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新立体的学院構想の最高学府として先導する

八戸学院大学学報




「イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン」（EF社）と
海外留学連携協力協定を締結。（平成28年 4 月28日）

東北フリーブレイズの選
手へ産学連携出前キャン
パス講座。
（平成28年 9 月29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28年 9月21日）

国際大会や全国大会で
活躍したスピードスケー
ト部の表敬訪問。
（平成29年 2 月22日）
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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、以後、
様々な内外の改革を推し進めてきた。そしてこの平成29年
3 月には初めて八戸学院大学として入学し八戸学院大学と
しての学士を世に送ることができ、新たなスタートの一つ
の区切りを無事迎えることができた。八戸学院として今ま
で以上に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り、
難関試験での高い合格率や、養護教諭の連続現役合格採用
など学生諸君の勉学の成果が顕著であり、新設した部活動
の全国での活躍なども加わり、文武両道バランスの良いま
さに私学らしい活躍が目立った。
　平成28年 4 月 1 日、新年度にあたり法官理事長は全教職
員を前に「新立体的学院構想」を発表し、第二の建学とも
言える抜本的なさらなる改革の推進を宣言した。その文脈
の中、本格的な地域健康医療人材育成を目的に大学に 4年
制の看護学科が新設され第 1期生が入学、今年も多くの新
学科生を迎えることが出来た。人間健康学部から名称が変
わった健康医療学部は、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、地域の高等教育機関として
存在価値とステージを高める事ができた。そしてこの春、

長い歴史を持つ八戸学院短期大学は「八戸学院大学短期大
学部」と名称を変更し、今まで以上の八戸学院としての一
体感を描き、教員そして学生同士の交流連携が深まること
になった。まさに美保野キャンパスは新生八戸学院の学生
が一体と集う輝ける総合的な学びの場である。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含んだ
新たな学部の平成30年に向けて改組改編への準備が着実に
進んでいる。一連の改革は、CIの統一から始まり、教育の
中身の改革に着手、続いて改組改名した地域への課題解決
型提案機構としての地域連携研究センターも、様々な目に
見える活発な活動も大きく増え八戸を中心とした広域での
地域連携の中核を担っている。私たちオール八戸学院の改
革は着々と成果と結果を出しつつある。
　この29年春からは、さらなる改革を法人全体と連動し進
める。新立体的学院構想の推進を確実なものにするために、
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。特に28年か
ら強化し始めた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系列高校等とともに取り組み、
北東北随一の私学として存在感を高めていきたい。
　平成29年度も、私たち教職員は、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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①地域をキャンパスとしたフィールドワーク活動
　ビジネス学部では、平成28年度集中講義科目「ビジネス
フィールドワーク」を、平成29年 2 月 6 日～ 9日に実施し
た。この授業では、実際のビジネスの現場について、フィ
ールドワークを通じて地域産業に関心を寄せ、問題を自ら
発見し解決策を見出すことを目的としている。
　今年度は、八戸市、八戸IT・テレマーケティング未来創
造協議会様にご協力頂き、八戸市の誘致企業として近年進
出数の多いIT・テレマーケティング業界を研究対象とした。
本授業の趣旨にご理解頂き受入を許可して頂いた、（株）フ
ルタイムシステム八戸、トゥルージオ（株）、（株）リゲイン、
ノーザンライツ（株）の 4社を 2日間の日程で訪問した。各
訪問先企業では、企業概要、業務内容や業界動向について
説明の後、職場見学および企業の抱える課題等について意
見交換を行った。
　訪問企業から、「近年八戸市の誘致企業として、IT・テ
レマーケティング関連企業の進出が活発であるが、その認
知度が低いといった課題を企業側は抱えており、その解決
案を本学の学生に考えて欲しい」といった要望があった。
それを受けて、最終日には受講者が考えをレポートにまと
め、ディスカッションを行い、企業への問題解決案を作成
した。本授業を通し、学生が地域の企業への関心・理解を
深めるとともに、ビジネスの現場と大学の授業との双方向
性のある授業が展開された。

②八戸商業高校との高大連携事業
　ビジネス学部では、平成27年度から引続き「八戸商業高
校との高大連携事業」を継続実施している。平成28年度は、
ビジネス学部の教員が「財務会計論」集中講義と「言語活動・
探求型学習を意識した調査・研究活動」の講義を担当した。
「財務会計論」集中講義は、 8月の夏休みの 3日間、高校
商業「財務会計Ⅱ」の受講者を対象に、田中哲教授が「企業
連結会計・連結財務諸表」、「キャッシュフロー計算書」、
長谷川美千留教授が「外貨換算会計・税効果会計」をそれ
ぞれ担当した。これらは日商簿記 2級の新範囲の理解を目
指した講義であった。集中講義を受講した生徒たちの変化
として、税効果会計への興味関心が深化したこと、キャッ
シュフロー計算書に係る演習による知識の定着が図られた
こと、連結会計の自主学習への継がりが実現したことなど
が高校担当教員から報告されている。
　また、「言語活動・探求型学習を意識した調査・研究活動」
の講義は、玉樹真一郎特任教授が担当した。平成28年度は、
（ 1）課題に設定方法や課題解決に向けての活動の進め方
を学び、問題解決能力や自発的、創造的な学習態度を育て
る、（ 2）効果的なプレゼンテーションの手法と報告書の作
成方法について学び、情報発信力を身に付けることを目的
に行われた。
　この八戸商業高校との高大連携を含む「青森県の商業教
育における高大連携」の目標は、連続性のなかった高校・
大学の教育課程を改善し、商業高校で学んだ知識を伸ばす
ことにより、 7年間をかけて、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養成を行うシステム
を構築することであり、高大連携を高大接続へと展開させ
る試みである。

③福島県における震災復興に関する研究活動
　ビジネス学部・齊藤綾美准教授は、科学研究費補助金基
盤研究（B）（研究代表者・東北大学災害科学国際研究所・
松本行真）を得て、平成28年度より、原発避難者ネットワ
ークとコミュニティの変容に関する研究活動を行っている。
福島県いわき市平薄磯地区は、東日本大震災の津波によっ
て住宅の大半が全半壊し、多くの住民が亡くなった地域で
ある。薄磯地区における復興に関わりつつ、薄磯の災害公
営住宅薄磯団地自治会と交流を深める、双葉町出身者によ
って組織された広域自治会である「いわき・まごころ双葉
会」の活動にも関わり、組織化の状況や課題などについて
調査を実施した。
　さらに、原発災害後、避難指示が解除された双葉郡楢葉
町の地域福祉の現状についてもフィールドワーク活動をし
ており、特別養護老人ホームや社会福祉協議会、地域社会
が抱える課題などについて論点の整理をすすめている。

（ビジネス学部長　大沢　泉）

「地域との共生」－ビジネス学部の活動紹介－
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健康医療学部の活動紹介
　今年度から人間健康学科と看護学科の 2学科体制となり、
健康医療学部と学部名称を変更して新たな一歩を踏み出し
た。これまで以上に両学科が連携を強めることで、一層充
実した健康に関する専門的教育が展開され、また、共同で
実施している地域での活動も活発に行われた。
①地域医療セミナーの実施
　現在社会が抱える健康・医療の諸問題について地域を意
識した視点から理解することを目的として、平成21年度よ
り継続して両学科合同で実施しているものである。今年度
は、八戸市出身で、皮膚科の臨床医であると同時に医学研
究者として最新の研究に携わっている大阪大学大学院医学
系研究科再生誘導医学講座の玉井克人教授を講師に迎えて、
両学科学生の特別講義として、また教職員や地域住民への
公開講義として、平成28年11月 4 日に大学会館520教室に
て開催された。「難病の患者さんから学ぶ、生と死のはざ
まに必要な医療」と題して、患者さんとの出会いから新た
な治療法の開発への軌跡について具体的かつ説得力を持っ
た内容でご講演いただいた。健康医療に関わる分野での将
来像を描く学生達からは、「深い感銘を受けた」、「モチベ
ーション向上に繋がった」などの声が多く聞かれ、大変有
意義なセミナーとなった。

②八戸市、近隣地域での健康調査の実施
　両学科の共同事業として定着してきた健康調査であるが、
今年度は八戸市の健康フェスタ、学祭、洋野町において
579名の地域住民を対象に行われた。体組成、骨密度、握力、
血圧、簡易ヘモグロビン濃度の測定、こころの健康に関す
るアンケート調査や生活習慣に関するアンケート調査を実
施し、対象者への結果説明、そして課題へのアドバイスを
行なった。さらに今後はデータを集計・解析し、地域全体
の健康寿命の延伸に向けた対策への活用が期待されている。
各学科の教員・学生が一体となってその専門性を生かした
活動を展開することで、地域の健康増進活動としての役割
を果たすと同時に、学生の実務能力を培う絶好の機会とな
っている。

③介護の学校in八戸学院大学の開催
　第 9回を迎えた「かいごの学校」であるが、今年度は次
なるステージへのステップ・アップを図り、新たに「介護
の学校in八戸学院大学」としてスタートした。「介護新時
代～そろそろ、新しい介護の話をしよう～」をメインテー
マに、平成28年10月15日に美保野キャンパスで開催された。
全体会のほかに介護・福祉に関連した各々16の分科会が開
講されたが、運営は学生スタッフや外部委員の協力を得て
円滑に行われた。八戸市内および近隣の地域だけでなく、
青森県外からの参加も含め合計171名の受講者があった。
本事業は、参加者から非常に高い評価を得ており、全国に
先駆けて八戸から発信された地域のリカレント教育活動と
して広く認識されている。（健康医療学部長　遠藤　守人）

④看護学科の開設と開設記念式典の開催
　看護学科は 4月に開学し、計画された教育課程の元、順
調に教育活動がスタートしている。そして 6月11日、「八
戸学院大学健康医療学部看護学科開設記念式典」が行われ
た。学生は、大学看護学科 1年生全員と短期大学看護学科
2・ 3年生有志も祝福のために出席し、新入生を代表して
白山佳枝さんが決意とお礼の言葉を述べた。来賓には、八
戸市長小林眞様はじめご支援ご協力いただいている機関の
大勢のみなさまにご列席いただき、特に小林八戸市長様か
らは、本大学が教育改革の先駆けとなって革新を進めてい
ることについての評価をいただいた。開設記念講演として、
国立大学法人弘前大学学長佐藤敬先生から「地域との連携
強化を目指して―弘前大学の取り組み」と題してご講演を
いただいた。医療人として連携して地域住民の健康増進に
取り組んでいくことを、看護学生に力強く呼びかけられた
ことは、学生にとって大きな励ましになったと考えられる。

（健康医療学部看護学科長　蛭田　由美）
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平成28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。
一斉に芽吹き、花開き、新しいエネルギーにあふれる春、
そして何よりも、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。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。
　今年は、新たに看護学科が名称も新たな健康医療学部に
新設され、去年よりも多くの新入学生を迎える事が出来ま
した。キャンパスはより一層輝きを増す事でしょう。
　今日は、皆さんが新しい学生生活をスタートするにあた
り、ふたつのアドバイスを贈りたいと思います。
　まず一つは「人生を逆算しなさい」ということです。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年間勉学やサークル活動に励む訳ですが、
皆さんは最終のゴールを決めていますか？まずは途中で変
わっても良いので高い志で大きな夢を描いてください。そ
してそのゴールから逆算するのです。そのゴールにはどの
ような経験や資格が必要なのか。何をいつまで学ばなけれ
ばいけないのか。全てゴールから逆算して、やるべき事を
作業項目まで落としこむのです。皆さんは毎日様々な選択
肢を前に悩む訳ですが、ゴールが定まっていれば悩む事は
無いはずです。今日の自分、来年の自分は、今までどのよ
うな選択をしたかの結果の姿です。そしてゴールはなるべ
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。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。
　そして二つ目。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。与えられ
た時間は平等です。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。全て未来の自分で掲げたゴールに自分の
時間を全て投資してください。どうか大きな絵を描き、ゴ
ールから逆算をし、限られた時間を未来のために投資して
ください。
　失敗したらどうしよう？そんな自分の可能性を閉ざして
しまう浅はかな考えは捨て去りましょう。失敗したらやり
直せば良いだけです。皆さんは無限の可能性と、そして
様々な夢に「挑戦する権利と失敗する自由」を持っています。
　入学おめでとうございます。

　平成28年 4 月 6 日
八戸学院大学　学長　大谷　真樹

平成27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
ご父兄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。
　春間近な美保野のキャンパスの並木は、様々な皆さんの
顔を見て来ました。 4年前、私も学長就任初めての年であ
り、ちょうど震災の翌年、少し不安ながらも新しいキャン
パス生活を皆さんと共にスタートしました。そして私たち
八戸学院も、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、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、学生諸君は、地域の皆さ
んと様々な活動に取り組んだ結果、勉学、社会貢献、スポ
ーツなどで多くの成果を出し八戸学院の存在感をさらに高
めることができました。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
が明日から日本の未来を描いてゆくのです。どうぞ八戸学
院大学卒業生である事を誇りに思ってください。
　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。しかし様々な
困難に直面します。一度社会にはいると「正解」「正しい道」
はありません。皆さんの出した結果が様々な人の主観で評
価されるだけです。ですから「正しい道はなにか」などと
悩まずに自分が信じた道を迷わずに進んでください。
　社会も成熟し本格的な少子高齢化を迎え、日々困難な課
題に地方はそして日本は立ち向かわなければならなくなり
ます。そんな時に皆さんを救ってくれるのが「自分が信じ
た道」と「絆」です。あの震災直後の絶望的な時期を覚えて
いますか？救ったのは地域の絆であり日本人としての絆で
した。これから諸君が社会にでるにあたり八戸学院の同窓
である学院の絆に誇りを持って頂きたいと思います。皆さ
んの信じる道は違えども、思いが同窓の絆を深め、地域の
連携を深め、課題を解決し、未来を変えます。
　皆さんは、日本の未来そのものです。
　未知の大海原に旅立つ諸君を、決して切れることのない
絆を握りながら手を振り見送ります。
　卒業おめでとう。

　平成28年 3 月17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
○全学教授会
・平成28年 3 月16日㈬　 4月 1日㈮　 4 月20日㈬
　　　　　 5月18日㈬　 6月15日㈬　 7月20日㈬
　　　　　 9月21日㈬　10月19日㈬　11月16日㈬
　　　　　12月14日㈬
・平成29年 1 月18日㈬　 2月15日㈬　 2月28日㈫
〇健康医療学部教授会
・平成28年 9 月21日㈬　臨時

