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結果を出し「評価」されてこそ、改革である

八戸学院大学学報




2016年 4 月 6 日 八戸学院大学広報委員会発行　第81号

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。 3年が経
過し、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。そして一体感をともなった学生
諸君の活躍は、勉学、サークル活動、社会貢献活動などで
目覚ましいものがあった。難関社会福祉士試験での高い合
格率や、養護教諭の 2名の合格採用、体育教員の採用など
学生諸君の勉学の成果が顕著に現れた年であり、世界での
スペシャルオリンピックスでの活躍や全国大学対抗選手権
自転車競技大会での 2種目優勝など文武バランスの良い私
学らしい活躍も目立った。
　本格的な高齢化社会を迎え地域健康医療人材の育成が急
務の中、大学に 4年制の看護学科の新設も認可され、この
4月に新入学科生を迎える事となった。人間健康学部の名
称も変わり健康医療学部として更に幅広く現在社会の求め
る人材育成、地域課題の解決を進める事ができることによ
り、地域の高等教育機関として存在価値とステージをあげ
る事ができた。一方、ビジネス学部もより時代にあったカ
リキュラムの導入を目指し教育内容の抜本的再検討が進ん
でいる。改革は、CIから始まり、教育の中身の改革に着手、
平成26年に地域への課題解決型提案型連携センターを目指
し総合研究所を改組したが、様々な地域連携社会貢献活動
も目に見える活発な活動も大きく増えてきている。そんな
第 2ステージの改革は着々と成果と結果を出しつつある。
しかし、結果は我々が示すものであるが「評価」は社会、
地域の目が下すものである。決して自己満足ではなく求め
られる役割を更に越える結果を出してこそ評価される。

　この28年春から、さらなる第 3の改革を法人全体と連動
して進める。今まで以上に環境の変化を先取りし、幼稚園
から大学まで含めた全学院を俯瞰し、教育の原点を確かめ、
貫き、揺るぎない学院の建学の精神を再構築しながら改革
を進める。系列の高校はもちろんであるが地域の各高校と
も未来を見据え今まで以上に積極的に連携を進めて行く。
理事長の唱える「命の世紀」の到来を直視し、地域と共生
した一貫した健康医療社会福祉の教育環境の整備、グロー
バル時代の要請に応える国際教養、国際交流の強化環境整
備に取り組み、北東北随一の私学として地域の子弟を安心
して託す事ができる大学へと進化させたい。
　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

平成27年度北東北三県私立大学就職支援研究会。
左は茂木キャリア支援センター長、右は富士大学 馬上キャリアセンター長。
（平成27年 8 月 6 日～ 7日）

八戸市との健康福祉連携協力協定調印式。
中央は小林八戸市長、右は外崎短大学長。（平成27年12月24日）

初の全国大会出場を決めた女子サッカー部、ラグビー部の表敬訪問。
（平成27年11月 5日）

学長室にてビジネスマイスター・健康マイスター授与式。（平成27年10月1日）
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ビジネス学部の活動紹介
　ビジネス学部による教育活動、国際交流、地域貢献の促
進など本年度も幅広い多彩な活動が展開された。以下、主
なものを紹介する。

①八戸商業高校との高大連携
　高大連携事業として、全商会計実務検定「財務会計論」
集中講義と全国生徒商業研究発表大会を目指した「課題研
究」についてビジネス学部教員が講義を担当した。
　全商会計実務検定集中講義では、田中哲教授が「企業連
結会計・連結財務諸表」、長谷川美千留教授が「外貨換算会
計・税効果会計」、幸田威久矢助教が「キャッシュフロー計
算書」をそれぞれ担当した。これらは日商簿記 1級を目指
した講義である。
　また、「課題研究」の指導を玉樹真一郎特任教授が担当
した。2015年 5 月から 6月にかけて実施した。指導内容は、
学年全体の生徒を対象としたワークショップと、校内で選
抜され県大会へ出場する 2チームへの企画・レポート・プ
レゼンテーション指導であった。
　前者は、学年に属する 4つの全クラスを対象に 2日間に
わたり行った。企画やプロジェクト管理といった課題研究
を進めるための要素の重要性について理解を促した。その
後グループに分かれて「自分は何がやりたいのか」を各人
に発表してもらいながら、アイスブレイク・傾聴・チーム
ビルディングへと徐々につなげていくワークショップを行
った。
　後者では、 2チームそれぞれに対して 3回ずつ指導し、
これまでの課題研究の成果を確認しながら、取り組みの本
質的な価値やコンセプトについて議論した。次にレポート
の指導として、レポートの構成や物語としての流れ、デザ
イン、データの整理などを行い、最後にプレゼンテーショ
ンの指導として、姿勢や言葉遣い、資料作成のポイント、
わかりやすいプレゼンにするための工夫、心構えなどを指
導した。
　玉樹特任教授は、両者の取り組みともに学生は積極的に
参加し、課題研究に対する前向きな雰囲気の醸成や、文部
科学大臣賞を受賞した「戸クエ 8（ドアクエエイト）」チー
ムの効果的なレポートやプレゼンテーションに対して、一
定の寄与ができたとしている。
　これらは大学と連携を図ることでより高度な専門知識を
学ぶとともに、地域産業に貢献できる人材育成を図ること
を目的として実施されたものである。

②国際交流活動　韓国仁済大学との交流
　2014年 6 月に韓国の 山市の西側に位置する金海市に本
部を置く仁済大学と学術交流協定を締結した。仁済大学は
世界各国の大学や研究機関と協定を結んでいるが、本学の
グローバル人材の育成を推進する基盤整備として、ビジネ
ス学部の教員による2014年度及び2015年度の 2回にわたる
仁済大学訪問を実施した（イノベーション基金活用）。両大
学の国際交流の情報交換や調整の成果を生かすべく、共同
研究や交換留学、語学研修など国際社会に通用する地方大

学としてのグローバル人材育成に期待がかかっている。第
一歩の取り組みとしては、本学学生の語学研修及び韓国文
化体験プログラムを検討中である。

③階上町との連携協力活動 　
　「階上町民俗資料収蔵台帳整理事業」の依頼を受けて、
階上町が所有する民俗文化財を把握・分類・整理する事業
に取り組んだ。根城隆幸教授を中心に、町教育委員会と連
携しながら、ラグビー部・陸上競技部の学生に協力いただ
き、民俗資料の棚卸し・寸法の計測、写真撮影を行った。
さらに日頃鍛えている体力や筋力を活かして、階上町民俗
資料収集館から金山沢水郷館へ民俗文化財の移動を行い、
円滑に業務を推進することができた。また、階上町民俗資
料収集館の展示施設についても、天井や壁面の剥落等を改
修した。この事業により、「階上町民俗資料収蔵台帳」の
作成、「階上町民俗資料収蔵目録」の発刊、ＤＶＤの制作
ができたので、階上町立小中学校他の関係各位に配布した。
町教育委員会や歴史研究会の方とともに、地域の民俗文化
財を継承し保存していく活動に協力し貢献した。

（ビジネス学部長　大沢　泉）

ビジネス学部の活動紹介

「人間健康学部の地域に密着した
健康増進活動」

①自然を活用した健康増進活動
　人間健康学部では短大の看護学科と協同で、種差海岸の
遊歩道をウォーキングすることによるリラクゼーション効
果（海岸浴）の有用性を科学的に検証してきた。 4年間で延
べ300名を超える住民の調査で、ウォーキング後、ストレ
ス指標として用いた唾液アミラーゼ活性、収縮期血圧、心
理的ストレス反応測定尺度は、市街地ウォーキング後より
有意な低下が認められ、種差海岸の海岸浴は、中高年者に
対し、「癒し（リフレッシュ）」効果をもつことを明らかに
した。種差海岸のウォーキングの習慣化は、ストレス軽減
効果に加え、加齢に伴う運動機能低下（ロコモティブシン
ドローム）および寝たきりの予防、血圧の安定等生活習慣
病（メタボリックシンドローム）の予防等、健康増進の効果
が得られることが期待できる。また三八地域には種差海岸
の他にも階上岳もあり、山中の散策による森林浴効果が期
待される。階上岳の自然の中のウォーキングによる「癒し」
効果を階上町役場の協力のもと開始した。予備的な調査で
は、種差海岸と同様に「癒し」効果が認められることが明
らかになった。今後は調査の回数と人数を増やし、効果を
検証していく予定である。
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平成26年度　学位記授与式式辞

　今日、八戸学院大学を卒業される学生諸君、卒業おめで
とうございます。そしてこの巣立ちの日を待ちわびていた
保護者の皆様に心からお祝いを申し上げます。またご来賓
の皆様、ご多用のところご臨席賜り誠に有り難うございます。
　春間近なキャンパスは、様々な皆さんの顔を見て来まし
た。あの大震災直後まだ続く余震の中、不安な顔で入学し
た皆さん。自分たちの、そして地域の未来へ改めて想いを
馳せる様々な出来事が続いた時期に、皆さんはこのキャン
パスで充実した学生生活を過ごしました。またこのところ
多様な世界観の変化や現代社会のもたらすひずみが多くの
心痛む事件を引き起こしています。皆さん、そして私たち
大学も、大きく変化しつつある現代社会での地域高等教育
機関としてその存在意義、あり方、未来を考え直す大きな
変節の時期でもありました。その中、今日卒業される学生
の皆さんとともに、新しい役割として地域の皆さんと様々
な活動を例年以上に取り組んだ結果、新しい八戸学院への
地域からの期待を大いに感じた年となりました。今日卒業
される皆さんは、まさにこの地の変化と未来を支える人材
に他なりません。皆さんが八戸学院大学卒業生として、明
日からこの地を、そして日本を変化させ支え未来を描いて
ゆくのです。
　さて、皆さんは明日から自ら選択した道で様々な新しい
事に取り組む事でしょう。新しい職場、新しい目標へのチ
ャレンジ、今までの勉学や実習とは違う未知の世界、新し
い生活への期待に胸もときめいている事でしょう。
　しかし、これから飛び出す社会で皆さんは必ず躓きます。
壁に突き当たります。挫折し悔し涙を流すでしょう。それ
が現実の社会というものです。また否応無しに時代の変化、
環境の変化も皆さんを絶え間なく襲います。自ら乗り越え
る道を選択しなければ激変する社会に取り残されるでしょ
う。地方の未来を担う皆さんは人一倍果敢に変化に立ち向
かわなければなりません。
　たったひとつの解決方法を、教員を代表して皆さんに教
えましょう。
　「どんな困難にも決して動じない高い志のゴール・目標
を常に持つ事、そして皆さん自身の過去の評価・後悔を捨
て去る事」
　皆さんがこれから自在に描く未来に、過去の失敗や評価
は何の関係もありません。プラスもマイナスも全て未来へ
の材料です。今日までの過去が未来を決めると思っていま
せんか？皆さんの未来は今までの過去が決めるのではなく、
これから何を成し遂げるかという「未来」が皆さんの過去
を決めそして評価されるのです。皆さんの過去も未来もま
だ何も決まっていないのです。志し高く新たなスタートを
切ってください。
　これが未知の大海原へ旅立つ皆さんへの最後の教えです。
皆さんは、この地のそして日本の未来そのものです。
そして一人ひとり顔が目に浮かぶ私たち教職員の自慢の宝
です。
　卒業おめでとうございます。

平成27年 3 月19日
　　八戸学院大学　学長　大谷　真樹

②地域密着型の健康寿命延伸のための介護進展予防活動
　三八地域は人口の減少にともない急速に高齢化が進んで
いる。高齢者の急激な増加は高齢者保健活動の問題でもあ
り、特に運動不足による肥満や歩行機能の退化が運動機能
障害の要因ともなり、将来の介護問題と成り得る。人間健
康学部では高齢化社会を見据えた介護予防活動を久慈市デ
イケアサービスセンター「カローレ」と共に行っている。
健常高齢者、要支援者、要介護者を対象に体力・運動能力
を測定し、歩行機能の保持・増進を目的とした運動プログ
ラムを作成している。とくに要支援者、要介護者の身体状
態や運動機能に適した運動プログラムの効果は年 4回行う
体力・運動能力測定結果を分析し、評価を行っている。 2
年間にわたる調査で多くの施設利用者に介護の進展防止の
効果が確認され、将来、このような活動は要支援者、要介
護者の身体活動能力の向上と介護の進展防止対策となるこ
とが期待できる。　　　　　（人間健康学部長　吉田　稔）
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会 　 　 　 議

①教授会開催
○合同教授会
平成27年 3 月18日㈬
○全学教授会
平成27年 4 月 1 日㈬　 4月15日㈬　 5月20日㈬

6 月17日㈬　 7月15日㈬　 9月16日㈬
10月21日㈬　11月18日㈬
12月10日㈭（臨時）　　　　12月16日㈬

平成28年 1 月20日㈬　 2月17日㈬　 2月29日㈪

人 事

（ 1）採　　　用
平成27年 4 月 1 日付
○ビジネス学部　助　　教　崔　　　桓　碩
○人間健康学部　講　　師　高　嶋　　　渉
　　　　　　　　講　　師　熊　谷　大　輔
○事 務 局　主　　事　山　下　祐　史

（学務部教務学生課）
　　　　　　　　主　　事　松　本　亜矢子

（学務部キャリア支援課）
平成27年 9 月 1 日付
○人間健康学部　教　　授　赤　羽　卓　朗
○事 務 局　主　　事　安　田　久美子

（学務部キャリア支援課）

（ 2）昇　　　任
平成27年 4 月 1 日付
○ビジネス学部　教　　授　根　城　隆　幸
　　　　　　　　教　　授　樺　　　克　裕
　　　　　　　　准 教 授　齊　藤　綾　美
　　　　　　　　准 教 授　田　村　正　文
　　　　　　　　講　　師　加　来　聡　伸
○人間健康学部　准 教 授　金　地　美知彦
　　　　　　　　講　　師　小　柳　達　也
○事 務 局　課　　長　藤　原　真　史
　　　　　　　　課長補佐　工　藤　美那子
　　　　　　　　主　　任　小　沢　華　生
　　　　　　　　主　　事　河　村　千代美

