会社ジーアイテック
○受託名：地域間交流促進業務委託
　　　　　（新郷村イルミネーション事業、フラッグ等デ
　　　　　 ザイン設置含む）
　委託者：新郷村総務課企画グループ
○受託名：八戸市都市研究検討会事務局業務
　委託者：八戸市
○受託名：東北税理士会研修会
　委託者：東北税理士会

（ 5）課外講座開催状況
○講座名：八戸学院短期大学看護学科 第 5 回宣誓式特別
　　　　　記念講演
　　　　　『真の患者擁護者となれる看護師をめざして』
　開催日：平成26年 5 月10日㈯
　開催地：八戸学院大学 大学会館（ 5号館）
　講　師：早野ZITO真佐子 氏（医療福祉ジャーナリスト）
　主　催：八戸学院短期大学看護学科
○講座名：第 1回みちのく英語応用サミット
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　開催日：平成26年 6 月 1 日㈰
　開催地：八戸学院大学・八戸学院短期大学総合実習館（8号館）
　主　催：八戸学院大学、全国語学教育学会岩手県地方支部
○講座名：第 7回かいごの学校in八戸学院大学
　　　　　（介護従事者のための公開講座）
　　　　　『俺(私)は地域の歯車になる』（全18講座）
　開催日：平成26年 6 月22日㈰
　開催地：八戸学院大学　美保野キャンパス内
　講　師：学内外の講師20名
　主　催：かいごの学校実行委員会、
　　　　　八戸学院大学人間健康学部
　後　援：八戸市、青森県介護福祉士会、青森県社会福祉
　　　　　士会、岩手県介護福祉士会、東奥日報社、デー
　　　　　リー東北新聞社、岩手日報社、八戸テレビ放送、
　　　　　コミュニティラジオ局BeFM
○講座名：第10期起業家養成講座
　開催日：平成26年 7 月 2 日㈬～平成27年 1 月24日㈯
　　　　　（全15回）
　講　師：大谷　真樹　ほか外部講師
　開催地：八戸ポータルミュージアムはっち　ほか
　主　催：八戸学院大学・八戸学院短期大学地域連携研究
　　　　　センター
○講座名：岡崎朋美氏講演会『挑戦力～私と八戸と未来～』
　開催日：平成26年 7 月25日㈮
　開催地：デーリー東北メディアホール
　講　師：岡崎　朋美 氏（富士急行株式会社所属・主将）
　　　　　長田　照正 氏（富士急行株式会社所属・顧問）
　主　催：八戸学院大学・八戸学院短期大学 教育・研究・
　　　　　社会貢献後援会
　後　援：八戸市
○講座名：地域活性化人財塾『「できない」と「できる！」に
　　　　　変えるin八戸』
　開催日：平成26年 9 月 2 日㈫
　開催地：八戸ポータルミュージアムはっち
　講　師：木村　俊昭 氏（東京農業大学嘱託教授、内閣官
　　　　　房地域活性化伝道師、地域連携研究センター主
　　　　　任研究員）
　主　催：八戸学院大学・八戸学院短期大学地域連携研究
　　　　　センター
○講座名：スポーツリーダー養成講習会
　開催日：平成26年10月18日㈯・19日㈰（全 8科目）
　開催地：八戸市福祉公民館
　講　師：本学人間健康学部教員 5名
　主　催：八戸学院大学人間健康学部
○講座名：地域医療セミナー
　　　　　『青森県の健康課題と健康政策』
　開催日：平成26年10月30日㈭
　開催地：八戸学院大学 大学会館（ 5号館）
　講　師：大西 基喜 氏（青森県 病院事業管理者特命補佐、
　　　　　青森県健康福祉部 保健医療政策推進監）
　主　催：八戸学院大学人間健康学部、
　　　　　八戸学院短期大学看護学科
○講座名：ビブリオバトルin八戸（決勝戦）
　　　　　『書評はこんなに面白い』
　開催日：平成26年11月 1 日㈯

　開催地：デーリー東北メディアホール
　講　師：中江　有里 氏（女優、脚本家、作家）
　主　催：デーリー東北新聞社、八戸学院大学
　協　力：八戸市、八戸テレビ放送、コミュニティラジオ
　　　　　局BeFM
　後　援：ビブリオバトル普及委員会、青森県教育委員会、
　　　　　青森県図書館連絡協議会、青森県学校図書館協
　　　　　議会、岩手県県北教育事務所、岩手県図書館協
　　　　　会、岩手県学校図書館協議会
○講座名：八戸学院大学人間健康学部創設10周年記念特別
　　　　　講演会『脳からわかる人間の心』
　開催日：平成26年11月 6 日㈭
　開催地：八戸学院大学 大学会館（ 5号館）
　講　師：松田　哲也 氏（玉川大学 脳科学研究所基礎脳
　　　　　科学研究センター 准教授）
　主　催：八戸学院大学人間健康学部
○講座名：人口減少下における企業戦略－市場が縮小する
　　　　　とき、企業は何を考え、何を選ぶか？－
　　　　　『人口減少社会での競争と戦略』、
　　　　　『今から行う異業種参入の考え方と事例』
　開催日：平成26年11月11日㈫
　開催地：八戸学院大学 大学会館（ 5号館）
　講　師：淡路　俊彦 氏
　　　　　（有限会社淡路会計事務所 代表取締役社長）
　　　　　牧野　雅光 氏
　　　　　（㈱浜銀総合研究所 経営コンサルティング部
　　　　　　企業変革支援グループグループ長 ）
　主　催：有限会社淡路会計事務所、八戸学院大学
○講座名：地域再生フォーラム『八戸の誇りと寄与した人々
　　　　　＝知恵と熱意と心に学ぶ＝』
　開催日：平成26年11月12日㈬
　開催地：八戸ポータルミュージアムはっち
　講　師：蛇口　剛義 氏（学校法人光星学院 特別顧問・
　　　　　元 八戸高等学校 校長）
　主　催：八戸学院大学・八戸学院短期大学地域連携研究
　　　　　センター
　後　援：八戸市教育委員会
○講座名：起業のアートと科学～無から何かを生み出す～
　開催日：平成26年11月12日㈬
　開催地：八戸ポータルミュージアムはっち
　講　師：ポール・ベリー（Paul Berry）氏
　　　　　（RebelMouse社 創業者兼CEO）
　主　催：在札幌米国総領事館、八戸学院大学・八戸学院
　　　　　短期大学地域連携研究センター
　後　援：八戸市、デーリー東北新聞社、東奥日報社、八
　　　　　戸商工会議所、八戸青年会議所、八戸テレビ放
　　　　　送、コミュニティラジオ局BeFM、八戸IT・テ
　　　　　レマーケティング未来創造協議会
○講座名：『世界の国立公園の始まり、アメリカ西海岸の
　　　　　山岳地域の国立公園（ジョン・ミューアトレイル）
　　　　　の今、そして種差海岸（みちのく潮風トレイル）の
　　　　　未来 』
　開催日：平成26年11月13日㈭
　開催地：八戸学院大学 7 号館 3階731教室
　講　師：寺井　克之 氏
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　　　　　（江戸川大学国立公園研究所 客員研究員）
　主　催：八戸学院大学・八戸学院短期大学地域連携研究
　　　　　センター
　後　援：八戸市教育委員会
○講座名：よそ者が語る八戸の魅力
　開催日：平成27年 1 月23日㈮
　開催地：八戸ニューポート
　講　師：清水 亮司 氏（株式会社ロボット クリエイティブ・
　　　　　ディレクター、映像ディレクター）
　　　　　大谷　真樹
　主　催：八戸ニューポート、八戸学院大学・八戸学院短
　　　　　期大学地域連携研究センター
○講座名：八戸学院大学人間健康学部・八戸学院短期大学
　　　　　看護学科 公開講座
　　　　　『自己の健康を見つめ、明日を豊かに生きる』
　開催日：平成27年 3 月 7 日㈭
　開催地：八戸商工会館
　講　師：市川　裕美子『セルフマネジメント』
　　　　　小沢　久美子『青森県の死亡率と生活習慣病予防』
　　　　　金地　美知彦『大学生のスマートフォン利用実態』
　　　　　熊谷　晶子『種差海岸・階上岳の自然を活用した
　　　　　　　　　　健康増進活動』
＜学生発表＞
　小笠原　嘉子（看護学科 3年）
　『終末期（ターミナル）における死亡場所の決定に関する
　要因の検討』
　山口 瑠璃子・吉田 祐梨（看護学科 3年）
　『在宅療養における家族の介護負担について』
　小野寺 佳織（人間健康学部 3年）
　『地域における健康調査の報告』
　作田 貴博（人間健康学部 4年）
　『南部町における高齢者の運動教室の効果について』
　主　催：八戸学院大学人間健康学部、
　　　　　八戸学院短期大学看護学科
○講座名：ハチガク経営セミナー
　『デジタルマーケティングに欠かせないネットPRの役割』
　開催日：平成27年 3 月12日㈭
　開催地：八戸プラザホテル
　講　師：朝火　英樹 氏（株式会社ニューズ・ツー・ユーマー
　　　　　ケティングコミュニケーション部マネージャー）
　主　催：八戸学院大学・八戸学院短期大学地域連携研究
　　　　　センター

（ 6）学長賞・優等賞（平成25年度）
≪ビジネス学部≫
学長賞　　村　上　　　淳
優等賞　　和　田　光　平、久保沢　朋　佳
≪人間健康学部≫
学長賞　　地代所　朋　宏
優等賞　　西　野　剣　気、髙　村　美　菜

（ 7）教員免許状取得者
≪ビジネス学部≫
高等学校教諭一種免許状　　 3名
商　　業　　　 2名

情　　報　　　 1名
≪人間健康学部≫
中学校教諭一種免許状　　　20名
保健体育　　　19名
保　　健　　　 1名
高等学校教諭一種免許状　　19名
保健体育　　　19名
保　　健　　　 0名
看　　護　　　 0名
養護教諭一種免許状　　　　 4名
公益財団法人日本体育協会公認スポーツリーダー
広　沢　亮　太（人間健康学部 3年）
小谷地　結希乃（人間健康学部 3年）
高　橋　　　玄（人間健康学部 3年）

（ 8）学事歴
3 月 6 日㈭　　　　　　　卒業予定者発表
3月18日㈫　　　　　　　学位記授与式
4月 3日㈭～ 4月 4日㈮　在学生オリエンテーション
4月 7日㈪　　　　　　　入学式
4月 8日㈫～ 4月10日㈭　新入生対話合宿・在学生オリエ
　　　　　　　　　　　　ンテーション
4月11日㈮　　　　　　　春学期講義開始
8月 1日㈮～ 8月 8日㈮　春学期講義最終週・補講・学期
　　　　　　　　　　　　末試験期間
8月18日㈪～ 9月 5日㈮　集中講義・夏季休業期間
9月12日㈮　　　　　　　秋学期講義開始

（オリエンテーション）
1月 5日㈪～ 1月 9日㈮　集中講義・冬季休業期間
1月15日㈭～ 1月18日㈰　大学入試センター試験準備・実
　　　　　　　　　　　　施期間
2月 2日㈪～ 2月 6日㈮　秋学期講義最終週・補講・学期
　　　　　　　　　　　　末試験期間
2月 9日㈪～ 2月13日㈮　集中講義期間

（ 9）集中講義の実施状況
3 月19日㈬～ 3 月20日㈭
・教育実習Ａ・Ｂ事前指導（小林喜輝、日當光男）
3月24日㈪～ 3月25日㈫
・養護実習事前指導（小嶋まき）
8月18日日㈪～ 8 月22日㈬
・健康相談活動の理論及び方法（小嶋まき）
8月25日㈪～ 8 月28日㈭
・経営管理論（藤代典子）
8月27日㈬～ 8 月29日㈮
・行動の科学（鈴木郁生）
・農業実技（加来聡伸）
9月 3日㈬～ 9月 5日㈮
・ビジネス特論Ⅰ（地域活性化システム論）（田村正文他）
・デジタルコミュニケーション手法（杉山知之他）
・農政時事（工藤清寿）
・スポーツ心理学（平田忠）
・薬理概論（寺田淳）
8月26日㈫・ 9月 1日㈪～ 9月 5日㈪
 ・水泳（吉田和利、下田尋通、関下りち子）
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8月25日㈪～ 8月27日㈬、 8月29日㈮、 9月 1日㈪、 9月
3日㈬
・スケート（佐々木良幸）
1月 5日㈪～ 1月 7日㈬
・スキー（三本木温、渡邉陵由、工藤祐太郎）
1月 6日㈫～ 1月 8日㈭
・相談援助演習Ⅰ（小川あゆみ）
1月 7日㈬～ 1月 9日㈮
・イノベーションマネジメント（大谷真樹）
・Webエクステンション（小沼良次）
・ヘルスカウンセリング（瀧澤志保）
2月 9日㈪～ 2月10日㈫・ 2月12日㈭
・認知心理学（鈴木郁夫）
2月10日㈫・ 2月12日㈭～ 2月13日㈮
・農業経営設計（大谷真樹・加来聡伸）
・サッカー（岩本寿夫）