人 事

（ 1）採用
平成28年 4 月 1 日付
○ビジネス学部ビジネス学科　准 教 授　髙　須　則　行

准 教 授　柴　垣　博　孝
○健康医療学部人間健康学科　教　　授　小　澤　昭　夫

（再任用）
講　　師　山　本　雄　大
助　　教　綿　谷　貴　志

〇健康医療学部看護学科　教　　授　木　村　紀　美
助　　手　古　舘　美喜子
助　　手　清　塚　智　明
助　　手　松　村　ひとみ

○事　　 務 　　局　　　　　主　　事　橘　　　勇　佑
（学務部キャリア支援課）

平成28年 6 月 1 日付
○事　　 務 　　局　　　　　主　　事　加　賀　　　香

（学務部情報メディア課）

平成29年 1 月 1 日付
○事　　 務 　　局　　　　　主　　事　篠　原　　　藍

（学務部情報メディア課）

（ 2）昇任
平成28年 4 月 1 日付
○ビジネス学部ビジネス学科　教　　授　坂　本　貴　博

准教授　グレゴリー・アンソニー
　講　　師　幸　田　威久矢

○健康医療学部人間健康学科　教　　授　井　元　紀　子
○健康医療学部看護学科　准 教 授　小　沢　久美子
○事　　 務 　　局　　　　　課　　長　村　崎　匡　裕

課　　長　岡　沼　真由美
参　　事　織　戸　　　浩
課長補佐　高　橋　正　行
係　　長　村　本　　　景
主　　任　金田一　春　香
主　　任　三　田　和　典
主　　任　玉　川　恵　里
主　　任　伊　藤　　　瞳

主　　任　山　本　　　徹
主　　任　足　澤　和　浩
主　　任　畑　中　孝　太
主　　事　高屋敷　好　孝

（ 3）併任・兼務
平成28年 4 月 1 日付
〇学　　長　
　大　谷　真　樹
光星学院常務理事／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
〇ビジネス学部ビジネス学科　
教　　授　大　沢　　　泉
　　　　　ビジネス学部長／ビジネス学科長
教　　授　丹　羽　浩　正　八戸学院大学学長補佐
特任教授　玉　樹　真一郎　八戸学院大学学長補佐
○健康医療学部人間健康学科　
教　　授　遠　藤　守　人
　　　　　健康医療学部長／人間健康学科長
教　　授　吉　田　　　稔　八戸学院大学学長補佐
〇健康医療学部看護学科　　　
教　　授　蛭　田　由　美　看護学科長
○事務局　　　　　　　　　　
参　　与　松　山　政　義　八戸学院大学学長補佐
学務部参事　織　戸　　浩

八戸学院大学・八戸学院短期大学図書館事務
室長

学務部副参事　松　井　一　文
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

学務課主事　河　村　千代美　大学評価支援室員
○新学院構想戦略会議
座　　長　大　谷　真　樹（常務理事／八戸学院大学長）
　　　　　　法　官　新　一（理事長）
　　　　　　古　川　　　聡（常務理事）
　　　　　　齋　藤　弘　実（八戸学院野辺地西高等学校長）
　　　　　　中　野　陸　奥（総務部長）
　　　　　　松　山　政　義（八戸学院大学学長補佐）

（ 4）配置転換
平成28年 4 月 1 日付
○事務局　参　　事　小笠原　淳　司

（学務部キャリア支援課から学務部参事へ）
　　　　　課　　長　村　崎　匡　裕

（学務部学務課から総務部財務管財課へ）
　　　　　課　　長　高　橋　昌　樹

（学務部学務課から学務部キャリア支援課へ）
　　　　　課　　長　藤　原　真　史

（学務部教務学生課から学務部学務課へ）
　　　　　課　　長　岡　沼　真由美

（学務部キャリア支援課から学務部教務学生課へ）
　　　　　係　　長　中　村　富美夫

（図書館事務室から短大事務室へ）
　　　　　係　　長　村　本　　　景

（総務部財務管財課から学務部キャリア支援課へ）
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　　　　　主　　事　山　田　佳奈美
（学務部キャリア支援課から実習館事務室へ）

　　　　　主　　事　奥　谷　　　綾
（地域連携研究センター事務室から図書館事務室へ）

（ 5）転入
平成28年 4 月 1 日付
〇健康医療学部　看護学科
蛭　田　由　美（八戸学院短期大学看護学科から）
高　橋　正　知（八戸学院短期大学看護学科から）
羽　入　雪　子（八戸学院短期大学看護学科から）
壬　生　寿　子（八戸学院光星高等学校専攻科から）
小　沢　久美子（八戸学院短期大学看護学科から）
田名部　麻　野（八戸学院短期大学看護学科から）
山野内　靖　子（八戸学院短期大学看護学科から）
下川原　久　子（八戸学院短期大学看護学科から）
木　村　　　緑（八戸学院短期大学看護学科から）
坂　本　保　子（八戸学院短期大学看護学科から）
三　浦　広　美（八戸学院短期大学看護学科から）
岩　織　美保子（八戸学院短期大学看護学科から）
佐　藤　真由美（八戸学院短期大学看護学科から）
市　川　裕美子（八戸学院短期大学看護学科から）
坂　本　弘　子（八戸学院短期大学看護学科から）
藤　邉　祐　子（八戸学院短期大学看護学科から）
久　保　宣　子（八戸学院短期大学看護学科から）
佐々木　真　湖（八戸学院短期大学看護学科から）

○事務局
　係　　長　小　林　嗣　子

（八戸学院光星高等学校専攻科から学務部学務課へ）

（ 6）転出
平成28年 3 月31日付
○事　 務 　局　主　　任　小　沢　華　生

（学務部教務学生課から八戸学院光星高等学校へ）

（ 7）退職
平成28年 3 月15日付
〇事　 務 　局　主　　事　春　日　流　い

平成28年 3 月31日付
○ビジネス学部　講　　師　橘　　　洋　介
　　　　　　　　講　　師　杉　山　幸　一
○人間健康学部　教　　授　小　澤　昭　夫（再雇用）
　　　　　　　　教　　授　三本木　　　温
　　　　　　　　准 教 授　フォステル・マルガリタ

平成28年 6 月11日付
○事　 務 　局　参　　事　小笠原　淳　司

平成28年 9 月30日付
○事　 務 　局　主　　事　加　賀　　　香

（学務部情報メディア課）

（ 8）客員教授

平成28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長）

大学運営会議議長　大　谷　真　樹
ビジネス学部長　大　沢　　　泉（ビジネス学科長）
健康医療学部長　遠　藤　守　人（人間健康学科長）
看 護 学 科 長　蛭　田　由　美
学 長 補 佐　丹　羽　浩　正　　玉　樹　真一郎
　　　　　　　　　吉　田　　　稔　　松　山　政　義
◎学長直轄
○研究倫理委員会
委 員 長　蛭　田　由　美
副 委 員 長　赤　羽　卓　朗
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　大　輔
　　　　　　　　　高　橋　正　知　　藤　邉　祐　子
○入学者選抜委員会
委 員 長　大　沢　　　泉
副 委 員 長　茂　木　典　子

（短大ライフデザイン学科）
委 員　遠　藤　守　人　　蛭　田　由　美
　　　　　　　　　坂　本　貴　博
○特別学生支援室
室 長　瀧　澤　　　透
副 室 長　小　川　あゆみ（短大幼児保育学科）
室 員　中　居　　　裕　　長谷川　美千留
　　　　　　　　　宮　澤　君　子　　壬　生　寿　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　　幸　田　威久矢
　　　　　　　　　小　林　喜　輝　　熊　谷　晶　子
　　　　　　　　　蛭　田　由　美　　山野内　靖　子
◎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　根　城　隆　幸　　加　来　聡　伸
　　　　　　　　　井　元　紀　子　　熊　谷　大　輔
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　　　　　　　　　工　藤　祐太郎　　小　沢　久美子
　　　　　　　　　山野内　靖　子　　藤　邉　祐　子
<リメディアル教育推進担当>
責 任 者　吹　越　義　博

（短大ライフデザイン学科）
副 責 任 者　柴　垣　博　孝
担 当　嶋　崎　綾　乃　　三　浦　広　美
<教職課程担当>
責 任 者　小　林　喜　輝
副 責 任 者　根　城　隆　幸
担 当　渡　邉　陵　由　　浜　中　のり子
　　　　　　　　　綿　谷　貴　志
○教養教育運営委員会
委 員 長　井　元　紀　子
副 委 員 長　三　浦　文　恵

（短大ライフデザイン学科）
委 員　奈　良　　　卓　　齊　藤　綾　美
　　　　　　　　　嶋　崎　綾　乃　　山野内　靖　子
○ファカルティ・ディベロップメント（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　バリー・グロスマン　幸　田　威久矢
　　　　　　　　　崔　　　桓　碩　　　浜　中　のり子
　　　　　　　　　綿　谷　貴　志　　　木　村　紀　美
◎学生支援センター
セ ン タ ー 長　奈　良　　　卓
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　長谷川　美千留
副 委 員 長　渡　邉　陵　由
委 員　齊　藤　綾　美　　Ｇ．アンソニー
　　　　　　　　　髙　須　則　行　　加　来　聡　伸
　　　　　　　　　高　嶋　　　渉　　山　本　雄　大
　　　　　　　　　壬　生　寿　子　　市　川　裕美子
　　　　　　　　　日　當　ひとみ
<学生相談・ハラスメント担当>
責 任 者　浜　中　のり子
担 当　Ｇ．アンソニー　　髙　須　則　行
　　　　　　　　　金　地　美知彦　　山　本　雄　大
　　　　　　　　　宮　澤　君　子　　壬　生　寿　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　　久　保　宣　子
◎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　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　　金　地　美知彦
　　　　　　　　　小　柳　達　也　　高　嶋　　　渉
　　　　　　　　　市　川　裕美子　　清　塚　智　明
○入学試験運営委員会
委 員 長　坂　本　貴　博
副 委 員 長　馬　場　祥　次

（短大ライフデザイン学科）
委 員　幸　田　威久矢　　小　澤　昭　夫
　　　　　　　　　三　浦　広　美
○就職支援委員会
委 員 長　田　中　敬　一（短大幼児保育学科）
副 委 員 長　小　柳　達　也
委 員　長谷川　美千留　　柴　垣　博　孝
　　　　　　　　　関　川　幸　子　　工　藤　祐太郎
　　　　　　　　　壬　生　寿　子
◎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　田　村　正　文　　関　川　幸　子
○紀要編集委員会
委 員 長　大久保　　　等

（短大ライフデザイン学科）
副 委 員 長　高　橋　正　知
委 員　樺　　　克　裕　　赤　羽　卓　朗
◎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　大　沢　　　泉　　遠　藤　守　人
　　　　　　　　　蛭　田　由　美　　
　　　　　　　　　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　坂　本　貴　博
委 員　長谷川　美千留　　田　村　正　文
　　　　　　　　　小　澤　昭　夫　　金　地　美知彦
　　　　　　　　　高　嶋　　　渉　　山　本　雄　大
　　　　　　　　　嶋　崎　綾　乃　　三　浦　広　美
　　　　　　　　　藤　原　真　史　　早　川　幸　久
○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　根　城　隆　幸
○ＣＯＣ＋推進委員会
委 員 長　丹　羽　浩　正
副 委 員 長　玉　樹　真一郎
委 員　木　鎌　耕一郎
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規 程

　平成28年 3 月 1 日から平成29年 2 月28日までの間に、次
の規程が制定・一部改正されました。

＜制　　定＞
平成28年 6 月15日施行
○学校法人光星学院情報セキュリティポリシー
平成28年 6 月22日制定
○八戸学院大学・八戸学院短期大学研究活動等の不正行為
に係る調査委員会設置要領

＜一部改正＞
平成28年 4 月 1 日施行
○八戸学院大学学則
○八戸学院大学・八戸学院短期大学入学者選抜委員会規程
○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（ＦＤ）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
○八戸学院大学教務委員会規程
○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・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
○八戸学院大学転部・転科に関する規程
〇八戸学院大学学長推薦状交付基準
○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

平成28年 9 月28日改正
○八戸学院大学・八戸学院短期大学研究活動等の不正行為
に係る調査委員会設置要領

平成28年10月26日施行
○八戸学院大学修学奨励生規程

刊 行 物

（ 1）『八戸学院大学紀要第52号（2016年 3 月31日発行）』
　　内容一覧
ビジネス学部
○論　　　文
◇奈　良　　　卓
・税収配分が地域間人口分布と土地利用に及ぼす影響
◇長谷川　美千留
・時価主義会計の再検討
○研究ノート
◇坂　本　貴　博
・授業支援システムを活用した学びの場づくりの試み ─
─ 八戸学院大学の事例 ──

（ 2）『八戸学院大学紀要第53号（2016年12月24日発行）』
　　内容一覧
ビジネス学部
○論　　　文
◇樺　　　克　裕
・審議会の委員構成が財政指標に与える影響 ── 財政制
度等審議会と産業構造審議会を例として ──
○研究ノート
◇髙　須　則　行
・ドイツ法律家新聞におけるゾームとヘックの「概念法学」
に関する 3つの小論文
健康医療学部人間健康学科
○研究ノート
◇瀧　澤　　　透
・インドにおける青年期の自殺死亡：国家犯罪統計局の警
察統計を用いた分析
◇綿　谷　貴　志
・八戸学院大学陸上競技部のスプリンターの強化方法を探
る
健康医療学部看護学科
○研究報告
◇市　川　裕美子
・外来で化学療法を受けているがん患者の気がかりの内容
◇市　川　裕美子、佐　藤　真由美、坂　本　弘　子、
　木　村　紀　美
・学生の臨地実習終了後の「リハビリテーション看護」に
ついての認識

（ 3）『産業文化研究　第25号（2016年 3 月31日発行）』
　　内容一覧
○論　　　文
◇丹　羽　浩　正、石　橋　　　修、崔　　　桓　碩
・日本と韓国の大学におけるグローバル人材育成に関する
一考察
　－八戸学院大学と仁済大学の調査研究を中心として－
○報 告 書
◇根　城　隆　幸
・階上町民俗資料における一考察
○研究ノート
◇Gregory C. ANTHONY
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・Comparative Observations of the EFL Contexts in 
Thailand and Japan

◇三本木　　　温、渡　邉　陵　由、工　藤　祐太郎、
　高　嶋　　　渉、嶋　崎　綾　乃
・学校体育における「体つくり運動」の現状について

諸 報

（ 1）平成27年度学位記授与式
　平成27年度学位記授与式が、平成28年 3 月17日㈭14時か
ら、八戸プラザホテルアーバンホール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66名、
人間健康学部卒業生61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28年度　入学式
　平成28年度入学式が、平成28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。ビジネス学部ビジネス学科入学生58名、健康医療学
部人間健康学科入学生89名、看護学科入学生69名、編入学
生10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）健康医療学部看護学科開設記念式典
　日時　平成28年 6 月11日㈯　13：00～14：30
　場所　八戸学院大学大学会館
　【第 1部】開設記念式典（13：00～13：30）
　式典では、来賓を代表して、八戸市長小林眞様よりご祝
辞を賜りました。また、学生を代表して看護学科 1年生の
白山佳枝さんが決意とお礼の言葉を述べました。
　【第 2部】開設記念講演（13：30～14：30）
　　講師　佐藤　敬　氏（国立大学法人弘前大学　学長）
　　講演題目　「地域との連携強化を目指して―弘前大学
　　　　　　　の取り組み」