（ 3）併任・兼務
平成27年 4 月 1 日付
○人間健康学部　八戸学院大学学長補佐
　　　　　　　　教　　　　授　遠　藤　守　人
○事 務 局　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
　　　　　　　　学務部副参事　松　井　一　文
　　　　　　　　大学評価支援室員
　　　　　　　　学務課主事　河　村　千代美
○総合企画室　室　　長　吉　田　　　稔
　　　　　　　　室　　員　長谷川　美千留
　　　　　　　　　　　　　小　林　喜　輝
　　　　　　　　　　　　　杉　山　幸　子

（短大幼児保育学科）

平成27年度　入学式式辞

　美しい日本の季節の中で、私はこの春が一番好きです。
雪が溶け森は一斉に芽吹き、花開きます。新しいエネルギ
ーにあふれる春、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春です。
　ようこそ私たちの美保野キャンパスへ。本日、去年より
もさらに多くの八戸学院大学新入学生を迎えることができ
ました。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。
　今日は、皆さんが新しい生活をスタートするにあたり、
ふたつの事を式辞として贈りたいと思います。
　まず一つは「ビッグピクチャー、大きな絵を描きなさい」
まさに皆さんはこの地域という大きなフィールドをキャン
バスとしてこれからの 4年間ご自身の夢目標を描く事とな
ります。皆さんの人生はまだ何も決まっていません。真っ
白なキャンバスにどのような人生を描くかは、皆さんのこ
れからの向き合う日々の選択にかかっています。
　なるべく大きな絵を描きなさい。とても叶わないと思う
ような背伸びをした夢を掲げなさい。人がなんと言おうと
成功するかどうかは自分で行動してみないと分からないの
です。大きな夢が無ければ成功はあり得ません。かつて吉
田松陰先生がこう教えました。夢無き者に理想無し、理想
無き者に計画無し、計画無き者に実行無し、実行無き者に
成功無し、故に夢無き者に成功無し。人一倍大きな夢とい
う絵を描く事、行動する事、それが皆さんのこれからの学
生生活と人生を豊かにする方法です。
　もうひとつは「投資しなさい」 
　なにもお金を投資しなさいということではありません。
この 4年間に与えられる時間を自分の成長に投資しなさい
ということです。皆さんの未来と人生は、皆さんが自分自
身で考え選んだ選択の結果となります。
　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。皆さんに与えら
れている時間は限りがあります。しかし神は平等に時間を
与えてくださいました。大学在学中に8700時間。そして毎
朝誰もが平等に86400秒を手にします。その限られた 1秒
1秒をどう使うか、全て皆さん次第です。時間と人生を浪
費してはいけません。全て未来のために投資してください。
投資は消費ではありませんから将来自分に還ってきます。
これからの学校生活、どのような夢や理想を描き限られた
時間をどう投資するのか。すべて皆さんの選択次第です。
どうか大きな絵を描き、限られた時間を未来のために投資
する良き選択をしてください。
　描いた夢が本当に成功するのかどうか？それは私にはわ
かりません。失敗したら描き直せば良いのです。皆さんは
無限の可能性とそして様々な目標に「挑戦する権利と失敗
する自由」を持っているのです。この 4年間若者らしく大
いにこの権利と自由を行使してください。私たち教職員は
今日入学された皆さんを地域と一体となり応援します。
　入学おめでとうございます。

平成27年 4 月 6 日
八戸学院大学　学長　大谷真樹
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　　　　　　　　　　　加　藤　俊　一（総務部）
　　　　　　　　　　　藤　原　真　史（学務部）
　　　　　　　　　　　岡　沼　真由美（学務部）

（ 4）配置転換
平成27年 4 月 1 日付
○事 務 局　主　　事　山　田　佳奈美

（短大事務室から学務部キャリア支援課へ）

（ 5）転出
平成27年 3 月31日付
○事 務 局　課　　長　石　田　　　功
（学務部教務学生課から八戸学院光星高等学校教諭へ）

（ 6）退職
平成27年 3 月31日付
○ビジネス学部　教　　授　矢　野　峰　生
○人間健康学部　准 教 授　三　島　隆　章
○事 務 局　主　　事　天　満　聡　子

平成27年 7 月31日付
○事 務 局　主　　事　松　本　亜矢子

平成27年 8 月31日付
○人間健康学部　講　　師　村　田　隆　史

（ 7）客員教授
平成27年 4 月 1 日付
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　遠　藤　守　人
　　　　　　　　　石　橋　　　修
　　　　　　　　　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
委 員　中　居　　　裕
○研究推進委員会　
委 員 長　田　中　　　哲
副 委 員 長　井　元　紀　子
委 員　田　村　正　文　　熊　谷　晶　子
○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　橘　　　洋　介　　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　田　村　正　文　　杉　山　幸　一
　　　　　　　　　加　来　聡　伸　　
　　　　　　　　　井　元　紀　子　　村　田　隆　史
　　　　　　　　　熊　谷　大　輔　　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　橘　　　洋　介　　
　　　　　　　　　関　川　幸　子　　金　地　美知彦
<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　　
　　　　　　　　　渡　邉　陵　由　　浜　中　のり子
○教養教育運営委員会
委 員 長　井　元　紀　子
副 委 員 長　木　村　　　緑（短大看護学科）
委 員　奈　良　　　卓　　齊　藤　綾　美
　　　　　　　　　小　柳　達　也　　嶋　崎　綾　乃
○ファカルティ・デベロップメント（ＦＤ）委員会
委 員 長　吹　越　義　博

（短大ライフデザイン学科）
副 委 員 長　金　地　美知彦
委 員　加　来　聡　伸　　幸　田　威久矢
　　　　　　　　　関　川　幸　子　　Ｍ．フォステル
◎学生支援センター
セ ン タ ー 長　三本木　　　温
副 セ ン タ ー 長　澤　井　睦　美（短大幼児保育学科）
○学生委員会
委 員 長　奈　良　　　卓
副 委 員 長　渡　邉　陵　由
委 員　齊　藤　綾　美　　Ｇ．アンソニー
　　　　　　　　　高　嶋　　　渉　　宮　澤　君　子
<学生相談・ハラスメント担当>
委 員 長　金　地　美知彦
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委 員　Ｇ．アンソニー
　　　　　　　　　浜　中　のり子　　小　柳　達　也
　　　　　　　　　宮　澤　君　子
○国際交流支援委員会
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
　　　　　　　　　崔　　　桓　碩　　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　石　橋　　　修　　村　本　　　卓
○広報委員会
委 員 長　村　本　　　卓
副 委 員 長　田　端　利　則（短大幼児保育学科）
委 員　玉　樹　真一郎　　加　来　聡　伸
　　　　　　　　　崔　　　桓　碩　　
　　　　　　　　　渡　邉　陵　由　　村　田　隆　史
　　　　　　　　　高　嶋　　　渉　　熊　谷　大　輔
○入学試験運営委員会
委 員 長　小　澤　昭　夫
副 委 員 員　馬　場　祥　次

（短大ライフデザイン学科）
委 員　幸　田　威久矢
○就職支援委員会
委 員 長　石　橋　　　修
副 委 員 長　田　中　敬　一（短大幼児保育学科）
委 員　長谷川　美千留　　
　　　　　　　　　関　川　幸　子　　小　柳　達　也
　　　　　　　　　工　藤　祐太郎
◎図書館
館 長　田　中　　　哲
○図書委員会
委 員 長　田　中　　　哲
副 委 員 長　田　端　利　則（短大幼児保育学科）
委 員　杉　山　幸　一　　
　　　　　　　　　浜　中　のり子　　嶋　崎　綾　乃
○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　　熊　谷　晶　子
◎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　谷　真　樹
副 委 員 長　村　本　　　卓
委 員　丹　羽　浩　正　　大　沢　　　泉
　　　　　　　　　吉　田　　　稔　　
　　　　　　　　　中　野　陸　奥　　岩　浪　始　由
＜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　長谷川　美千留　　坂　本　貴　博
　　　　　　　　　田　村　正　文　　金　地　美知彦
　　　　　　　　　高　嶋　　　渉　　　
　　　　　　　　　藤　原　真　史　　早　川　幸　久
　　　　　　　　　納　谷　　　司　　玉　川　恵　理
　　　　　　　　　河　村　千代美
○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27年 3 月 1 日から平成28年 2 月29日までの間に、次
の規程が制定・一部改正・廃止されました。
＜制　　定＞
平成27年 4 月 1 日施行
○八戸学院大学・八戸学院短期大学国際交流支援委員会規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学研究者の行動規範
○八戸学院大学・八戸学院短期大学における公的研究費の
管理・監査および研究活動における不正行為への対応等
にかかわる基本方針
○八戸学院大学動物実験規程
平成27年 4 月22日施行
○八戸学院大学・八戸学院短期大学学内ワークスタディ規程
＜一部改正＞
平成27年 4 月 1 日施行
○八戸学院大学学則
○八戸学院大学・八戸学院短期大学教育センター規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学学生支援センター規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学キャリア支援センター
規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学運営会議規程
○八戸学院大学教授会規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学入学者選抜委員会規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学教養教育運営委員会規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学ファカルティ・ディベ
ロップメント委員会規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学研究推進委員会規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学就職支援委員会規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学広報委員会規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学入学試験運営委員会規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学研究倫理委員会規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学研究倫理委員会運営細則
○八戸学院大学教務委員会規程
○八戸学院大学学生委員会規程
○八戸学院大学自己点検評価委員会規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学客員教授・客員研究員
規程
○八戸学院大学教員採用・昇任規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学学長選考規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学名誉教授称号授与規程
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○八戸学院大学名誉学長規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学教職員安全衛生管理規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学大学評価に関する規程
○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

○八戸学院大学専任教員研究経費助成金取扱規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学長期履修学生規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学外国人留学生規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学外国人留学生日本語研
修コース規程

○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・八戸学院短期大学における修業年限を超
えて在学する者の学費納入規程

○八戸学院大学・八戸学院短期大学再入学者および復籍者
に関する納入金等に関する規程

○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・八戸学院短期大学特別学生支援室設置要項
○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

○八戸学院大学学位規程
○八戸学院大学履修規程
○八戸学院大学教職課程履修規程
○八戸学院大学試験規程
○八戸学院大学公認欠席取扱規程
○八戸学院大学学士入学規程
○八戸学院大学編入学規程
○八戸学院大学転入学規程
○八戸学院大学科目等履修生規程
○八戸学院大学研究生規程
○八戸学院大学転部に関する規程
○八戸学院大学職業紹介業務運営規程
○八戸学院大学春学期卒業に関する内規
○八戸学院大学外国留学規程
○八戸学院大学課外活動規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学教育ローン利子補給奨
学金規程

○八戸学院大学学業特待生規程
○八戸学院大学創造育成特待生規程
○八戸学院大学修学奨励生規程
○八戸学院大学授業料等減免規程
○八戸学院大学私費外国人留学生授業料減免規程
○八戸学院大学日本学生支援機構奨学生推薦選考規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学学生相談室規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学図書館規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学図書館規程細則
○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・八戸学院短期大学地域連携研究センター
規程
○八戸学院大学紀要投稿・編集規程
○八戸学院大学・八戸学院短期大学産業文化研究投稿・編
集規程
＜廃　　止＞
平成27年 3 月31日
○八戸学院大学・八戸学院短期大学リメディアル教育推進
委員会規程
○八戸学院大学教職課程委員会規程

刊 行 物

（ 1）『八戸学院大学紀要第50号』（2015年 3 月31日発行）
ビジネス学部
〇論 文
◇樺　克裕
・審議会人事に関する一考察 ─ 財政制度等審議会と産業
構造審議会を例として ─ 
◇Gregory C. ANTHONY
・Developing Japanese Elementary Students’ English 
Communication Abilities : Manifesto and Reality
◇杉山　幸一
・憲法と納税の義務に関する一考察 ─ 憲法，国家，税
の関係 ──
◇田村　正文
・コンパクトシティにおける制度的枠組みについて ─ 
都市再生特別措置法の改正に着目して ─ 

人間健康学部
〇原著論文
◇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（ 2）

〇研究ノート
◇木鎌　耕一郎
・八戸におけるハリストス正教会の宣教と源晟

（ 2）『八戸学院大学紀要第51号』（2015年12月24日発行）
ビジネス学部
〇論文
◇石橋　修
・郊外型住宅団地の課題と電子エコマネーの可能性─ 青
森市・幸畑団地の事例 ─ 
◇Barry GROSSMAN
・Self Aware Events : Finding and Losing Oneself ; A 
Cognitive Linguistic Analysis 
◇杉山　幸一
・日本における集団的自衛権について─ 国家の危機管理
としての自衛権 ─ 
◇幸田　威久矢
・キャッシュ・フロー計算書の作成方法─ 間接作成法と
その構造 ─
人間健康学部
〇原著論文
◇小柳　達也
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・高等学校教員の業務負担に関するテキスト・マイニング
分析