（10）教務委員会学外会議
・介護等体験事業に係る大学担当者会議
　平成26年 3 月26日㈬　青森市
　高橋正行係長
・青森県養護教員会総会並びに研修会
　平成26年 5 月13日㈫　青森市
　宮澤君子助教
・東北地区私立大学教職課程研究連絡協議会
　平成26年 5 月17日㈯　仙台市
　石橋修教授
・平成26年度大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会
　平成26年 6 月 6 日㈮　 仙台市
　藤原真史課長補佐
・東北地区私立大学教職課程研究連絡協議会
　平成26年11月15日㈯　 仙台市
　小林喜輝教授

（11）その他
・入学前学習課題実施
　　　　10月24日㈭　①②ＡＯ：Ａ日程
　　　　11月28日㈭　推薦Ⅰ・専門課程
　　　　12月 5 日㈭　③ＡＯ：Ｂ日程
　　　　12月25日㈬　④ＡＯ：Ｂ日程、推薦Ⅱ
平成27年 2 月12日㈬　一般入試：前期日程、
　　　　　　　　　　センター利用：Ａ日程
　　　　 2月28日㈯　⑤ＡＯ：Ｃ日程、
　　　　　　　　　　センター利用：Ｂ日程
　　　　 3月20日㈮　一般入試：後期日程
　　　　 3月25日㈬　⑥ＡＯ：Ｃ日程

・平成26年入学前学習課題アンケート調査実施
　平成26年 7 月23日㈬～ 7月29日㈫（両学部 1年生対象）

（12）学生委員会学内行事
・平成26年度定期健康診断
　開催日　平成26年 4 月 3 日㈭、 4日㈮、 8日㈫
　場　所　大学会館
　受診者　495名
・平成26年度第 1回交通安全講習会　

　開催日　平成26年 4 月 8 日㈫
　場　所　大学会館520講義室
　演　題　【交通事故を起こす心理的要因について】　
　講　師　八戸ライセンススクール　松倉　豊　氏
　受講生　198名
・平成26年度新入生対話合宿
　開催日　平成26年 4 月 9 日㈬～10日㈭
　場　所　十和田市奥入瀬栃久保（奥入瀬渓流ホテル）
　参加者　新入生　140名
　　　　　教職員　51名　リーダー学生　25名
・平成26年度学生大会
　開催日　平成26年 5 月16日㈮
　場　所　320講義室
　出席者　129名　委任状79名
・平成26年度 3機関連絡協議会
　開催日：平成26年 5 月20日㈫
　場　所：八戸学院大学 大学会館（ 5号館）
　出席者：八戸工業大学 5名、八戸工業高等専門学校 5名、
　　　　　八戸学院大学 7名
・平成26年度学友会主催ボウリング大会
　開催日　平成26年 6 月13日㈮
　場　所　ゆりの木ボウル
　出席者　42名
・平成26年度学友会主催スポーツ大会
　（長縄跳び・ドッヂボール）
　開催日　平成26年 7 月 3 日㈭
　場　所　八戸学院総合体育館
　参加者　学生延149名　
・平成26年度学生生活に係る研修講話
　開催日　平成26年 7 月24日㈭
　場　所　520講義室　
　演　題　【犯罪被害に遭わないために

　～自分の安全は自分で守ろう～】
　講　師　青森県警察本部　生活安全企画課
　　　　　子ども・女性安全推進室　　　
　　　　　女性安全推進係長　警部補　黒滝　和代　氏
・平成26年度第 2回交通安全講習会（DVD視聴含む）
　開催日　平成26年 9 月25日㈭
　場　所　320講義室
　演　題　【交通事故における法的責任と自動車保険について】
　講　師　ビジネス学部　講師　杉山　幸一
 出席者　189名
・第34回八戸学院大学「秋桜祭」
　開催日　平成26年10月25日㈯～26日㈰
　場　所　八戸学院大学美保野キャンパス
　テーマ　「『進化』 ～さらなる高みへのJOHSHO～」
　来場者（駐車場利用者数）　761名（ 2日間合計）
・平成26年度八戸学院大学学友会選挙
　投票日　平成26年11月28日㈮
　選挙結果　○執行委員長　田沢　　倭　

（ビジネス学部 2年）
　　　　　　○副執行委員長　葛西　冬樹

　（人間健康学部 2年）
　　　　　　　　　　　　　　平野　夏海

　（人間健康学部 2年）
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　　　　　　○書　記　長　向田　麗那
　（人間健康学部 2年）

　　　　　　　　　　　　　　沼端　高嶺　
（人間健康学部 1年）

・平成26年度美保野キャンパスクリスマス企画
　開催日　平成26年12月 5 日㈮
　場　所　総合実習館エントランスホール
　内　容　イルミネーション点灯式、クリスマスパーティー
・平成26年度日本学生支援機構奨学金継続に係る説明会
　開催日　平成26年12月10日㈬、11日㈭、12日㈮
　場　所　320講義室
　対象者　平成26年度貸与者（ 4年生を除く）
・平成26年度クラブ・サークル課外活動報告会・懇親会
　開催日　平成26年12月19日㈮
　場　所　八戸プラザホテル
　参加者　報告会　36団体（全クラブ・サークル）
　　　　　懇親会　学生220名、
　　　　　　　　　来賓・指導者・教職員48名

（13）就職支援委員会学外会議　
・地域中小企業人材確保・定着支援事業推進会議
開催日：平成26年 4 月22日㈫
場　所：アラスカ会館
出席者：主事　天満　聡子

・東北地区私立大学就職問題協議会
開催日：平成26年 5 月29日㈭～30日㈮
場　所：仙台国際ホテル
出席者：課長　小笠原　淳司

・八戸地区雇用対策協議会雇用制度研修会
開催日：平成26年 6 月23日㈪
場　所：八戸プラザホテル
出席者：主事　板橋　義宏、主事　天満　聡子

・北東北三県私立大学就職支援研究会
開催日：平成26年 7 月25日㈮～26日㈯
場　所：花巻温泉「ホテル千秋閣」
出席者：課長　小笠原　淳司、主事　板橋　義宏

・平成26年度学生就職問題連絡会議
開催日：平成26年 7 月30日㈬
場　所：アラスカ会館
出席者：主事　板橋　義宏

・キャリア相談員養成講座
開催日：平成26年 7 月30日㈬～31日㈭
場　所：青森県立図書館
出席者：主事　平川　貴也

・平成26年度日本私立大学協会東北支部事務研修会
開催日：平成26年 9 月 4 日㈭～ 5日㈮
場　所：福島学院大学
出席者：主事　平川　貴也

・「地域中小企業人材確保・定着支援事業」第 2回推進会議
開催日：平成26年 9 月19日㈮
場　所：アラスカ会館
出席者：主事　板橋　義宏

・八戸航空基地開隊57周年記念行事（主催　海上自衛隊）
開催日：平成26年 9 月21日㈰
場　所：海上自衛隊八戸航空基地

出席者：主事　平川　貴也　
・平成26年度就職部課長相当者研修会
開催日：平成26年11月 4 日㈫～ 7日㈮
場　所：大阪ガーデンパレス
出席者：就職支援委員長　村本　卓
・平成26年度第 2回東北地区私立大学就職問題協議会
　「研究会」
開催日：平成26年11月11日㈫
場　所：仙台ガーデンパレス
出席者：主事　天満　聡子
・キャリア相談員養成講座
開催日：平成26年12月25日㈭～26日㈮
場　所：八戸市水産会館
出席者：事務員　高屋敷　好孝

（14）就職支援委員会セミナー
・学生と企業との就職懇談会（主催　八戸工業大学）
開催日：平成26年 5 月29日㈭～30日㈮
場　所：八戸工業大学
出席者：主事　板橋　義宏、主事　平川　貴也
・東北地区私立大学就職セミナー
開催日：平成26年 6 月12日㈭　
場　所：仙台サンプラザホール
出席者：主事　板橋　義宏

（15）就職支援委員会講座の開講
・公務員試験対策講座（全学年対象）
開催日：平成26年 5 月23日㈮～ 7月25日㈮（全10回）
場　所：大学会館531教室
講　師：日本公務員学院
・教員採用試験対策講座（全学年対象）
開催日：平成26年 6 月11日㈬～ 7月18日㈮（全10回）
場　所：大学会館531教室
講　師：日本公務員学院
・社会福祉士国家試験対策講座（全学年対象）
開催日：平成26年11月 1 日㈯～12月 6 日㈯（全16回）
場　所：大学会館 2階会議室
講　師：青森県社会福祉会三八支部・上十三支部

（16）キャリアプランニング
・ 4 月17日㈭　就活スタートガイダンス（ 3年生）
・ 4 月24日㈭　就活に備える①
　　　　　　　就活のスケジュールを知る（ 3年生）
・ 5 月 8 日㈭　就活フォローアップガイダンス（ 4年生）
・ 5 月15日㈭　合同企業説明会事前指導（ 4年生）
・ 5 月20日㈫～21日㈬　合同企業説明会
　　　　　　　（大学 4年生、短大 2年生対象）
　　　　　　場所：総合実習館831教室
　　　　　　参加企業数：27社
・ 5 月29日㈭　自己理解に役立つ検査
　　　　　　　“コンピテンシー ”テスト（ 2年生）
・ 6 月12日㈭　就職サイト活用講座（ 3年生）
・ 7 月10日㈭　自己の能力・力量・適性は
　　　　　　　“リクナビ診断” （ 3 年生）
・ 7 月17日㈭　自己理解に役立つ検査
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　　　　　　　“コンピテンシー ”解説（ 2年生）
・ 7 月24日㈭　採用試験に備えよう①
　　　　　　　一般教養講座（模擬試験） （ 2 ・ 3 年生）
・ 9 月18日㈭　採用試験に備えよう②
　　　　　　　一般教養講座（試験後解説） （ 2 ・ 3 年生）
・10月 2 日㈭　進路決定のための交流会（ 2・ 3年生）
・10月16日㈭　就活に備える②
　　　　　　　自己分析･自己ＰＲの仕方（ 3年生）
・10月23日㈭　就活に備える③
　　　　　　　履歴書･エントリーシートの書き方（ 3年生）
・10月30日㈬　就活に備える④　面接試験対策（ 3年生）
・11月13日㈭　採用試験に備えよう③
　　　　　　　ＳＰＩ対策講座（模擬試験） （ 2 ・ 3 年生）
・11月20日㈭　就活に備える⑤
　　　　　　　マナー・メイク対策（ 3年生）
・12月11日㈭　先輩の体験発表“内定者報告会”（ 3年生）
・ 1 月22日㈭　採用試験に備えよう④
　　　　　　　ＳＰＩ対策講座（試験後解説） （ 2・3年生）
・ 2 月19日㈭　就職合宿事前指導（ 3年生）
・ 2 月26日㈭～27日㈮　就職合宿（大学 3年生対象）
　　　　　　場所：八戸シーガルビューホテル

（17）企業学内説明会および選考会
・ 5 月21日㈬　パシフィックゴルフマネージメントホール
　　　　　　　ディングス株式会社
・ 5 月21日㈬　ナラサキスタックス株式会社
・ 6 月16日㈪　株式会社マーシュ
・ 6 月18日㈬　パシフィックゴルフマネージメントホール
　　　　　　　ディングス株式会社
・ 6 月26日㈭　シダックスビューティーケアマネジメント
　　　　　　　株式会社
・ 6 月27日㈮　株式会社オーディンフーズ
・ 7 月15日㈫　ガリバーインターナショナル株式会社
・ 7 月31日㈭　シダックスビューティーケアマネジメン
　　　　　　　ト株式会社
・ 9 月19日㈮　一般財団法人空港保安事業センター
・10月 2 日㈭　警視庁
・10月14日㈫　株式会社桐井製作所
・10月16日㈭　興陽電設株式会社
・11月10日㈪　株式会社スズキ自販青森
・12月22日㈪　社会福祉法人吉幸会
・ 1 月26日㈪　社会福祉法人吉幸会
・ 1 月26日㈪　株式会社セノン
・ 2 月 2 日㈪　株式会社オーディンフーズ

