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第 85号 発行　八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部広報委員会

建学の精神
「神を敬し、人を愛する」
八戸学院大学・八戸学院大学短期
大学部は、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。

八 戸 学 院 大 学
八戸学院大学短期大学部学報

美保野キャンパスに新たな施設が誕生
　八戸学院美保野キャンパスに人工芝グラウンド・陸上滑
走路が完成しました。人工芝グラウンドは、大学・高校の
サッカー部、ラグビー部の活動を中心に法人各施設での行
事で使用しています。人工芝には、膝や腰への負担が軽減
されるロングパイル人工芝を使用し、照明設備も完備して
います。

　陸上滑走路は、100m 3レーン。大学・高校の陸上競技
部を中心に使用しています。レーンにはゴムチップ弾性層
と強靭なポリウレタンエンボス層を複合させた陸上専用舗
装材を使用。身体への負担を少なくし、筋肉疲労、怪我の
より少ない安全性を有しています。

　現在、各種大会
や地域スポーツ振
興も積極的に行っ
ています。

　学校内にはジャパンタイムズと連携した「ジャパンタイ
ムズカフェ」もオープン。国際教育局にあるカフェでは、
同社特製のドリップコーヒーを飲みながら、常設のパソコ
ンからジャパンタイムズの記事やデジタルコンテンツの閲
覧が可能で、学生の英語力向上や国際理解の場として注目
されています。また、日本人学生と外国人留学生の交流の
場として親睦会などが開かれています。八戸中心街で毎年
開催されている八戸七夕まつりにも人間健康学科・介護福
祉学科に今年度入学した中国・フィリピンからの留学生 6
名も参加し、七夕まつりに花を添えました。

2020 年 4月 1日

学校施設では北海道・東北初となる人工芝2面グラウンド

留学生との交流の場となるジャパンタイムズカフェ

日本の文化を学び・楽しむ留学生

陸上部の競技力向上につながる陸上助走路

近隣幼稚園への
サッカー教室
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「地域との共生」−地域経営学部の活動紹介−
①人生100年時代における保険制度の在り方に関する研究

　地域経営学部・崔桓碩講師は、保険制度をテーマに研究
を行っている。具体的には、保険産業に対する政策分析、
保険市場分析、共済事業のアイデンティティに関する分析
等である。
　最近発表した論文は「海外M&Aが企業価値に与える影
響に関する考察」である。本論文は、損害保険大手 3グルー
プが海外M&Aを積極的に行っている中、その現状を把握
しつつ、これらグループが行った海外M&Aに対し市場が
どのように評価したかについて、イベント・スタディ手法
を用いてAR（異常収益率）とCAR（累積異常収益率）を
分析したものである。
　現在は、本学イノベーションプログラム（基金）研究等
補助金を受け「米国における残余市場制度の社会的機能分
析と生命保険市場における創設可能性検討」というテーマ
で研究を進めている。本研究は、生命保険市場における無
保険者および保険死角地帯の問題を解決する対策として、
主に米国で実施されている残余市場制度の社会的機能を分
析し、生命保険市場への創設を検討するものである。
　その他、大学では金融に関する講義を担当しており、学
生の金融リテラシー向上に励んでいる。また金融に関連す
る資格であるFP（ファイナンシャル・プランナー）取得
も積極的に指導している。