〇研究ノート
◇三本木　温，渡邉　陵由
・腰痛予防ベルトの効果について

（ 3）『産業文化研究　第24号（2015年 3 月31日発行）』
　　内容一覧
○論文
◇丹　羽　浩　正、石　橋　　　修、玉　樹　真一郎、
　齊　藤　綾　美
・日韓大学におけるグローバル人材の育成に関する一考察
　－八戸学院大学と仁済大学との調査研究を中心として－
○報告書
◇根　城　隆　幸
・階上町民俗資料収集館調査報告書№ 2
○研究ノート
◇坂　下　允　章　
・地方都市八戸市の幾つかの側面についての観察
◇村　本　　　卓、矢　野　峰　生、玉　樹　真一郎
・みちのく潮風トレイルと地元特産品に着目した情報の収
集と発信の在り方に関する研究

◇木　鎌　耕一郎
・明治期青森県におけるキリスト教宣教
　－メソジストとカトリックを中心に－
◇藤　代　典　子
・ヘルスツーリズムが地域ブランドに与える競争優位性に
ついて

諸 報

（ 1）平成26年度学位記授与式
　平成26年度学位記授与式が、平成27年 3 月19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
されました。ビジネス学部卒業生47名、人間健康学部卒業
生48名に学位記が授与され、八戸学院大学大谷学長より式
辞が述べられました。

（ 2）平成27年度　入学式
　平成27年度入学式が、平成27年 4 月 6 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ま
した。ビジネス学部入学生70名、人間健康学部入学生75名
に入学が許可され、八戸学院大学大谷学長より式辞が述べ
られました。

（ 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27年 7 月16日㈭八戸学院大学会館

・後援会理事会
平成27年 7 月18日㈯八戸プラザホテル

・同窓会第 1回役員会
平成27年 7 月18日㈯八戸プラザホテル

・同窓会評議員会
平成27年 7 月18日㈯八戸プラザホテル

・同窓会第 2回役員会

平成27年 9 月25日㈮魚家金兵衛
・同窓会大会「30周年記念パーティー」
平成27年11月21日㈯グランドサンピア八戸
・父母の会第 1回役員会
平成27年 7 月19日㈰八戸学院大学会館
・父母の会総会
平成27年 7 月19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27年10月25日㈰八戸学院大学会館
・父母の会第 2回役員会
平成28年 3 月28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28年 2 月10日㈬八戸ワシントンホテル

（ 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：階上町PRポスターデザイン及び顔出しパネル

作成業務委託
　委託者：階上町総合政策課政策推進グループ
○受託名：自転車収納庫ペイント業務委託
　委託者：階上町総合政策課政策推進グループ
○受託名：階上町民俗資料台帳整理業務委託
　委託者：階上町教育委員会
○受託名：平成27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：八戸学院大学連携委託（新郷村村制60周年記念

フラッグデザイン業務委託）
　委託者：新郷村総務課企画グループ
○受託名：iBeacon 、タブレット端末を利用した位置情報

通知システム開発
　委託者：株式会社ジーアイテック
○受託名：八戸市介護人材発掘育成事業
　委託者：八戸市介護保険課
○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 6 回宣誓式特別

記念講演『看護の可能性への挑戦－視よう、知
ろう、看護の力－』

開催日：平成27年 5 月 9 日㈯
会　場：八戸学院大学 大学会館（ 5号館）
講　師：紙屋　克子 氏（筑波大学 名誉教授・医学博士）
主　催：八戸学院短期大学看護学科
○講座名：第 2回みちのく英語応用サミット
開催日：平成27年 5 月31日㈰
会　場：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11期起業家養成講座
開催日：平成27年 6 月10日㈬～平成28年 2 月 6 日㈯
　　　　（全15回）
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講　師：大谷　真樹　ほか外部講師
会　場：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：八戸学院大学女子サッカー部ジュニアサッカー

教室
開催日：平成27年 7 月 3 日㈮～平成28年 3 月11㈮
　　　　（全31回）
会　場：八戸フットサルアリーナ、サンスタ八戸
講　師：畑中　孝太（八戸学院大学女子サッカー部 監督）

北上　　優（八戸学院大学女子サッカー部 コーチ）
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、八戸市サッカー協会
協　力：デーリー東北新聞社、株式会社ナナヨウ、
　　　　株式会社東北産業、ノーザンライツ株式会社

○講座名：第 8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）
　　　　　『他人事から自分事」
開催日：平成27年10月17日㈯
会　場：八戸学院大学　美保野キャンパス内
担当者：学内外の講師16名
主　催：かいごの学校実行委員会、八戸学院大学・八戸

学院短期大学地域連携研究センター
協　賛：東北産業株式会社、中央法規出版株式会社、
　　　　下沢食品株式会社
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：日本体育協会「スポーツリーダー養成講習会」
開催日：平成27年10月17日㈯・18日㈰
会　場：八戸市福祉公民館
講　師：本学人間健康学部教員5 名により全 8 科目を実施
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『めまいを知ろう－あぶない
めまい、あぶなくないめまい－』

開催日：平成27年11月 5 日㈭
会　場：八戸学院大学 大学会館（ 5号館）
講　師：肥塚　泉 氏
　　　　（聖マリアンナ医科大学耳鼻咽喉科 教授）
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：第 2回ビブリオバトルin八戸（決勝戦）
　　　　　『本読みの悪徳、物書きのモラル』
開催日：平成27年11月14日㈯
会　場：デーリー東北メディアホール
講　師：呉　勝浩 氏（作家）
主　催：デーリー東北新聞社、八戸学院大学
特別協賛：日本製紙株式会社
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：第 2回ハチガクワンコイン大人の教養講座
　　　　　『八戸ワインの未来』
開催日：平成27年11月26日㈭
会　場：八戸ニューポート
講　師：石丸　隆典 氏（八戸市農林水産部農業経営振興

センター 副参事）
松田　浩二 氏（JX日鉱日石エルエヌジー・サー
ビス株式会社代表取締役社長）

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

○講座名：人口減少社会社会における経営戦略
『人口減少社会におけるマーケティング戦略』、
『人口減少社会における経営資源のマネジメント』

開催日：平成28年 1 月13日㈬
会　場：八戸学院大学 大学会館（ 5号館）
講　師：青木　章通 氏（専修大学経営学部 教授）

淡路　俊彦 氏
（有限会社淡路会計事務所 代表取締役社長）

主　催：有限会社淡路会計事務所、八戸学院大学
○講座名：第 3回ハチガクワンコイン大人の教養講座
　　　　　『安藤昌益について思うこと』
開催日：平成28年 1 月29日㈮
会　場：八戸ニューポート
講　師：田中　哲 氏（八戸学院大学ビジネス学部 教授）
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：八戸学院ジュニアサッカー教室
開催日：平成28年 2 月20日㈯
会　場：八戸学院大学 体育館
講　師：川端　悠（八戸学院短期大学幼児保育学科 講師）

山下　祐史
（八戸学院大学ラグビー部 ヘッドコーチ）
畑中　孝太
（八戸学院大学女子サッカー部 監督）

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、八戸市サッカー協会、NSCAジャパン、
大塚製薬株式会社

協　力：青森県サッカー協会、青森ゴール、青森県トラ
ンポリン協会

○講座名：八戸学院地域連携研究センター公開講座
『抗加齢医学による脳と身体の健康経営術』、
『「北東北ウエルネス研究所」構想について』

開催日：平成28年 3 月 9 日㈬
会　場：八戸パークホテル
講　師：宮田　恵 氏（抗加齢認定医、医学博士、八戸学

院大学・八戸学院短期大学地域連携研究センタ
ー客員研究員）
大谷　真樹（八戸学院大学学長、八戸学院大学・
八戸学院短期大学地域連携研究センター長）

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、デーリー東北新聞社、東奥日報社、
　　　　八戸テレビ放送、コミュニティラジオ局BeFM
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○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『高齢社会を健やかに生きる
ヒント～医療・身体面からの提案～』

開催日：平成28年 3 月12日㈯
会　場：八戸商工会館
講　師：本学人間健康学部教員 2名、短期大学看護学科

教員 2名
＜学生発表＞本学人間健康学部学生 2名、
　　　　　　短期大学看護学科学生 2名
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

（ 6）資格試験合格者
○公益財団法人日本体育協会公認スポーツリーダー
・川市　純華（幼児保育学科 1年）
・母良田　圭（ライフデザイン学科 1年）
・前田　朋彦（ライフデザイン学科 1年）

（ 7）そ　の　他
○名　　称： 3機関連絡協議会
開 催 日：平成27年 6 月17日㈬
会　　場：八戸工業大学 教養棟 3階 G314会議室
出 席 者：八戸工業大学 8名、八戸工業高等専門学校 5

名、八戸学院大学 6名
○名　　称：BeFMラジオ番組『はちがくクロス』
放 送 日：平成27年 4 月 3 日㈮～平成28年 3 月25日㈮
　　　　　毎週金曜日18：15頃から全51回放送
　　　　　（ゲスト25組）
収録場所：八戸ポータルミュージアムはっち 1Ｆはっち

スタジオ　ほか
参 加 者：ビジネス学部学生 1名、人間健康学部学生 2

名、八戸東高等学校生徒 1名

（ 8）教務委員会学外会議
・全国私立大学教職課程研究連絡協議会
平成27年 5 月30日㈯～ 5月31日㈰　仙台市
石橋　修教授

・東北地区私立大学教職課程研究連絡協議会
平成27年10月31日㈯　山形市
石橋　修教授　根城　隆幸教授

（ 9）リメディアル教育推進
入学前課題実施状況
平成27年10月22日㈭AO-A
平成27年11月26日㈭推薦Ⅰ・専門課程
平成27年12月 3 日㈭AO-B
平成27年12月18日㈮AO-B・推薦Ⅱ

（10）学生委員会学内行事
・平成27年度定期健康診断
開催日　平成27年 4 月 2 日㈭、 3日㈮、 7日㈫
場　所　大学会館

　受診者　516名
・平成27年度第 1回交通安全講習会　
開催日　平成27年 4 月 8 日㈬

場　所　大学会館520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
　受講生　491名
・平成27年度新入生対話合宿
開催日　平成27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　145名
　教職員　36名　リーダー学生　24名
・平成27年度学生大会
開催日　平成27年 5 月15日㈮
場　所　320講義室
出席者　72名　委任状48名
・平成27年度学友会主催ボウリング大会
開催日　平成27年 6 月12日㈮
場　所　ゆりの木ボウル
出席者　23名
・平成27年度学友会主催球技大会
開催日　平成27年 7 月 4 日㈯
場　所　八戸学院総合体育館
参加者　26名　
・平成27年度学生生活にかかわる講演会
開催日　平成27年 7 月27日㈪
場　所　520講義室　
演　題　「犯罪被害に遭わないために
　　　　　～自分の身は自分で守ろう～」
講　師　青森県警察本部生活安全企画課　人身安全対策室
　　　　　課長補佐　境澤　眞人　氏
参加者　133名
・平成27年度第 2回交通安全講習会
開催日　平成27年 9 月11日㈮
場　所　520講義室
演　題　「交通事故の更なる減少を目指して」
講　師　八戸警察署　交通第一課　安全教育係長
　　　　　警部補　最上　多恵子　氏
出席者　394名
・第35回八戸学院大学「秋桜祭」
開催日　平成27年10月24日㈯～25日㈰
場　所　八戸学院大学美保野キャンパス
テーマ　「『極祭』～どりーむじゃんぼ八学祭～」
来場者　919名
（ 2日間合計、パンフレット配布数・駐車場利用台数）

・平成27年度八戸学院大学学友会選挙
　投票日　平成27年12月 2 日㈬
　選挙結果　○執行委員長　田村　さくら子

（人間健康学部 2年）
　　　　　　○副執行委員長　髙田　遥　

（人間健康学部 2年）
　　　　　　　　　　　　　　濱田　大樹

　（人間健康学部 2年）
　　　　　　○書　記　長　中山　美憂　

（人間健康学部 2年）
　　　　　　　　　　　　　　佐々木　俊亮　

（人間健康学部 2年）
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・平成27年度美保野キャンパスクリスマス企画
開催日　平成27年12月 4 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27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27年12月14日㈪、15日㈫
場　所　320講義室
対象者　平成27年度貸与者（ 4年生を除く）

・平成27年度クラブ・サークル課外活動報告会・懇親会
開催日　平成27年12月18日㈮
場　所　八戸グランドホテル
参加者　報告会28団体（全クラブ・サークル）215名参加

　　　　　懇親会186名参加

（11）就職支援委員会学外会議　
・第 1回あおもりジョブフィット事業推進会議
開催日：平成27年 5 月25日㈪
場　所：野村證券　青森支店
出席者：課長　小笠原　淳司

・東北地区私立短期大学就職指導研究会
開催日：平成27年 6 月 4 日㈭～ 5日㈮
場　所：浅虫温泉　南部屋
出席者：課長　小笠原　淳司

・平成27年度第 1回東北地区私立大学就職問題協議会
開催日：平成27年 6 月11日㈭～12日㈮
場　所：石巻専修大学
出席者：課長　小笠原　淳司

・青森県中小企業家同友会就職懇談会
開催日：平成27年 6 月24日㈬
場　所：アラスカ会館
出席者：主事　平川　貴也

・平成27年度学生就職問題連絡会議
開催日：平成27年 7 月27日㈪
場　所：アラスカ会館
出席者：課長　小笠原　淳司
　　　　主事　平川　貴也

・北東北三県私立大学就職支援研究会
開催日：平成27年 8 月 6 日㈭～ 7日㈮
場　所：八戸シーガルビューホテル
出席者：課長　小笠原　淳司
　　　　主事　平川　貴也

　　　　　主事　坂野　仁志
・平成27年度私立短大就職担当者研修会
開催日：平成27年 9 月 2 日㈬～ 4日㈮
場　所：ホテルメトロポリタンエドモント
出席者：就職支援副委員長　田中　敬一