（18）広報委員会学外会議
・平成26年 6 月13日㈮　高等学校と大学・短期大学との情
　　　　　　　　　　　報交換会

（19）入試説明会の実施
○平成26年度八戸学院大学・八戸学院短期大学説明会
＜八戸会場＞
実施日　平成26年 6 月13日㈮
場　所　八戸プラザホテル
出席者　八戸学院大学・八戸学院短期大学教職員

参加者　26校（40名）
＜むつ会場＞
実施日　平成26年 6 月19日㈭
場　所　むつ来さまい館
出席者　八戸学院大学・八戸学院短期大学教職員
参加者　 5校（ 7名）
＜青森会場＞
実施日　平成26年 6 月20日㈮
場　所　青森観光物産館アスパム
出席者　八戸学院大学・八戸学院短期大学教職員
参加者　 7校（ 8名）
○その他説明会
・種市高等学校　校内説明会（さんぽう主催）
実施日　平成26年 6 月 3 日㈫
対象者　 3学年
出席者　課　　長　小笠原　淳司
・十和田西高等学校　校内説明会（ヘキサ主催）
実施日　平成26年 6 月14日㈯
対象者　全学年
出席者　課　　長　小笠原　淳司
　　　　課長補佐　岡沼　真由美
・八戸北高等学校南郷校舎　校内説明会（ヘキサ主催）
実施日　平成26年 6 月18日㈬
対象者　 3学年
出席者　主　　事　天満　聡子
・八戸商業高等学校　校内説明会（ヘキサ主催）
実施日　平成26年 6 月18日㈬
対象者　 3学年
出席者　事 務 員　　高屋敷　好孝
・千葉学園高等学校　校内説明会（さんぽう主催）
実施日　平成26年 6 月19日㈭
対象者　 2、 3学年
出席者　主　　事　　畑中　孝太
・大野高等学校　校内説明会（さんぽう主催）
実施日　平成26年 6 月24日㈫
　対象者　 2学年
　出席者　事 務 員　　高屋敷　好孝
・ 9月 7日㈰　 平成26年度保護者説明会
・六戸高等学校　校内説明会

（キッズ・コーポレーション主催）
　実施日　平成26年 9 月10日㈬
　対象者　 2学年
　出席者　課　　長　小笠原　淳司
・七戸高等学校　校内説明会（ヘキサ主催）
　実施日　平成26年 9 月16日㈫
　対象者　 1、 2学年
　出席者　主　　事　坂野　仁志
・八戸北高等学校南郷校舎　校内説明会（ヘキサ主催）
　実施日　平成26年 9 月17日㈬
　対象者　 1、 2学年
　出席者　事 務 員　高屋敷　好孝
・八戸聖ウルスラ学院高等学校　校内説明会（さんぽう主催）
　実施日　平成26年10月20日㈪
　対象者　 2学年
　出席者　主　　事　坂野　仁志
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・青森中央高等学校　校内説明会
（ライセンスアカデミー主催）

　実施日　平成26年10月23日㈭
　対象者　 1学年
　出席者　課　　長　小笠原　淳司
・八戸学院野辺地西高等学校　校内説明会（さんぽう主催）
　実施日　平成27年10月27日㈪
　対象者　 1学年
　出席者　課　　長　小笠原　淳司
・田子高等学校　校内説明会（さんぽう主催）
　実施日　平成26年10月30日㈭
　対象者　 1学年
　出席者　課　　長　小笠原　淳司
・七戸高等学校　校内説明会（さんぽう主催）
　実施日　平成26年11月 6 日㈭
　対象者　 1・ 2学年
　出席者　課　　長　小笠原　淳司
　　　　　主　　事　坂野　仁志
・八戸聖ウルスラ学院高等学校　校内説明会（さんぽう主催）
　実施日　平成26年11月17日㈪
　対象者　 1学年
　出席者　主　　事　坂野　仁志
・千葉学園高等学校　校内説明会

（ライセンスアカデミー主催）
　実施日　平成26年11月20日㈭
　対象者　 1学年
　出席者　事 務 員　　高屋敷　好孝
・八戸学院野辺地西高等学校　校内説明会

（ライセンスアカデミー主催）
　実施日　平成26年12月 1 日㈪
　対象者　 1学年
　出席者　課　　長　小笠原　淳司
・大野高等学校　校内説明会（さんぽう主催）
　実施日　平成27年 1 月26日㈪
　対象者　 1・ 2学年
　出席者　事 務 員　　高屋敷　好孝
・名久井農業高等学校　校内説明会（ヘキサ主催）
　実施日　平成27年 2 月 4 日㈬
　対象者　 1・ 2学年
　出席者　主　　事　坂野　仁志
・十和田西高等学校　校内説明会（ヘキサ主催）
　実施日　平成27年 2 月 5 日㈭
　対象者　 1・ 2学年
　出席者　主　　事　坂野　仁志
・久慈東高等学校　校内説明会（ライセンスアカデミー主催）
　実施日　平成27年 2 月18日㈬
　対象者　 2学年
　出席者　主　　事　坂野　仁志
・八戸学院野辺地西高等学校　校内説明会（さんぽう主催）
　実施日　平成27年 2 月23日㈪
　対象者　 1学年
　出席者　課　　長　小笠原　淳司
※その他、各地ホテルで行われた業者主催進学相談会には
　42回出席。

（20）学校見学・体験授業・講演の実施
・実施日　平成26年 6 月12日㈭
　対　象　七戸高等学校（ 1年生28名）
　内　容　施設見学
・実施日　平成26年 7 月 1 日㈫
　対　象　三戸高等学校（ 2年生29名）
　内　容　施設見学
・実施日　平成26年 7 月 2 日㈬
　対　象　八戸学院光星高等学校母親研修会（15名）
　内　容　大学・短期大学説明会、施設見学
・実施日　平成26年10月 2 日㈭
　対　象　八戸水産高等学校（ 2年生34名）
　内　容　施設見学
・実施日　平成26年10月 3 日㈮
　対　象　久慈東高等学校（ 1年生31名）
　内　容　施設見学
・実施日　平成26年10月30日㈭
　対　象　種市高等学校（ 1年生51名）
　内　容　施設見学
・実施日　平成26年11月19日㈬
　対　象　三本木農業高等学校（ 1年生35名）
　内　容　施設見学
・実施日　平成26年12月 8 日㈪
　対　象　八戸学院野辺地西高等学校

（ 1年生93名、 2年生 4名）
　内　容　施設見学
・実施日　平成27年 2 月19日㈭
　対　象　久慈東高等学校（ 2年生41名）
　内　容　施設見学
・実施日　平成27年 3 月20日㈭
　対　象　三本木農業高等学校（ 2年生35名）
　内　容　学部紹介・施設見学
　講　師　八戸学院大学ビジネス学部助教　加来　聡伸
　講　師　八戸学院大学ビジネス学部助教　幸田　威久矢

（21）オープンキャンパス
場　所　八戸学院大学・八戸学院短期大学
出席者　八戸学院大学・八戸学院短期大学教職員、学生
実施日　第 1回　平成26年 7 月 26日㈯
内　容　クラブ・サークル紹介、学部学科紹介、体験授業、
　　　　施設見学
講　師　八戸学院大学ビジネス学部特任教授　玉樹　真一郎
テーマ　ＩＴ・Ｗebクリエイティブプログラムで学べること
講　師　八戸学院大学ビジネス学部講師　杉山　幸一
テーマ　法律学と大学の講義について
講　師　八戸学院大学人間健康学部准教授　三島　隆章　
テーマ　スポーツ科学コースで学べること
講　師　八戸学院大学人間健康学部講師　村田　隆史
テーマ　健康科学コースで学べること
講　師　八戸学院短期大学幼児保育学科教授　田端　利則
テーマ　幼児保育学科とは
講　師　八戸学院短期大学ライフデザイン学科准教授　三浦　文恵
テーマ　上手なコミュニケーションって何？
講　師　八戸学院短期大学看護学科准教授　山野内　靖子
　　　　　　　　　　　　　　　　助　教　佐々木　真湖
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テーマ　小児看護学「小児看護の楽しさ」
実施日　幼児保育学科単独　平成26年 8 月23日㈯
内　容　体験授業、フリートーク
講　師　八戸学院短期大学幼児保育学科学科長　附田　勢津子

教　授　田端　利則　
教　授　佐藤　愛子　

テーマ　ピアノに触れてみよう
講　師　八戸学院短期大学幼児保育学科准教授　小川　あゆみ

　准教授　天摩　雅和　
講　師　佐藤　広崇　

テーマ　援助技術演習：子どもが持っている力を引き出す
　　　　援助を体感してみよう！！
実施日　第 2回　平成26年 9 月27日㈯
内　容　学部学科説明、入試対策講座（小論文対策講座）、
　　　　体験授業、施設見学
講　師　八戸学院短期大学ライフデザイン学科学科長　茂木　典子
テーマ　小論文対策講座
講　師　八戸学院大学ビジネス学部教授　田中　哲
テーマ　『なぜ大学で「簿記・会計」を学ぶのか』
講　師　八戸学院大学ビジネス学部特任教授　玉樹　真一郎
テーマ　ＩＴ・Ｗebクリエイティブプログラムで学べること
講　師　八戸学院大学ビジネス学部准教授　樺　克裕
テーマ　キャリアデザイン入門－将来の進路選択と公共経
　　　　営プログラムで学ぶ意義－
講　師　八戸学院大学ビジネス学部助教　加来　聡伸
テーマ　農業経営プログラム
講　師　八戸学院大学人間健康学部教授　三本木　温
テーマ　トレーニング指導者プログラムについて
講　師　八戸学院大学人間健康学部准教授　三島　隆章
テーマ　教育職プログラム（保健体育）
講　師　八戸学院大学人間健康学部准教授　浜中　のり子

　助教　宮澤　君子　
テーマ　教育職プログラム（養護・保健・看護）
講　師　八戸学院大学人間健康学部講師　村田　隆史
テーマ　社会福祉士プログラムで学べること
講　師　八戸学院大学人間健康学部講師　金地　美知彦
テーマ　「性格検査を体験してみよう」
講　師　八戸学院短期大学幼児保育学科講師　飯田　竜太
　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　佐貫　巧
テーマ　幼児保育学科で学ぶ 5領域表現「作って遊ぼう」
　　　　紙飛行機を通して
講　師　八戸学院短期大学ライフデザイン学科准教授　馬場　祥次
テーマ　ゼミナールってなあに？～ライフデザイン学科の

ゼミナールを通じての社会的活動と経験～
講　師　八戸学院短期大学看護学科教授　玉懸　多恵子
　　　　　　　　　　　　　　　　講師　小沢　久美子
　　　　　　　　　　　　　　　　助教　田口　千尋
テーマ　触れてみよう・聴いてみよう「からだのサイン」
実施日：第 3回　平成27年 3 月 7 日㈯
内　容　学長講話、体験授業、施設見学
講　師　八戸学院大学学長　大谷　真樹
テーマ　自分と未来を変える10のヒント！
講　師　八戸学院大学ビジネス学部准教授　坂本　貴博
テーマ　ＩＴ・Ｗebクリエイティブプログラムとは
講　師　八戸学院大学ビジネス学部助教　幸田　威久矢

テーマ　簿記の意義、原価（製品の価格）について
講　師　八戸学院大学人間健康学部准教授　三島　隆章
テーマ　スポーツ科学とは何か
講　師　八戸学院大学人間健康学部講師　村田　隆史
テーマ　健康科学とは何か
講　師　八戸学院短期大学幼児保育学科教授　田端　利則
　　　　　　　　　　　　　　　　　准教授　天摩　雅和
テーマ　保育者になるためには
講　師　八戸学院短期大学ライフデザイン学科准教授　三浦　文恵
テーマ　人によい印象をもってもらうには
講　師　八戸学院短期大学看護学科講師　三浦　広美
テーマ　プチナースの世界へようこそ