（ 4）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28年 7 月15日㈮八戸プラザホテル
・後援会理事会
　平成28年 7 月15日㈮八戸プラザホテル
・同窓会第 1回役員会
　平成28年 7 月19日㈫八戸パークホテル
・同窓会評議員会
　平成28年 7 月19日㈫八戸パークホテル
・父母の会第 1回役員会
　平成28年 7 月16日㈯八戸学院大学会館
・父母の会総会
　平成28年 7 月16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28年10月30日㈰八戸学院大学会館
・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29年 2 月 3 日㈮八戸グランドホテル

（ 5）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観光企画課まるごとあお
　　　　もり情報発信グループ
○受託名　階上町PR動画製作業務委託
委託者　階上町総合政策課政策推進グループ
○受託名　八戸市介護人材発掘育成事業
　委託者　八戸市健康部介護保険課
○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

（ 6）課外講座開催状況
○講座名　八戸学院短期大学看護学科第 7回宣誓式特別記
　　　　　念講演
　　　　　『地域に貢献する看護職の魅力～必要とされる
　　　　　存在になる～』
開催日　2016年 5 月14日㈯
会　場　八戸学院大学大学会館（ 5号館 2 F 520教室）
講　師　酒井　郁子氏
　　　（国立大学法人千葉大学大学院看護学研究科教授）
主　催　八戸学院短期大学看護学科
○講座名　第 3回みちのく英語応用サミット
開催日　2016年 5 月29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）
講　師　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准教授）
主　催　八戸学院大学
○講座名　第12期起業家養成講座
開催日　2016年 6 月22日㈬～2017年 2 月 4 日㈯［全15回］
会　場　八戸ポータルミュージアムはっち　 5 F レジデ
　　　　ンスルーム　ほか
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）
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 1回保育の学校
開催日　2016年10月 9 日㈰
会　場　八戸学院大学　美保野キャンパス内
講　師　小川　あゆみ

（八戸学院短期大学幼児保育学科准教授）
　　　　差波　直樹

（八戸学院短期大学幼児保育学科講師）
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／社会福祉法人青森県社会福祉協議会
　　　　青森県保育士・保育所支援センター
○講座名　第 9回介護の学校 in 八戸学院大学
開催日　2016年10月17日㈯
会　場　八戸学院大学　美保野キャンパス内
講　師　熊谷　大輔
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（八戸学院大学健康医療学部人間健康学科講師）
　　　　天摩　雅和

（八戸学院短期大学幼児保育学科准教授）
主　催　介護の学校2016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

○講座名　平成28年度地域医療セミナー
開催日　2016年11月 4 日㈮
会　場　八戸学院大学　大学会館（ 5号館 2 F 520教室）
講　師　玉井　克人氏
　　　　（大阪大学大学院医学系研究科再生誘導医学寄
　　　　附講座教授）
主　催　八戸学院大学健康医療学部／八戸学院短期大学
　　　　看護学科

○講座名　第 3回ビブリオバトル in 八戸（決勝戦）
開催日　2016年11月 6 日㈯
会　場　デーリー東北新聞社　 6 Fメディアホール
講　師　高橋　弘希氏（作家）
主　催　デーリー東北新聞社／八戸学院大学

○講座名　ヘルスケア（健康増進）サービス開発人材育成セ
　　　　　ミナー
開催日　2016年11月17日㈭
　　　　2016年11月18日㈮［全 2回］
会　場　ホテル青森（11月17日）
　　　　八戸地域地場産業振興センターユートリー 5 F
　　　　視聴覚室（11月18日）
講　師　大谷　真樹
　　　　（八戸学院大学学長／地域連携研究センター長／
　　　　一般社団法人北東北ウエルネス研究所代表理事）
　　　　木鎌　里香氏

（管理栄養士／八戸学院大学非常勤講師）
　　　　藤代　典子氏
　　　　（青森100年ブランド事務所代表／八戸学院大学・
　　　　八戸学院短期大学地域連携研究センター主任研
　　　　究員）
　　　　淡路　俊彦氏
　　　　（有限会社淡路会計事務所代表取締役／八戸学
　　　　院大学・八戸学院短期大学地域連携研究センタ
　　　　ー客員教授）
主　催　一般社団法人北東北ウエルネス研究所
共　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　健康増進プログラム体験セミナー
開催日　2017年 1 月19日㈭～ 1月20日㈮
　　　　2017年 1 月26日㈭～ 1月27日㈮［全 2回］
会　場　五戸まきば温泉
講　師　宮田　　恵氏
　　　　（医師（抗加齢医学認定医）／シニア野菜ソムリ
　　　　エ／八戸学院大学・八戸学院短期大学地域連携
　　　　研究センター客員教授）
　　　　斉藤　緑里氏（シニア野菜ソムリエ）
　　　　川端　　悠
　　　　（八戸学院短期大学幼児保育学科講師／全米公
　　　　認CSCS,NSCAJAPANアシスタントエリアディ
　　　　レクター）
　　　　坂頂　美林子氏

　　　　（出張ヨガ＆セラピーYosuga代表／ヨガインス
　　　　トラクター）
　　　　栗谷川　柳子氏
　　　　（ノースビレッジ合同会社代表　あおもり食命人）
　　　　大久保　美緒氏（薬剤師／薬膳マイスター）
　　　　新井田　壽弘氏（五戸町町歩きガイド）
　　　　菊地　孝成氏

（（一社）全日本ノルディック・ウォーク連盟公
認ウォーキングライフマスター／八戸ノルディ
ック・ウォーク倶楽部代表）

主　催　一般社団法人北東北ウエルネス研究所
共　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　ライフコーディネーター（健康管理者）育成セミ
　　　　　ナー
開催日　2017年 2 月11日㈯
会　場　デーリー東北新聞社　 6 Fメディアホール
講　師　石川　雄一氏
　　　　（自治医科大学地域医療学非常勤講師）
主　催：一般社団法人北東北ウエルネス研究所
共　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　コンディショニングセミナー
開催日　2017年 2 月17日㈮
　　　　2017年 2 月18日㈯［全 2回］
会　場　ひばり野スポーツ交流センター（ 2月17日）
　　　　八戸学院大学・八戸学院短期大学総合実習館
　　　　（ 8号館 3 F 831教室）（ 2月18日）
講　師　有吉　与志恵氏

（一般社団法人日本コンディショニング協会会
長／株式会社ハースコーポレーションチーフテ
クニカルオフィサー（CTO））

主　催　一般社団法人北東北ウエルネス研究所
共　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　2016年 4 月 8 日㈮～2017年 2 月24日㈮［全22回］
会　場　フットサルアリーナ八戸、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）
　　　　中村　雅俊氏

（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
○講座名　八戸学院大学女子サッカー部サッカー体験教室
開催日　2017年 1 月20日㈮
会　場　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）
　　　　中村　雅俊氏

（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
共　催　公益財団法人スペシャルオリンピックス日本・
　　　　青森
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○講座名　JFAキッズ（U- 6 / 8 /10）サッカーフェスティバル
　　　　　2016 in 八戸学院短期大学
開催日　2016年10月 2 日㈰
会　場　八戸学院短期大学前グラウンド
講　師　川端　悠（八戸学院短期大学幼児保育学科講師）
主　催　一般社団法人青森県サッカー協会
共　催　八戸学院短期大学

（ 7）資格試験合格者
　平成28年度に八戸学院大学・八戸学院短期大学地域連携
研究センターが開講した資格取得講座は無かった。

（ 8）その他
○名　称　 3機関連絡協議会
開催日　2016年 6 月21日㈫
会　場　八戸工業高等専門学校　大会議室
出席者　八戸工業大学 4名、八戸工業高等専門学校 6名、
　　　　八戸学院大学 6名

○名　称　新郷村チャレンジデー2016
開催日　2016年 5 月25日㈬
会　場　新郷村
出席者　八戸学院短期大学幼児保育学科 2年生と教職員

　　　　　（約100名）
○名　称　第18回はしかみ臥牛山まつり
開催日　016年 6 月 4 日㈯、 6月 5日㈰
会　場　階上町交流の森広場
出席者　八戸学院大学「軽音楽部」、

八戸学院短期大学「ウィンドアンサンブル（吹奏楽
サークル）」、「あすなろ会（ボランティアサークル）」

○名　称　第30回はしかみいちご煮祭り
開催日　2016年 7 月30日㈯
会　場　階上町小舟渡海岸
出席者　八戸学院大学「軽音楽部」、八戸学院短期大学
　　　　「ダンスサークルTwinkle」

○名　称　BeFMラジオ番組『はちがくクロス』
放送日　2016（平成28）年 4月 1日㈮～
　　　　2017（平成29）年 3月31日㈮
　　　　毎週金曜日18：15頃から全52回放送（ゲスト24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、人間健康学科学生 3名、

八戸東高等学校生徒 1名、八戸商業高等学校生
徒 1名、千葉学園高等学校生徒 1名、百石高等
学校生徒 1名

（ 9）平成29年度入学試験
平成28年　 9月10日㈯　AO入学試験A日程①
　　　　　 9月24日㈯　AO入学試験A日程②
　　　　　11月12日㈯　推薦入学試験（第Ⅰ期・指定校推薦）
　　　　　　　　　　　AO入学試験B日程③
　　　　　11月26日㈯　AO入学試験B日程④
　　　　　12月10日㈯　推薦入学試験（第Ⅱ期・公募推薦）
平成29年　 1月14日㈯、15日㈰
　　　　　　　　　　　大学入試センター試験成績利用入
　　　　　　　　　　　学試験A日程、B日程

　　　　　 2月 4日㈯　一般入学試験（前期）
　　　　　 2月10日㈮　AO入学試験C日程⑤

（10）入試運営委員会学外会議
・平成28年度大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会
　開催日　平成28年 6 月20日㈪
　場　所　メルパルク東京
　出席者　教 務 学 生 課　課長補佐　高橋　正行
　　　　　キャリア支援課　係　　長　村本　　景

（11）学長賞・優等賞（平成28年度卒業生）
＜学長賞＞
・小　関　江理樺（ビジネス学部ビジネス学科）
・岩　崎　翔　華（健康医療学部人間健康学科）
＜優等賞＞
・畠　山　由　佳（ビジネス学部ビジネス学科）
・林　　　美　穂（ビジネス学部ビジネス学科）
・中　村　陽　香（健康医療学部人間健康学科）
・南　　　勇　眞（健康医療学部人間健康学科）

（12）教員免許状取得者（一括申請）
　高 一 種 免（商　　業）　 1名
　高 一 種 免（情　　報）　 3名
　中 一 種 免（保健体育）　21名
中 一 種 免（保　　健）　 2名
高 一 種 免（保健体育）　30名
高 一 種 免（保　　健）　 1名
　養教一種免　　　　　　15名

（13）集中講義の実施状況　＜日程・科目名（担当教員）＞
（春学期）
8月 3日㈬～ 8月 5日㈮　健康相談活動の理論及び方法
　　　　　　　　　　　　（小嶋まき）
8月17日㈬～ 8月22日㈪　ビジネス特論Ⅰ～地域活性化シ
　　　　　　　　　　　　ステム論～（田村正文　他）
8月17日㈬～ 8月31日㈬　水泳（下田尋通、関下りち子、
　　　　　　　　　　　　妻神安隆）
8月22日㈪～ 8月24日㈬　スポーツ心理学（粟木一博）
8月23日㈫～ 8月26日㈮　地域農業ビジネス演習
　　　　　　　　　　　　（加来聡伸）
　　　　　　　　　　　　児童心理学（坂本玲子）
8月23日㈫～ 9月 1日㈭　スケート（佐々木良幸）
8月29日㈪～ 9月 1日㈭　デジタルコミュニケーション手法
　　　　　　　　　　　　（杉山知之）
　　　　　　　　　　　　行動の科学（石岡れい子）
　　　　　　　　　　　　薬理概論（寺田淳）
（秋学期）
1月 6日㈮～ 1月12日㈭　イノベーションマネジメント
　　　　　　　　　　　　（大谷真樹）
　　　　　　　　　　　　ヘルスカウンセリング
　　　　　　　　　　　　（瀧澤志穂）
2月 2日㈭～ 2月 3日㈮　スポーツ科学概論
　　　　　　　　　　　　（水野眞佐夫）
2月 6日㈪～ 2月 8日㈬　農業ビジネス起業
　　　　　　　　　　　　（大谷真樹、加来聡伸）
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　　　　　　　　　　　　スキー（渡邉陵由、工藤祐太郎、
　　　　　　　　　　　　　　　綿谷貴志）
2月 6日㈪～ 2月 9日㈭　歴史学（佐々木てる）
　　　　　　　　　　　　Webエクステンション
　　　　　　　　　　　　（小沼良次）

　　　　　　　ビジネスフィールドワーク
　　　　　　　（田村正文、齊藤綾美）
　　　　　　　サッカー（岩本寿生）

（14）教務委員会学外会議
・東北地区私立大学教職課程研究連絡協議会
　開催日　平成28年 5 月14日㈯
　会　場　仙台ガーデンパレス（宮城県仙台市）
　主　催　東北地区私立大学教職課程研究連絡協議会
　出席者　浜中のり子（人間健康学科准教授）

（15）リメディアル教育推進
入学前リメディアル教育課題実施状況
・平成28年 9 月16日㈮AO-A①
・平成28年 9 月30日㈮AO-A②
・平成28年11月17日㈭推薦Ⅰ、専門課程、AO-B③
・平成28年12月 1 日㈭AO-B④
・平成28年12月16日㈮推薦Ⅱ

（16）学生委員会学内行事
・平成28年度定期健康診断
開催日　平成28年 4 月 4 日㈪、 5日㈫、 7日㈭
場　所　大学会館
受診者　585名

・平成28年度第 1回交通安全講習会　
開催日　平成28年 4 月 4 日㈪、 7日㈭
場　所　大学会館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
受講生　580名

・平成28年度新入生交流会
開催日　平成28年 4 月11日㈪
場　所　八戸プラザホテルアーバンホール
参加者　新入生　208名
教職員　54名　リーダー学生　15名