・平成27年度日本私立大学協会東北支部事務研修会
開催日：平成27年 9 月 3 日㈭～ 4日㈮
場　所：グランドサンピア
出席者：主事　山田　佳奈美

・第 2回あおもりジョブフィット事業推進会議
開催日：平成27年 9 月28日㈪
場　所：野村證券　青森支店
出席者：課長　小笠原　淳司

・平成27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27年11月 9 日㈪
場　所：ＴＫＰカンファレンスセンター
出席者：主事　平川　貴也
・第 3回あおもりジョブフィット事業推進会議
開催日：平成27年11月16日㈪
場　所：青森県観光物産館アスパム
出席者：主事　平川　貴也
・八戸地区雇用対策協議会　企業視察・見学会
開催日：平成27年11月20日㈮
場　所：八戸商工会館　他
出席者：主事　平川　貴也
・塚原企業グループ就職懇談会
開催日：平成27年12月 2 日㈬
場　所：八戸プラザホテル
出席者：主事　平川　貴也
　　　　主事　坂野　仁志
・キャリア相談員養成研修
開催日：平成28年 1 月 6 日㈬
場　所：八戸市水産会館
出席者：主事　安田　久美子
・平成28年新年名刺交換会
　（主催　株式会社近田会計事務所）
開催日：平成28年 1 月21日㈭
場　所：八戸プラザホテル　アーバンホール
出席者：主事　平川　貴也
・平成28年自衛隊入隊予定者激励会
開催日：平成28年 2 月22日㈪
場　所：八戸プラザホテル　アーバンホール
出席者：主事　平川　貴也
・COC＋シンポジウム
開催日：平成28年 3 月11日㈮
場　所：青森中央学院大学
出席者：主事　坂野　仁志

（12）就職支援委員会セミナー
・東北地区私立大学就職セミナー
開催日：平成27年10月 8 日㈭　
場　所：仙台サンプラザホール
出席者：主事　平川　貴也
・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28年 3 月10日㈭～11日㈮　
場　所：八戸工業大学
出席者：主事　平川　貴也

（13）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27年 6 月 3 日㈬～ 7月24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27年 6 月10日㈬～ 7月17日㈮（全10回）
場　所：大学会館531教室
講　師：日本公務員学院
・医療事務講座（全学年対象）
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開催日：平成27年 9 月 5 日㈯～12月 5 日㈯（全13回）
場　所：大学会館 2階会議室
講　師：ニチイ学館

（14）キャリアプランニング
・ 4 月16日㈭　就活スタートガイダンス（ 3年生）
・ 4 月23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 7 日㈭　就活フォローアップガイダンス（ 4年生）
・ 6 月11日㈭　就職サイト活用講座（ 3年生）
・ 6 月11日㈭　合同企業説明会事前指導（ 4年生）
・ 6 月16日㈫～17日㈬
合同企業説明会（大学 4年生、短大 2年生対象）
場所：大学会館 2階会議室、 3階531教室
参加企業数：52社

・ 7 月 9 日㈭　自己の能力・力量・適性は“リクナビ診断”
　　　　　　（ 3年生）
・ 7 月23日㈭　採用試験に備えよう①
　　　　　　　一般教養講座（模擬試験）（ 3年生）
・ 9 月17日㈭　採用試験に備えよう②
　　　　　　　一般教養講座（試験後解説）（ 3年生）
・10月 1 日㈭　進路決定のための交流会（ 3年生）
・10月15日㈭　就活に備える②
　　　　　　　自己分析･自己ＰＲの仕方（ 3年生）
・10月22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29日㈭　就活に備える④　面接試験対策（ 3年生）
・11月12日㈭　採用試験に備えよう③
　　　　　　　ＳＰＩ対策講座（模擬試験）（ 3年生）
・11月19日㈭　就活に備える⑤
　　　　　　　マナー・メイク対策（ 3年生）
・12月10日㈭　先輩の体験発表“内定者報告会”（ 3年生）
・ 1 月21日㈭　採用試験に備えよう④
　　　　　　　ＳＰＩ対策講座（試験後解説）（ 3年生）
・ 2 月18日㈭　就職合宿事前指導（ 3年生）
・ 2 月25日㈭～26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

・ 3 月 2 日㈬　就職説明会
（大学 3年生、短大 1 ～ 2年生対象）

場所：八戸プラザホテル　アーバンホール
参加企業・施設数：30社、22施設

（15）企業学内説明会および選考会
・ 4 月22日㈬　警視庁
・ 4 月23日㈭　岩手県警察本部
・ 5 月11日㈪　青森県警察本部
・ 8 月19日㈬　株式会社ガリバーインターナショナル
・ 9 月 4 日㈮　自衛隊青森地方協力本部　八戸地域事務所
・ 9 月24日㈭　武蔵貨物自動車株式会社
・10月 7 日㈬　リーフラス株式会社
・10月 9 日㈮　マネックス証券株式会社

（16）広報委員会学外会議
・平成27年 6 月19日㈮
　高等学校と大学・短期大学との情報交換会

（17）入試説明会の実施
○平成27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27年 6 月19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　29校（41名）
＜むつ会場＞
実施日　平成27年 6 月25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　 3校（ 3名）
＜青森会場＞
実施日　平成27年 6 月26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　10校（11名）
○八戸学院大学人間健康学部看護学科説明会
実施日　平成27年 9 月10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　32校（38名）
○その他説明会
・青森商業高等学校　校内説明会

（キッズ・コーポレーション主催）
　実施日　平成27年 5 月21日㈭
　対象者　 2、 3学年
　出席者　課長補佐　岡沼　真由美
・種市高等学校　校内説明会（さんぽう主催）
　実施日　平成27年 5 月22日㈮
　対象者　 3学年
　出席者　事 務 員　高屋敷　好孝
・東奥学園高等学校　校内説明会（ライセンスアカデミー主催）
　実施日　平成27年 6 月11日㈭
　対象者　 3学年
　出席者　主　　事　畑中　孝太
・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 6 月13日㈯
　対象者　全学年
　出席者　課長補佐　岡沼　真由美
・柴田女子高等学校　校内説明会（さんぽう主催）
　実施日　平成27年 6 月16日㈫
　対象者　 2、 3学年
　出席者　課長補佐　岡沼　真由美
・千葉学園高等学校　校内説明会（さんぽう主催）
　実施日　平成27年 6 月18日㈭
　対象者　 2、 3学年
　出席者　主　　事　畑中　孝太
・大間高等学校　校内説明会（ウェルフェアジャパン主催）
　実施日　平成27年 8 月28日㈮
　対象者　 1学年
　出席者　ビジネス学部教授　　村本　卓
・平成27年 9 月13日㈰　　平成27年度保護者説明会
・七戸高等学校　校内説明会（ライセンスアカデミー主催）
　実施日　平成27年 9 月15日㈫
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　対象者　 1学年
　出席者　主　　事　坂野　仁志
・青森中央高等学校　校内説明会（ダイヤ書房主催）
　実施日　平成27年10月22日㈭
　対象者　 1、 2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27年11月 2 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27年11月19日㈭
　対象者　 1学年
　出席者　事 務 員　高屋敷　好孝
・遺愛女子高等学校　校内説明会（ダイヤ書房主催）
　実施日　平成27年11月30日㈪
　対象者　全学年
　出席者　事 務 員　高屋敷　好孝
・田子高等学校　校内説明会（ライセンスアカデミー主催）
　実施日　平成27年12月 8 日㈫
　対象者　 2学年
　出席者　課長補佐　岡沼　真由美
・三沢商業高等学校　校内説明会

（キッズ・コーポレーション主催）
　実施日　平成27年12月 9 日㈬
　対象者　 2学年
　出席者　主　　事　坂野　仁志
・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12月 9 日㈬
　対象者　 1学年
　出席者　事 務 員　高屋敷　好孝
・十和田工業高等学校　校内説明会（さんぽう主催）
　実施日　平成28年 1 月21日㈭
　対象者　 2学年
　出席者　事　務　員　高屋敷　好孝
・種市高等学校　校内説明会（さんぽう主催）
　実施日　平成28年 1 月29日㈮
　対象者　 1、 2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

（JSコーポレーション主催）
　実施日　平成28年 2 月 1 日㈪
　対象者　 1学年
　出席者　人間健康学部准教授　　渡邉　陵由
・八戸学院野辺地西高等学校　校内説明会

（JSコーポレーション主催）
　実施日　平成28年 2 月 1 日㈪
　対象者　 1学年
　出席者　主　　事　畑中　孝太
・東奥義塾高等学校　校内説明会

（キッズ・コーポレーション主催）
　実施日　平成28年 2 月 3 日㈬
　対象者　 2学年
　出席者　主　　事　坂野　仁志

・五所川原第一高等学校　校内説明会
（JSコーポレーション主催）

　実施日　平成28年 2 月17日㈬
　対象者　 2学年
　出席者　課長補佐　岡沼　真由美
・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28年 2 月17日㈬
　対象者　 2学年
　出席者　事 務 員　高屋敷　好孝
・三戸高等学校　校内説明会（ヘキサ主催）
　実施日　平成28年 2 月24日㈬
　対象者　 1学年
　出席者　事 務 員　高屋敷　好孝
※その他、各地ホテルで行われた業者主催進学相談会には
38回出席。

（18）学校見学・体験授業・講演の実施
・実施日　平成27年 6 月11日㈭
　対　象　七戸高等学校（ 1年生52名）
　内　容　学部学科紹介、施設見学
・実施日　平成27年 7 月 1 日㈬
　対　象　三戸高等学校（ 2年生51名）
　内　容　学部学科紹介、施設見学
・実施日　平成27年 7 月 1 日㈬
　対　象　八戸学院光星高等学校母親研修会（15名）
　内　容　施設見学
・実施日　平成27年 7 月 7 日㈫
　対　象　大館中学校（ 3年生111名）
　内　容　講話、施設見学
・実施日　平成27年 9 月11日㈮
　対　象　久慈東高等学校（ 1年生58名）
　内　容　学部学科紹介、施設見学
・実施日　平成27年10月28日㈬
　対　象　田子高等学校（ 2年生21名）
　内　容　卒業生紹介、施設見学
・実施日　平成27年11月 5 日㈭
　対　象　五戸高等学校（ 1年生51名）
　内　容　卒業生紹介、施設見学
・実施日　平成27年12月 7 日㈪
　対　象　八戸学院野辺地西高等学校

（ 1年生93名、 2年生 3名）
　内　容　施設見学
・実施日　平成28年 3 月11日㈮
　対　象　三本木農業高等学校（ 2年生31名）
　内　容　学部学科紹介、施設見学

（19）オープンキャンパス
実施日：第 1回　平成27年 7 月25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　経営コース　ＩＴ・Ｗebクリエイティブプログラム
講　師　八戸学院大学ビジネス学部准教授　齊藤　綾美
テーマ　公共コース　公共経営プログラム
講　師　八戸学院大学人間健康学部准教授　渡邉　陵由
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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　熊谷　大輔
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
　　　　　　　　　　　　　　　　　准教授　天摩　雅和
テーマ　ピアノに触れてみよう
講　師　八戸学院短期大学ライフデザイン学科

教授　佐藤　千恵子
テーマ　お菓子作り（調理実習）
講　師　八戸学院短期大学看護学科教授　加賀谷　紀子
　　　　　　　　　　　　　　　　講師　三浦　広美
　　　　　　　　　　　　　　　　講師　木村　緑
テーマ　コラージュ療法～ポストカードを作ってみよう～
実施日：第 2回　平成27年 9 月26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特任教授　玉樹　真一郎
テーマ　経営コース　起業家・ビジネスプログラム
講　師　八戸学院大学ビジネス学部講師　加来　聡伸
テーマ　経営コース　農業経営プログラム
　　　　「食と農についてほんの少し考えてみよう」
講　師　八戸学院大学人間健康学部講師　高嶋　渉
テーマ　教育職プログラム（保健体育）で学べること
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）で学べること
講　師　八戸学院大学人間健康学部講師　熊谷　大輔
テーマ　社会福祉士プログラムで学べること
　　　　『そもそも福祉ってなに？』
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で学べること
講　師　八戸学院大学人間健康学部准教授　金地　美知彦
テーマ　認定心理士プログラムで学べること
講　師　八戸学院短期大学幼児保育学科講師　佐貫　巧
テーマ　作って・遊んでみよう　『空に憧れて～ビューン
　　　　と飛ぶ紙飛行機をつくろう！～』
講　師　八戸学院短期大学ライフデザイン学科

准教授　堤　静子
テーマ　楽しいお金の話
講　師　八戸学院短期大学看護学科准教授　田名部　麻野
　　　　　　　　　　　　　　　　　助教　山本　明子
テーマ　在宅看護学「～見て＆聴いて＆触って！在宅看護
　　　　を体験してみよう」
実施日：第 3回　平成28年 3 月 5 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

教授　バリー・グロスマン
テーマ　グローバル社会における学びについて
講　師　八戸学院大学ビジネス学部助教　幸田　威久矢
テーマ　起業家・ビジネスプログラムとは（会計編）

講　師　八戸学院大学人間健康学部講師　熊谷　大輔
テーマ　健康科学とは何か
講　師　八戸学院大学人間健康学部准教授　渡邉　陵由
テーマ　スポーツ科学とは何か
講　師　八戸学院短期大学幼児保育学科教授　田端　利則
　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師　木下　和彦
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

講師　三岳　貴彦
テーマ　福祉レクリエーションについて
講　師　八戸学院短期大学看護学科講師　三浦　広美
　　　　　　　　　　　　　　　　助教　田口　千尋
テーマ　看護の世界をのぞいてみよう！