（22）出張講義
・対　象　青森県立三戸高等学校　全校生徒
　実施日　平成26年 6 月27日㈮
　場　所　青森県立三戸高等学校
　講　師　八戸学院大学ビジネス学部教授　奈良　卓
　テーマ　東日本大震災と電力システム改革
・対　象　青森県立三戸高等学校　全校生徒
　実施日　平成26年 6 月27日㈮
　場　所　青森県立三戸高等学校
　講　師　八戸学院大学ビジネス学部准教授　樺　克裕
　テーマ　地域のために働くという選択
　　　　　公務員の魅力について
・対　象　青森県野辺地高等学校　 2・ 3学年
　実施日　平成26年 7 月 9 日㈬
　場　所　青森県立野辺地高等学校
　講　師　八戸学院大学ビジネス学部講師
　　　　　グレゴリー・アンソニー
　テーマ　現場で使える英語

～あなたならどうする？外国人への対応の仕方～
・対　象　青森県野辺地高等学校　 2・ 3学年
　実施日　平成26年 7 月 9 日㈬
　場　所　青森県立野辺地高等学校
　講　師　八戸学院大学ビジネス学部講師　田村　正文
　テーマ　自分の住んでいる街について考えてみよう
・対　象　青森県野辺地高等学校　 2・ 3学年
　実施日　平成26年 7 月 9 日㈬
　場　所　青森県立野辺地高等学校
　講　師　八戸学院大学ビジネス学部講師　橘　洋介
　テーマ　修学旅行の班分けを上手に行うには？

～よりよい組み合わせを探す方法～
・対　象　青森県野辺地高等学校　 2・ 3学年
　実施日　平成26年 7 月 9 日㈬
　場　所　青森県立野辺地高等学校
　講　師　八戸学院短期大学ライフデザイン学科学科長
　　　　　教授　茂木　典子
　テーマ　「私」を知ってもらうスピーチ
・対　象　青森県野辺地高等学校　 2・ 3学年
　実施日　平成26年 7 月 9 日㈬
　場　所　青森県立野辺地高等学校
　講　師　八戸学院短期大学幼児保育学科教授　佐藤　愛子
　テーマ　絵本の世界
・対　象　青森県野辺地高等学校　 2・ 3学年
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　実施日　平成26年 7 月 9 日㈬
　場　所　青森県野辺地高等学校
　講　師　八戸学院短期大学看護学科助教　山本　明子
　テーマ　訪問看護とは
・対　象　八戸学院野辺地西高等学校　 1学年
　実施日　平成26年 9 月 8 日㈪
　場　所　八戸学院野辺地西高等学校
　講　師　八戸学院大学人間健康学部助教　小柳　達也
　テーマ　福祉入門
・対　象　八戸学院野辺地西高等学校　 1学年
　実施日　平成26年 9 月 8 日㈪
　場　所　八戸学院野辺地西高等学校
　講　師　八戸学院短期大学看護学科助教　山本　明子
　テーマ　看護師を目指す皆さんへ
・対　象　八戸学院野辺地西高等学校　 2学年
　実施日　平成26年 9 月11日㈭
　場　所　八戸学院野辺地西高等学校
　講　師　八戸学院大学人間健康学部助教　小柳　達也
　テーマ　福祉業界の魅力について
・対　象　青森県立青森高等学校　 2学年
　実施日　平成26年11月 6 日㈭
　場　所　青森県立青森高等学校
　講　師　八戸学院短期大学幼児保育学科講師　川端　悠
　テーマ　トレーナーの役割とトレーナー資格の取得方法
・対　象　八戸学院野辺地西高等学校　 1学年
　実施日　平成26年11月17日㈪
　場　所　八戸学院野辺地西高等学校
　講　師　八戸学院大学ビジネス学部特任教授　玉樹　真一郎
　テーマ　ＩＴ・Ｗebクリエイティブプログラムで学べること
・対　象　八戸学院野辺地西高等学校　 1学年
　実施日　平成26年11月17日㈪
　場　所　八戸学院野辺地西高等学校
　講　師　八戸学院大学人間健康学部講師　村田　隆史
　テーマ　私たちのくらしと社会保障

～大学での講義の紹介をかねて～
・対　象　八戸学院野辺地西高等学校　 1学年
　実施日　平成26年11月17日㈪
　場　所　八戸学院野辺地西高等学校
　講　師　八戸学院短期大学幼児保育学科講師　飯田　竜太
　テーマ　造形作成の模擬授業
・対　象　八戸学院野辺地西高等学校　 1学年
　実施日　平成26年11月17日㈪
　場　所　八戸学院野辺地西高等学校
　講　師　八戸学院短期大学ライフデザイン学科准教授　
　　　　　馬場　祥次
　テーマ　情報モラル講習
・対　象　青森県立十和田工業高等学校　 2学年
　実施日　平成27年 1 月22日㈭
　場　所　青森県立十和田工業高等学校
　講　師　八戸学院短期大学看護学科講師　三浦　広美
　テーマ　看護師になるために
・対　象　青森県立六ヶ所高等学校　 1・ 2学年
　実施日　平成27年 1 月27日㈫
　場　所　青森県立六ヶ所高等学校
　講　師　八戸学院短期大学看護学科助教　久保　宣子

　テーマ　経験から伝える看護師という職業の魅力

（23）教養教育運営委員会学外会議
・第64回東北・北海道地区大学等高等・共通教育研究会
開催日：平成26年 8 月28日㈭・ 8月29日㈮
会　場：帯広畜産大学（北海道帯広市）
主　催：東北・北海道地区大学等高等・共通教育研究会
出席者：堤　静子（短大ライフデザイン学科専任講師）

（24）自己点検評価委員会報告書の発行状況
・平成26年11月19日㈬
　平成25年度　八戸学院大学自己点検評価書　発行
・平成27年 2 月27日㈮
　平成26年度　八戸学院大学・八戸学院短期大学相互評価
　　　　　　　検証報告
・平成27年 2 月18日㈬
　平成26年度　八戸学院大学自己点検評価書作成　学内説
　　　　　　　明会
・平成27年 2 月20日㈮
　平成26年度　八戸学院大学自己点検評価書作成　基準担
　　　　　　　当責任者説明会

（25）学生相談・ハラスメント学外会議
・第52回全国学生相談研修会
　開催日　平成26年11月30日㈰～12月 2 日㈫
　場　所　東京国際フォーラム
　参加者　八戸学院短期大学幼児保育学科准教授　小川　あゆみ
・第10回　学生相談を考える会
　開催日　平成27年 2 月16日㈪
　場　所　弘前大学50周年記念会館　岩木ホール
　参加者　八戸学院大学人間健康学部講師　金地　美知彦
　　
（26）国際学生支援委員会
・平成26年度タイ人留学生の短期滞在
　期　間　平成26年 4 月 4 日㈮～ 7月 2日㈬
　留学生　女子 2名
・タイ人留学生のプレゼンテーションおよび日本語研修プ
　ログラム修了式
　日　時　平成26年度 6月26日㈭
　場　所　320講義室
・平成26年度　海外研修
　期　間　平成26年 8 月19日㈫～ 9月 3日㈬
　場　所　アメリカ カリフォルニア州・ワシントン州
　参加者　大学生 5名　短大生 7名
　　　　　引率教員 2名：Ｂ．グロスマン、Ｇ．アンソニー 
・三沢基地インターンシップ
　期　間　平成26年11月 5 日㈬～11月 6 日㈭
　参加者　大学生 3名・短大生 5名
　　　　　引率教員 2名：Ｂ．グロスマン、Ｇ．アンソニー
・平成26年度　海外研修
　期　間　平成27年 2 月20日㈮～ 3月 3日㈫
　場　所　タイ・チェンマイ
　参加者　大学生 2名　引率教員 1名：Ｂ．グロスマン
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（27）研究倫理委員会審査概要
第 1回委員会（平成26年 6 月13日㈮開催）
　…申請21件、承認12件、条件付承認 9件
・三八地域における中高年の健康および体力状況の把握と
健康・体力づくり施策への基礎資料作成

（研究責任者；人間健康学部教授　吉田稔）
・学校への苦情や要望に関する現状と課題について

（研究責任者；人間健康学部教授　瀧澤透）
・中高齢者における歩行能力と体格・体組成および体力・
運動能力との関連性について

（研究責任者；人間健康学部准教授　三島隆章）
・大学生アイスホッケー選手における氷上でのパフォーマ
ンスと体力・運動能力との関係について

（研究責任者；人間健康学部准教授　三島隆章）
・ポールの重量の変化にともなうノルディックウォーキン
グ中の筋活動および心肺の応答

（研究責任者；人間健康学部准教授　渡邉陵由）
・南部町転倒・寝たきり予防教室の効果に関する研究

（研究責任者；人間健康学部准教授　渡邉陵由）
・大学生ラグビー選手におけるスクワットジャンプトレー
ニングがスプリント能力に及ぼす影響について

（研究責任者；人間健康学部助教　工藤祐太郎）
・ヒトのコーディネーションおよびバランス能力の評価方
法に関する研究

（研究責任者；幼児保育学科講師　川端悠）
・看護師国家試験取り組みと学生が抱える問題

（研究責任者；看護学科准教授　下川原久子）
・看護学生の自己教育力とレジリエンスの影響（ 2）
　－レジリエンス構成要素から考察－

（研究責任者；看護学科准教授　下川原久子）
・学生カンファレンスの効果的な運営
　－実習直前カンファレンス演習の効果－

（研究責任者；看護学科准教授　下川原久子）
・看護学生の実習における学びと指導の指針

（総合看護実習から）
（研究責任者；看護学科准教授　下川原久子）

・基礎看護実習Ⅱにおける学生の不安と効果的な実習につ
いての考察　－実習担当学生を中心に－

（研究責任者；看護学科准教授　下川原久子）
・看護（系）学生・生徒におけるSNS利用とメディアリテラ
シー教育および道徳的感受性との関連

（研究責任者；看護学科講師　小沢久美子）
・母乳哺育を阻害する要因に関する研究
　－母乳栄養実態調査－

（研究責任者；看護学科講師　坂本保子）
・母性看護実習における学生の看護技術経験の状況と今後
の課題　－母性看護実習技術経験録からの分析－

（研究責任者；看護学科講師　坂本保子）
・母性看護実習における学生カンファレンスと学生の学び
－実習記録から－

（研究責任者；看護学科講師　坂本保子）
・八戸市の地域住民の生活習慣と骨密度に関する研究

（研究責任者；看護学科講師　岩織美保子）
・外来で化学療法を受けているがん患者の気がかり

（研究責任者；看護学科講師　市川裕美子）

・慢性的な病気や障がいをもつ子どもの就学支援に関する
研究　－親への半構造化面接による調査－

（研究責任者；看護学科助教　佐々木真湖）
・種差海岸の海浜ウォーキングにおけるエネルギー消費量
　－砂浜ウォーキングの効果－

（研究責任者；看護学科教授　玉懸多恵子）
第 2回委員会（平成26年10月31日㈮開催）…申請 5件、承
認 3件、条件付承認 2件
・自閉症スペクトラム児・者における死の理解に関する研究

（研究責任者；幼児保育学科教授　杉山幸子）
・「短命県返上！青森県」の改善策に関する研究
（研究責任者；ライフデザイン学科准教授　佐藤千恵子）
・高齢者実習前後の看護学生の高齢者に対するイメージの
変化

（研究責任者；看護学科講師　岩織美保子）
・看護学生の実習前後における社会人基礎力自己評価の実
態調査

（研究責任者；看護学科講師　市川裕美子）
・高齢者看護学におけるおむつ体験学習からの学び

（研究責任者；看護学科助教　小笠原みや子）

（28）FD委員会学外会議
・ＦＤネットワーク“つばさ”第13回ＦＤ協議会
　平成26年 6 月 7 日㈯　山形大学小白川キャンパス
　　人間健康学部講師　金地　美知彦
・平成26年度ＦＤネットワーク“つばさ”学生ＦＤ会議
　札幌大学
　平成26年 9 月 3 日㈬
　　ビジネス学部助教　加来　聡伸
　　人間健康学部 3年　小野寺　佳織
　　ビジネス学部 2年　田沢　倭
・第14回山形大学ＦＤ合宿セミナー
　【第 1チーム】
　平成26年 9 月 8 日㈪～ 9日㈫　山形大学蔵王山寮
　　八戸学院短期大学幼児保育学科講師　川端　悠
　　八戸学院短期大学看護学科助教　　　山本　明子
　【第 2チーム】
　平成26年 9 月 9 日㈫～10日㈬　山形大学蔵王山寮
　　ビジネス学部助教　幸田　威久矢
　　人間健康学部助教　嶋崎　綾乃