②県内高校生と本学学生によるプレゼンテーション大会・

　ワークショップ

　地域経営学部・井上丹講師は、地域でのキャリア（生き
方）をテーマとした研究を行っており、大学ではキャリア
デザインの授業を一部担当している。学生が地域課題を当
事者として考え行動するという観点において近年重要性を
増しているのは、高校生が地域や身の回りの課題や気にな
ることをテーマにプロジェクトを立ち上げ、実行すること
を通じて学ぶ課題解決型学習の提供である。
　2019年12月に地域や社会の課題解決に向けて活動して
いる高校生による「活動報告プレゼンテーション大会」を
開催。自治体や企業で地域おこし活動を実践している社会
人有識者など 8名を審査員として呼び、 7組34名の高校生
が発表した。なお、本事業は八戸市制施行90周年記念事業
はちのへ市民チャレンジ応援補助金を活用している。
　地域の食材を使った活動、地元行事の盛り上げ、学生団
体の立ち上げなど、活動を通じて成長している高校生の行
動力と熱意は、社会人をおおいに驚かせた。その後、高校
生と本学の学生を含む参加者全員による発表内容について
の振り返りワークショップを実施。多様な高校が集まる発
表の場が学びにつながったこと、そして今後の活動継続や
新たに活動を始めたいという意欲的な意見が数多く出され
た。

③上越教育大学との共同課外授業

　地域経営学部・大沢宥介助手は、令和元年11月に八戸学
院光星高校において「栄養と健康」をテーマとして実施さ
れた課外授業を主導した。この課外授業は国立大学法人上
越教育大学と共同で実施されたものである。なお、上越教
育大学と本学は平成30年 7月に連携・協力に関する協定を
結び、教員養成、学生・教職員の交流、教育、研究等にお
いて相互協力を推進している。
　近年、社会環境や家庭様式の変化に伴い、子どもの「弧
食」「朝食欠食」「偏った栄養」等、食を取り巻く社会問題
が深刻化している。こうした現状の中、平成17年に食育基
本法、翌平成18年に食育推進基本計画が制定された。文部
科学省は「食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に
付けることが出来るように」と食に関する指導の取り組み
を継続して進めている。
　また、地域の将来を担う若年者が、地域の気候、風土、
産業、文化、歴史を知り、ひいて地域の魅力について食を
通じて学ぶことは、地場産品の活用や地域活性化に繋がる。
地域社会を担う若年者たちの活躍に寄与すべく、今後も活
動を続けていく。



3

令和元年度　健康医療学部の活動紹介

　人間健康学科と看護学科の 2学科で構成される健康医療
学部は 4年目となり、完成年度をむかえた。各学科におい
て教養教育・専門教育が円滑に遂行されるとともに、八戸
市健康フェスタや大学祭での健康調査、地域医療セミナー、
公開講座など健康医療学部として両学科共同での教育研究
活動も継続して活発に行われている。

①健康医療学部必修科目としての「地域文化論」
　本学の特色である地域に密着した教育活動の象徴的な講
義の一つである「地域文化論」は、人間健康学科・看護学
科 2学科共通の必修科目として健康医療学部のスタートに
伴って４年前に開設されたものである。今年度も、非常勤
講師である八戸市公民館館長・柾谷伸夫氏の南部弁を交え
た巧みな講義が展開され、学生達は地域文化の歴史や特性、
そして、地域に貢献した先人等について大いに理解を深め
ることができた。また、水野眞佐夫学長、本学客員教授で
ある元駐チュニジア特命全権大使の長谷川晋氏に加えて、
八戸市長・小林眞氏、トヨタカローラ八戸株式会社代表取
締役社長・塚原安雅氏、株式会社吉田産業代表取締役社長・
吉田誠夫氏にゲストスピーカーとして、地域活性化の現状
と課題の解決策についてそれぞれの観点から熱心に講義し
ていただいた。なお、これらの 5回の講義は、他の教職員
や地域住民の方々が参加できる公開講義として実施されて
いる。
　本科目は 1年次秋セメスターに配当されており、学生に
とってはこれから地域全体をキャンパスにして様々な学び
を吸収し実践していく上での重要な動機付けになることが
期待される。　　　　　（健康医療学部学部長　遠藤守人）