・平成28年度学生大会
開催日　平成28年 5 月17日㈫
場　所　320講義室
出席者　114名　委任状85名

・平成28年度学友会主催ボウリング大会
開催日　平成28年 6 月10日㈮
場　所　ゆりの木ボウル
出席者　21名

・平成28年度学友会主催スポーツ大会
開催日　平成28年 7 月 9 日㈯
場　所　八戸学院総合体育館
参加者　22名　

・平成28年度学生生活にかかわる講演会
開催日　平成28年 7 月25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　生活安全部　生活安全企画課
　　　　人身安全対策室　子供・女性安全推進係
　　　　課長補佐　辻　　光隆　氏
　参加者　141名
・平成28年度第 2回交通安全講習会
開催日　平成28年 9 月19日㈮
場　所　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　髙須　則行
出席者　462名
・第36回八戸学院大学「秋桜祭」
開催日　平成28年10月29日㈯～30日㈰
場　所　八戸学院大学美保野キャンパス
テーマ　「　ハチガクGO　～◯◯ゲットだぜ～　」
来場者　1731名（ 2日間合計、パンフレット配布数・駐車
　　　　場利用台数）
・平成29年度八戸学院大学学友会役員選挙
　投票日　平成28年11月24日㈭
　選挙結果
　○執行委員長　小田桐　春　菜（人間健康学科 1年）
　○副執行委員長　田　村　　　柚（人間健康学科 1 年）
　　　　　　　　　小清水　海　波（人間健康学科 1 年）
　○書　記　長　角　浜　春　香（人間健康学科 1 年）
　　　　　　　　　佐々木　俊　亮（人間健康学科 3 年）
・平成28年度美保野キャンパスクリスマス企画
開催日　平成28年12月 2 日㈮
場　所　総合実習館エントランスホール
内　容　共同祈願イルミネーション点灯式、クリスマス
　　　　パーティー
・平成28年度日本学生支援機構奨学金「返還説明会」
開催日　平成28年10月 6 日㈭
場　所　320講義室
対象者　平成28年度貸与者（ 4年生：卒業予定者）
・平成28年度日本学生支援機構奨学金「継続説明会」
開催日　平成28年12月 8 日㈭、 9日㈮
場　所　330講義室
対象者　平成28年度貸与者（ 4年生を除く）
・平成28年度クラブ・サークル課外活動報告会・懇親会
開催日　平成28年12月16日㈮
場　所　八戸パークホテル
参加者　報告会　31団体（全クラブ・サークル）169名参加
　　　　懇親会　132名参加

（17）就職支援委員会学外会議
・ＮＰＯ法人プラットフォームあおもり2016年度事業の実
施運営に関する連絡会議
開催日　平成28年 5 月 9 日㈪
場　所　新町キューブ
出席者　主　事　平川　貴也
・平成28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28年 5 月26日㈭～27日㈮
場　所　盛岡つなぎ温泉　ホテル紫苑
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出席者　課　長　高橋　昌樹
　　　　主　事　平川　貴也

・青森県中小企業家同友会就職懇談会
開催日　平成28年 6 月22日㈬
場　所　青森国際ホテル
出席者　課　長　高橋　昌樹
　　　　主　事　平川　貴也

・東北地区私立短期大学就職指導研究会
開催日　平成28年 6 月23日㈭～24日㈮
場　所　盛岡つなぎ温泉　ホテル紫苑
出席者　課　長　高橋　昌樹
　　　　主　事　平川　貴也

・青森労働局学生就職問題連絡会議
開催日　平成28年 7 月27日㈬
場　所　ウエディングプラザアラスカ
出席者　係　長　村本　　景

・北東北三県私立大学就職支援研究会
開催日　平成28年 8 月17日㈬～18日㈭
場　所　弘前パークホテル
出席者　課　長　高橋　昌樹

　　　　　係　長　村本　　景
・平成28年度私立短大就職担当者研修会
開催日　平成28年 8 月31日㈬～ 9月 2日㈮
場　所　ホテル金沢
出席者　就職支援委員長　田中　敬一

・企業向け共育型インターンシップフォーラム
開催日　平成28年11月 4 日㈮
場　所　ホテル青森
出席者　准教授　堤　静子（短大ライフデザイン学科）

　　　　　課　長　高橋　昌樹
　　　　　主　事　平川　貴也
・平成28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28年11月11日㈮
場　所　ＴＫＰカンファレンスセンター
出席者　主　事　平川　貴也

・キャリア相談員養成研修
開催日　平成28年12月26日㈪
場　所　八戸地域地場産業振興センター
出席者　主　事　坂野　仁志

・平成29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29年 1 月16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

・企業と大学のためのインターンシップ研修会
開催日　平成29年 1 月30日㈮
場　所　東北学院大学土樋キャンパス
出席者　課　長　高橋　昌樹
　　　　主　事　平川　貴也

・日本一受けたい起業家養成集中講義
開催日　平成29年 3 月 1 日㈬～ 3日㈮
場　所　八戸ワシントンホテル
出席者　課　長　高橋　昌樹
　　　　主　事　平川　貴也

（18）就職支援委員会セミナー
・リクルートキャリア新卒採用総括セミナー
開催日　平成28年 7 月27日㈬
場　所　リンクモア平安閣市民ホール
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 7 月14日㈭～15日㈮　
場　所　八戸工業大学
出席者　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28年 8 月25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11月26日㈯
場　所　八戸工業大学
出席者　主　事　平川　貴也
・マイナビ就活ムビケーション体験セミナー
開催日　平成28年11月28日㈪
場　所　株式会社マイナビ宮城支社
出席者　課　長　高橋　昌樹
　　　　　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12月10日㈯
場　所　八戸工業大学
出席者　主　事　安田　久美子
・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29年 3 月 9 日㈭～10日㈮
場　所　八戸工業大学
出席者　主　事　平川　貴也

（19）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28年 6 月15日㈬～ 7月29日㈮（全10回）
場　所　大学会館 2階会議室、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28年 6 月 8 日㈬～ 7月20日㈬（全10回）
場　所　大学会館 2階会議室
講　師　日本公務員学院

（20）キャリア支援事業
・ 4 月19日㈫～22日㈮　就活相談強化ウィーク（全学年）
・ 6 月 9 日㈭　合同企業説明会事前指導（大学 4年生）
・ 6 月14日㈫　合同企業説明会（大学 4年生、短大 1年生）
・ 2 月16日㈭　就職合宿事前指導（大学 3年生）
・ 2 月23日㈭～24日㈮　就職合宿（大学 3年生）
　場所　八戸シーガルビューホテル
・ 3 月 8 日㈬　就職説明会（大学 3年生、短大 1～ 2年生）
　場所　八戸プラザホテルアーバンホール
　参加企業・病院施設数　46社、22施設

（21）企業学内説明会および選考会
・ 4 月12日㈫　ヤンマーアグリジャパン株式会社東日本カ
　　　　　　　ンパニー
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・ 4 月14日㈭　東京産業株式会社
・ 4 月15日㈮　株式会社近田会計事務所
・ 4 月21日㈭　社会福祉法人宏仁会
・ 4 月26日㈫　岩手県警察本部
・ 5 月11日㈬　トランスコスモス株式会社
・ 5 月19日㈭　マネックス証券株式会社
・ 5 月20日㈮　青森県警察本部
・ 5 月23日㈪　株式会社メガスポーツ
・ 5 月25日㈬　株式会社小山内バッテリー社
・ 6 月17日㈮　医療法人社団清山会
・ 6 月23日㈭　株式会社コメリ
・ 7 月11日㈪　東日本フード株式会社
・ 7 月12日㈫　社会福祉法人八戸市社会福祉事業団
・ 7 月27日㈬　株式会社よこまち
・ 8 月 8 日㈪　八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部
・ 8 月24日㈬　株式会社帆風
・10月20日㈭　ニッポンレンタカー東北株式会社
・11月25日㈮　株式会社スズキ自販青森
・12月21日㈬　Ｐ＆Ｇプレステージ合同会社
・ 1 月30日㈪　三八五観光株式会社

（22）入試説明会の実施
○平成28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28年 6 月17日㈮
場　所　八戸パークホテル
出席者　八戸学院大学・八戸学院短期大学教職員
参加者　27校（40名）

＜青森会場＞
実施日　平成28年 6 月23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（10名）

＜むつ会場＞
実施日　平成28年 6 月24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　 4校（ 4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28年 4 月28日㈭
　対象者　 2・ 3学年
　出席者　主　事　坂野　仁志
・六戸高等学校　校内説明会（JSコーポレーション主催）
　実施日　平成28年 6 月 8 日㈬
　対象者　 1学年
　出席者　主　任　畑中　孝太
・名久井農業高等学校　校内説明会（ヘキサ主催）
　実施日　平成28年 6 月 8 日㈬
　対象者　全学年
　出席者　主　事　坂野　仁志
・六戸高等学校　校内説明会（ライセンスアカデミー主催）
　実施日　平成28年 6 月 9 日㈭
　対象者　 2学年

　出席者　健康医療学部看護学科助教　市川　裕美子
　　　　　　　　　　　　　　　助手　清塚　智明
・十和田西高等学校　校内説明会（ヘキサ主催）
　実施日　平成28年 6 月 9 日㈭
　対象者　 2・ 3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28年 6 月13日㈪
　対象者　 3学年
　出席者　主　任　畑中　孝太
・三本木農業高等学校　校内説明会（ダイヤ書房主催）
　実施日　平成28年 6 月15日㈬
　対象者　 3学年
　出席者　主　事　坂野　仁志
・千葉学園高等学校　校内説明会（さんぽう主催）
　実施日　平成28年 6 月23日㈭
　対象者　 2・ 3学年
　出席者　係　長　村本　　景
　　　　　主　任　畑中　孝太
・八戸工業大学第一高等学校　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 6 月29日㈬
　対象者　 3学年
　出席者　主　事　坂野　仁志
・八戸学院光星高等学校　校内説明会（さんぽう主催）
　実施日　平成28年 6 月30日㈭
　対象者　 3学年
　出席者　係　長　村　本　　景
　　　　　主　任　畑　中　孝太
　　　　　主　事　坂　野　仁志
　　　　　主　事　高屋敷　好孝
・八戸工業高等学校　校内説明会（ライセンスアカデミー主催）
　実施日　平成28年 7 月 7 日㈭
　対象者　 2学年
　出席者　係　長　村本　　景
・五戸高等学校　校内説明会（ヘキサ主催）
　実施日　平成28年 7 月 7 日㈭
　対象者　 1学年
　出席者　主　事　坂野　仁志
・十和田工業高等学校　校内説明会（ライセンスアカデミ
ー主催）
　実施日　平成28年 7 月28日㈭
　対象者　 3学年
　出席者　主　事　坂野　仁志
・八戸工業大学第一高等学校　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 9 月 7 日㈬
　対象者　 1学年
　出席者　主　任　畑中　孝太
　　　　　主　事　高屋敷　好孝
・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28年 9 月13日㈫
　対象者　 1・ 2学年
　出席者　係　長　村本　　景
　　　　　主　事　坂野　仁志
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・八戸商業高等学校　校内説明会（さんぽう主催）
　実施日　平成28年10月 5 日㈬
　対象者　 2学年
　出席者　係　長　村本　　景
　　　　　主　事　坂野　仁志
・八戸工業高等学校　校内説明会（JSコーポレーション主催）
　実施日　平成28年10月 6 日㈭
　対象者　 1学年
　出席者　係　長　村本　　景
　　　　　主　事　高屋敷　好孝
・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28年10月 6 日㈭
　対象者　 1・ 2学年
　出席者　主　事　橘　　勇佑
　　　　　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28年10月14日㈮
　対象者　 1学年
　出席者　主　事　高屋敷　好孝
・八戸工業大学第一高等学校　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10月19日㈬
　対象者　 2学年
　出席者　主　事　坂野　仁志
・八戸聖ウルスラ学院高等学校　校内説明会（ライセンス
アカデミー主催）

　実施日　平成28年10月24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（ライセンスア
カデミー主催）

　実施日　平成28年10月24日㈪
　対象者　 1学年
　出席者　係　長　村本　　景
　　　　　主　任　畑中　孝太
・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28年11月28日㈪
　対象者　 1学年
　出席者　幼児保育学科助教　三村　弥生
　　　　　主　事　坂野　仁志
・六戸高等学校　校内説明会（ヘキサ主催）
　実施日　平成28年12月 2 日㈮
　対象者　 1学年
　出席者　係　長　村本　　景
・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28年12月 5 日㈪
　　対象者　 1学年
　　出席者　主　任　畑中　孝太
・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12月 6 日㈫
　対象者　 2学年
　出席者　主　事　坂野　仁志
・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28年12月14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28年12月14日㈬
　対象者　 1・ 2学年
　出席者　主　事　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29年 1 月16日㈪
　対象者　 1学年
　出席者　主　事　坂野　仁志
・五戸高等学校　校内説明会（ヘキサ主催）
　　実施日　平成29年 2 月 2 日㈭
　　対象者　 1学年
　　出席者　係　長　村本　　景
・三本木農業高等学校　校内説明会（ライセンスアカデミ
ー主催）
　実施日　平成29年 2 月 8 日㈬
　対象者　 2学年
　出席者　主　事　橘　　勇佑
・八戸工業高等学校　校内説明会（さんぽう主催）
　実施日　平成29年 2 月 9 日㈭
　対象者　 1学年
　出席者　主　事　坂野　仁志
・十和田西高等学校　校内説明会（さんぽう主催）
　実施日　平成29年 3 月 3 日㈮
　対象者　 1学年
　出席者　係　長　村本　　景
※その他、各地ホテルで行われた業者主催進学相談会には
36回出席。

（23）学校見学・体験授業・講演の実施
・実施日　平成28年 6 月 9 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28年 7 月 1 日㈮
　対　象　八戸学院光星高等学校母親研修会（12名）
　内　容　OB・OG紹介、大学・短期大学説明、施設見学
・実施日　平成28年 7 月 6 日㈬
　対　象　百石高等学校（ 2年生43名）
　内　容　体験授業、施設見学
・実施日　平成28年 7 月11日㈪
　対　象　八戸あおば高等学院（ 2、 3年生29名）
　内　容　学部学科紹介、施設見学
・実施日　平成28年 8 月 6 日㈯
　対　象　大湊高等学校川内校舎（ 1年生14名）
　内　容　大学・短期大学説明、施設見学
・実施日　平成28年 8 月 9 日㈫
　対　象　大間高等学校（ 1、 2年生 8名）
　内　容　大学・短期大学説明、施設見学、体験授業
・実施日　平成28年 9 月 5 日㈪
　対　象　三本木農業高等学校（ 2年生33名）
　内　容　学部学科紹介、体験授業、施設見学
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・実施日　平成28年 9 月30日㈮
　対　象　三戸高等学校（ 2年生45名）
　内　容　学部学科紹介、体験授業、施設見学
・実施日　平成28年10月12日㈬
　対　象　大湊高等学校（ 1年生188名）
　内　容　体験授業
・実施日　平成28年10月13日㈭
　対　象　田子高等学校（ 2年生11名）
　内　容　体験授業、施設見学
・実施日　平成28年11月24日㈭
　対　象　盛岡スコーレ高等学校（ 1年生39名）
　内　容　体験授業、施設見学
・実施日　平成28年11月28日㈪
　対　象　八戸学院野辺地西高等学校（ 1年生77名、 2年
　　　　　生 2名）
　内　容　卒業生挨拶、施設見学

（24）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

○第 1回　実施日：平成28年 7 月23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、保護者向けプログラム

・講　師　ビジネス学部ビジネス学科教授　坂本　貴博
　テーマ　マルチメディアでSOUZOUする社会
・講　師　ビジネス学部ビジネス学科准教授　柴垣　博孝
　テーマ　キャリア形成とキャリアデザイン―君のキャリ
　　　　　ア形成を支援する―
・講　師　健康医療学部人間健康学科准教授　金地　美知彦
　テーマ　人の心の不思議にせまる
・講　師　健康医療学部人間健康学科准教授　浜中　のり子