・ＦＤネットワーク“つばさ”第14回ＦＤ協議会、
　第 6回“つばさ”プロジェクト運営協議会
　平成27年 2 月14日㈯　明海大学浦安キャンパス
　　人間健康学部教授　三本木　温

（29）平成26年度ＦＤ学内研修会
　テーマ　「PBL（Problem Based Learning） 問題を基に
　　　　　した学習」
　講　師　聖マリアンナ医科大学大学院　教授　熊井俊夫
　会　場　八戸学院大学・八戸学院短期大学総合実習館
　　　　　831教室
　開催日　平成26年 6 月17日㈫
　出席者　大学・短大教員77名
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（30）平成26年度八戸学院大学・八戸学院短期大学ＦＤワー
　　クショップ
　テーマ　「学生の授業態度と学生の自律的な学習について」
　会　場　八戸学院大学・八戸学院短期大学総合実習館
　　　　　831号教室
　開催日　平成26年11月22日㈯
　出席者　大学・短大教員41名、　大学・短大学生21名

（31）授業支援システム「はちキャンWEB」研修会
　　第 1回
　会　場　八戸学院大学 7 号館731教室
　開催日　平成26年 4 月 4 日㈮
　出席者　大学・短大教員　34名
　　第 2回
　会　場　八戸学院大学 7号館731教室
　開催日　平成26年 7 月24日㈭
　出席者　大学・短大教員　 9名

（32）授業評価アンケートの実施
　《春学期》
　　期　間　平成26年 7 月 7 日㈪～ 8月 1日㈮
　　科目数　大学35科目、短大40科目
　《秋学期》
　　期　間　平成26年12月 4 日㈭～ 2月 3日㈫
　　科目数　大学21科目、短大19科目

（33）公開授業・授業参観
　《春学期》
　　期　　　間　平成26年 6 月16日㈪～ 7月 4日㈮
　　　　　　　　　※ 6月23日㈪～27日㈮は外部へも公開
　　参観教員数（延べ）　大学37名、短大46名
　《秋学期》
　　期　　　間　平成26年11月 4 日㈫～21日㈮
　　　　　　　　　※11月10日㈪～14日㈮は外部へも公開
　　参観教員数（延べ）　大学27名、短大18名

（34）平成26年度科学研究費申請サポート講習会
　研究推進委員会の主催により、平成26年 7 月22日㈫に
833講義室（総合実習館 3階）において以下の通り開催され
た。
16:10 ～16:20　開会のあいさつ（研究推進委員長）
16:20 ～16:40　講師による説明と質疑応答

（川端悠先生：短期大学幼児保育学科）
16:40 ～17:00　講師による説明と質疑応答

（田村正文先生：大学ビジネス学部）
17:00 ～17:10　科研費担当者による説明

　（高橋昌樹課長：学務部学務課）
17:10 ～17:15　閉会のあいさつ（研究推進委員長）

（35）主なスポーツ戦績
硬式野球部
◆北東北大学野球春季リーグ戦（ 2位）

【本学】　　 0－ 1　　【岩手大学】　　
【本学】　　 2－ 1　　【岩手大学】　　
【本学】　　 9－ 0　　【八戸工業大学】　　

【本学】　　 7－ 0　　【八戸工業大学】　　
【本学】　　 1－ 5　　【青森大学】　　
【本学】　　 6－ 7　　【青森大学】　　
【本学】　　 8－ 2　　【青森中央学院大学】　　
【本学】　　 8－ 2　　【青森中央学院大学】　　
【本学】　　 0－ 7　　【富士大学】　　
【本学】　　 6－ 3　　【富士大学】　　

◆北東北大学野球　新人戦
【本学】　　 0－ 7　　【富士大学】　　

◆第 9回 東北地区大学野球選手権大会
【本学】　　 3－ 1　　【八戸工業大学】　　
【本学】　　 3－ 1　　【福島大学】　　
【本学】　　 6－ 0　　【東日本国際大学】　　
【本学】　　 4－ 5　　【東北福祉大学】　　

◆北東北大学野球　秋季リーグ戦（ 2位）
【本学】　　 1－ 3　　【岩手大学】　　
【本学】　　 7－ 1　　【岩手大学】　　
【本学】　　10－ 3 　　【青森中央学院大学】　　
【本学】　　 5－ 7　　【青森中央学院大学】　　
【本学】　　 3－ 1　　【ノースアジア大学】　　
【本学】　　 7－ 0　　【ノースアジア大学】　　
【本学】　　 6－ 2　　【青森大学】　　
【本学】　　 2－ 3　　【青森大学】　　
【本学】　　 5－ 0　　【富士大学】　　
【本学】　　 3－ 1　　【富士大学】　　

◆大館トーナメント大会
【本学】　　 9－ 2　　【盛岡大学】　　
【本学】　　 8－ 2　　【ノースアジア大学】　　
【本学】　　 7－ 1　　【青森大学】　　
【本学】　　 2－ 1　　【青森中央学院大学】　　

◆第45回明治神宮野球大会 第 6 回東北地区大学
　代表決定戦（ 2位）

【本学】　　 3－ 2　　【仙台大学】　　
【本学】　　 1－ 0　　【東北学院大学】　　
【本学】　　 8－ 1　　【東北公益文科大学】　　
【本学】　　 3－12　　【富士大学】　　

サッカー部
◆第43回青森県大学・高専サッカーリーグ（優勝）

【本学】　　 9－ 0　　【八戸高専】
【本学】　　21－ 0 　　【八戸工業大学】　　
【本学】　　 2－ 0　　【北里大学獣医学部】
【本学】　　 2－ 1　　【弘前大学医学部】
【本学】　　 3－ 2　　【青森中央学院大学】　　
【本学】3－ 0【弘前大学全学部】

◆平成26年度第38回総理大臣杯全日本大学サッカートーナ
　メント東北予選

【本学】　　 5－ 2　　【宮城教育大学】　　
【本学】　　 0－ 1　　【富士大学】　　

◆2014年度　NHK杯　第67回青森県サッカー選手権大会
　（八学大FootballClub2014）
【八学大FC2014】 14－ 1 　　【八戸工業大学】　　
【八学大FC2014】 1 － 3 　　【五戸サッカークラブ】
（八戸学院大学　学生チーム　ベスト 4）　 

【本学】　　 3－ 1　　【ラウディ青森】
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【本学】　　 0－ 3　　【ラインメール青森FC】
◆東北地区大学体育大会

【本学】　　 6－ 0　　【盛岡大学】　　
【本学】　　 1－ 2　　【仙台大学】　　

◆（一社）青森県社会人南部 2部サッカーリーグ（優勝）
【八学大FC2014】 15－ 0 　　【陸上自衛隊八戸駐屯地サッカー部】
【八学大FC2014】 2 － 1 　　【名川けまり】
【八学大FC2014】 2 － 1 　　【天狗の木ＦＣ】
【八学大FC2014】 8 － 1 　　【八戸市庁】
【八学大FC2014】 7 － 0 　　【三沢FC十兵衛】
◆平成26年度東北地区大学サッカーリーグ（ 6位）
　　　【本学】　　 0－ 3　　【東北学院大学】　　

【本学】　　 0－ 2　　【富士大学】　　
【本学】　　 2－ 0　　【山形大学医学部】
【本学】　　 2－ 0　　【秋田大学】　　
【本学】　　 0－ 3　　【仙台大学】　　
【本学】　　 0－ 1　　【岩手大学】　　
【本学】　　 2－ 0　　【福島大学】　　
【本学】　　 0－ 0　　【山形大学】　　
【本学】　　 2－ 0　　【東北大学】　　
【本学】　　 1－ 0　　【宮城教育大学】　　
【本学】　　11－ 0 　　【盛岡大学】　　

◆第 4回　インディペンデンスリーグ東北2014
【本学】　　 1－ 3　　【FC SENDAI】
【本学】　　 0－ 1　　【仙台大学U-22】
【本学】　　 3－ 4　　【仙台大学FC】
【本学】　　 0－ 7　　【仙台大学B 1 】
【本学】　　 2－ 2　　【東北学院大FC】
【本学】　　 2－ 3　　【Fuji Univ.FC】
【本学】　　 6－ 3　　【仙台大学U-20】
【本学】　　 0－ 1　　【東北学院大SC】
【本学】　　 0－ 3　　【TohokuFC】

弓道部
◆第53回東北学生弓道大会　男子の部

（16射 7 中　予選敗退）
川原　和希　（ビジ 3）　 4射 2中
小笠原　聖洋（ビジ 3）　 4射 2中
三上　晃平　（ビジ 3）　 4射 2中
上野　洋明　（ビジ 3）　 4射 1中
◆三大戦
男子団体準優勝
女子団体　予選敗退

◆リーグ戦
男子団体　準優勝

◆東北学生弓道新人大会
上野　洋明（ビジ 3）　　予選敗退
三上　晃平（ビジ 3）　　予選敗退

陸上競技部
◆平成26年度　青森県春季陸上競技選手権大会

澤　幸弘（人間 3）　男子110mH決勝　　16"27　 6 位
古川　真也（人間 3）　男子110mH決勝　　16"91　 8 位
古川　真也（人間 3）　男子400mH決勝　　60"81　 5 位
洞内　晃喜（人間 1）　男子5000mW決勝　23'48"37　 2 位

蛯名　航洋（ビジ 1）　男子円盤投決勝　37m25㎝　 1位
◆第67回東北学生陸上競技対校選手権大会
蛯名　航洋（ビジ 1）　男子円盤投決勝　  35m21 　 3 位
洞内　晃喜（人間 1）　男子10000mW決勝　47'22"46　 6 位
平野　瑞希（人間 3）　女子5000m決勝　18'10"17　 5 位
三浦　文賀（人間 2）　女子円盤投決勝　  25m41　 7 位
木村　美砂（幼保 1）　決勝　　　　　　 2 '20"39　 5 位

◆第65回東北地区大学総合体育大会
澤　幸弘（人間 3）　男子110mH決勝　　15"53　 4 位
南　　勇眞（人間 2）　男子110mH決勝　　15"57　 6 位
蛯名　航洋（ビジ 1）　男子円盤投決勝　　35m40　 3 位
蛯名　航洋（ビジ 1）　男子砲丸投決勝　　11m53　 3 位
的場　大輝（人間 1）　男子走幅飛決勝　 6 m39㎝　 4位
蝦名・渡辺・的場・古川　男子　 4×101ｍR　決勝

43"92　 6 位
木村　美砂（幼保 1）　決勝　　　　　　　 59"30　 6 位
木村　美砂（幼保 1）　女子800m決勝　  2 '21"88　 6 位
平野　瑞希（人間 3）　女子5000m決勝　  17'46"11　 2 位
三浦　文賀（人間 2）　女子円盤投決勝　29m76㎝　 5位
三浦　文賀（人間 2）　女子やり投決勝　34m34㎝　 4位
五十嵐　茜（幼保 1）　女子走幅跳決勝　 5 m06㎝　 4位

◆国民体育大会兼東北選手権大会青森県選手権選考会
古川　真也（人間 3）　男子110mH決勝　　15"76　 5 位
古川　真也（人間 3）　男子400mH決勝　   56"28　 5 位
澤　幸弘（人間 3）　男子110mH決勝　　15"52　 4 位
新田　祥希（人間 2）　男子400mH決勝　　58"05　 8 位
蛯名　航洋（ビジ 1）　男子円盤投決勝   37m15㎝　 4位
五十嵐　茜（幼保 1）　女子走幅跳決勝　 5 m25㎝　 6位
三浦　文賀（人間 2）　女子やり投決勝　36m18㎝　 7位
木村　美砂（幼保 1）　女子400m決勝　　  59"92　 3 位
木村　美砂（幼保 1）　女子800m決勝　  2 '19"46　 2 位
平野　瑞希（人間 3）　女子5000m決勝　17'36"57　 2 位