②養護教諭を迎えてのキャリア教育講演会
　2020年 1月20日㈪、養護教諭をめざす学生を対象に
「キャリア教育講演会」が開催された。この講演会は、現
役の養護教諭を招いて、学校での実際の仕事内容を紹介し
て貰い、学生たちの目的意識と学修意欲を高める一助とな
るように、 6年前から毎年行われている。
　今回は、2017年 3月卒業のOG、岩手県洋野町立角浜小
学校の養護教諭岩崎翔華（いわさき・しょうか）さんをお
招きした。
　講師の岩崎さんは、保健室での日々の業務内容を苦労話
も交えて率直に語ってくださったほか、教員採用試験に臨
む対策なども紹介してくださり、参加した学生たち（ 1年
生から 4年生までの39名）は熱心に聞き入っていた。
　講演会の後は、中心街に場所を移して懇親会（学生10数
名と教員 5名が参加）が開かれたが、岩崎先輩と学生たち
の話は尽きないようであった。

③「健康調査ビフォー／アフター」と「高齢者とのスポレク
　交流会」
　「YSアリーナ八戸」の「サテライトキャンパス」を舞台
にして行われた催しを二つ紹介する。
 1 ）「健康調査ビフォー／アフター」
　 　「八戸市健康フェスタ～健康まつり」の健康調査（ 9

月29日）に参加した八戸市在住の人たちを対象に、サテ
ライトキャンパス講座「健康調査ビフォー／アフター」
が実施された。
　 　本講座では、一定期間後に健康調査を追加実施するこ
とにより参加者に自らの健康の問題とその変化について
認識してもらい、さらに運動実施と習慣化を進めるため
の知識・情報の提供を試みた。
　 　第 1回の10月12日㈯（ビフォー）には、 9月の健康調
査での測定結果（体組成、骨密度など）を簡単に振り返っ
た後、3種目の体力測定（椅子立ち上がり速度、2ステッ
プテスト、ファンクショナルリーチテスト）を行い、さ
らに筋力・骨・バランスの改善が期待できる運動と関係
する理論を幾つか紹介した。加えて「運動記録カレン
ダー」を配付し、運動の継続を促した。
　 　第 2回の2020年 2月22日㈯（アフター）には、体組成、
骨密度などの再測定と 3つの体力測定項目の再測定を行
い、 4ヵ月の間の変化を確認した。
　 　参加者は、ビフォーに 9人、アフターに 8人と多くは
なかったが、運動の継続を促すのは達成感や自己満足で
あり、それには記録に残すことも重要と再認識したよう
であった。
　 　なお、ビフォー、アフターとも担当は高嶋渉准教授、
浜中のり子准教授、宮澤君子講師で、アフターには高嶋
ゼミおよび浜中ゼミの学生 2人も協力している。
 2 ）「高齢者とのスポレク交流会」
　 　この交流会は、青森県教育委員会が掲げる「みんなが
主役！スポーツで健康づくり事業」の一環で、高齢者に
対し継続的にスポーツや運動の機会を提供し、健康づく
りを推進しようと行われたものである。
　 　交流会は、2019年11月 7日㈭、11月21日㈭、12月 5日
㈭の 3回実施され、それぞれをスポーツ科学分野の若手
教員（佐貫綾乃講師、工藤祐太朗講師、綿谷貴志講師）
とそのゼミ学生たちが担当した。
　 　実施内容も「ダンス、レクリエーションゲーム」（佐
貫ゼミ）、「有酸素運動とデュアルタスクを含んだ複合的
な運動」（工藤ゼミ）、「タオルを使ったストレッチ、筋
力トレーニング」（綿谷ゼミ）と多彩であった。
　 　交流会の終了後も参加者たちが継続的に運動に取り組
めるよう、リーフレットを学生たちが作成し、そのリー
フレットは青森県教育庁スポーツ健康課を通じて県内市
町村の老人クラブなどに配布される予定である。