（20）出張講義
・対　象　青森県立六戸高等学校　全校生徒
　実施日　平成27年 4 月22日㈬
　場　所　青森県立六戸高等学校
　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　ケータイ安全教室
・対　象　青森県立六戸高等学校　 2学年
　実施日　平成27年 6 月12日㈮
　場　所　青森県立六戸高等学校
　講　師　八戸学院短期大学看護学科助教　田口　千尋
　テーマ　ナースの世界をのぞいてみよう！
・対　象　青森県立三戸高等学校　全校生徒
　実施日　平成27年 6 月26日㈮
　場　所　青森県立三戸高等学校
　講　師　八戸学院短期大学ライフデザイン学科

教授　中村　修
　テーマ　企業経営
・対　象　青森県立三戸高等学校　全校生徒
　実施日　平成27年 6 月26日㈮
　場　所　青森県立三戸高等学校
　講　師　八戸学院短期大学ライフデザイン学科

教授　佐藤　千恵子
　テーマ　いつ食べるの？今でしょ！！
　　　　　－思春期の食生活について－
・対　象　青森県立大湊高等学校　 1・ 2学年
　実施日　平成27年 7 月 9 日㈭
　場　所　青森県立大湊高等学校
　講　師　八戸学院短期大学幼児保育学科助教　三村　弥生
　テーマ　おはなしの楽しみ方
・対　象　八戸市立小中野中学校　全校生徒
　実施日　平成27年 7 月15日㈬
　場　所　八戸市立小中野中学校
　講　師　八戸学院大学人間健康学部准教授　浜中　のり子
　テーマ　親と子のコミュニケーションを考える
・対　象　青森県立むつ工業高等学校　 2学年
　実施日　平成27年 8 月25日㈫
　場　所　青森県立むつ工業高等学校
　講　師　八戸学院短期大学看護学科学科長

　教授　羽入　雪子
　テーマ　性教育講座
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・対　象　青森県立六ヶ所高等学校　 1・ 2学年
　実施日　平成27年10月27日㈫
　場　所　青森県立六ヶ所高等学校
　講　師　八戸学院短期大学幼児保育学科助教　三村　弥生
　テーマ　保育士のしごと～子どもと関わる専門職～
・対　象　青森県立六ヶ所高等学校　 1・ 2学年
　実施日　平成27年10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　田口　千尋
　テーマ　ナースのお仕事～看護師の毎日～
・対　象　青森県立七戸高等学校　 2学年
　実施日　平成27年12月 8 日㈫
　場　所　青森県立七戸高等学校
　講　師　八戸学院短期大学幼児保育学科講師　川端　悠
　テーマ　正しいウェイトトレーニング
・対　象　青森県立七戸高等学校　 2学年
　実施日　平成27年12月 8 日㈫
　場　所　青森県立七戸高等学校
　講　師　八戸学院短期大学ライフデザイン学科

教授　三浦　文恵
　テーマ　上手なコミュニケーション
・対　象　青森県立七戸高等学校　 2学年
　実施日　平成27年12月 8 日㈫
　場　所　青森県立七戸高等学校
　講　師　八戸学院短期大学看護学科学科長

　教授　羽入　雪子
　テーマ　看護師をめざす方たちへ
・対　象　花巻東高等学校　 1学年
　実施日　平成27年12月 9 日㈬
　場　所　花巻東高等学校
　講　師　八戸学院短期大学看護学科講師　市川　裕美子
　テーマ　看護師になるために
・対　象　八戸学院野辺地西高等学校　 2学年
　実施日　平成27年12月14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助教　三村　弥生
　テーマ　おはなしの楽しみかた
・対　象　八戸学院野辺地西高等学校　 2学年
　実施日　平成27年12月14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　小笠原　みや子
　テーマ　基礎看護技術～清潔ケアの大切さ～
・対　象　八戸学院野辺地西高等学校　 2学年
　実施日　平成28年 2 月 8 日㈪
　場　所　八戸学院野辺地西高等学校
　講　師　八戸学院大学ビジネス学部講師　杉山　幸一
　テーマ　18歳における選挙権
・対　象　岩手県立久慈東高等学校　 2学年
　実施日　平成28年 2 月18日㈭
　場　所　久慈市民体育館
　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　岩手県立久慈東高等学校　 2学年
　実施日　平成28年 2 月18日㈭
　場　所　久慈市民体育館

　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　短期大学で学ぶ、音楽表現について
・対　象　八戸学院野辺地西高等学校　 1学年
　実施日　平成28年 2 月22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准教授　浜中　のり子
　テーマ　病む人の心、看護の心、体験からの学び

（21）教養教育運営委員会学外会議
・第65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27年 8 月27日㈭・ 8月28日㈮
会　場：山形大学小白川キャンパス（山形県山形市）
主　催：東北・北海道地区大学等高等・共通教育研究会
出席者：吹越　義博（ライフデザイン学科教授）

（22）自己点検評価委員会学外会議
「平成27年度大学・短期大学評価セミナー」
主　催：公益財団法人日本高等教育評価機構
開催日：平成27年 4 月23日㈭　
場　所：アルカディア市ヶ谷
出席者：自己点検評価委員長　坂本　貴博
　　　　自己点検評価副委員長　瀧澤　透
　　　　大学評価支援室　河村　千代美

「平成27年度評価充実会議」
主　催：公益財団法人日本高等教育評価機構
開催日：平成27年 7 月 7 日㈫　
場　所：アルカディア市ヶ谷
出席者：大学評価統括本部長　吉田　稔

（23）自己点検評価委員会報告書の発行状況
平成27年10月21日㈬　平成26年度八戸学院大学自己点検評
　　　　　　　　　　価書発行
平成27年12月22日㈫　平成26年度八戸学院大学・八戸学院
　　　　　　　　　　短期大学相互検証報告

（24）自己点検評価書作成説明会
平成28年 2 月17日㈬　平成27年度八戸学院大学自己点検評
　　　　　　　　　　価書作成説明会実施
平成28年 2 月19日㈮　平成27年度八戸学院大学自己点検評
　　　　　　　　　　価書作成基準担当者説明会実施

（25）学生相談・ハラスメント担当関連学内行事
・学生相談研修会
開催日　平成27年 7 月30日㈭
場　所　833講義室
演　題　「学生の現状理解と学生相談体制の構築に向けて」
講　師　北里大学獣医学部　松本　明生　氏
出席者　62名

（26）学生相談・ハラスメント担当学外会議
開催日　平成27年 9 月 3 日㈭、 4日㈮
場　所　公益社団法人　国民会館　武藤記念ホール

（大阪市）
演　題　「平成27年度心の問題と成長支援ワークショップ
　　　　-メンタルヘルス向上とカウンセリング-」
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出席者　人間健康学部　准教授　金地　美知彦

（27）国際交流支援委員会
・平成27年度　海外研修
　期　間　平成27年 8 月18日㈫～ 9月 1日㈫
　場　所　アメリカ　ロサンゼルス・シアトル
　参加者　短大生 1名　　引率教員 1名：Ｇ．アンソニー
・八戸市国際交流フェスタ　八戸市国際交流協会主催
　期　間　平成27年 8 月30㈰
　場　所　八戸市　はっち
　内　容　パネル展示
・三沢基地ショップ見学ツアー
　期　間　平成27年11月18日㈬
　参加者　大学生 1名・短大生 6名　
　　　　　引率教員 1名：三浦　文恵
・平成27年度　海外研修
　期　間　平成28年 2 月21日㈪～ 3月 3日㈭
　場　所　タイ・チェンマイ
　参加者　大学生 2名　短大生 1名　
　　　　　引率教員 1名：Ｂ．グロスマン

（28）研究倫理委員会審査概要
第 1回委員会（平成27年 6 月 2 日㈫開催）…申請16件、承
認 8件、条件付承認 4件、変更勧告 1件、非該当 3件
・青森県県南地方における少子高齢化が地域活動に及ぼす
影響

　（研究責任者；ビジネス学部　齊藤綾美　准教授）
・The　general　analysis　for　multi-bottlenecks　and
　land　uses　in　the　monocentric　cities
　（研究責任者；ビジネス学部　橘洋介　講師）
・発達期の低濃度複合水銀曝露が加齢時における神経行動
毒性に及ぼす影響と遺伝的修飾

　（研究責任者；人間健康学部　吉田稔　教授）
・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　吉田稔　教授）
・適応指導教室の通室生の進路選択の要因
　（研究責任者；人間健康学部　瀧澤透　教授）
・10歳代の出産に関する意識調査
　（研究責任者；人間健康学部　瀧澤透　教授）
・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　渡邉陵由　准教授）
・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　渡邉陵由　准教授）
・養護教諭養成における看護学臨床実習の学びと課題
　（研究責任者；人間健康学部　浜中のり子　准教授）
・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　工藤祐太郎　助教）
・ラグビー選手の競技力向上とスポーツ障害の予防に関す
る研究

　（研究責任者；幼児保育学科　川端悠　講師）
・習慣的な低山登山が中高年の筋力維持・向上におよぼす
効果を明らかにする

　（研究責任者；看護学科　玉懸多恵子　教授）
・基礎看護学実習における看護師へのインタビュー体験に
よる学習効果
　（研究責任者；看護学科　玉懸多恵子　教授）
・障がいや慢性的な病気をもつ子どもへの支援に関する調査
　（研究責任者；看護学科　山野内靖子　准教授）
・精神科実習の社会復帰活動における看護の役割について
の学生の学び　－実習記録からの分析－
　（研究責任者；看護学科　木村緑　講師）
・「まちの保健室」の利用実態調査
　（研究責任者；看護学科　岩織美保子　講師）
第 2回委員会（平成27年11月 9 日㈪開催）…申請 5件、承
認 4件、条件付承認 1件
・ＱＯＬ向上・肺炎予防を目指したカウンセリング的手法
による口腔機能向上訓練を試みて（仮）
　（研究責任者；人間健康学部　関川幸子　教授）
・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（ 2）－ダウン症児との比較から－

　（研究責任者；幼児保育学科　杉山幸子　教授）
・認知症の人を抱えた家族の背景と家族の在宅介護に対す
る思い
　（研究責任者；看護学科　加賀谷紀子　教授）
・看護学生の臨地実習終了後のリハビリテーション看護の
認識
　（研究責任者；看護学科　市川裕美子　講師）
・看護基礎教育における国際看護学教育の教育プログラム
の開発・構築に関する研究
　（研究責任者；看護学科　久保宣子　助教）

（29）ファカルティ・デベロップメント（FD）委員会学外会議
・ＦＤネットワーク“つばさ”第15回ＦＤ協議会、第 7回
“つばさ”プロジェクト運営協議会
　平成27年 5 月16日㈯　山形大学小白川キャンパス
　八戸学院短期大学看護学科講師　佐藤　真由美
・第15回山形大学ＦＤ合宿セミナー
【第 1チーム】
平成27年 9 月 7 日㈪～ 8日㈫　協同の杜　山形県農業協同
組合研修所
　人間健康学部講師　高嶋　渉
　八戸学院短期大学幼児保育学科准教授　加藤　勝弘
【第 2チーム】
平成27年 9 月 8 日㈫～ 9日㈬　協同の杜　山形県農業協同
組合研修所
　人間健康学部講師　熊谷　大輔
　ビジネス学部助教　崔　桓碩
・平成27年度ＦＤネットワーク“つばさ”学生ＦＤ会議
　札幌大学
　平成27年 9 月11日㈮
　人間健康学部准教授　金地　美知彦
　人間健康学部 2年　　佐京　春奈
・ＦＤネットワーク“つばさ”第16回ＦＤ協議会、第 8回
“つばさ”プロジェクト運営協議会
　平成28年 2 月20日㈯　山形大学小白川キャンパス
　人間健康学部准教授　金地　美知彦
　八戸学院短期大学幼児保育学科准教授　天摩　雅和
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（30）平成27年度　第 5回　ＦＤ学内研修会
　テーマ　「グローバル化社会の大学への期待
　　　　　―学生が大学で学ぶべき基本的スキル―」
　講　師　東北大学名誉教授　加藤　修三
　会　場　八戸学院大学・八戸学院短期大学総合実習館
　　　　　832教室
　開催日　平成27年11月 4 日㈬
　出席者　大学・短大教員64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27年 4 月 3 日㈮
出席者　大学・短大教員　 8名

第 2回
会　場　八戸学院大学 7号館731教室
開催日　平成27年 7 月23日㈭
出席者　大学・短大教員　16名

（32）授業評価アンケートの実施
《春学期》
期　間　平成27年 7 月 3 日㈮～ 8月18日㈬

　科目数　大学35科目実施，短大43科目実施
《秋学期》
　期　間　平成27年12月10日㈭～平成28年 1 月29日㈮
　科目数　大学27科目実施，短大27科目実施

（33）公開授業
《春学期》
　期　間　平成27年 6 月15日㈪～ 7月 3日㈮
　　　　　※ 6月22日㈪～26日㈮は外部公開　　
《秋学期》
　期　間　平成27年11月 2 日㈪～20日㈮
　　　　　※11月 9 日㈪～13日㈮は外部公開　

（34）平成27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27年 7 月28日㈫に
831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 ～16:15　開会のあいさつ・講師紹介（研究推進委員長）
16:15 ～17:15　岡田益男八戸高専校長による講演
17:15 ～17:20　質疑応答
17:20 ～17:30　閉会のあいさつ（研究推進委員長）

（35）平成27年度研究倫理・コンプライアンス教育研修会
　研究推進委員会の主催により、平成27年12月 9 日㈬に
831講義室（総合実習館 3階）において、文部科学省が公表
した「研究活動における不正行為への対応等に関するガイ
ドライン」に則った研究倫理等に関する研修会が開催され
た。併せて、委員会方針として全教員に対し、「科学の健
全な発展のために－誠実な科学者の心得（日本学術振興会：
通称Green　Book）」の通読・履修が義務付けられた。