助教　宮澤　君子　
　テーマ　養護教諭ナビ！！
・講　師　健康医療学部人間健康学科講師　小柳　達也
　テーマ　現代社会における福祉ニーズの高まり～期待さ
　　　　　れる専門職の存在～
・講　師　健康医療学部人間健康学科講師　高嶋　渉
　テーマ　スポーツ科学の魅力
・講　師　健康医療学部看護学科教授　羽入　雪子

　講師　坂本　保子　　　
助教　藤邉　祐子　　　

　テーマ　母性看護学「新生児看護を体験しよう」
・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
　　　　　　　　　　　　　　　　准教授　天摩　雅和
　　　　　　　　　　　　　　　　講　師　中嶋　栄子
　　　　　　　　　　　　　　　　講　師　木下　和彦
　テーマ　音楽&保育
・講　師　八戸学院短期大学ライフデザイン学科
　　　　　　　　　　　　　　　　教　授　大久保　等

　テーマ　自作アニメーションをつくってみよう
○第 2回　実施日：平成28年 9 月24日㈯
　内　容　入試対策講座（小論文対策講座）、体験授業、施
　　　　　設見学、保護者向けプログラム

・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　小論文対策講座
・講　師　ビジネス学部ビジネス学科特任

　　　教　授　玉樹　真一郎
　テーマ　ゲームはなぜおもしろいのか？～企画というお
　　　　　仕事～
・講　師　ビジネス学部ビジネス学科准教授　髙須　則行
　テーマ　家庭の法律学
・講　師　健康医療学部人間健康学科准教授　金地　美知彦
　テーマ　性格検査をやってみよう
・講　師　健康医療学部人間健康学科准教授　浜中　のり子

助教　宮澤　君子　
　テーマ　養護教諭（保健室の先生）になるには
・講　師　健康医療学部人間健康学科講師　小柳　達也
　テーマ　社会福祉士になるために
・講　師　健康医療学部人間健康学科講師　高嶋　渉
　テーマ　体育・スポーツ指導者になるために
・講　師　健康医療学部看護学科教授　木村　紀美
　　　　　　　　　　　　　　　助教　佐藤　真由美
　　　　　　　　　　　　　　　助教　市川　裕美子
　　　　　　　　　　　　　　　助教　坂本　弘子
　テーマ　成人看護学「消化器系がん患者の看護」
・講　師　八戸学院短期大学幼児保育学科講師　池田　拓馬
　テーマ　美術
・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　楽しくおいしくお菓子作り
○第 3回　実施日：平成29年 3 月11日㈯
　内　容　学長講話、体験授業、施設見学、保護者向けプ
　　　　　ログラム
・講　師　学長　大谷　真樹
　テーマ　未来と人生を変える10のヒント
・講　師　ビジネス学部ビジネス学科准教授　田村　正文
　テーマ　データを用いた情報処理・統計の大学での学び
　　　　　のイメージ
・講　師　ビジネス学部ビジネス学科助教　崔　桓碩
　テーマ　家計における生活設計
・講　師　健康医療学部人間健康学科教授　遠藤　守人
　テーマ　学科長講話
・講　師　健康医療学部人間健康学科准教授　浜中　のり子

助教　宮澤　君子　
　テーマ　♪保健室の先生になるには：思いをカタチに♪
・講　師　健康医療学部人間健康学科講師　小柳　達也
　テーマ　私たちの暮らしと福祉～社会福祉という福祉専
　　　　　門職の存在～
・講　師　健康医療学部人間健康学科講師　高嶋　渉
　テーマ　スポーツと科学の関わり
・講　師　健康医療学部看護学科講師　坂本　保子　

助教　市川　裕美子　　
　　　助手　清塚　智明　　　

　テーマ　あなたの手洗い大丈夫？
・講　師　八戸学院短期大学幼児保育学科講師　木下　和彦
　テーマ　幼児期の子どもが音と関わるためのアクティビ
　　　　　ティ
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・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　コンピュータ会計

（25）出張講義
・対　象　青森県立六ヶ所高等学校　 2、 3学年
　実施日　平成28年 5 月10日㈫
　場　所　青森県立六ヶ所高等学校
　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について
・対　象　青森県立三戸高等学校　全校生徒
　実施日　平成28年 6 月29日㈬
　場　所　青森県立三戸高等学校
　講　師　健康医療学部看護学科講師　山野内　靖子
　テーマ　あなたにできる看護を探ろう
・対　象　青森県立三沢商業高等学校　 3学年
　実施日　平成28年 7 月25日㈪
　場　所　青森県立三沢商業高等学校
　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　小論文の書き方（直前対策）
・対　象　秋田県立西目高等学校　 1学年
　実施日　平成28年 9 月 7 日㈬
　場　所　秋田県立西目高等学校
　講　師　健康医療学部看護学科教授　羽入　雪子
　テーマ　性・生・SAY
・対　象　青森県立百石高等学校　 2学年
　実施日　平成28年 9 月20日㈫
　場　所　青森県立百石高等学校
　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　なぜ新聞を読むのか
・対　象　一関工業高等専門学校　 1学年
　実施日　平成28年10月12日㈬
　場　所　一関工業高等専門学校
　講　師　健康医療学部看護学科教授　羽入　雪子
　テーマ　いのちと性
・対　象　青森県立三沢高等学校　 1学年
　実施日　平成28年11月 9 日㈬
　場　所　青森県立三沢高等学校
　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について
・対　象　青森県立八戸商業高等学校　国際経済科全学年
　実施日　平成28年11月11日㈮
　場　所　青森県立八戸商業高等学校
　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　英語コミュニケーション
・対　象　秋田県立由利工業高等学校　 1学年
　実施日　平成28年11月22日㈫
　場　所　秋田県立由利工業高等学校
　講　師　健康医療学部看護学科教授　羽入　雪子
　テーマ　高校生として性を考えよう

・対　象　八戸工業高等専門学校　 2学年
　実施日　平成28年12月 8 日㈭
　場　所　八戸工業高等専門学校
　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　豊かな人間性を育むための食育について
・対　象　青森県立八戸北高等学校　 2学年
　実施日　平成28年12月13日㈫
　場　所　青森県立八戸北高等学校
　講　師　学長　大谷　真樹
　テーマ　～運命など無い　未来は君たちが決めている～
　　　　　「挑戦する権利と失敗する自由」
・対　象　青森県立七戸高等学校　 2学年
　実施日　平成28年12月14日㈬
　場　所　青森県立七戸高等学校
　講　師　学長　大谷　真樹
　テーマ　自分の人生デザイン
・対　象　青森県立七戸高等学校　 2学年
　実施日　平成28年12月14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　大久保　等
　テーマ　学校では教えてくれない社会人になると必要に
　　　　　なる知識
・対　象　青森県立七戸高等学校　 2学年
　実施日　平成28年12月14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について
・対　象　八戸学院野辺地西高等学校　 2学年
　実施日　平成28年12月14日㈬
　場　所　八戸学院野辺地西高等学校
　講　師　健康医療学部看護学科助教　市川　裕美子
　テーマ　看護師になるために
・対　象　青森県立三沢高等学校　英語科 2学年ほか
　実施日　平成29年 1 月19日㈭
　場　所　青森県立三沢高等学校
　講　師　ビジネス学部ビジネス学科

准教授　グレゴリー・アンソニー
・対　象　八戸学院野辺地西高等学校　 1学年
　実施日　平成29年 2 月 6 日㈪
　場　所　八戸学院野辺地西高等学校
　講　師　ビジネス学部ビジネス学科教授　奈良　卓
　テーマ　経済効果とは
・対　象　八戸学院野辺地西高等学校　 1学年
　実施日　平成29年 2 月 6 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　保育士のおしごと～子どもとは？～
・対　象　青森県立三本木農業高等学校　 2学年
　実施日　平成29年 2 月 8 日㈬
　場　所　青森県立三本木農業高等学校
　講　師　ビジネス学部ビジネス学科講師　加来　聡伸
　テーマ　大学での学びと八戸学院大学ビジネス学部の取り組み
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・対　象　岩手県立久慈東高等学校　 2学年
　実施日　平成29年 2 月16日㈬
　場　所　岩手県立久慈東高等学校
　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～保育の専門職として～
・対　象　青森県立三沢商業高等学校　 2学年
　実施日　平成29年 3 月13日㈪
　場　所　青森県立三沢商業高等学校
　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　小論文の書き方
・対　象　岩手県立沼宮内高等学校　 2学年
　実施日　平成29年 3 月13日㈪
　場　所　岩手県立沼宮内高等学校
　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　「あなたは何になりたいの？」～キャリア形成
　　　　　とコミュニケーション能力～

（26）教養教育運営委員会学外会議
・第66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28年 8 月25日㈭・ 8月26日㈮
　会　場　北海道教育大学札幌校（北海道札幌市）
　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（短大ライフデザイン学科教授）

（27）自己点検評価委員会報告書の発行状況
・平成28年 9 月21日㈬
　平成27年度八戸学院大学自己点検評価書　発行

（28）自己点検評価書作成説明会
・平成28年12月 9 日㈮
　平成28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12月12日㈪
平成28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

（29）学生相談・ハラスメント担当関連学内行事
・ハラスメント研修会
開催日　平成28年 7 月13日㈬
場　所　831講義室
演　題　「ハラスメントの理解と対応～互いに尊重でき
　　　　る人間関係づくりを～」
講　師　青森県男女共同参画センター

青森県子ども家庭支援センター
指定管理者青森コミュニティビジネス（株）　
館長　小山内世喜子氏

出席者　80名

（30）学生相談・ハラスメント担当関連学外会議
・第54回全国学生相談研修会
開催日　平成28年11月24日㈭～26日㈯
場　所　東京国際フォーラム
出席者　健康医療学部人間健康学科　講師　山本　雄大

（31）国際交流支援委員会
・八戸国際交流協会総会
　日　時　平成28年 5 月17日㈫　16：30～
　出席者　三浦文恵（短大ライフデザイン学科）
・アメリカ海外研修説明会
日　時　 4月27日㈬　16：10～
場　所　図書館チャペル
・平成28年度アメリカ海外研修
　期　間　平成28年 8 月26日㈮～ 9月 7日㈬
　　　　　13日間（11泊）
　場　所　シアトル
　参加者　 2名（大学：看護学科 1年、短大：幼児保育学
　　　　　科 1年）
　　　　　引率教員　グレゴリー・アンソニー
・EF海外語学研修の実施
イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン
株式会社（以下EF社）と「海外留学連携協力協定」を締結
したのに伴い、海外語学研修の参加者を募集した。
参加者には、本学から 1名につき30万円の補助金が支給
され、それぞれEF社の運営する語学学校で 4週間の語
学研修を受けた。
　期　間　夏期休暇中の 4週間
　研修地　サンタバーバラ（アメリカ）、バンクーバー（カナダ）
　参加者　西村璃那（ビジネス学科 3年）
　　　　　磯島裕樹（人間健康学科 2年）
　　　　　（以上サンタバーバラ）
　　　　　志民舞泉（短大ライフデザイン学科 2年）
　　　　　佐藤美咲（短大ライフデザイン学科 1年）
　　　　　（以上バンクーバー）
なお、実施にあたり、募集説明会等が以下の日程で行われた。
　 1）募集説明会
　　日　時　平成28年 5 月24日㈫
　　　　　　12：00～12：50／16：20～17：10
　　場　所　図書館チャペル
　 2）選考・面談会
　　日　時　平成28年 6 月24日㈮　16：10～
　　場　所　 1号館会議室
　 3）留学オリエンテーション　　
　　日　時　平成28年 6 月30日㈭　16：10～
　　場　所　図書館チャペル
　　担当者　EF社留学事業部　前川元気氏、伊藤響子氏
・EF海外語学研修報告会
　日　時　平成28年12月16日㈮　16：20～
　場　所　 8号館832教室
EF語学研修の参加者（ 1名は発熱で欠席）がそれぞれ英
語と日本語による15分のプレゼンテーションを行った。
・八戸国際交流フェスタへの参加
　日　時　平成28年 8 月28日㈰　12：00～16：00
　会　場　はっちシアター 2
　内　容　パネル展示
・日本国際協力センター訪日団の案内
秋桜祭二日目の10月30日㈰、日本国際協力センターの訪
日団（ラオス・ミャンマー・フィリピン・東チモールの
98名＋スタッフ9名）に学生10数名（主にEF研修生とワンワ
ールドサークル）が学園祭を案内、その後に昼食交流。
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・三沢基地内プログラム（AAFES Shop Tour）
　日　時　平成28年11月17日㈭　13：30～15：30
　参加者　学生13名（大学 3、短大10）
　引率教員　三浦文恵（短大ライフデザイン学科）
・TOEICip試験
　日　時　春学期　平成28年 7 月29日㈮
　　　　　　　　　16：10～18：40　受験者20名
　　　　　冬学期　平成29年 1 月27日㈮　
　　　　　　　　　16：10～18：40　受験者22名
　場　所　 8号館811教室
・三沢基地内日本紹介プログラム
　日　時　平成29年 2 月16日㈭
　　　　　①17：00～18：00　キッズ向け
　　　　　②19：00～20：00　ファミリー向け
　内　容　習字・折り紙の紹介と体験
　参加者　大学看護学科 1名、短大幼児保育学科 1名、
　　　　　短大ライフデザイン学科15名
　引率者　三浦文恵（短大ライフデザイン学科）
　　　　　グレゴリー・アンソニー
　　　　　佐藤裕次（教務学生課）

（32）研究倫理委員会審査概要
○第 1回委員会（平成28年 6 月14日㈫開催）…申請 9件、
承認 5件、条件付承認 2件、変更勧告 2件

・種差海岸・階上岳の自然環境が健康に及ぼす効果の科学
的研究

　（研究責任者；人間健康学科　熊谷晶子　教授）
・在宅高齢者におけるセルフ・エフィカシーとプロダクテ
ィブな活動の関連：青森県八戸市の在宅高齢者を調査対
象として

　（研究責任者；人間健康学科　小柳達也　講師）
・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；人間健康学科　工藤祐太郎　助教）
・個人運動プログラムによる介護の進展防止効果の検証
　（研究責任者；人間健康学科　嶋崎綾乃　助教）
・階上町の伝統芸能における学校教育とのかかわりに関す
る考察

　（研究責任者；人間健康学科　嶋崎綾乃　助教）
・看護大学生の社会的スキルと職業的アイデンティティと
学士力との関連

　（研究責任者；看護学科　小沢久美子　准教授）
・保育者と子どもとのかかわりから保育のあり方を考える
　（研究責任者；幼児保育学科　差波直樹　講師）
・子どもの基本的な生活習慣の形成の現状と幼稚園・保育
所・認定子ども園が果たす役割（仮）－十勝の子ども・八
戸の子ども・札幌の子どもの育ちの検証を通して－

　（研究責任者；幼児保育学科　差波直樹　講師）
・地域住民の健康測定に参加した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　岩織美保子　講師）
○第 2回委員会（平成28年11月11日㈮開催）…申請11件、
承認 8件、条件付承認 2件、その他 1件