（健康医療学部人間健康学科長代理　小澤　昭夫）

④看護学科初めての国家試験受験に向けて
　看護学科は学年進行 4学年次を迎え、文部科学省認可の
教育課程に基づいて順調に教育活動が進められてきた。今
年度、４年生が初めての国家試験に挑戦する。試験期日は、
第106回保健師国家試験が令和 2年 2月14日㈮、第109回看
護師国家試験が令和 2年 2月16日㈰であり、合格発表は両
試験とも令和 2年 3月19日㈭である。保健師国家試験受験
志願者は13名、看護師国家試験受験志願者は59名である。
4年生は看護師教育課程の学生は 7月に、保健師教育課程
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令和元年度　八戸学院大学短期大学部の活動紹介

幼児保育学科

◎幼児保育学科では教養科目、専門科目、実習指導、ゼミ
ナール活動等、主体性を重んじた汎用性のある学びに力を
入れている。表現活動の一環として「音・美・体」が柱と
なって活動する学科行事では、教員と学生が一体となり理
論と実践の融合を図る指導を展開している。砂浜彫刻・八
戸七夕祭り（流し踊り、吹き流し制作）・はちのへこどもフェ
スタ（オペレッタ）等、幼児保育学科の特色を生かした意
欲的な取り組みが成された。

（短期大学部幼児保育学科長　附田勢津子）

介護福祉学科

　2019年 4月介護福祉学科は、「介護」の諸活動を主体的
かつ合理的に実践する技能を身につけ、社会貢献できる人
材を育成することを教育目的に掲げスタートした。尊厳の
あるその人らしい暮らしを支えるといった社会的課題に向
き合う介護福祉士は、豊かな人間性や幅広い教養、確かな
技術を高めていく必要がある。現場実習や地域活動を通し
て経験的な学びを重ねている学生は、専門職者になるため
に一歩ずつ歩みを進めている。

砂浜彫刻

オペレッタ（はちのへこどもフェスタ）

八戸小唄流し踊り（八戸七夕祭り）

の学生は11月に各専門領域の臨地実習を終え、国家試験に
向けて集中し始めた。もちろん、学科としては入学時から
学年進行にあわせて、学生と教員双方で力を合わせて計画
的に国家試験対策を進めてきた。 1年次では『人体の構造
と機能（解剖生理学）』を始めとする専門基礎科目、 2年
次では『疾病の成り立ちと回復の促進（病態学）』を基盤
とする専門科目、3年次では看護実践の基礎知識となる『専
門科目』の理解、 4年次では複数回にわたる全国模擬試験
の受験による実力評価等である。
　看護師国家試験の概要は次のようである。試験科目は、
①人体の構造と機能、②疾病の成り立ちと回復の促進、③
健康支援と社会保障制度、④基礎看護学、⑤成人看護学、
⑥老年看護学、⑦小児看護学、⑧母性看護学、⑨精神看護
学、⑩在宅看護論、⑪看護の統合と実践の11科目である。
試験は例年、120問ずつ午前と午後に分けて合計240問が出
題される。回答形式は選択肢を選ぶ「客観式」で、問題の
種類と出題数は必修問題（50問）、一般問題（130問）、状

況設定問題（60問）で、これを午前２時間40分（160分）
と午後に分けて、合計 5時間20分（320分）の時間をかけ
て解答する。看護師国家試験は厚生労働省で示されている
『保健師助産師看護師国家試験出題基準』に則って出題さ
れる。必修問題で問われる内容は特に看護師にとって基本
的な事柄で、正答率が80％に達していないと他の問題の正
答率が高くても不合格になってしまうおそれがある。保健
師教育課程を履修している学生は、 2月14日㈮と 2月16日
㈰と連日の受験になるが、看護師国家試験に合格しなけれ
ば保健師国家試験の合格が示されないという厳しい制度と
なっている。例年の看護師国家試験の合格率は、全受験者
の90％前後である。
　国家試験受験に向けて集中して学習を継続している４年
生と接するにつけ、 4年間の成長ぶりを素晴らしいと実感
する。祈願‼全員合格。