（36）図書委員会学外会議
第21回　青森県高等教育機関図書館協議会総会

・開催日　平成27年 7 月17日㈮
・会　場　青森中央学院大学・青森中央短期大学図書館情
　　　　　報センター
・出席者　情報メディア課課長　浜　章夫
　　　　　　　　　同課長補佐　織戸　浩
平成27年度青森県高等教育機関図書館協議会研修会
「新しいキャリア教育と図書館の可能性」
・開催日　平成27年10月 9 日㈮
・会　場　八戸学院大学・八戸学院短期大学図書館
　　　　　※研修会開催当番大学

（37）大学入試センター試験実施委員会学外会議
・平成28年度大学入学者選抜大学入試センター試験
　新任入試担当課長会議
　日　時　平成27年 6 月 4 日㈭13:30 ～16:30
　場　所　独立行政法人大学入試センター 2階大会議室
　出席者　センター試験担当課長　藤原　真史
・大学入試センター試験地区別連絡会議
　日　時　平成27年 6 月17日㈬14:00 ～16:00
　場　所　青森公立大学　本部棟　大会議室
　出席者　センター試験担当課長　藤原　真史
・平成28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　平成27年 8 月28日㈮10:00 ～16:00
　場　所　ホテルナクアシティ弘前
　出席者　センター試験実施委員　坂本　貴博
　　　　　センター試験実施委員　田中　敬一
　　　　　センター試験担当課長　藤原　真史
　　　　　センター試験担当係長　早川　幸久
・平成28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　平成27年12月 9 日㈬10:00 ～16:00
　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　藤原　真史

（38）平成28年度大学入試センター試験の実施
　平成28年度大学入学者選抜大学入試センター試験は、平
成28年 1 月16日㈯・17日㈰二日間で実施された。本学試験
場では、八戸高校、八戸西高校、三戸高校、八戸学院光星
高校の受験生が受験した。

（39）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】　　 7－ 0　　【岩手大学】
【本学】　　 4－ 0　　【岩手大学】
【本学】　　 7－ 2　　【青森中央学院大学】
【本学】　　 1－ 4　　【青森中央学院大学】
【本学】　　11－ 1 　　【ノースアジア大学】
【本学】　　 7－ 0　　【ノースアジア大学】
【本学】　　 2－ 5　　【青森大学】
【本学】　　 9－ 1　　【青森大学】
【本学】　　 1－ 2　　【富士大学】
【本学】　　 1－ 0　　【富士大学】
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◆北東北大学野球　新人戦
【本学】　　 0－ 1　　【富士大学】

◆第10回　東北地区大学野球選手権大会
【本学】　　 6－ 6　　【日本大学工学部】
【本学】　　 1－ 4　　【ノースアジア大学】

◆北東北大学野球　秋季リーグ戦（ 4位）
【本学】　　 0－ 1　　【ノースアジア大学】
【本学】　　 5－ 2　　【ノースアジア大学】
【本学】　　 2－ 1　　【青森中央学院大学】
【本学】　　 2－ 1　　【青森中央学院大学】
【本学】　　11－ 2 　　【岩手大学】
【本学】　　 0－ 2　　【岩手大学】
【本学】　　 3－ 2　　【青森大学】
【本学】　　 2－ 5　　【青森大学】
【本学】　　 0－ 3　　【富士大学】
【本学】　　 3－ 4　　【富士大学】

◆北東北大学野球大館トーナメント大会
【本学】　　 2－ 3　　【ノースアジア大学】

男子サッカー部
◆第43回青森県大学・高専サッカーリーグ（ 2位）

【本学】　　11－ 0 　　【八戸工業大学】
【本学】　　 5－ 2　　【八戸高等専門学校】
【本学】　　 5－ 3　　【北里大学獣医学部】
【本学】　　 1－ 1　　【青森中央学院大学】
【本学】　　 2－ 1　　【弘前大学全学部】
【本学】　　 0－ 1　　【弘前大学医学部】

◆2015年度第 5回インディペンデンスリーグ東北2015
　（前期・ 6位）

【本学】　　 1－ 7　　【仙台大学A 2】
【本学】　　 1－ 0　　【FCSENDAI】
【本学】　　 0－ 5　　【仙台大学FC】
【本学】　　 0－11　　【富士大学U-22】
【本学】　　 0－ 7　　【仙台大学B 1 】
【本学】　　 1－ 0　　【東北学院大学FC】
【本学】　　 2－ 3　　【TohokuFC】

◆2015年度第16回東北地区大学サッカー選手権大会兼平成
27年度第39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（準優勝）

【本学】　　 4－ 1　　【ノースアジア大学】
【本学】　　 2－ 0　　【富士大学】
【本学】　　 1－ 1　　【東北学院大学】
　　　　（PK12-11）
【本学】　　 1－ 3　　【仙台大学】

◆2015年度NHK杯第68回青森県サッカー選手権大会
　（八学大FootballClub2014）ベスト 4
【八学大FC2014】　 5－ 0　【アスレチッククラブ弘前】
【八学大FC2014】　 2－ 1　【田舎館FC】
【八学大FC2014】　 0－11　【ラインメール青森FC】
（八戸学院大学　学生チーム）準優勝
【八戸学院大学】　13－ 0 　【サクセントFC】
【八戸学院大学】　 3－ 1　【ラウディ青森】
【八戸学院大学】　 3－ 1　【ブランデュー弘前FC】
【八戸学院大学】　 1－ 3　【ラインメール青森FC】
◆東北地区大学体育大会

【本学】　　 4－ 0　　【岩手県立大学】
【本学】　　 0－ 3　　【富士大学】

◆2015年度第47回青森県社会人サッカーリーグ 1部（優勝・
東北社会人リーグ 2部昇格）（八学大FootballClub2014）
【八学大FC2014】　 0－ 0　【五戸サッカークラブ】
【八学大FC2014】　 2－ 1　【海上自衛隊八戸】
【八学大FC2014】　 5－ 0　【サクセントFC】
【八学大FC2014】　 5－ 1　【FC六ヶ所】
【八学大FC2014】　不戦勝　【ラウディ青森FC】
【八学大FC2014】　 6－ 1　【Angel】
【八学大FC2014】　 3－ 0　【おいらせFC】
【八学大FC2014】　 3－ 1　【十和田キッカーズ】
◆平成27年度東北地区大学サッカーリーグ（ 4位）

【本学】　　 4－ 1　　【ノースアジア大学】
【本学】　　 3－ 4　　【富士大学】
【本学】　　 1－ 0　　【東北学院大学】
【本学】　　 2－ 1　　【福島大学】
【本学】　　 2－ 3　　【仙台大学】
【本学】　　 1－ 1　　【岩手大学】
【本学】　　 1－ 2　　【富士大学】
【本学】　　 0－ 0　　【東北学院大学】
【本学】　　 0－ 2　　【福島大学】
【本学】　　 0－ 3　　【仙台大学】
【本学】　　 2－ 0　　【岩手大学】

◆2015年度第 5回インディペンデンスリーグ東北2015
　（後期・ 8位）

【本学】　　 0－ 6　　【仙台大学A 2】
【本学】　　 2－ 0　　【富士大学U-22】
【本学】　　 4－ 3　　【TohokuFC】
【本学】　　 1－ 7　　【仙台大学B 1 】
【本学】　　 1－ 4　　【東北学院大学SC】
【本学】　　 0－ 6　　【仙台大学FC】
【本学】　　 1－ 2　　【東北学院大学FC】
【本学】　　 1－ 6　　【FCSENDAI】

女子サッカー部
◆平成27年度青森県女子サッカー選手権春季大会

【本学】　　 0－ 1　　【千葉学園高校】
◆全日本女子サッカー選手権青森県大会

【本学】　　 3－ 0　　【BLAVEWALD】
【本学】　　 1― 2　　【SHRINE･L･F･C】

◆2015東北地域大学女子サッカーリーグ（ 2位）
【本学】　　12－ 0 　　【福島県立医科大学】
【本学】　　 4－ 1　　【山形大・公益文化大学】
【本学】　　 1－ 3　　【仙台大学】
【本学】　　 3－ 0　　【仙台白百合大学（合同）】

◆第24回全日本大学女子サッカー選手権大会
【本学】　　 0－ 8　　【武蔵丘短期大学】

アイスホッケー部
◆平成27年度東北地区学生アイスホッケー秋季大会（優勝）

【本学】　　 7－ 1　　【東北福祉大学】
【本学】　　 4－ 3　　【東北学院大学】
【本学】　　 8－ 2　　【八戸工業大学】

◆デーリー東北新聞社杯第51回八戸市実業団アイスホッケ
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ーリーグ戦（ 4位）
【本学】　　 5－ 7　　【吉田産業】
【本学】　　 2－ 6　　【八戸ブルースターズ】
【本学】　　 8－ 2　　【八戸工業大学】
【本学】　　11－ 1 　　【小中野フェニックス】
【本学】　　 1－ 8　　【青い森信用金庫】

◆RAB杯第68回青森県アイスホッケー選手権大会（ 3位）
【本学】　　 4－ 3　　【吉田産業】
【本学】　　 6－ 8　　【八戸ブルースターズ】

◆平成27年度東北地区学生アイスホッケー選手権大会兼
　第88回日本学生氷上競技選手権大会東北地区予選（優勝）

【本学】　　14－ 0 　　【東北大学】
【本学】　　 6－ 4　　【東北学院大学】
【本学】　　 7－ 2　　【東北福祉大学】

◆第52回東奥日報社旗争奪青森県アイスホッケー大会兼全
国大会予選（ 4位）

【本学】　　 2－11　　【八戸ブルースターズ】
【本学】　　 2－13　　【青い森信用金庫】
【本学】　　 1－ 3　　【吉田産業】
【本学】　　 8－ 2　　【小中野フェニックス】
【本学】　　 4－ 1　　【八戸工業大学】

◆第88回日本学生氷上競技選手権大会
【本学】　　 1－ 6　　【専修大学】

陸上競技部
◆第41回青森県春季陸上競技選手権大会
古川　真也（人間 4）　男子400ｍH決勝　　58"09　 2 位
澤　幸弘（人間 4）　男子110ｍH決勝　　15"48　 6 位

南　勇眞　（人間 3）　男子110ｍH決勝　　15"47　 5 位
的場　大輝（人間 2）　男子走幅跳　　　　 6 m24　 8 位
洞内　晃喜（人間 2）　男子5000ｍ決勝　 24'47"31　 3 位
蛯名　航洋（ビジ 2）　男子円盤投　　　　36m25　 1 位
上野　航平（人間 1）　男子やり投　　　　52m83　 4 位
古川・ 澤・新田・的場　男子 4×100mR決勝

　44"20　 7 位
木村　美砂（幼保 2）　女子400m決勝　　 1 '00"63　 5 位
木村　美砂（幼保 2）　女子800m決勝　　 2 '25"02　 2 位
五十嵐　茜（幼保 2）　女子走幅跳決勝　 1 '08"05　 2 位
立花・木村・鳥谷部・角　女子 4×400mR決勝

　 4 '13"45　 4 位
◆東北学生陸上競技対校選手権大会（ 5月15日～ 5月17日）

澤　幸弘（人間 4）　男子110mH決勝　　 15"20　 5 位
南　勇眞　（人間 3）　男子110mH決勝　　 15"53　 8 位
蛯名　航洋（ビジ 2）　男子円盤投決勝　　37m33　 4 位
木村　美砂（幼保 2）　女子400m決勝　　　61"01　 6 位
木村　美砂（幼保 2）　女子800m決勝　　 2 '21"15　 7 位
立花　香　（人間 1）　女子400mH決勝　　 67"99　 7 位
角･鳥谷部･立花･五十嵐女子 4×100mR決勝

　51"84　 6 位
立花･塩谷･鳥谷部･木村女子 4×400mR決勝

　 4 '09"54　 6 位
◆国民体育大会兼東北選手権大会青森県選考会

澤　幸弘（人間 4）　男子110ｍH決勝　　15"04　 2 位
南　勇眞　（人間 3）　男子110ｍH決勝　　15"55　 3 位
蛯名　航洋（ビジ 2）　男子円盤投　　　　36m85　 3 位

木村　美砂（幼保 2）　女子400m決勝　　　59"17　 3 位
木村　美砂（幼保 2）　女子800m決勝　　 2 '17"58　 3 位
八戸学院大学女子 4×400mR決勝　　　 4 '08"62　 3 位
◆第66回東北地区大学総合体育大会

澤　幸弘（人間 4）　男子110mH決勝　　 14”79　 2 位
蛯名　航洋（ビジ 2）　男子円盤投決勝　　38ｍ48　 3 位
立花　香　（人間 1）　女子400mH決勝　 1 ’08”32　 4 位
三浦　文賀（人間 3）　女子円盤投決勝　　27m32　 7 位
三浦　文賀（人間 3）　女子やり投決勝　　36m36　 6 位
◆第37回北日本学生陸上競技対校選手権大会

澤　幸弘（人間 4）　男子110mH決勝　　 15"39　 6 位
◆平成27年度青森県秋季陸上競技選手権大会
南　勇眞　（人間 3）　男子110ｍH決勝　　15”90　 2 位
南　勇眞　（人間 3）　男子400mH決勝　　56”39　 1 位
蛯名　航洋（ビジ 2）　男子円盤投決勝　　35ｍ87　 2 位
粕谷　貴裕（人間 1）　　　　　　決勝　　27ｍ27　 6 位
的場　大輝（人間 2）　男子走幅跳決勝　　 6ｍ51　 3 位
上野　航平（人間 1）　男子やり投決勝　　50ｍ89　 3 位
澤・新田・的場・成田男子 4×100mR決勝　