◆第36回北日本学生陸上競技対校選手権大会
三浦　文賀（人間 2）　女子やり投決勝　37m40㎝　 8位

◆青森県秋季陸上競技選手権大会
古川　真也（人間 3）　男子110mH決勝　　15"61　 4 位
澤　幸弘（人間 3）　男子110mH決勝　　15"47　 3 位
的場　大輝（人間 1）　男子走幅跳決勝　 6 m51㎝　 6位
古川　真也（人間 3）　男子400mH決勝　   56"48 　 4 位
蛯名　航洋（ビジ 1）　男子円盤投 　　  33m47cm  2 位
木村　美砂（幼保 1）　女子400m決勝　     59"60　 3 位
塩谷　綺音（人間 2）　女子400m決勝　     62"43　 8 位
五十嵐　茜（幼保 1）　女子走幅跳決勝　 5 m32㎝　 4位
木村　美砂（幼保 1）　女子800m決勝　  2 '19"66　 1 位
塩谷　綺音（人間 2）　女子800m決勝　  2 '24"67　 4 位
五十嵐　茜（幼保 1）　女子200m決勝　　  26"57　 6 位
三浦　文賀（人間 2）　女子やり投決勝   37m10㎝   3 位
◆第32回全日本大学女子駅伝対校選手権大会　東北地区予選会
　 1時間52分35秒96　総合 4位
　平野　瑞希（人間 3）　女子5000m　　　17'25"41　 5 位
◆第43回東北学生陸上競技選手権大会

澤　幸弘（人間 3）　男子110mＨ決勝　   15"41　 5 位
古川　真也（人間 3）　男子400mＨ決勝　   57"03　 7 位
蛯名　航洋（ビジ 1）　男子円盤投決勝　36m90㎝   2 位
木村　美砂（幼保 1）　女子400m決勝　  　59"41　 7 位



―19―

木村　美砂（幼保 1）　女子800m決勝　  2 '18"43　 3 位
五十嵐　茜（幼保 1）　女子走幅跳決勝  5 ｍ33㎝　 4位
三浦　文賀（人間 2）　女子やり投決勝  36ｍ78㎝　 3位

自転車競技部
◆第54回東日本学生選手権トラック自転車競技会
清水　知美（ビジ 1）
3000mインディビデュアルパーシュート　　　　　 7位
清水　知美（ビジ 1）　500ｍタイムトライアル　　 6 位

◆第16回修善寺カップ　女子オープントラック＆ロード
　レース大会
清水　知美（ビジ 1）　200ｍフライングラップポイントレース
清水　知美（ビジ 1）　500ｍタイムトライアル
清水　知美（ビジ 1）　3000mインディビデュアルパーシュート
清水　知美（ビジ 1）　ロードレース 5 km× 8周DNF

◆第55回全日本学生選手権トラック自転車競技会
清水　知美（ビジ 1）　3000ｍ個人追い抜き
清水　知美（ビジ 1）　500ｍタイムトライアル

◆第49回全国都道府県対抗自転車競技大会
清水　知美（ビジ 1）　500mタイムトライアル

39秒169　 5 位
◆文部科学大臣杯　第70回全日本大学対抗選手権自転車競
　技大会
清水　知美（ビジ 1）　500mタイムトライアル

38秒684　 4 位
清水　知美（ビジ 1）　スプリント 2位

◆全日本学生トラックシリーズ　 9月泉崎ラウンド
清水　知美（ビジ 1）　 3 kmIP　　　　   4 .17.83
清水　知美（ビジ 1）　500m　　　　　　   40"12
清水　知美（ビジ 1）　200mF　　　　　　 12"45

◆第50回全日本学生自転車競技トラック新人戦東日本大会
清水　知美（ビジ 1）　500TT                    39"25    1 位
清水　知美（ビジ 1）　スプリント　　　　　         2 位

◆2014全日本自転車競技選手権大会オムニアム
清水　知美（ビジ 1）　スクラッチ　　　　　　　　30点
清水　知美（ビジ 1）　 3 km個人追い抜き　　　 　30点
清水　知美（ビジ 1）　エリミネーション　　　　　26点
清水　知美（ビジ 1）　500mTT　　　　　　　　　32点
清水　知美（ビジ 1）　フライングラップ　　　　　32点
清水　知美（ビジ 1）　ポイントレース －40点  合計110点

軟式野球部
◆第37回全日本大学軟式野球選手権大会奥羽地区予選

【本学】　　 3－ 4　　【盛岡大学】
【本学】　　 1－ 4　　【八戸工業大学】
【本学】　　 1－ 6　　【岩手大学】

◆東日本大学軟式野球予選会
【本学】　　 0－ 2　　【八戸工業大学】

バスケットボール部（男子）
◆国民体育大会バスケットボール（ 2位）

【本学】　　64－61　　【田舎館クラブ】
【本学】　　76－63　　【青森中央学院大学】
【本学】　　46－78　　【鶴田クラブ】

◆桜祭り協賛北日本バスケットボール大会（ 3位）

【本学】　 118－34　　【黒石ビーズ】
【本学】　　80－59　　【TOWA】
【本学】　　70－62　　【鯵ヶ沢クラブ】
【本学】　　49－57　　【田舎館クラブ】

◆三沢アメリカンズデー
【本学】　　56－43　　【JETS】

◆北奥羽地区大学バスケットボール大会
【本学】　　82－83　　【青森中央学院大学】

◆青森県バスケットボール総合選手権大会
【本学】　　65－105　　【鶴田クラブ】

◆県学生大会
【本学】　　76－50　　【北里大学】
【本学】　　78－77　　【青森大学】
【本学】　　77－102　　【青森中央学院大学】

◆東北大学バスケットボール新人大会
【本学】　　94－26　　【岩手県立大学】

バスケットボール部（女子）
◆国体予選（ 2位）

【本学】　　92－24　　【北里大学】
【本学】　　61－49　　【SIG】
【本学】　　55－59　　【弘前大学】

◆北奥羽地区大学春季バスケットボール大会（ 3位）
【本学】　　94－29　　【青森中央学院大学】
【本学】　　51－63　　【弘前大学】
【本学】　　68－56　　【岩手大学】

◆第35回青森県大学バスケットボール大会
【本学】　　64－65　　【弘前大学】

◆ 2部リーグトーナメント
【本学】　　106－21　　【盛岡大学】
【本学】　　97－45　　【青森中央学院大学】
【本学】　　66－71　　【岩手大学】

◆県学生大会（ 2位）
【本学】　　88－39　　【青森中央学院大学】
【本学】　　58－76　　【弘前大学】

◆東北大学バスケットボール新人大会
【本学】　　92－63　　【盛岡大学】
【本学】　　70－66　　【青森大学】

スケート部
◆名久井岳トレイルランニング2014
西澤　奎佑　（人間 2）　総合　　　　　　　　　　 5位
丹波　佳奈美（人間 2）　女性　　　　　　　　　　 1位
古庄　亜衣　（人間 1）　女性　　　　　　　　　　 2位
◆チャレンジヒルクライム岩木山
西澤　奎佑　（人間 2）　　　　　　　　　　　　　14位
丹波　佳奈美（人間 2）　　　　　　　　　　　　　優勝
古庄　亜衣　（人間 1）　　　　　　　　　　　　　 4位
◆2014/2015ジャパンカップスピードスケート球技会
　第 1戦・第 2戦
（第 1戦）
古庄　亜衣　（人間 1）　5000ｍ　　 7分38秒05　　 5位
古庄　亜衣　（人間 1）　3000ｍ　　 4分25秒40　　 6位

（第 2戦）
古庄　亜衣　（人間 1）　3000ｍ　　 4分42秒37　　 3位
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古庄　亜衣　（人間 1）　1500ｍ　　 2分13秒97　　11位
◆第48回青森県選抜スピードスケート競技会
丹羽　佳奈美（人間 2）　1000m　　 1分24秒59　　 2位
丹羽　佳奈美（人間 2）　1500m　　 2分25秒86　　 3位
古庄　亜衣　（人間 1）　1500m　　 2分14秒29　　 1位
古庄　亜衣　（人間 1）　3000m　　 4分36秒18　　 1位
西澤　奎佑　（人間 2）　1000m　　 1分21秒14　　 2位
西澤　奎佑　（人間 2）　1500m　　 2分07秒88　　 1位

◆第33回全日本学生スピードスケート選手権大会
丹羽　佳奈美（人間 2）　500m　　　 47秒192 　 1 位
丹羽　佳奈美（人間 2）　1500m　　 2分23秒69　　20位
丹羽　佳奈美（人間 2）　3000m　　 5分04秒72　　20位
古庄　亜衣　（人間 1）　 500m　　　　44秒41　　14位
古庄　亜衣　（人間 1）　1500m　　 2分10秒85　　 7位
古庄　亜衣　（人間 1）　3000m　　 4分35秒96　　 4位
古庄　亜衣　（人間 1）　5000m　　 7分54秒81　　 6位
西澤　奎佑　（人間 2）　 500m　　　　39秒72　　33位
西澤　奎佑　（人間 2）　1500m　　 2分06秒48　　42位
西澤　奎佑　（人間 2）　5000m　　 8分01秒87　　44位

◆第82回全日本スピードスケート選手権大会
古庄　亜衣　（人間 1）　 500m　　　　43秒16　　27位
古庄　亜衣　（人間 1）　3000m　　 4分26秒83　　16位
古庄　亜衣　（人間 1）　1500m　　 2分07秒10　　21位

◆第44回東北スケート競技選手権大会
丹羽　佳奈美（人間 2）　1000m　　 1分32秒81　　 1位
丹羽　佳奈美（人間 2）　1500m　　 2分23秒28　　 2位
西澤　奎佑　（人間 2）　1000m　　 1分20秒38　　 4位
西澤　奎佑　（人間 2）　1500m　　 2分05秒84　　 1位

◆第41回青森県スプリントスピードスケート選手権大会
丹羽　佳奈美（人間 2）　 500m①　　　46秒79
丹羽　佳奈美（人間 2）　 500m②　　　45秒62
丹羽　佳奈美（人間 2）　1000m①　 1分34秒08
丹羽　佳奈美（人間 2）　1000m②　 1分33秒57　　 3位
古庄　亜衣　（人間 1）　 500m①　　　44秒27
古庄　亜衣　（人間 1）　 500m②　　　43秒91
古庄　亜衣　（人間 1）　1000m①　 1分29秒44
古庄　亜衣　（人間 1）　1000m②　 1分27秒05　　 1位
西澤　奎佑　（人間 2）　 500m①　　　41秒26
西澤　奎佑　（人間 2）　 500m②　　　40秒08
西澤　奎佑　（人間 2）　1000m①　 1分23秒32

　西澤　奎佑　（人間 2）　1000m②　 1分20秒87　　 4位
◆第87回日本学生氷上競技選手権大会
丹羽　佳奈美（人間 2）　1000m　　 1分36秒29　　19位
丹羽　佳奈美（人間 2）　1500m　　 2分25秒71　　19位
古庄　亜衣　（人間 1）　1500m　　 2分15秒22　　14位
古庄　亜衣　（人間 1）　3000m　　 4分43秒45　　 8位
西澤　奎佑　（人間 2）　1000m　　 1分22秒21　　27位
西澤　奎佑　（人間 3）　1500m　　 2分08秒02　　29位

ラグビー部
◆都道府県対抗

【青森】　　46－17　　【福島】
【青森】　　37－49　　【宮城】

◆平成26年度 第65回東北地区大学体育大会ラグビーフッ
トボール競技（優勝）

【本学】　　37－ 0 　　【東北大学】
【本学】　　29－ 5 　　【山形大学】
【本学】　　38－12　　【岩手医科大学】
【本学】　　33－ 7 　　【岩手大学】　　
【本学】　　49－ 0 　　【北里大学獣医学部】
【本学】　　31－ 7 　　【盛岡大学】　　

◆青森県ラグビーカーニバル（ 7人制　優勝）
【本学】　　 ＶＳ 　　【北里大学】　　
【本学】　　 ＶＳ 　　【弘前大学医学部】
【本学】　　 ＶＳ 　　【弘前大学全学部】

◆東北地区大学ラグビーリーグ（ 2部　優勝）
【本学】　　83－ 0 　　【東北大学医学部】
【本学】　　66－12　　【山形大学】　　
【本学】　 123－ 5 　　【福島県立医科大学】　　
【本学】　　63－ 0 　　【日本大学工学部】
【本学】　　29－10　　【盛岡大学・岩手県立大学】

