
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 

担当者：玉樹 真一郎（八戸学院大学ビジネス学部 特任教授）、地域連携研究センター 

2015年 11月 7日：第 1回創発塾：セッション１（1/2） 

2015年 11月 8日：第 2回創発塾：セッション１（2/2） 

2015年 11月 15日：第 3回創発塾：セッション２（1/2） 

2015年 11月 16 日：第 4回創発塾：セッション２（2/2） 

2015年 11月 29 日：第 5回創発塾：セッション３（1/2） 

2015年 11月 30日：第 6回創発塾：セッション３（2/2） 

 

○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 

担当者：佐貫 巧（八戸学院短期大学幼児保育学科 講師）、地域連携研究センター 

 

○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 

担当者：佐貫 巧（八戸学院短期大学幼児保育学科 講師）、地域連携研究センター 

○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 

担当者：根城 隆幸（八戸学院大学ビジネス学部 教授）、地域連携研究センター 

 

○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 

担当者：堤  静子（八戸学院短期大学ライフデザイン学科 准教授）、地域連携研究センター 

 

○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 

担当者：池田 拓馬（八戸学院短期大学幼児保育学科 講師）、地域連携研究センター 

 

○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 

担当者：田村 正文（八戸学院大学ビジネス学部 講師） 

 

○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 

担当者：小川 あゆみ（八戸学院短期大学幼児保育学科 准教授）、地域連携研究センター 

＜ケアワークパスポート研修＞ 

開催日：2016年 3月 10日（木）・11日（金）・14日（月）・15日（火） 

会 場：八戸ポータルミュージアムはっち 5階レジデンス C 

    特別養護老人ホーム 瑞光園 



担当者：小川 あゆみ（八戸学院短期大学幼児保育学科 准教授） 

天摩 雅和（八戸学院短期大学幼児保育学科 准教授） 

熊谷 大輔（八戸学院大学人間健康学部 講師） 

内 容：『介護』に関するテーマに学内外の講師による全 17講座を実施。 

 

○受託名：八戸市都市研究検討会事務局業務 

委託者：八戸市 

担当者：田中  哲（八戸学院大学ビジネス学部 教授）、地域連携研究センター 

 

○受託名：東北税理士会研修会 

委託者：東北税理士会 

担当者：大沢  泉（八戸学院大学ビジネス学部 学部長・教授）、地域連携研究センター 

 

 

リカレント講座・公開講座 

 

 ○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 

開催日：2015年 5月 9日（土） 

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） 

内 容：『看護の可能性への挑戦‐視よう、知ろう、看護の力－』をテーマに講演 

  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：2015年 5月 31日（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） 

担当者：バリー・グロスマン（八戸学院大学ビジネス学部 教授）、 

グレゴリー・アンソニー（八戸学院大学ビジネス学部 講師） 

内 容：学内外の英語教育に携わる教員等が、日本における英語教育に関する情報共有等を実施。 

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：2015年 6月 10日（水）～2016年 2月 6日（土）（全 15回） 

講 師：大谷 真樹（八戸学院大学学長、ビジネス学部 教授、地域連携研究センター長） 

会 場：八戸ポータルミュージアムはっち ほか 

  内 容：実際に起業できるビジネスプランの作成と起業を目的に受講生主催の講義を実施。 

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：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） 

開催日：2015年 10月 17日（土） 

会 場：八戸学院大学 美保野キャンパス内 

担当者：小川あゆみ（八戸学院短期大学幼児保育学科 准教授） 



天摩 雅和（八戸学院短期大学幼児保育学科 准教授） 

熊谷 大輔（八戸学院大学人間健康学部 講師） 

内 容：「他人事から自分事」をメインテーマに、学内外の講師による全 17講座を実施。 

 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：2015年 10月 17日（土）・18日（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。最終日に検定試験を実施。 

内 容：スポーツリーダー資格の取得対策講座 

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 

開催日：2015年 11月 5日（木） 

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） 

  内 容：『めまいを知ろう－あぶないめまい、あぶなくないめまい－』をテーマに講演 

  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） 

開催日：2014年 11月 14日（土） 

会 場：デーリー東北メディアホール 

講 師：呉 勝浩 氏（作家） 

  内 容：『本読みの悪徳、物書きのモラル』をテーマに講演。特別ゲストおよび参加者による書評合戦を 

実施。 

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 

開催日：2015年 11月 26日（木） 

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） 

内 容：『八戸ワインの未来』をテーマに講演。 

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：人口減少社会における経営戦略 

開催日：2015年 1月 13日（水） 

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） 

内 容：『人口減少社会におけるマーケティング戦略（青木氏）』、『人口減少社会における経営資源のマネ

ジメント（淡路氏）』をテーマに講演。 

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 

開催日：2016年 1月 29日（金） 

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） 

内 容：『安藤昌益について思うこと』をテーマに講演。 

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：八戸学院地域連携研究センター公開講座 

開催日：2016年 3月 9日（水） 

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） 

内 容：『抗加齢医学による脳と身体の健康経営術（宮田氏）』、『「北東北ウエルネス研究所」構想につい

て（大谷）』をテーマに講演。 

  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 

 

○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 

開催日：2016年 3月 12日（土） 

会 場：八戸商工会館 

講 師：人間健康学部・看護学科の教員 

内 容：『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～』をメインテーマに人間健康 

学部・看護学科の教員 4 名の講演（全 4 テーマ）および学生 4 名の研究発表（全 4 テーマ）を

実施。 

  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：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：2015年 7月 3日（金）～2016年 3月 11（金）（全 31回） 

会 場：八戸フットサルアリーナ、サンスタ八戸 

担当者：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） 

内 容：八戸市内在住の小学生（男女）を対象にサッカー教室を実施。 



 主 催：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：八戸学院ジュニアサッカー教室 

開催日：2016年 2月 20日（土） 

会 場：八戸学院大学 体育館 

担当者：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） 

内 容：八戸市内在住の幼児・小学生（男女）を対象にスポーツ教室を実施。 

 主 催：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 

 

 

そ の 他 

 

 ○名 称：3機関連絡協議会 

開催日：2015年 6月 17日（水） 

会 場：八戸工業大学 教養棟 3階 G314会議室 

担当者：地域連携研究センター 

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 

その他：事務局は 1年間での持ち回りで、平成 27年度は八戸工業大学が担当。 

 

 

刊  行 

 第 25号となる地域連携研究センター紀要『産業文化研究』は論文（1編）、研究ノート（3編）を内容とし

て刊行された。 

 