44”19　 5 位
◆秩父宮賜杯第47回全日本大学駅伝対校選手権大会東北地
区予選会兼　第33回全日本大学女子駅伝対校選手権大会
東北地区予選会
女子　対校戦の部
タイムレース総合
平野　瑞希（人間 4）　女子5000m　　　18'38"33　17位
縄巻　綾音（人間 1）　　　　　　　　　18'49"74　21位
小林　萌華（人間 1）　　　　　　　　　20'19"59　31位
丹波佳奈美（人間 3）　　　　　　　　　20'44"10　33位
野中　麻衣（人間 1）　　　　　　　　　20'49"31　34位
阿部　花菜（人間 2）　　　　　　　　　21'00"90　35位
女子総合結果　 2時間00分21秒97　　　　　　　　 6位
◆第44回東北学生陸上競技選手権大会

澤　幸弘（人間 4）　男子100ｍ予選　　　　　　11"53
新田　祥希（人間 3）　男子200ｍ予選　　　　　　23"50
的場　大輝（人間 2）　男子走幅跳決勝　　 6ｍ63　 9 位
蛯名　航洋（ビジ 2）　男子円盤投決勝　　37ｍ71　 2 位
鳥谷部礼那（人間 1）　女子100ｍ予選　　　　　　13"93
立花　香　（人間 1）　女子200ｍ予選　　　　　　28"37
角　成美　（人間 1）　　　　　 予選　　　　　　27"75
塩谷　綺音（人間 3）　女子400ｍ予選　　　　 1 '05"22
縄巻　綾音（人間 1）　女子5000ｍタイムレース 18'38"88
小林　萌華（人間 1）　　　　　　　　　　　　 20'31"28

自転車競技部
◆第84回全日本自転車競技選手権大会トラックレース
清水　知美（ビジ 2）　500MTT　　　 　 38秒574　 5 位
清水　知美（ビジ 2）　スプリント予選　　13秒35　 6 位
◆南部地区春季自動車競技会
清水　知美（ビジ 2）　500MTT　　　　　　　　　 1位
丹波佳奈美（人間 3）　500MTT　　　　　　　　　 2位
清水　知美（ビジ 2）　 3 kmIP　　　　　　　　 　 1位
丹波佳奈美（人間 3）　 3 kmIP　　　　　　　　 　 2位
◆第67回青森県春季自転車競技会
清水　知美（ビジ 2）　500MTT　　　　　　　　　 1位
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丹波佳奈美（人間 3）　500MTT　　　　　　　　　 2位
丹波佳奈美（人間 3）　 2 KPIP　　　　　　　　 　 1位

◆第17回修善寺カップ女子オープントラック＆
　2015 challengeTheIzuVelodrome
清水　知美（ビジ 2）　200ｍフライングラップポイントレース

12"544　 2 位
清水　知美（ビジ 2）　500ｍタイムトライアル

38"467　 4 位
challengeTheIzuVelodrome
清水　知美（ビジ 2）　500ｍタイムトライアル

38"521　 1 位
◆第56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 2）　500ｍタイムトライアル　　 1位
清水　知美（ビジ 2）　スプリント　　　　　　　　 1位

◆文部科学大臣杯　第71回全日本大学対抗選手権自転車競
技大会
団体女子総合　　　　　　　　　　　　　　　　　 3位
チームスプリント　　　　　　　　　　　　　　　 3位
丹波佳奈美（人間 3）　3000mインディビデュアルパーシュート

　 4位
清水　知美（ビジ 2）　500mタイムトライアル　　 1位

スプリント　　　　　　　　 1位
◆南部地区秋季自動車競技会
清水　知美（ビジ 2）　1000MTT　　　　　　　 1 '13"28

◆第70回国民体育大会自転車競技会
清水知美・小島（日体大）　チームスプリント　　　 3位
清水　知美（ビジ 2）　ケイリン　　　　　　　　　 4位
清水　知美（ビジ 2）　DNF

◆階上岳ヒルクライム
階上町階上岳ボランティア活動、大会スタッフ
小笠原千佳子（ビジ 4）
清水　知美（ビジ 2）

◆TRS第 5 戦及び伊豆ベロドローム合宿
清水　知美（ビジ 2）　200ｍFTT　　　　　　　　 1位
清水　知美（ビジ 2）　500ｍFTT　　　　　　　　 1位

◆第21回日韓対抗学生自転車競技大会
清水　知美（ビジ 2）　500ｍ　　　　　　　　　　 4位
清水　知美（ビジ 2）　スプリント　　　　　　　　 2位

軟式野球部
◆春季大学軟式野球リーグ戦

【本学】　　 4－ 3　　【盛岡大学】
【本学】　　 8－ 1　　【岩手大学】
【本学】　　 5－ 4　　【八戸工業大学】

バスケットボール部（男子）
◆第70回国民体育大会バスケットボール競技青森県予選会

【本学】　　89－83　　【青森大学】
【本学】　　82－85　　【八戸クラブ】

◆第36回北奥羽地区大学春季バスケットボール大会
【本学】　　93－57　　【岩手県立大学】
【本学】　　87－82　　【青森中央学院大学】
【本学】　　37－89　　【富士大学】
【本学】　　77－81　　【弘前大学】

◆第36回青森県大学バスケットボール大会（ 3位）

【本学】　　90－73　　【北里大学】
【本学】　　65－94　　【青森大学】
【本学】　　79－59　　【弘前大学】

◆第66回東北地区大学体育大会
【本学】　　92－65　　【日本大学工学部】　　
【本学】　　61－65　　【秋田大学】　　

◆第16回東北地区大学二部トーナメント（準優勝）
【本学】　 118－44　　【青森公立大学】　　
【本学】　　84－80　　【秋田大学】　　
【本学】　　71－99　　【青森大学】　　

◆平成27年度青森県バスケットボール総合選手権大会
【本学】　　82－98　　【田舎館クラブ】　　

◆第39回東北大学バスケットボール新人大会
【本学】　　37－132　【仙台大学】　　

バスケットボール部（女子）
◆第70回国民体育大会バスケットボール球技青森県予選会
（準優勝）

【本学】　　72－32　　【NEO】　　
【本学】　　85－77　　【西北五クラブ】　　
【本学】　　54－79　　【弘前大学】　　

◆第66回東北地区大学バスケットボール大会
【本学】　 151－29　　【仙台白百合】　　
【本学】　　39－104　【山形大学】　　

◆第16回東北大学二部トーナメント北奥羽地区（準優勝）
【本学】　　96－30　　【盛岡大学】　　
【本学】　 114－42　　【秋田大学】　　
【本学】　　74－78　　【岩手大学】　　

◆平成27年度青森県バスケットボール総合選手権大会（ 3位）
【本学】　 109－77　　【A-Bitsブルー・ガディス】
【本学】　　65－75　　【弘前大学】　　

◆青森県学生交流大会（優勝）
【本学】　 109－77　　【青森中央学院大学】　　
【本学】　　72－46　　【弘前大学】　　

◆第70回東北総合バスケットボール選手権大会兼
【本学】　　61－86　　【湯沢翔北高校】　　

◆第39回2015東北大学バスケットボール新人大会
【本学】　　53－77　　【東北学院大学】　　

スケート部
◆SBC杯第22回全日本スピードスケート距離別選手権大会
古庄　亜衣（人間 2）　3000ｍ　　　　 4分27秒86　20位
古庄　亜衣（人間 2）　5000ｍ　　　　 7分37秒55　 6 位
◆ジャパンカップスピードスケート競技会第 1戦
古庄　亜衣（人間 2）　3000ｍ　　　　 4分24秒65　 5 位
古庄　亜衣（人間 2）　5000ｍ　　　　 7分45秒43　 6 位
◆全日本学生スピードスケート選手権大会　　　　

　総合
古庄　亜衣（人間 2）　 500ｍ　　　43秒19　14位　14位
古庄　亜衣（人間 2）　3000ｍ　 4分28秒91　 5 位　 7位
古庄　亜衣（人間 2）　1500ｍ　 2分13秒79　14位　10位
古庄　亜衣（人間 2）　5000ｍ　 8分 1秒29　 5 位　 7位
◆第83回全日本スピードスケート選手権大会　　

　　総合
古庄　亜衣（人間 2）　1500ｍ　　　42秒50　27位　27位
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古庄　亜衣（人間 2）　3000ｍ　 4分19秒12　 9 位　17位
古庄　亜衣（人間 2）　1500ｍ　 2分 4秒75　14位　16位

ラグビー部
◆平成27年度第66回東北地区大学体育大会ラグビーフット
ボール競技（準優勝）

【本学】　　29－ 0 　　【盛岡大学】
【本学】　　40－ 5 　　【岩手大学】
【本学】　　12－17　　【東北学院大学】
【本学】　　33－ 7 　　【盛岡大学】
【本学】　　 0－24　　【東北学院大学】

◆津軽ラグビーまつり2015
【本学】　　92－ 0 　　【スクラップス（社会人）】

◆東北地区大学ラグビーリーグ（優勝）
【本学】　　24－14　　【東北学院大学】
【本学】　　77－ 0 　　【弘前大学医学部】
【本学】　　83－ 0 　　【岩手大学】
【本学】　　33－26　　【東北大学】
【本学】　　54－ 0 　　【仙台大学】

◆第52回大学選手権ファーストステージ東北・北海道代表
決定戦

【本学】　　28－27　　【北海道大学】
◆第52回全国大学ラグビーフットボール選手権大会ファー
ストステージ

【本学】　　14－75　　【福岡工業大学】
【本学】　　 0－163　【法政大学】

アイスホッケー部
◆平成27年度東北地区学生アイスホッケー秋季大会（優勝）

【本学】　　 7－ 1　　【東北福祉大学】
【本学】　　 4－ 3　　【東北学院大学】
【本学】　　 8－ 2　　【八戸工業大学】

◆デーリー東北新聞社杯第51回八戸市実業団アイスホッケ
ーリーグ戦（ 4位）

【本学】　　 5－ 7　　【吉田産業】
【本学】　　 2－ 6　　【八戸ブルースターズ】
【本学】　　 8－ 2　　【八戸工業大学】
【本学】　　11－ 1 　　【小中野フェニックス】
【本学】　　 1－ 8　　【青い森信用金庫】

◆RAB杯第68回青森県アイスホッケー選手権大会（ 3位）
【本学】　　 4－ 3　　【吉田産業】
【本学】　　 6－ 8　　【八戸ブルースターズ】

◆平成27年度東北地区学生アイスホッケー選手権大会兼
第88回日本学生氷上競技選手権大会東北地区予選（優勝）

【本学】　　14－ 0 　　【東北大学】
【本学】　　 6－ 4　　【東北学院大学】
【本学】　　 7－ 2　　【東北福祉大学】

◆第52回東奥日報社旗争奪青森県アイスホッケー大会兼全
国大会予選（ 4位）

【本学】　　 2－11　　【八戸ブルースターズ】
【本学】　　 2－13　　【青い森信用金庫】
【本学】　　 1－ 3　　【吉田産業】
【本学】　　 8－ 2　　【小中野フェニックス】
【本学】　　 4－ 1　　【八戸工業大学】

◆第88回日本学生氷上競技選手権大会

【本学】　　 1－ 6　　【専修大学】
◆第45回会長杯青森県実業団アイスホッケー大会（ 2位）

【本学】　　14－ 0 　　【小中野フェニックス】
【本学】　　 5－ 3　　【吉田産業】
【本学】　　 5－ 6　　【青い森信用金庫】

柔道部
◆東北学生柔道体重別選手権大会
男子81kg級　磯島　望宏（人間 3）　　　　　 2回戦敗退
◆第69回国体柔道競技青森県選手選考会
男子73kg級　磯島　望宏（人間 3）
◆第53回三船十段杯争奪柔道大会
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）
◆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）

硬式テニスサークル
◆平成27年度青森県春季シングルステニス選手権大会
【本学】
佐野　史哉（ビジ 2）　 5－ 8　竹下　二生　　　
木村　優哉（ビジ 2）　 8－ 4　白井　良和（三沢TA）
木村　優哉（ビジ 2）　 8－ 2　石塚　淳　（三沢TA）
木村　優哉（ビジ 2）　 5－ 8　中田　茂（十和田市TA）

◆青森県国体テニス一次予選
【本学】
木村　優哉（ビジ 2）　 1－ 8　三浦　涼太（中央学院大）
佐野　史哉（ビジ 2）　 5－ 8　小田　康太（青公大）

◆2015年度東北学生テニス選手権大会
【本学】
シングルス
R 1　佐野　史哉（ビジ 2）　 2－ 1　吉田　祐一（福医大）
R 2　佐野　史哉（ビジ 2）　 1－ 2　福居　昌樹（東北大）
R 1　木村　優哉（ビジ 2）　 2－ 1　鈴木　彬人（会津大）
R 2　木村　優哉（ビジ 2）　 1－ 2　村上　思吹（仙台大）
ダブルス
R 1　木村　優哉（ビジ 2）　 2－ 1　矢浪（日大工）
　　　佐野　史哉（ビジ 2）　　　　　金子
R 2　木村　優哉（ビジ 2）　 2－ 1　菊池（東北学院大）
　　　佐野　史哉（ビジ 2）　　　　　阿部
R 3　木村　優哉（ビジ 2）　 1－ 2　村上（仙台大）
　　　佐野　史哉（ビジ 2）　　　　　野家
◆平成27年度全日本大学対抗テニス王座決定試合東北地区
大会