柔道部
◆第69回国体柔道競技青森県選手選考会
　 男子73㎏級　　磯島　望宏（人間 3）　　　　  ベスト 8
◆東北学生体重別選手権大会
　 男子81kg級　　磯島　望宏（人間 3）　　　　  ベスト 8
 　男子60kg級　　飯田　悠太（人間 2）　　  　   初戦敗退
◆第52回三船十段杯争奪柔道大会
 団体戦予選敗退
 　無差別級　　　磯島　望宏（人間 3）　　　　  ベスト 8
◆青森県サンボ選手権大会
　男子74kg級　　磯島　望宏（人間 3）　　　　　　  2 位
◆全日本柔道選手権大会　青森県予選会
　無差別級　　　磯島　望宏（人間 3）　　　　　初戦敗退

アイスホッケー部
◆RAB杯

【本学】　　11－ 1 　　【八戸西高校】
【本学】　　 3－ 5　　【吉田産業】

◆東北地区大学学生アイスホッケー選手権大会（ 2位）
【本学】　　12－ 1 　　【山形大】
【本学】　　 6－ 5　　【東北学院大学】
【本学】　　 3－ 4　　【八戸工業大学】

◆第87回日本学生氷上競技選手権大会
　　　【本学】　　 0－ 6　　【中央大学】

女子サッカー部
◆青森県女子サッカー選手権春季大会

【本学】　　 3－ 0　　【三沢高校】
【本学】　　 0－ 2　　【シュラインFC】

◆第23回全日本大学女子サッカー選手権大会　東北地域大会
　【本学・弘前大学】　 0－ 1　【山形大学・東北公益文科大学】
 　代表決定戦
　【本学・弘前大学】　 0－ 9　【仙台大学】
 　第 3位決定戦
　【本学・弘前大学】　 2－ 3　【山形大学・東北公益文科大学】
◆トリムカップ2015東北大会
　（参加者　成田優　続橋琴菜　続橋菜摘）

青森　　 7－ 3　　秋田
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青森　　 2－ 1　　福島
青森　　 6－ 0　　岩手
青森　　 3－ 2　　山形

硬式テニスサークル
◆平成26年度八戸市B・C級ダブルスオープンテニス大会
Ｂ級Ａブロック【本学】　 6－ 1　【中西・村上】海自青森
Ｂ級Ａブロック【本学】　 6－ 4　【岡風呂・名越】三菱製紙
Ｂ級Ａブロック【本学】　 6－ 4　【新戸部・浅坂】

ロイヤル・T's club
Ｂ級Ａ 1位 2位決定戦
　木村　優哉（ビジ 1）　佐野　史弥（ビジ 1）　　　　 1位
　　　　　　　【本学】　 6－ 4　【川村・梅田】えぬぶん
Ｂ級Ｂブロック【本学】　 5－ 6　【荒木・谷池中】八戸高専
Ｂ級Ｂブロック【本学】　 6－ 5　【川村・梅田】えぬぶん
Ｂ級Ｂブロック【本学】　 6－ 2　【松山（職員）・山本（職員）】

八戸学院大学
Ｂ級Ｂ 3位 4位決定戦
　引地　優佑（ビジ 1）　村田　隆史（教員）　　　　　 4位
　　　　　　　【本学】　 0－ 6　【新戸部・浅坂】

ロイヤル・T's club
Ｃ級第 1試合
【本学】小山　祐太郎（ビジ 2）6 － 1 田中　翔吾（看護 2）【本学】
　　坂本　京一（人間 4）　　　　菊田　恭平（人間 3）
【本学】小山　祐太郎（ビジ 2）4 － 6 小田桐【八戸高専】
　　坂本　京一（人間 4）　　　　土畑
【本学】田中　翔吾（看護 2）　 1 － 6 小山　祐太郎（ビジ 2）【本学】
　　菊田　恭平（人間 3）　　　　坂本　京一（人間 4）
【本学】田中　翔吾（看護 2）　 3 － 6 小田桐【八戸高専】
　　菊田　恭平（人間 3）　　　　土畑
Ｃ級第 2試合
【本学】小山　祐太郎（ビジ 2）6 － 4 田中　翔吾（看護 2）【本学】
　　坂本　京一（人間 4）　　　　菊田　恭平（人間 3）
【本学】小山　祐太郎（ビジ 2）3 － 6 小田桐【八戸高専】
　　坂本　京一（人間 4）　　　　土畑
【本学】田中　翔吾（看護 2）　 4 － 6 小山　祐太郎（ビジ 2）【本学】
　　菊田　恭平（人間 3）　　 　　坂本　京一（人間 4）
【本学】田中　翔吾（看護 2）　 3 － 6 小田桐【八戸高専】
　　菊田　恭平（人間 3）　　　　 土畑
◆平成26年度青森県春季ダブルステニス選手権大会
Ｂ級Ａブロック
【本学】引地　優佑（ビジ 1）　 1 － 6 中田【十和田市TA】
　　村田　隆史（教員）　　　　母良田
【本学】引地　優佑（ビジ 1）　 2 － 6 竹下【海自青森TC】
　　村田　隆史（教員）　　　　菅原
【本学】引地　優佑（ビジ 1）　 3 － 6 丸子【日本原燃TC】
　　村田　隆史（教員）　　　　 鎌田
Ｂ級Ｄブロック
【本学】木村　優哉（ビジ 1）　 1 － 6 小松【海自青森TC】
　　佐野　史弥（ビジ 1）　　　　三浦
【本学】木村　優哉（ビジ 1）　 3 － 6 横山【日本原燃TC】
　　佐野　史弥（ビジ 1）　　　　 野月【十和田市TA】
◆八戸市ダブルス選手権大会
男子Ｂ級
一 回 戦　山本　徹（職員）　　 2－ 8中村【ロイヤル】

　　　　　菊田　恭平（人間 3）　　　　富岡
　　　　　佐野　史弥（ビジ 1）　 9 － 7 木村【ファミリー】
　　　　　引地　優佑（ビジ 1）　　　　藤田
二 回 戦　松山　政義（職員）　 8－ 4 澤山【八戸高専】
　　　　　木村　優哉（ビジ 1）　　　　田端
　　　　　佐野　史弥（ビジ 1）　 6 － 8 荒木【八戸高専】
　　　　　引地　優佑（ビジ 1）　　　　上条
準々決勝　松山　政義（職員）　 5－ 8 浅坂【T's club】
　　　　　木村　優哉（ビジ 1）　　　　坂本
　　　　　小山　祐太郎（ビジ 2）1 － 8 豊川【八戸高専】
　　　　　田中　翔吾（看護 2）　　　　日山
コンソレ　山本　徹（職員）　　 3－ 8宮本【海自青森】
　　　　　菊田　恭平（人間 3）　　　　袖林
　　　　　小山　祐太郎（ビジ 2）5 － 6 木村【ファミリー】
　　　　　田中　翔吾（看護 2）　　　　藤田
男子Ｃ級　村田　隆史（教員）　 0－ 6【海自青森】
　　　　　吉田　翔太（人間 4）　　　　小林
　　　　　村田　隆史（教員）　 7－ 5長沢【八戸高専】
　　　　　吉田　翔太（人間 4）　　　　蛯名
　　　　　村田　隆史（教員）　 2－ 6 木村【海自青森】
　　　　　吉田　翔太（人間 4）　　　　曽田
女子B級（Aリーグ）
　　　　　大谷地　美里（看護 1）0 － 6 鈴木【八戸高専】
　　　　　木澤　ゆき子（幼保 1）　　　黒川
　　　　　大谷地　美里（看護 1）1 － 6 吉田【リトルモー】
　　　　　木澤　ゆき子（幼保 1）　　　橋本
5，6，7位決定戦
　　　　　大谷地　美里（看護 1）2 － 6 杉野森【八戸高専】
　　　　　木澤　ゆき子（幼保 1）　　　瀧野
◆泉山杯争奪テニス選手権大会
 予選トーナメント
　　　　　　　　【本学】　　 0－ 3　　【T's club】
　　　　　　　　【本学】　　 2－ 1　　【海自青森A】
 2 位トーナメント
　　　　　　　　【本学】　　 2－ 1　　【ファミリー B】
　　　　　　　　【本学】　　 1－ 2　　【ファミリーA】
◆青森県学連テニス選手権大会
女子シングルス　大谷地　美里（看護 1）3 － 8 浅利　遥香
女子ダブルス　　大谷地　美里（看護 1）0 － 8 駒井　志穂
　　　　　　　　浅利　遥香　　　　　 　 舘絵　美里
男子ダブルス　　引地　優佑（ビジ 1）　 0 － 6 糸川　凛
　　　　　　　　坂本　京一（人間 4）　　　　柳谷　啓太
　　　　　　　　佐野　史弥（ビジ 1）　 6 － 2 小松　隼人
　　　　　　　　木村　優哉（ビジ 1）　　　　竹浪　大樹
　　　　　　　　佐野　史弥（ビジ 1）　 6 － 4 大嶋　佑汰
　　　　　　　　木村　優哉（ビジ 1）　　　　川越　智幸
　　　　　　　　佐野　史弥（ビジ 1）　 6 － 2 澤目　直樹
　　　　　　　　木村　優哉（ビジ 1）　　　　稲毛　隆
　　　　　　　　佐野　史弥（ビジ 1）　 1 － 6 成田　貴大
　　　　　　　　木村　優哉（ビジ 1）　　　　倉内　祐輔

ベスト 8
男子シングルス　引地　優佑（ビジ 1）　 6 － 2 寺田　明秀
　　　　　　　　坂本　京一（人間 4）　 2 － 6 柳谷　啓太
　　　　　　　　木村　優哉（ビジ 1）　 6 － 2 佐々木　友弥
　　　　　　　　佐野　史弥（ビジ 1）　 6 － 0 堀　春海
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　　　　　　　　引地　優佑（ビジ 1）　 0 － 6 千葉　隆子
　　　　　　　　木村　優哉（ビジ 1）　 4 － 6 石岡　丞
　　　　　　　　佐野　史弥（ビジ 1）　 6 － 2 糸川　凛
　　　　　　　　佐野　史弥（ビジ 1）　 6 － 8 澤目　直樹

ベスト32
◆平成26年度全日本大学対抗王座決定試合東北地区大会
　 7部リーグ
ダブルス　【本学】　 1－ 2　東北薬科大学
シングルス【本学】　 4－ 2　東北薬科大学
合　　計　【本学】　 5－ 4　東北薬科大学
6 部に昇格

◆トレーニングサークル
名川モーターランドSPボディビルショー
鉄人之国
佐々木駿（人間 2）　第12位　決勝進出
磯島望宏（人間 3）　第15位

（36）主な文化活動
◇障害児（者）共生サークル"てとて"
5 月17日　八戸市福祉公民館フレンドパーク
6月 7日　交流の森広場　　番組撮影・イベントMC
6 月 8 日　交流の森広場　　番組撮影・イベントMC
7 月12日　八戸市福祉公民館フレンドパーク
7月25日　はっち　　　　　演劇舞台手伝い
9月20日　おおのキャンパスフレンドパーク
11月 8 日　八戸市福祉公民館フレンドパーク
1月17日　八戸市福祉公民館フレンドパーク
◇自然サークル
11月26日　三陸のウミ・山巡り
◇Searchers工房
9月23日　大学生観光まちづくりコンテス2014北日本ステ
　　　　　ージポスターセッション参加
◇キャリアサポート研究会
4月19日　本学・総合実習館812教室　基本研修
4月26日　本学・総合実習館812教室　WS演習
5月18日　本学・総合実習館812教室　基本研修
5月25日　本学・総合実習館812教室　ワークショップ演習
7月12日　本学・総合実習館812教室　基本研修
11月27日　青森県六ヶ所高校　　　　 六ヶ所高校企画
11月30日　本学・総合実習館832教室　プレゼン大会
12月 3 日　八戸工業大学第二高校　　 工大二高企画
1月14日　八戸工業大学第二高校　　 工大二高企画
◇Be-labo
4 月 7 日　八戸市公会堂番組撮影
4月20日　ラピア　　　　　番組撮影
5月 2日　はっち　　　　　番組撮影
6月 5日　石堂第 1号公園　番組撮影
6月 7日　交流の森広場　　番組撮影・イベントMC
6 月 8 日　交流の森広場　　番組撮影・イベントMC
7 月25日　はっち　　　　　演劇舞台手伝い
7月26日　はっち　　　　　演劇舞台手伝い・番組収録
7月27日　はっち　　　　　演劇舞台手伝い
7月29日　馬淵川沿い　　　番組撮影
7月30日　東運動公園陸上部の練習風景を撮影
8月20日　田子町役場ワークショップ