・典型的な行動が既視感に与える影響に関する研究
　（研究責任者；人間健康学科　金地美知彦　准教授）

・作業課題の性質が音楽の不随意的想起に与える影響
　（研究責任者；人間健康学科　金地美知彦　准教授）
・大学生のスマートフォンゲームのプレイ実態・プレイ意
識と依存傾向
　（研究責任者；人間健康学科　金地美知彦　准教授）
・大学生のパソコン離れの実態とその原因についての心理
学的考察
　（研究責任者；人間健康学科　金地美知彦　准教授）
・ジュニアアスリートの呼吸筋力の発達に関する研究
　（研究責任者；人間健康学科　高嶋渉　講師）
・高齢者大学における高齢者のライフスタイル評価と健康
状態の関連
　（研究責任者；看護学科　久保宣子　助手）
・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　坂本保子　講師）
・母乳哺育を阻害する要因に関する研究－実母との関係性
と母乳育児自己効力感との関連－
　（研究責任者；看護学科　坂本保子　講師）
・看護大学生の社会人基礎力の年次変化から見たキャリア
形成支援内容の検討
　（研究責任者；看護学科　岩織美保子　講師）
・命の尊厳について学生の認識に関する調査－学生の記録
より－
　（研究責任者；看護学科　藤邉祐子　助教）
・幼児保育・看護学生におけるてんかんへの意識調査
　（研究責任者；看護学科　佐々木真湖　助教）

（33）ファカルティ・ディベロップメント（FD）委員会学外会議
・ＦＤネットワーク“つばさ”第17回ＦＤ協議会、第 9回
“つばさ”プロジェクト運営協議会
　平成28年 6 月 4 日㈯　山形大学小白川キャンパス
　八戸学院短期大学幼児保育学科　講師　川端　悠
・第16回山形大学ＦＤ合宿セミナー
　【第 1チーム】
　平成28年 9 月 5 日㈪～ 6日㈫　共同の杜ＪＡ研修所
　健康医療学部看護学科　講師　田名部　麻野
　健康医療学部看護学科　助手　古舘　美喜子
　【第 2チーム】
　平成28年 9 月 6 日㈫～ 7日㈬　共同の杜ＪＡ研修所
　健康医療学部看護学科　講師　田名部　麻野
　健康医療学部人間健康学科　助教　綿谷　貴志
・平成28年度ＦＤネットワーク“つばさ”学生ＦＤ会議
　平成28年 9 月13日㈫　山形大学小白川キャンパス
　ビジネス学部ビジネス学科　教授　バリー・グロスマン
健康医療学部人間健康学科 2年　安達　美海
健康医療学部人間健康学科 2年　粟津　達歩
・ＦＤネットワーク“つばさ”第18回ＦＤ協議会、第10回
“つばさ”プロジェクト運営協議会
　平成28年12月10日㈯　山形大学小白川キャンパス
　ビジネス学部ビジネス学科　助教　崔　桓碩
　健康医療学部人間健康学科　助教　綿谷　貴志
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（34）平成28年度ＦＤワークショップ
　テーマ　「みんなで取り組み学び合う授業づくり」
　会　場　八戸学院大学・八戸学院短期大学総合実習館　
　　　　　831教室・832教室・833教室
　開催日　平成28年12月 7 日㈬
　出席者　大学・短大教員　67名

（35）授業支援システム「はちキャンWEB」研修会
・第 1回（新任教員向け）
　会　場　八戸学院大学 7号館731教室
　開催日　平成28年 4 月 4 日㈪
　出席者　大学・短大教員　 7名
・第 2回
　会　場　八戸学院大学 7号館731教室
　開催日　平成28年 9 月12日㈪
　出席者　第 1グループ　14：30～15：40
　　　　　大学・短大教員　31名
　　　　　第 2グループ　16：20～17：30
　　　　　大学・短大教員　34名

（36）授業評価アンケートの実施
　《春学期》
　　期　間　平成28年 7 月 8 日㈮～ 8月 2日㈫
　　科目数　大学43科目実施，短大24科目実施
　《秋学期》
　　期　間　平成28年11月28日㈪～12月22日㈭
　　科目数　大学23科目実施，短大24科目実施

（37）公開授業
　《春学期》
　　期　間　平成28年 6 月13日㈪～ 7月 1日㈮
　　　　　　※ 6月20日㈪～24日㈮は外部へも公開　　
　《秋学期》
　　期　間　平成28年11月 1 日㈫～11月18日㈮
　　　　　　※11月 7 日㈪～11日㈮は外部へも公開　

（38）平成28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28年 9 月27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。
16：20～16：25　開会のあいさつ（研究推進委員長）
16：25～17：25　申請に係る講演　大学（田村先生）

　　　　　　　　短大（川端先生）　　
17：25～17：30　質疑応答
17：30～　　　　閉会のあいさつ（研究推進委員長）

（39）平成28年度研究倫理・コンプライアンス教育研修会
　研究推進委員会では、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を平成28年 6 月20日㈪に
811講義室（総合実習館 1階）で開催した。委員会の方針と
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GreenBook）」の通読・
履修を義務付けており、当日欠席した教員を対象に同年 7
月29日㈮、 8月 2日㈫の計 3回開催した。
　また、平成29年 1 月27日㈮には、「研究・研究不正・研

究費」と題して、今年度 2回目の研修会を831講義室（総合
実習館 3階）で開催した。

（40）図書委員会学外会議
1 ．平成28年度青森県高等教育機関図書館協議会役員会
　　開催日　平成28年 7 月13日㈬
　　会　場　弘前大学
　　出席者　情報メディア課課長　浜　　章夫
　　　　　　　　　　　　同参事　織戸　　浩
2．第22回青森県高等教育機関図書館協議会総会
　開催日　平成28年 7 月13日㈬
　会　場　弘前大学
　出席者　情報メディア課課長　浜　　章夫
　　　　　　　　　　　　同参事　織戸　　浩
3．平成28年度青森県高等教育機関図書館協議会研修会
　講演「障害者差別解消法と大学図書館」
開催日　平成28年11月28日㈮
会　場　青森県立保健大学
出席者　情報メディア課参事　織戸　　浩
　　　　　　　　　　　同主事　奥谷　　綾
　　　　　教務学生課　主事　　佐藤　裕次

（41）大学入試センター試験実施委員会学外会議
・大学入試センター試験地区別連絡会議
　日　時　 6月27日㈪14：00～15：00
　場　所　八戸工業大学　メディアセンター 1階　メディ
　　　　　アホール
　出席者　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29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23日㈫10：00～16：00
　場　所　ホテル福島グリーンパレス　多目的ホール
　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29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 9 日㈮13：00～16：20
　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　田村　正文
　　　　　センター試験担当課長　藤原　真史

（42）平成29年度大学入試センター試験の実施
　平成29年度大学入学者選抜大学入試センター試験は、平
成29年 1 月14日㈯・15日㈰ 2日間で実施された。本学試験
場では、八戸高校、八戸北高校、八戸北高校南郷校舎、八
戸学院光星高校の受験生が受験した。

（43）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】　　 1－ 4　　【富士大学】
　　　　【本学】　　 9－ 1　　【富士大学】
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　　　　【本学】　　 5－ 2　　【ノースアジア大学】
　　　　【本学】　　 8－ 3　　【ノースアジア大学】
　　　　【本学】　　10－ 0 　　【岩手大学】
　　　　【本学】　　11－ 2 　　【岩手大学】
　　　　【本学】　　10－ 1 　　【八戸工業大学】
　　　　【本学】　　 7－ 0　　【八戸工業大学】
　　　　【本学】　　 0－ 4　　【青森大学】
　　　　【本学】　　 2－ 3　　【青森大学】
◆北東北大学野球春季リーグ戦優勝決定戦
　　　　【本学】　　 9－ 4　　【青森大学】
　　　　【本学】　　 0－ 1　　【富士大学】

◆北東北大学野球新人戦（優勝）
　　　　【本学】　　13－ 5 　　【岩手大学】
　　　　【本学】　　 4－ 3　　【青森大学】
　　　　【本学】　　19－ 2 　　【青森中央学院大学】
◆第11回東北地区大学野球選手権大会
　　　　【本学】　　 5－ 2　　【日本大学工学部】
　　　　【本学】　　 7－ 6　　【東日本国際大学】
　　　　【本学】　　 2－ 3　　【東北福祉大学】
◆北東北大学野球秋季リーグ戦（ 4位）
　　　　【本学】　　 2－ 0　　【八戸工業大学】
　　　　【本学】　　11－ 2 　　【八戸工業大学】
　　　　【本学】　　 5－ 7　　【ノースアジア大学】
　　　　【本学】　　 1－ 5　　【ノースアジア大学】
　　　　【本学】　　 2－ 0　　【岩手大学】
　　　　【本学】　　 4－ 1　　【岩手大学】
　　　　【本学】　　 2－ 4　　【青森大学】
　　　　【本学】　　 3－ 6　　【青森大学】
　　　　【本学】　　 1－ 7　　【富士大学】
　　　　【本学】　　 4－ 5　　【富士大学】
◆久慈市災害ボランティア
　岩手県久慈市/久慈市清掃活動
◆大館トーナメント大会（10月14日）
　　　　【本学】　　 3－ 4　　【青森大学】

男子サッカー部
◆第45回青森県大学・高専サッカーリーグ
　　　　【本学】　　 7－ 0　　【八戸工業大学】
　　　　【本学】　　 8－ 0　　【弘前大学全学部】
　　　　【本学】　　 3－ 1　　【北里大学獣医学部】
　　　　【本学】　　 5ー 2　　【青森中央学院大学】
　　　　【本学】　　 0ー 1　　【弘前大学医学部】
◆第40回東北社会人サッカーリーグ 2部北（ 4位）
【八学大FC2014】　　 4－ 3　　【秋田FCカンビアーレ】
【八学大FC2014】　　 1－ 1　　【花巻クラブ】
【八学大FC2014】　　 3－ 1　　【七戸サッカークラブ】
【八学大FC2014】　　 4－ 1　　【水沢クラブ】
【八学大FC2014】　　 5－ 1　　【ヌ・ペーレ平泉前沢】
【八学大FC2014】　　 3－ 0　　【秋田大学医学部】
【八学大FC2014】　　 5－ 4　　【大宮クラブ】
【八学大FC2014】　　 3－ 1　　【ＴＤＫ親和会】
【八学大FC2014】　　 1－ 3　　【秋田FCカンビアーレ】
【八学大FC2014】　　 1－ 1　　【花巻クラブ】
【八学大FC2014】　　 6－ 0　　【七戸サッカークラブ】

【八学大FC2014】　　 3－ 3　　【水沢クラブ】
【八学大FC2014】　　 0－ 2　　【新日鐵住金 石】
【八学大FC2014】　　 1－ 3　　【ヌ・ペーレ平泉前沢】
【八学大FC2014】　　 2－ 3　　【秋田大学医学部】
【八学大FC2014】　　 0－ 2　　【大宮クラブ】
【八学大FC2014】　　 3－ 1　　【ＴＤＫ親和会】
【八学大FC2014】　　 1－ 3　　【新日鐵住金 石】
◆2016年度第17回東北地区大学サッカー選手権大会兼　　
平成28年度第40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】　　 3－ 1　　【福島大学】
　　　　【本学】　　 0－ 5　　【仙台大学】
◆2016年度NHK杯第69回青森県サッカー選手権大会
　（八学大FootballClub2014チーム）ベスト 8
【八学大FC2014】　　 5－ 0　　【海上自衛隊八戸】
【八学大FC2014】　　 0－ 2　　【ブランデュー弘前】
　（八戸学院大学学生チーム）準優勝

【本学】　　 3－ 0　　【AC弘前】
【本学】　　 2－ 0　　【ラインメール青森】
【本学】　　 1－ 2　　【ヴァンラーレ八戸】

◆全国社会人サッカー選手権大会青森予選（準優勝）
【八学大FC2014】　　 2－ 2　　【五戸サッカークラブ】
　　　　　　　（ＰＫ 5－ 4）
【八学大FC2014】　　 1－ 2　　【七戸サッカークラブ】
◆東北地区大学総合体育大会
　　　　【本学】　　 2－ 1　　【宮城教育大学】

　　【本学】　　 1－ 1　　【東北大学】
　　　　　　　（ＰＫ 1－ 3）
◆平成28年度東北地区大学サッカーリーグ 1部（ 4位）

　　【本学】　　 1－ 1　　【福島大学】
　　【本学】　　 1－ 0　　【岩手大学】
　　【本学】　　 2－ 0　　【山形大学医学部】
　　【本学】　　 4－ 0　　【秋田大学】
　　【本学】　　 0－ 1　　【仙台大学】
　　【本学】　　 1－ 6　　【富士大学】
　　【本学】　　 3－ 0　　【東北学院大学】
　　【本学】　　 1－ 1　　【福島大学】
　　【本学】　　 2－ 0　　【岩手大学】
　　【本学】　　 4－ 2　　【山形大学医学部】
　　【本学】　　 3－ 0　　【秋田大学】
　　【本学】　　 0－ 4　　【仙台大学】
　　【本学】　　 1－ 2　　【富士大学】
　　【本学】　　 0－ 3　　【東北学院大学】

◆インディペンデンスリーグ東北（ 6位）
【八戸学院大学FC】　　 2－ 2　　【仙台大学FC】
【八戸学院大学FC】　　 0－ 5　　【仙台大学A 2】
【八戸学院大学FC】　　 0－ 3　　【富士大学U-22】
【八戸学院大学FC】　　 2－ 3　　【TofokuFC】
【八戸学院大学FC】　　 1－ 2　　【FCSENDAI】
【八戸学院大学FC】　　 0－ 9　　【富士大学U-22】
【八戸学院大学FC】　　 2－ 1　　【東北学院大学SC】
【八戸学院大学FC】　　 0－ 7　　【仙台大学FC】
【八戸学院大学FC】　　 1－ 0　　【FCSENDAI】
【八戸学院大学FC】　　 0－ 8　　【仙台大学A 2】
【八戸学院大学FC】　　 1－ 2　　【東北学院大学SC】
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【八戸学院大学FC】　　 3－ 2　　【TofokuFC】

女子サッカー部
◆平成28年度青森県女子サッカー選手権春季大会（優勝）

　　【本学】　　11－ 0 　　【三沢高校】
　　【本学】　　 2－ 0　　【三本木高校】
　　【本学】　　 8－ 0　　【ナカスポ】
　　【本学】　　 1－ 0　　【シュラインL-FC】

◆白石温麺ウーメンズ杯女子サッカー大会（ 4位）
　　【本学】　　 3－ 1　　【仙台育英】
　　【本学】　　 0－ 1　　【村田女子】
　　【本学】　　 2－ 5　　【仙台大学】
　　【本学】　　 0－ 4　　【聖和学園】

◆青森県女子サッカー選手権秋季大会（準優勝）
　　【本学】　　 1－ 0　　【BRAIDS七戸】
　　【本学】　　 4－ 0　　【ナカスポ】
　　【本学】　　 0－ 2　　【シュラインL-FC】