【本学】　　 3－ 6　　【石専大】
【本学】　　 3－ 6　　【東北学院工学部】

◆青森県学生テニス選手権大会
男子シングルス　予選
【本学】
1回戦　
木村　優哉（ビジ 2）　不戦勝　宮本　崇士（弘医大）
佐野　史哉（ビジ 2）　 6－ 0　中島　範久（弘医大）
石渡　隆　（ビジ 2）　 6－ 3　川岸　慧　（弘医大）
大塚　拓哉（人間 3）　 3－ 6　榎本　真太朗（青学大）
2回戦
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木村　優哉（ビジ 2）　 6－ 2　長田　遊貴（弘医大）
本選進出

佐野　史哉（ビジ 2）　 3－ 6　大嶋　佑汰（八工大）
石渡　隆　（ビジ 2）　 3－ 6　糸川　凛　（弘医大）

男子シングルス　本選
1回戦
木村　優哉（ビジ 2）　 3－ 6　千葉　貴士（弘医大）

男子ダブルス　予選
1回戦
石渡　隆　（ビジ 2）　 6－ 3　菊池（青学大）
　大塚　拓哉（人間 3）　　　　　斉藤
2回戦
石渡　隆　（ビジ 2）　 3－ 6　千葉（弘医大）
大塚　拓哉（人間 3）　　　　　秋元

男子ダブルス　本選
1回戦
木村　優哉（ビジ 2）　 5－ 8　浅水（青学大）
佐野　史哉（ビジ 2）　　　　　榎本

女子シングルス　本選
1回戦
大谷地美里（看護 2）　 3－ 6　田村　汐織（弘大医）
舘　野々香（幼保 1）　 6－ 2　舘恵　美里（弘大医）
2回戦
舘　野々香（幼保 1）　 0－ 6　渡邊　麗花（弘大医）

ベスト16
女子ダブルス　本選
1回戦
舘　野々香（幼保 1）　 6－ 0　小又（弘大医）
佐竹　信子　　　　　　　　　武藤
2回戦
舘　野々香（幼保 1）　 0－ 6　岩城（弘大医）　ベスト 8
佐竹　信子　　　　　　　　　鈴木

トレーニングサークル
◆青森県パワーリフティング（ 2位）
小川　准平（人間 3）　　スクワット　　　　190kg
　　　　　　　　　　　デッドリフト　　　180kg
　　　　　　　　　　　ベンチプレス　　　記録なし
　　　　　　　　　　　トータル370　

◆三沢米軍基地ボディビル大会（ 3位）
佐々木　駿（人間 3）

◆北海道・東北ボディビル大会　鉄人之国（ 8位）
佐々木　駿（人間 3）

◆第50回全日本学生ボディビル選手権大会（10位）
決勝　佐々木　駿（人間 3）

バレーボールサークル
◆東北バレーボール大学男女リーグ戦男子 4部北（優勝）

【本学】　　 2－ 1　　【秋田県立大秋田キャンパス】
【本学】　　 2－ 0　　【岩手医科大歯学部薬学部】
【本学】　　 2－ 0　　【秋田県立大秋田キャンパス】
【本学】　　 2－ 0　　【岩手医科大歯学部薬学部】

◆東北大学バレーボール下部リーグ入替戦
【本学】　　 2－ 0　　【ノースアジア大学】

（40）主な文化活動
◇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　　基本研修 
5 月17日　本学・総合実習館812教室　　基本研修 
6 月27日　青森東高校　　青森東高校企画
8月24日　八戸西高校　　八戸西高校企画 
8 月26日　三本木高校 三本木高校企画 
8 月31日　大間高校 大間高校企画
9月 1日　田名部高校 田名部高校企画 
9 月 5 日　浪岡高校 浪岡高校企画
9月 7日　三沢商業高校 三沢商業高校企画
◇障害児（者）共生サークル"てとて"
7 月11日　フレンドパーク　　　八戸福祉公民館
◇Be-labo
4 月 2 日　白山台公園　　　　　番組収録
4月 2日　石堂第 1号公園　　　番組収録
4月 6日　八戸市公会堂　　　　入学式インタビュー
4月11日　道の駅なんごう　　　番組収録 
4 月11日　白坂農園　　　　　　番組収録 
5 月10日　うみねこマラソン大会本部　番組収録
5月31日　はっち　　　　　　　八戸テレビ感謝祭 
7 月18日　新井田公園　　　　　番組収録 
7 月18日　風の道公園　　　　　番組収録 
7 月23日　種差海岸　　　　　　番組収録 
7 月23日　東運動公園　　　　　番組収録  
7 月23日　桔 野公園　　　　　番組収録  
8 月 1 日　ニューポート　　　　トークイベント 
8 月 1 日　五戸まきば温泉　　　トークイベント 
9 月 5 日　はっち　　　　　　　八戸学院フェスタ 
9 月12日　デーリー東北新聞社　ビブリオバトルinハチノヘ
9月25日　青山ホール　　　　　番組収録　　　　　
10月30日　三八城公園　　　　　番組収録
10月30日　まつりんぐ広場　　　番組収録　　　　　
10月30日　新井田川沿い　　　　番組収録　　　　　
1月15日　新井田公園　　　　　番組収録　　　　　
1月20日　東運動公園　　　　　番組収録　　　　　
◇軽音部
6月 6日　階上町　　　　　　交流の森広場臥牛山まつり
7月11日　上北郡おいらせ　障害者施設あかしや寮　福祉施設慰問活動
7 月18日　障害児入所施設　うみねこ学園　福祉施設慰問活動 
7 月25日　小船渡海岸　　　　　はしかみいちご煮祭り

（41）庶務日誌摘録
○研究倫理委員会
平成27年　 6月 2日㈫　11月 9 日㈪
○研究推進委員会
平成27年　 5月15日㈮　 6月10日㈬　11月11日㈬
平成28年　 1月13日㈬　 2月10日㈬
○入学者選抜委員会
平成27年　10月20日㈫　11月18日㈬　11月27日㈮
　　　　　12月16日㈬
平成28年　 2月 9日㈫　 2月25日㈭　 3月18日㈮
○特別学生支援室
ノートテイカー会議　平成27年 5 月 8 日㈮
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特別学生支援室会議　平成28年 1 月13日㈬
○自己点検評価委員会　
平成27年　 5月 8日㈮　 6月 2日㈫　 6月 3日㈬
　　　　　 6月 4日㈭　 6月 5日㈮　 7月 1日㈬　
　　　　　 7月17日㈮　 7月29日㈬　 8月25日㈫
　　　　　11月16日㈪　12月 1 日㈫　12月10日㈭
平成28年　 2月 9日㈫

○教務委員会
平成27年　 4月 8日㈬　 5月13日㈬　 6月10日㈬
　　　　　 7月 1日㈬　 9月 9日㈬　10月 7 日㈬
　　　　　11月 4 日㈬　12月 2 日㈬
平成28年　 1月 8日㈮　 2月 3日㈬　 2月25日㈪

○リメディアル教育推進担当
平成27年 9 月 9 日㈬

○教養教育運営委員会
平成27年　 4月22日㈬　 6月 8日㈪　 7月13日㈪
　　　　　 9月 7日㈪　10月 6 日㈫　11月 9 日㈪
　　　　　12月 4 日㈮
平成28年　 1月25日㈪

○ファカルティ・デベロップメント（FD）委員会
平成27年　 3月 2日㈪　 4月 7日㈫　 4月30日㈭
　　　　　 6月 3日㈬　 6月24日㈬　 7月29日㈬
　　　　　 9月30日㈬　10月28日㈬　11月25日㈬　
　　　　　12月21日㈪
平成28年　 1月27日㈬　

○学生委員会
平成27年　 4月20日㈪　 5月12日㈫　 6月 1日㈪　　　
　　　　　 7月 6日㈪　 9月 7日㈪　10月 5 日㈪
　　　　　11月 2 日㈪　12月 1 日㈫　12月 7 日㈪　
平成28年　 1月12日㈫　 2月 1日㈪　 3月 7日㈪

○学生相談・ハラスメント担当
平成27年　 5月14日㈭　 5月28日㈭　 7月 1日㈬
平成28年　 3月 4日㈮

○国際交流支援委員会
平成27年　 4月 8日㈬　 5月26日㈫　 7月14日㈫
　　　　　 9月15日㈫　10月14日㈬　11月25日㈬
　　　　　12月14日㈪
平成28年　 1月27日㈬　 3月 9日㈬

○キャリア支援センター
平成27年　 4月 7日㈫　 5月12日㈫　 6月10日㈬
　　　　　 7月 8日㈬　 8月31日㈪　 9月 8日㈫
　　　　　10月 6 日㈫　11月10日㈫　12月 8 日㈫
平成28年　 1月14日㈭　 2月 9日㈫　 3月 8日㈫

○広報委員会
平成27年　 4月 3日㈮　 4月28日㈫　 6月 2日㈫
　　　　　 7月 7日㈫　 7月21日㈫　 9月 1日㈫
　　　　　 9月24日㈭　10月27日㈫　12月 1 日㈫
平成28年　 1月26日㈫　 3月 2日㈬

○入学試験運営委員会
平成27年　 4月28日㈫　 5月19日㈫　 6月 9日㈫
　　　　　 6月25日㈭　 7月22日㈬　 8月25日㈫
　　　　　 9月29日㈫　10月29日㈭　11月24日㈫
平成28年　 1月28日㈭　 2月25日㈭

○就職支援委員会
平成27年　 4月 3日㈮　 4月30日㈭　 6月 2日㈫

　　　　　 7月 7日㈫　 9月 1日㈫　 9月29日㈫
　　　　　11月 2 日㈪　12月 1 日㈫
平成28年　 2月 2日㈫
○図書委員会
平成27年　 4月24日㈮
○紀要編集委員会
平成27年　 5月 1日㈮
平成28年　 2月 8日㈪
○地域連携研究センター運営委員会
平成27年　 4月22日㈬　 5月27日㈬　 6月24日㈬、
　　　　　 7月22日㈬　 9月30日㈬　10月28日㈬、
　　　　　11月25日㈬　12月22日㈫
平成28年　 1月27日㈬　 2月24日㈬　 3月23日㈬
○大学入試センター試験実施委員会
平成27年　10月13日㈫　10月30日㈮　11月27日㈮
　　　　　12月15日㈫
　　　　　12月16日㈬（大学：監督者説明会）
　　　　　12月17日㈭（短大：監督者説明会）
平成28年　 1月 6日㈬　 2月 5日㈮
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■崔　桓碩（チェ・ファンソク）
　1982年（昭和57年）2月11日生まれ。韓国・ソウル市出身。
早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程商学専攻単位取
得満期退学。修士（商学）。専門分野は生命保険。2015年 4
月より八戸学院大学ビジネス学部助教。担当科目は、金融
入門、金融経済論、基礎演習、プレゼンテーション。主要
業績（論文）は、「日本における外資系生命保険会社の行動
特性」、「生命保険会社の海外進出に関する研究－日本と韓
国の比較を中心に－」、「韓国における生命保険規制・監督
の新しい方向性に関する考察」など。所属学会は、日本保
険学会、韓国保険学会、生命保険経営学会。

人間健康学部ビジネス学部

◆本号は一部をのぞき平成27年 3 月 1 日から平成28年 2 月29日までの記事を掲載しました。

■赤羽　卓朗（あかば　たくろう）
　1949年（昭和24年）生まれ。岩手県盛岡市出身。岩手大学
教育学部卒業。東北大学大学院教育学研究科教育心理学専
攻修士課程修了。修士（教育学）。
　岩手県中央児童相談所心理判定員、厚生省社会・援護局
保護課課長補佐、岩手県保健福祉部長、いわてリハビリテ
ーションセンター副センター長、秋田看護福祉大学教授な
どを経て、2015年 9 月から現職。
　専門分野は社会保障制度、成年後見制度。担当科目は社
会保障。社会福祉学会会員。岩手県社会福祉士会会員。社
会福祉法人カナンの園評議員。認定特定非営利活動法人成
年後見センターもりおか理事。成年後見人（盛岡家庭裁判
所）。社会福祉士。

■高嶋　渉（たかしま・わたる）
　1977年（昭和52年）生まれ。岡山県倉敷市出身。北海道教
育大学教育学部旭川校卒業、筑波大学大学院修士課程体育
学研究科修了、北海道大学大学院博士課程教育学研究科満
期退学。修士（体育学），博士（教育学）。専門分野は運動生
理学、トレーニング科学。国立スポーツ科学センター契約
研究員、岐阜県スポーツ科学センター主任指導員を経て、
2015年 4 月より現職。担当科目は基本実技、ヘルスエクサ
サイズ、スポーツの科学、スポーツ科学概論、基礎演習、
プレゼンテーション。所属学会は日本体育学会、日本体力
医学会、日本トレーニング科学会。青森県スポーツ推進審
議会委員

■熊谷　大輔（くまがい・だいすけ）
　1981年（昭和56年）7月23日生。秋田県秋田市出身。専
門分野は地域福祉や高齢者福祉に関すること。これらを中
心に「福祉と異分野融合」に関する研究と今年度より僻地
介護及び福祉を中心とした孤島地域におけるコミュニティ
に関する研究を対象領域としている。
　施設介護員、施設開設と代表者、地域包括支援センター
での社会福祉士として約10年間を現場で過ごし、平成24年
に大学教員となる。平成27年より八戸学院大学の教員とし
て勤務し、社会福祉士プログラムに関する科目を主として
担当する。
　直近の主たる業績は「地域福祉をめぐる「場づくり」の方
法と効果について」（2015）、「福祉イメージ転換と主体性の
醸成におけるメカニズムについて」（2016）等があり、学会
報告では「小地域活動団体における「場づくり」実践の方法
と効果（日本地域福祉学会）」（2015）、「福祉イメージ変化と
主体的な行動要因について（日本地域福祉学会東北部会）」
（2015）、「福祉におけるイメージ転換と主体性の醸成（日
本社会福祉学会）」（2015）等がある。

新　任　紹　介