8月25日　南郷　山の楽校　　番組収録
9月 3日　白山台公園　　　　番組収録
9月 3日　種差海岸　　　　　番組収録
9月 3日　こどもの国　　　　番組収録
9月 8日　陸奥湊駅前映画「ライアの祈り」エキストラ参加

（37）図書委員会学外会議
私立大学図書館協会東地区部会総会・館長会・講演会
　・開催日　　平成26年 6 月14日㈯
　・会　場　　成蹊大学
　・出席者　　館長　矢野　峰生
第20回 青森県高等教育機関図書館協議会総会
・開催日　　平成26年 7 月18日㈮
・会　場　　八戸工業大学
・出席者　　情報メディア課課長　浜　章夫

　　同課長補佐　　　　　織戸　浩
　　同主事（司書）　　　　伊藤　瞳

私立短期大学図書館協議会東北地区協議会
・開催日　　平成26年 9 月26日㈮
・会　場　　平泉ホテル「武蔵坊」
・出席者　　図書館事務室長　　　織戸　浩

（38）平成26年度青森県高等教育機関図書館協議会研修会
「イマドキの若者と図書館　～デジタルネイティブの心を
アナログなアプローチでキャッチする～
・開催日　　平成26年11月21日㈮
・会　場　　弘前大学附属図書館 3階
　　　　　　グループ・ラーニング・ルーム
・出席者　　図書館事務室長　　　織戸　浩
　　　　　　司書　　　　　　　　伊藤　瞳

（39）大学入試センター試験実施委員会学外会議
・平成27年度大学入試センター試験地区別連絡会議
　日　時　 6月 5日㈭　14：00 ～16：00
　場　所　弘前大学　総合教育棟 1階　共用会議室
　出席者　センター試験担当課長　石田　功
・平成27年度大学入試センター試験地区別連絡会議（紙上）
　日　時　 7月29日㈫～ 8月 4日㈪
・平成27年度大学入学者選抜大学入試センター試験入試担
　当者連絡協議会（第 1回）
　日　時　 8月25日㈪　 10：00 ～16：30
　場　所　仙台国際センター 2 階大会議室「橘」
　出席者　センター試験実施委員　田中　敬一
　　　　　センター試験実施委員　金地　美知彦
　　　　　センター試験担当課長　石田　功
　　　　　センター試験担当係長　早川　幸久
・平成27年度大学入学者選抜大学入試センター試験試験場
　設定大学連絡協議会
　日　時　10月21日㈫13：00 ～17：30
　場　所　北海道大学 学術交流会館
　出席者　センター試験実施委員　小澤　昭夫
　　　　　センター試験担当課長　石田　功
・平成27年度大学入学者選抜大学入試センター試験入試担
当者連絡協議会（第 2回）
　日　時　12月11日㈭10：00 ～16：00
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　場　所　東北大学　百周年記念会館川内萩ホール
　出席者　センター試験実施委員　長谷川　美千留
　　　　　センター試験担当課長　石田　功

（40）平成27年度大学入試センター試験の実施
　平成27年度大学入学者選抜大学入試センター試験は、平
成27年 1 月17日㈯、18日㈰の二日間で実施された。本学試
験場では、八戸東高校、八戸西高校、八戸聖ウルスラ高校、
八戸学院光星高校の受験生が受験した。

（41）庶務日誌摘録
○教務委員会
平成26年　　 3月 5日㈬　　 4月 8日㈫　　 5月 7日㈬
　　　　　　 6月 4日㈬　　 7月 2日㈬　　 9月10日㈬
　　　　　　10月 1 日㈬　　11月 5 日㈬　　12月 3 日㈬
平成27年　　 1月 9日㈮　　 2月 4日㈬　　 2月25日㈬

○学生委員会
平成26年　　 4月14日㈪　　 5月12日㈪　　 6月 2日㈪
　　　　　　 7月 7日㈪　　 8月 4日㈪　　 9月 9日㈫
　　　　　　10月 6 日㈪　　11月10日㈪　　12月 1 日㈪
平成27年　　 1月 8日㈭　　 2月 2日㈪

○学生相談・ハラスメント担当　
　平成26年　　 5月 8日㈭　　 6月 3日㈫　　 7月 8日㈫
　　　　　　　 9月 2日㈫　　12月 9 日㈫
　平成27年　　 2月 3日㈫　　
○就職支援委員会
平成26年　　 4月 4日㈮　　 4月30日㈬　　 6月 3日㈫
　　　　　　 7月 1日㈫　　 9月 2日㈫　　10月 7 日㈫
　　　　　　11月 4 日㈫　　12月 2 日㈫　　
平成27年　　 1月 6日㈫　　 2月 3日㈫

〇研究倫理委員会
平成26年　　 6月13日㈮　　10月31日㈮

○研究推進委員会
平成26年　　 3月 4日㈫　　 5月 7日㈬　　 6月 4日㈬
　　　　　　 7月 2日㈬　　 9月10日㈬　　10月 8 日㈬
　　　　　　11月12日㈬　　12月10日㈬
平成27年　　 1月20日㈫　　 2月12日㈭

○特別学生支援室
　特別学生支援室会議　　　　 4月 4日㈮
　ノートティカー会議　　　　 5月 9日㈮
○国際学生支援委員会
平成26年　　 4月22日㈫　　 5月14日㈬　　 6月 6日㈮
　　　　　　 7月15日㈫　　 9月30日㈫　　10月29日㈬
　　　　　　11月26日㈬　　12月19日㈮

　平成27年　　 1月27日㈫　　 2月18日㈬
〇自己点検評価委員会
平成26年　　 4月22日㈫　　 7月 1日㈫　　 7月14日㈪
　　　　　　 7月15日㈫　　 9月16日㈫　　 9月25日㈭
　　　　　　 9月26日㈮　　 9月29日㈪　　12月 1 日㈪
　　　　　　12月16日㈫　　12月22日㈪

　平成27年　　 1月23日㈮
○教養教育運営委員会
　平成26年　　 6月10日㈫　　 7月 9日㈬　　 9月10日㈬
　　　　　　　11月12日㈬　　12月10日㈬
　平成27年　　 1月28日㈬

〇ＦＤ委員会
平成26年　　 4月 2日㈬　　 4月28日㈪　　 5月26日㈪
　　　　　　 6月30日㈪　　 7月28日㈪　　 9月 5日㈮
　　　　　　 9月29日㈪　　10月27日㈪　　11月17日㈪
　　　　　　12月22日㈪
平成27年　　 1月26日㈪　　 3月 2日㈪
○キャリア支援センター会議
　平成26年　　 4月 8日㈫　　 5月13日㈫　　 6月11日㈬
　　　　　　　 7月 8日㈫　　 9月 9日㈫　　10月 8 日㈬
　　　　　　　11月11日㈫　　12月 9 日㈫
　平成27年　　 1月 7日㈬　　 2月 6日㈮　　 3月10日㈫
○広報委員会
　平成26年　　 4月 3日㈭　　 4月30日㈬　　 6月 3日㈫
　　　　　　　 7月 1日㈫　　 7月22日㈫　　 9月 2日㈫
　　　　　　　 9月24日㈬　　11月 4 日㈫　　12月 2 日㈫
　平成27年　　 1月 6日㈫　　 1月27日㈫　　 3月 3日㈫
○入学試験運営委員会
　平成26年　　 4月15日㈫　　 5月12日㈪　　 6月 9日㈪
　　　　　　　 7月 7日㈪　　 9月 8日㈪　　10月 7 日㈫
　平成27年　　 2月 1日㈰　　 3月 9日㈪
〇図書委員会
　平成26年　　 4月30日㈬
〇紀要編集委員会
　平成26年　　 5月 7日㈬　　 7月24日㈭　　 9月29日㈪
　平成27年　　 1月27日㈫
〇大学入試センター試験実施委員会
　平成26年　　 9月19日㈮　　10月31日㈮　　11月28日㈮
　　　　　　　12月15日㈪
監督者説明会　12月17日㈬【大学】
監督者説明会　12月18日㈭【短大】
　平成27年　　 1月 7日㈬
○地域連携研究センター運営委員会
　平成26年　　 4月23日㈬　　 5月28日㈬　　 6月25日㈬
　　　　　　　 7月23日㈬　　 9月24日㈬　　10月22日㈬
　　　　　　　11月26日㈬　　12月24日㈬
　平成27年　　 1月28日㈬　　 2月25日㈬　　 3月25日㈬
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■玉樹　真一郎（たまき・しんいちろう）
　1977年（昭和52年）生まれ。青森県八戸市出身。東京工業
大学工学部電気電子工学科集積システムコース修了。北陸
先端科学技術大学院大学知識科学研究科修了。修士（知識
科学）。専門分野は企画設計と起業。任天堂を経て現職。
担当科目は基礎演習、プレゼンテーション、情報デザイン、
中小企業ベンチャー企業論、経営情報論、システム開発実
習Ⅱ。特定非営利活動法人プラットフォームあおもり理事。

■根城　隆幸（ねじょう・たかゆき）
　1951年（昭和26年）生まれ。青森県八戸市出身。日本大学
商学部会計学科卒業。青森県立高等学校教諭、青森県情報
処理教育センター指導主事、青森県総合学校教育センター
産業教育課長、青森県立八戸中央高等学校教頭、青森県立
八戸商業高等学校教頭、青森県立金木高等学校長、青森県
立八戸商業高等学校長、八戸学院短期大学非常勤講師、准
教授、教授を経て、2014年 4 月より現職。担当科目は教師
論、教育課程論、職業指導、商業科教育法Ａ・Ｂ、情報科
教育法Ａ・Ｂ、教育実習Ａ、教職実践演習、研究演習。
青森県立八戸商業高等学校後援会理事、青森県立八戸商業
高等学校いじめ防止専門員。所属学会は日本商業教育学会。

■幸田　威久矢（こうだ・いくや）
　1983（昭和58年）年生まれ。千葉県出身。青山学院大学大
学院会計プロフェッション研究科専門職学位課程修了。会
計修士（専門職）。専門分野は会計学。2014年 4 月より八戸
学院大学ビジネス学部助教。担当科目は、工業簿記、原価
計算論、財務管理論、企業ファイナンス論、基礎演習、プ
レゼンテーション。主要業績（論文）は、「キャッシュ・フ
ロー計算書の作成に関する一考察－間接作成法に焦点を当
てて－」がある。

人間健康学部ビジネス学部

◆本号は一部をのぞき平成26年 3 月 1 日から
平成27年 2 月28日までの記事を掲載しました。

■浜中　のり子（はなまか・のりこ）
生年：1953年 2 月11日。出身地：青森県八戸市　学歴：国
立相模原病院付属看護学校卒業。日本看護協会看護研修学
校教員養成課程修了。佛教大学社会学部社会福祉学科卒業。
公立ラ･トローブ大学看護学修士取得コース終了。
専門分野：看護基礎教育。職歴：国立相模原病院、東邦大
学看護専門学校、青森労災看護専門学校、青森労災病院、
東北労災看護専門学校。担当科目：看護学、看護学演習、
看護学臨床実習Ⅰ・Ⅱ。主業績：（共著）新卒・ 2年目・ 3
年目を対象とした看護倫理教育、 2007年12月、日総研 看
護人材教育 4（ 5）（発表） 看護基礎教育における医療安全
教育の一考察第 1報・第 2報、2012年12月、第60回日本職
業・災害医学会学術大会（共著・発表）養護教諭養成におけ
る看護学臨床実習の実施状況および実施上の困難について
（2014年 9 月、第62回東北学校保健学会）所属学会：日本
看護倫理学会、日本看護診断学会、看護教育研究学会、日
本学校保健学会

■嶋崎　綾乃（しまざき・あやの）
1988（昭和63年）年生まれ。新潟県新潟市出身。日本女子体
育大学舞踊学専攻卒業、筑波大学大学院人間総合科学研究
科体育学専攻博士前期課程修了。修士（体育学）。専門分野
は舞踊学、舞踊教育学。2014年 4 月より現職。担当科目は
ダンス、スポーツの科学、スポーツの科学概論、基礎演習、
プレゼンテーション。主業績は、「舞踊における身体様式
に関する研究（第65回舞踊学会）、「ダンサーの魅力と身体
様式に関する一考察―コンテンポラリーダンサーの「色気」
に着目して―」（第65回日本体育学会体育哲学分野）におい
て発表。所属学会は日本体育学会、舞踊学会、比較舞踊学
会。

新　任　紹　介新　任　紹　介