◆東北地域大学女子サッカーリーグ（ 2位）
　　【本学】　　17－ 0 　　【福島県立医科大学】
　　【本学】　　 2－ 0　　【山形公益大学】
　　【本学】　　 0－ 6　　【仙台大学】
　　【本学】　　 5－ 0　　【仙台白百合女子大学】

◆全日本大学女子サッカー選手権大会
　　【本学】　　 1－ 3　　【愛知東邦大学】

アイスホッケー部
◆平成28年度東北地区学生アイスホッケー秋季大会

　　【本学】　　 5－ 2　　【東北福祉大学】
　　【本学】　　 2－ 1　　【東北学院大学】

◆デーリー東北新聞社杯第52回八戸市実業団アイスホッケ
ーリーグ戦（ 3位）
　　【本学】　　10－ 8 　　【八戸ブルースターズ】
　　【本学】　　 5－ 7　　【青い森信用金庫】
　　【本学】　　 5－ 1　　【八戸工業大学】
　　【本学】　　 1－ 2　　【吉田産業】

◆平成28年度東北地区学生アイスホッケー選手権大会兼
　第89回日本学生氷上競技選手権大会東北地区予選（ 3位）

　　【本学】　　 4－ 1　　【東北福祉大学】
　　【本学】　　 2－ 4　　【東北学院大学】

◆第51回東奥日報社旗争奪青森県アイスホッケー大会兼
　第 5回日本アイスホッケー連盟会長杯予選会（ 4位）

　　【本学】　　 3－ 4　　【吉田産業】
　　【本学】　　 1－ 9　　【八戸ブルースターズ】
　　【本学】　　 3－ 1　　【八戸工業大学】
　　【本学】　　 1－ 9　　【青い森信用金庫】

陸上競技部
◆第42回青森県春季陸上選手権大会
洞内　晃喜（人間 3）男子5000mW（決勝）23'32"11 　 2 位
的場　大輝（人間 3）男子走幅跳（決勝）　 6 m52　　 2位
蛯名　航洋（ビジ 3）男子円盤投（決勝）　38m53　　 2位
粕谷　貴裕（人間 2）男子円盤投（決勝）　26m79　　 5位
木村　美砂（人間 3）女子400m（決勝）　 1 '03"32 　 7 位
白川　奈々恵（幼保 1）女子400mH（決勝）1 '05"68　 1 位
小泉　春菜（人間 1）女子走幅跳（決勝）　 5 m14　　 3位

山本　光美（人間 1）女子円盤投（決勝）　30m07　　 6位
小泉　春菜（人間 1）女子三段跳（決勝）　10m53　　 4位
角･鳥谷部･立花･木村女子 4×100mR（決勝）52"18　 3 位
角･立花･鳥谷部･白川女子 4×400mR（決勝）

4 '05"47　　 2位
◆第69回東北学生陸上競技対抗選手権大会
洞内　晃喜（人間 3）男子10000mW（決勝）

47'30"87 　 5 位
蛯名　航洋（ビジ 3）男子円盤投（決勝）　41m08　　 2位
粕谷　貴裕（人間 2）男子円盤投（決勝）　29m03　　 8位
磯邊　雄也（人間 1）男子十種競技　　　4801点　　 8位
木村　美砂（人間 3）女子400m（決勝）　 1 '01"46　　 7位
木村　美砂（人間 3）女子800m（決勝）　 2 '21"06　　 4位
白川　奈々恵（幼保 1）女子400mH（決勝）1 '04"96 　 3 位
立花　香（人間 2）女子400mH（決勝）　 1 '07"61　　 5位
角･鳥谷部･立花･木村女子 4×100mR（決勝）

　51"63　　 8位
角･木村･鳥谷部･白川女子 4×400mR（決勝）　　

　　 4 '04"26　　 4位
小泉　春菜（人間 1）女子走幅跳（決勝）　 5 m07　　 8位
山本　光美（人間 1）女子円盤投（決勝）　30m73　　 5位
澤里　さつき（人間 1）女子七種競技　　3406点　　 1位
◆平成28年度第71回国民体育大会兼東北選手権大会青森県
選手選考会
池田　智也（人間 1）男子100m（決勝）　　11"40　　 8位
蛯名　航洋（ビジ 3）男子円盤投（決勝）　40m35　　 3位
粕谷　貴裕（人間 2）男子円盤投（決勝）　29m52　　 6位
磯邊･新田･古川･山道男子 4×400mR（決勝）

3 '34"30　　 7位
角　成美（人間 2）女子100m（決勝）　　　13"30　　 6位
角　成美（人間 2）女子200m（決勝）　　　26"80　　 6位
木村　美砂（人間 3）女子400m（決勝）　　59"80　　 3位
木村　美砂（人間 3）女子800m（決勝）　 2 '22"66　　 3位
縄巻　綾音（人間 2）女子1500m（決勝　 4 '55"78　　 8位
澤里　さつき（人間 1）女子100mH（決勝）16"41　　 1位
立花　香（人間 2）女子400mH（決勝）　 1 '06"60　　 5位
白川　奈々恵（幼保 1）女子400mH（決勝）　

1 '06"60　　 5位
立花･鳥谷部･澤里･角女子 4×100mR（決勝）　

51"16　　 5位
立花･木村･白川･鳥谷部女子 4×400mR（決勝）

　 4 '03"79　　 2位
山本　光美（人間 1）女子円盤投（決勝）　29m21　　 6位

自転車競技部
◆第85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 3）スプリント　　　　　　　　　 5位
◆第56回東日本学生選手権トラック自転車競技大会
丹波　佳奈美（人間 4）3 kmIP　　　　　　　　　 2位
清水　知美（ビジ 3）スプリント　　　　　　　　　 1位
清水　知美（ビジ 3）500MTT　　　　　　　　　　 2位

◆第57回全日本学生選手権トラック自転車競技大会
丹波　佳奈美（人間 4）3 kmIP　　　　　　　　　 5位
清水　知美（ビジ 3）スプリント　　　　　　　　　 2位
清水　知美（ビジ 3）500MTT　　　　　　　　　　 5位
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◆第43回東北総合体育大会自転車競技会
富田　一真（ビジ 1）スプリント　　　　　　　　　 4位
◆文部科学大臣第72回全日本大学対抗選手権自転車競技大会
丹波　佳奈美（人間 4）
3㎞インディヴィデュアルパーシュート　　　　　 4位
清水　知美（ビジ 3）スプリント　　　　　　　　　優勝
清水　知美（ビジ 3）500mTT　　　　　　　　　　 3位

◆第22回日韓学生対抗自転車競技大会
清水　知美（ビジ 3）スプリント　　　　　　　　　 2位

バスケットボール部（男子）
◆第71回国民体育大会バスケットボール青森県予選会（ 3位）
【本学】　　　80－65　　　【青森大学】
【本学】　　　61－94　　　【八戸クラブ】

◆第37回北奥羽地区大学春季バスケットボール大会（ 4位）
【本学】　　111－60　　　【八戸工業大学】
【本学】　　　76－92　　　【岩手大学】
【本学】　　　79－93　　　【青森大学】

◆第37回青森県大学バスケットボール大会（ 4位）
【本学】　　　95－68　　　【八戸工業大学】
【本学】　　　62－72　　　【青森中央学院大学】
【本学】　　　70－105　　【青森大学】

◆第67回東北地区大学体育大会
【本学】　　　97－94　　　【東北工業大学】
【本学】　　　54－103　　【富士大学】

◆第17回東北大学二部トーナメント（ 4位）
【本学】　　132－30　　　【北里大学】
【本学】　　　66－104　　【秋田大学】
【本学】　　　70－76　　　【弘前大学】

◆第40回東北大学バスケットボール新人大会
【本学】　　120－67　　　【秋田県立大学】

バスケットボール部（女子）
◆第71回国民体育大会バスケットボール青森県予選会（ 3位）
【本学】　　　78－69　　　【A-Bitsブルー・ガディス】
【本学】　　　46－53　　　【SIG】

◆第37回北奥羽地区大学春季バスケットボール大会（ 2位）
【本学】　　　85－55　　　【秋田大学】
【本学】　　　71－69　　　【富士大学】
【本学】　　　76－92　　　【岩手大学】

◆第37回青森県大学バスケットボール大会（ 2位）
【本学】　　　89－67　　　【青森中央学院大学】
【本学】　　　58－62　　　【弘前大学】

◆第67回東北地区大学体育大会
【本学】　　103－40　　　【宮城教育大学】
【本学】　　　47－95　　　【東北学院大学】

◆第17回東北大学二部トーナメント（優勝）
【本学】　　　91－44　　　【青森中央学院大学】
【本学】　　　63－57　　　【弘前大学】

◆第17回東北大学二次トーナメント・入替戦
【本学】　　　74－50　　　【東北大学】
【本学】　　　49－57　　　【岩手大学】

◆第40回東北大学バスケットボール新人大会
【本学】　　　20－ 0 　　　【東北女子大学】

スピードスケート部
◆SBC杯第23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 3）　　　5000m　　 7 '36"81　　 6位
◆2016/2017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 3）　　　3000m　　 4 '23"05　　 7位
古庄　亜衣（人間 3）　　マススタートレース

　　 9 '30"25　　 1位
◆2016/2017ジャパンカップスピードスケート競技会第 3 戦
澤尻　磨里英（人間 1）　　3000m　　 4 '43"08　　 5位
鬼頭　琴音（人間 1）　　　　　500m　　　41'36　　 7位
◆第36回全日本学生スピードスケート選手権大会
古庄　亜衣（人間 3）　　　3000m　　 4 '33"31　　 6位
澤尻　磨里英（人間 1）　　　500m　　　41'98　　 1位
澤尻　磨里英（人間 1）　　5000m　　 8 '06"68　　 8位
鬼頭　琴音（人間 1）　　　　500m　　　41'46　　 8位
◆第84回全日本スピードスケート選手権大会
古庄　亜衣（人間 3）　　　　500m　　　43'00　　27位
古庄　亜衣（人間 3）　　　3000m　　 4 '21"54　　16位
古庄　亜衣（人間 3）　　　1500m　　 2 '06"73　　16位

◆第46回東北スケート競技選手権大会
古庄　亜衣（人間 3）　　　1500m　　 2 '14"04　　 1位
古庄　亜衣（人間 3）　　　3000m　　 4 '45"13　　 1位
澤尻　磨里英（人間 1）　　1000m　　 1 '29"69　　 3位
澤尻　磨里英（人間 1）　　1500m　　 2 '16"74　　 3位
鬼頭　琴音（人間 1）　　　　500m　　　42'89　　 1位
鬼頭　琴音（人間 1）　　　1000m　　 1 '27"86　　 2位
◆第89回日本学生氷上競技選手権大会スピードスケート競技
古庄　亜衣（人間 3）　　　3000m　　 4 '31"44　　 5位
澤尻　磨里英（人間 1）　　1500m　　 2 '11"87　　 6位
Cチームパシュート　　　　　　　　　　　　　　 5位
◆JOCジュニアオリンピックカップ大会
第40回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会
澤尻　磨里英（人間 1）マススタートレース　　　　 2位
鬼頭　琴音（人間 1）　　　　500m　　　41'13　　 4位
鬼頭　琴音（人間 1）チームスプリント 1 '39"58　　 2位
◆第72回国民体育大会冬季大会スケート競技会
澤尻　磨里英（人間 1）　1500m決勝　 2 '01"42　　 5位
澤尻　磨里英（人間 1）　3000m決勝　 4 '06"45　　 2位
鬼頭　琴音（人間 1）　　500m準決勝　39'39　　 5着

◆第28回ユニバーシアード冬季競技大会
古庄　亜衣（人間 3）　　　3000m　　 4 '33"44　　 8位
古庄　亜衣（人間 3）　　　5000m　　 7 '52"90　　 5位
古庄　亜衣（人間 3）チームパシュート（補欠）　

　 3位（銅メダル）
◆2016/2017ジャパンカップスピードスケート競技会第 4 戦
澤尻　磨里英（人間 1）　　1500m　　 2 '11"34　　 5位
澤尻　磨里英（人間 1）　　3000m　　 4 '44"88　　 7位
澤尻　磨里英（人間 1）マススタートレース　　　　 1位
鬼頭　琴音（人間 1）　　　　500m　　　41'65　　 2位
鬼頭　琴音（人間 1）　　　1000m　　 1 '27"40　　12位

ラグビー部
◆第17回東日本セブンズラグビーフットボール大会
　　　【本学】　　　 0－38　　　【流通経済大学】
　　　【本学】　　　12－61　　　【中央大学】
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◆東北地区大学ラグビーリーグ（ 5位）
　　　【本学】　　　41― 7 　　　【岩手大学】
　　　【本学】　　　不戦勝　　　【仙台大学】
　　　【本学】　　　不戦敗　　　【弘前大学医学部】
　　　【本学】　　　不戦敗　　　【東北大学】
　　　【本学】　　　不戦敗　　　【東北学院大学】

◆階上岳ヒルクライムボランティア活動
◆南部町タグラグビー教室

弓道部
◆第51回秋田県下弓道選手権大会
　女子 5段以下の部出場

軟式野球部
◆奥羽地区春季リーグ

【本学】　　　 7－ 4　　　【八戸工業大学】
【本学】　　　 8－ 1　　　【岩手大学】
【本学】　　　 4－ 2　　　【盛岡大学】
【本学】　　　 2－ 6　　　【北里大学】

◆奥羽地区秋季東日本大会予選
【本学】　　　 3－ 5　　　【弘前大学】

硬式テニスサークル
◆平成28年度東北学生テニス春季トーナメント大会
ダブルス
【本学】佐野史弥（ビジ 3）　 3－ 2　【東北学院大学】
　　　木村優哉（ビジ 3）　　　　　鈴木/工藤
【本学】佐野史弥（ビジ 3）　 2－ 0　【山形大学】宮下/鈴木
　　　木村優哉（ビジ 3）　
シングルス
【本学】佐野史弥（ビジ 3）　 1－ 2　【岩手大学】佐藤
【本学】木村優哉（ビジ 3）　 2－ 1　【東北医大】佐藤
【本学】木村優哉（ビジ 3）　 1－ 2　【青森大学】榎本
◆平成28年度東北学生テニス選手権大会
シングルス
【本学】佐野史弥（ビジ 3）　 2－ 0　黒田裕和（福島医大）
【本学】佐野史弥（ビジ 3）　 1－ 2　福居昌樹（東北大）
【本学】木村優哉（ビジ 3）　 2－ 0　妹尾達也（秋田大）
【本学】木村優哉（ビジ 3）　 2－ 0　千葉健弘（岩手大）
【本学】木村優哉（ビジ 3）　 0－ 2　大嶋佑汰（八工大）
ダブルス
【本学】佐野（ビジ 3）/　 　 2－ 0　山下/下間（山形大）
　　　木村（ビジ 3）
【本学】佐野（ビジ 3）/　 　 2－ 1　井口/大畠（秋田大）
　　　木村（ビジ 3）　
【本学】佐野（ビジ 3）/　　 2－ 0　一ツ木/鈴木
　　　木村（ビジ 3）　　　　　　　（東北医/東北学院大）
【本学】佐野（ビジ 3）/　　 0－ 2　馬詰/渡辺（秋田大）
　　　木村（ビジ 3）
◆平成28年度東北王座決定試合第 6部リーグ
ダブルス
【本学】佐野（ビジ 3）/　　 2－ 0　【東北学院工学部】
　　　木村（ビジ 3）　　　　　　　箱崎/大槻　
【本学】引地（ビジ 3）/　　 0－ 2　【東北学院工学部】
　　　石渡（ビジ 3）　　　　　　　和泉/尾関

【本学】安藤（看護 1）/　　 1－ 2　【東北学院工学部】
　　　倉内（人間 1）　　　　　　　川上/佐々木
シングルス
【本学】引地優佑（ビジ 3）　 0－ 2　【東北学院工学部】川上
【本学】倉内優（人間 1）　　 2－ 0　【東北学院工学部】大槻
【本学】石渡隆（ビジ 3）　　 0－ 2　【東北学院工学部】箱崎
【本学】木村優哉（ビジ 3）　 2－ 0　【東北学院工学部】尾関
【本学】佐野史弥（ビジ 3）　 2－ 0　【東北学院工学部】和泉
【本学】安藤聖河（看護 1）　 0－ 2　【東北学院工学部】佐々木

トレーニングサークル
◆青森県ボディビル選手権（ 1位）
　オープンクラス　佐々木駿（人間 4）
◆関東学生ボディビル選手権（ 4位）
　佐々木駿（人間 4）
◆全国学生ボディビル選手権大会（ 7位）
　佐々木駿（人間 4）

フットサルサークル
◆第17回サントリーフットサルカップ2016

（44）主な文化活動
キャリアサポート研究会
5 月14日　本学・総合実習館812教室　 講習会
5月21日　本学・総合実習館812教室　 WS演習
8月 6日　青森市総合社会教育センター　基本研修
8月18日　本学・総合実習館811教室　 WS演習
8月26日　三本木高校　　　　　　　　三本木高校企画
9月 5日　三沢商業高校　　　　　　　三沢商業高企画
10月15日　青森県総合社会教育センター　合同リハーサル 4
11月12日　八戸工業大学第二高校企画　企画参加

アミュ～ズＳ♪
◆フレンドパーク
7月 9日　八戸福祉会館　障害児童との交流

（余暇活動・昼食・調理など）
9月17日　八戸福祉会館　障害児童との交流
11月12日　八戸福祉会館　障害児童との交流
1月14日　八戸福祉会館　障害児童との交流

軽音部
6 月 4 日　第18回はしかみ臥牛山まつり
7月30日　第30回はしかみいちご煮祭り

（45）庶務日誌摘録
○研究倫理委員会
　平成28年　　 6月14日㈫　　11月11日㈮
○研究推進委員会
　平成28年　　 5月11日㈬　　 6月 8日㈬　　 7月 6日㈮
　　　　　　　 9月14日㈬　　10月11日㈫　　11月 9 日㈬
　　　　　　　12月 6 日㈫
　平成29年　　 2月 7日㈫
○入学者選抜委員会
　平成28年　　 9月13日㈫　　 9月27日㈫　　11月15日㈫
　　　　　　　11月29日㈫　　12月13日㈫
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　平成29年　　 2月 8日㈬　　 2月14日㈫　　 2月22日㈬
○特別学生支援室
　平成29年　　 2月17日㈮
○自己点検評価委員会
　平成28年　　 4月28日㈭　　 5月16日㈪　　 5月19日㈭
　　　　　　　 5月20日㈮　　 5月25日㈬　　 6月21日㈫
　　　　　　　 6月23日㈭　　10月12日㈬
○教務委員会
　平成28年　　 4月 7日㈭　　 4月28日㈭　　 6月 1日㈬
　　　　　　　 7月 6日㈬　　 9月 7日㈬　　10月 5 日㈬
　　　　　　　11月 2 日㈬　　11月30日㈬
　平成29年　　 1月11日㈬　　 2月 1日㈬　　 2月24日㈮

○リメディアル教育推進担当
　平成28年　　 5月27日㈮　　 6月29日㈬　　10月 3 日㈪
○教養教育運営委員会
　平成28年　　 5月23日㈪　　 6月27日㈪　　 9月26日㈪
　　　　　　　11月21日㈪
　平成29年　　 1月23日㈪
○ファカルティ・ディベロップメント（FD）委員会
　平成28年　　 3月 2日㈬　　 4月 7日㈭　　 4月27日㈬
　　　　　　　 5月25日㈬　　 6月29日㈬　　 7月27日㈬
　　　　　　　 9月28日㈬　　10月26日㈬　　11月30日㈬
　　　　　　　12月21日㈬
　平成29年　　 1月25日㈬　　 2月22日㈬
○学生委員会
　平成28年　　 4月 4日㈪　　 5月 9日㈪　　 6 月 6 日㈪
　　　　　　　 7月 4日㈪　　 9月 5日㈪
　　　　　　　 9月 7日㈬（臨時学生委員会）　10月 3 日㈪
　　　　　　　11月 7 日㈪　　12月 5 日㈪　　
　平成29年　　 1月10日㈫　　 2月 6日㈪　　 3月 6日㈪
○学生相談・ハラスメント担当
　平成28年　　 4月14日㈭　　 4月27日㈬　　 6月 1日㈬
　　　　　　　 6月22日㈬　　10月 3 日㈪　　11月22日㈫
　平成29年　　 1月20日㈮
○国際交流支援委員会
　平成28年　　 3月 9日㈬　　 4月25日㈪　　 5月30日㈪
　　　　　　　 6月28日㈫　　 7月28日㈭　　 9月29日㈭
　　　　　　　10月27日㈭　　12月12日㈪
　平成29年　　 1月30日㈪
〇キャリア支援センター
　平成28年　　 3月 8日㈫　　 4月12日㈫　　 5月10日㈫
　　　　　　　 6月10日㈫　　 7月12日㈫　　 9月 9日㈮
　　　　　　　10月11日㈫　　11月 9 日㈫　　12月 6 日㈫
　平成29年　　 2月 7日㈫　　 3月 7日㈫
○広報委員会
　平成28年　　 3月 2日㈬　　 4月 5日㈫　　 4月26日㈫
　　　　　　　 5月31日㈫　　 7月 5日㈫　　 7月19日㈫
　　　　　　　 9月 7日㈬　　 9月20日㈫　　11月 1 日㈫
　　　　　　　11月29日㈫
　平成29年　　 1月31日㈫　　 2月28日㈫
○入学試験運営委員会
　平成28年　　 4月27日㈬　　 5月24日㈫　　 6月28日㈫
　　　　　　　 7月26日㈫　　 8月23日㈫　　10月25日㈫
　　　　　　　11月22日㈫

　平成29年　　 1月24日㈫　　 2月 7日㈫　　 2月28日㈫
○就職支援委員会
　平成28年　　 4月28日㈭　　 6月 7日㈫　　 7月 5日㈫
　　　　　　　 9月 6日㈫　　11月 1 日㈫　　12月 2 日㈮
　平成29年　　 2月 6日㈪
○図書委員会
　平成28年　　 4月26日㈫
○紀要編集委員会
　平成28年　　 5月10日㈫
　平成29年　　 1月30日㈪
○地域連携研究センター運営委員会
　平成28年　　 3月23日㈬　　 4月27日㈬　　 5月25日㈬
　　　　　　　 6月22日㈬　　 7月27日㈬　　 9月28日㈬
　　　　　　　10月26日㈬　　11月24日㈭　　12月21日㈬
　平成29年　　 1月25日㈬　　 2月22日㈬　　 3月22日㈬
○大学入試センター試験運営委員会
　平成28年　　 9月16日㈮　　10月14日㈮　　10月31日㈪
　　　　　　　11月18日㈮　　12月13日㈫
　　　　　　　12月20日㈫（監督者説明会）
　平成29年　　 1月 6日㈮　　 2月 3日㈮
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■ 健康医療学部人間健康学科

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

■ 山本 雄大（やまもと　たけひろ）
　1982年（昭和57年）宮城県石巻市生まれ。東北学院大学教養学
部卒業。東北大学大学院文学研究科博士課程後期 3年の課程退
学。博士（文学）。東北文化学園大学、宮城学院女子大学の非常
勤講師を経て，2016年 4 月より現職。専門分野は心理学（社会
心理学）。主たる業績としては「紛争・暴力・構成の心理学 第
18章 偏見と差別（2016）」「喫煙者に対する否定的評価と差別
（2014）」がある。担当科目は，心理学、健康心理学、社会心
理学、臨床心理学、心理学基礎実験、心理学実習。所属学会は、
日本心理学会、社会心理学会、東北心理学会。

■ 綿谷　貴志（わたや　たかし）
　1985年（昭和60年）生まれ。青森県今別町出身。東京理科大学
理工学部卒業、横浜国立大学大学院教育学研究科修士課程修了、
鹿屋体育大学大学院体育学研究科博士後期課程単位満了退学。
修士号（教育学）。
　専門分野はスポーツバイオメカニクス、測定評価学、コーチ
ング学。青森県スポーツ科学センタースポーツ科学専門員（動
作分析分野）を経て、2016年 4 月より現職。現在は、「陸上競技
選手の走動作に関する研究」や「ソフトボール投手の投動作に
関する研究」などをテーマとして研究活動を行っている。
　担当科目はスポーツバイオメカニクス、陸上競技、生涯スポ
ーツ論、地域スポーツ論、スポーツの科学など。所属学会は日
本体育学会、日本バイオメカニクス学会、日本トレーニング科
学会、日本陸上競技学会、日本スポーツパフォーマンス学会。
2015年度からは青森陸上競技協会強化部強化委員（スポーツ科
学担当）も務める。

□ 健康医療学部看護学科

□ 木村　紀美（きむら　きみ）
　1940年（昭和15年）生まれ。青森県平内町出身。青森県立青森
高等学校卒業、弘前大学医学部附属看護学校卒業、中央大学法
学部通信教育課程卒業、弘前大学大学院人文科学研究科文化基
礎論専攻修了（文学修士）。聖路加国際病院看護師、柴田女子高
等学校衛生看護科主任、弘前大学医学部保健学科教授、弘前学
院大学看護学部学科長などを経て、2016年 4 月より現職。担当
科目は、成人看護学概論、成人看護学援助論Ⅰ・Ⅱ、緩和ケア
論。著書は、共著『周手術期看護論』『新人ナース育成ハンドブ
ック』『臨床実践に役立つ看護研究ガイドー基礎と実践』など。
主要論文は、「看護教育における論理的思考の育成」「縫合不全・
感染の発生予測と周手術期看護」「看護診断“ 痛”“感染のリスク
状態”の看護成果に関する分析」など。所属学会は、日本看護研
究学会、日本看護学教育学会、日本看護科学学会、日本がん看
護学会、日本看護診断学会、日本死の臨床研究会、日本死生学
学会、日本スピリチュアルケア学会など。

□ 古舘　美喜子（ふるだて　みきこ）
　1975年（昭和50年）生まれ。北海道室蘭市出身。北海道医療大
学　看護福祉学部　看護学科卒業。看護師・保健師免許取得。
臨床看護師として病棟・外来・在宅・透析・地域連携室等19年
病院勤務。2016年 4 月より現職。日常生活援助論演習、基礎看
護学実習Ⅰ、高齢者看護学実習Ⅰの科目担当を補助。2011年度
より青森県喀痰吸引等研修指導看護師。所属学会は日本地域看
護学会、日本看護研究学会。青森県看護教育研究会地域看護学
グループ所属。

□ 清塚　智明（きよづか　ちあき）
　1978年（昭和53年）10月13日生まれ。八戸市出身。国立国際
医療センター病院附属看護学校卒業。国立国際医療センター病
院看護師として呼吸器内科、血液内科に勤務。同病院副看護師
長として混合個室病棟に勤務。2004年内閣府「東南アジア青年
の船」管理部看護師として事業に参加。2016年 4 月より現職。
専門分野は高齢者看護領域。日常生活援助論、回復促進援助論
の演習担当。基礎看護学実習、高齢者看護実習の実習指導担当
補助。所属学会は日本看護研究学会。青森県看護教育研究会老
年看護グループ所属。

□ 日當　ひとみ（ひあたり　ひとみ）
　1990年（平成 2年）8月16日生まれ。青森県八戸市出身。八
戸短期大学看護学科卒業。八戸赤十字病院看護師、地域包括支
援センターサブセンターでの看護師を経て、2016年 4 月より八
戸学院大学健康医療学部看護学科助手として勤務。基礎看護学
実習Ⅰ・Ⅱ、在宅看護実習、高齢者実習Ⅱの科目補助を担当。
また、日常生活援助論、回復促進援助論における演習指導教員
を補助している。所属学会は日本看護研究学会。青森県看護教
育研究会家族看護グループ所属。

■ 柴垣　博孝（しばがき　ひろたか）
　1954年（昭和29年）3月 4日生まれ。北海道旭川市に生まれ
青森県八戸市で育つ。二松学舎大学文学部中国文学科卒業。青
森県立高等学校教員として38年間勤務（うち教頭を 4年間、校
長を 3年間務める）。2014年 4 月から八戸学院大学非常勤講師。
2016年 4 月より八戸学院大学ビジネス学部准教授。専門分野は
教育学（キャリア教育、学校教育）、国語・漢文教育。担当科目
はキャリアデザイン、日本語リテラシー、日本語表現リテラシ
ー。著書に「オリジナル問題センター試験演習と解法国語Ⅰ・
Ⅱ」（編著、桐原書店）、「基礎から学ぶ古典文法」（共著、桐原書
店）などがある。論文には「漢字教育の狭小性」、「転句から切り
込む漢詩の授業」などがある。所属学会は日本キャリア教育学
会、全国漢文教育学会。2013年 4 月より 1年間、青森県男女共
同参画審議会委員、青森県高等学校長協会人権委員会委員長。

■ 髙須　則行（たかす　のりゆき）
　1959年（昭和34年）9月27日生まれ。茨城県潮来市出身。日
本大学大学院法学研究科博士後期課程公法学専攻満期退学。修
士（法学）。専門は法哲学・法思想史。2016年 4 月より八戸学院
大学ビジネス学部准教授。担当科目は、法学概論、日本国憲法、
民法、商法、会社法、行政法、基礎演習、プレゼンテーション
など。主要業績（論文・研究ノート）は、『法学［第 2版］』（共著・
弘文堂・2017年）、『アブローチ法学入門』（共著・弘文堂・2017
年）、「ドイツ法律家新聞におけるゾームとヘックの『概念法学』
に関する 3つ小論文」（八戸学院大学紀要第53号）、「イェーリン
グの法学観について―構成法学としての概念法学―」（法哲学年
報［2003年］）など。所属学会は、日本法哲学会。

■ ビジネス学部

新　任　紹　介