（健康医療学部看護学科長　蛭田　由美）
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　①施設見学研修
　 　5月17日㈮、介護福祉学科では、介護の現場を概観し
ながら、目指す介護福祉士像を明らかにするとともに、
学習意欲を高めることを目的として施設見学研修を実施
した。介護老人保健施設では、口腔ケアやビニールカー
テンによる空調管理、感染症対策について専門職者の立
場からご説明いただいた。また介護老人福祉施設では、
「普通の家」をコンセプトにしたユニットケアについて、
更に障害者支援施設では、就業者の障害特性に合わせた
雇用や事業展開について伺うことができた。障害者支援
施設での園内見学では本州最北端のバナナ、パパイヤ栽
培やハイビスカスを見て、フィリピンを懐かしく思い、
笑顔で写真を撮る留学生の姿があった。施設での取り組
みや初めて福祉の現場を目の当たりにした学生は、場面
ごとに様々な表情を見せていたが、今後の学習への期待
が高まったという声が多く、職業としての介護を前向き
に捉えるきっかけとなったことが伺える研修であった。

　②「介護の学校」の開催
　 　第10回を迎えた「介護の学校」。 8月24日㈯、介護福
祉学科開設記念事業とし、幼児保育学科「保育の学校」
と合同で開催した。共通テーマは「私たちの『あたり前』
は、『特別』でできている」とし、基調講演をはじめ全
11講座が開講された。運営は介護福祉学科全教員と学生
ボランティア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50名の受講者があった。
　 　本事業は、専門職者がこれまでの実践がいかに専門性
を持ち行われてきたのか確認しながら、更に深化するた
めの知識や技術を身に付けることができるような学びの

場と機会を提供することが目的である。また参加者から
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
ているものである。
（※本事業は、一部公益財団法人　青森学術文化振興財団から助成を受け実施）

　③「八学フェス」学科企画
　 　学生を中心とした企画・運営において、「高齢者のこ
ころとからだを体験してみよう」をテーマとし実施した。
内容は高齢者、障害者疑似体験セットを装着して、身体
の変化を体験する、また「おじいちゃん、おばあちゃん
年表」から、高齢者の心の変化を読み取ってもらう、更
にペタンクやディスゲッターナインなどのレクリエー
ション体験、最新の介護アシスト機器の展示などもあり、
幼児から高齢者まで多くの来訪者があった。広く高齢者・
障害者理解につなげることができた企画であったといえ
る。　　　　（短期大学部介護福祉学科長　赤羽　卓朗）
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　　　　八戸学院大学・短期大学部　　　　
平成30年度　学位記授与式　式辞

　本日は、八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部の学位
記授与式に、ご来賓各位並びに保護者のご臨席を賜り、盛
大に厳かに挙行されますことに、心より感謝申し上げます。
また、入学所期の目標を達成されて、晴れの授与式に臨ま
れた卒業生諸君に、敬意と祝意を表します。
　さて、卒業生の皆さん、在学中における学生生活はいか
がであったでしょうか。
　本学は創立以来、半世紀に及ぶ歴史の中で一貫して、「地
域の発展の基礎は教育にある」という方針のもとに、地域
社会そのものを学びのキャンパスと考えてきました。社会
奉仕も地域貢献の活動もホントの学びの場であったと思い
ます。
　今年度、短期大学部のライフデザイン学科はその使命を
終えて、最後の卒業生を送り出しますが、誇りと自信を持っ
て歩んで欲しい。また、来年度は社会の要請に基づいて新
たに短期大学部に介護福祉学科を開設します。さらに、先
般の法人創立60周年記念を節目に、さらなる高等教育機関
としての確立を期するために、国際教育事業も活発に展開
し、国際的視野にたった学びの環境を整えてきました。
　学生生活においては、普段の講義も、高度な資格取得挑
戦や学問研究に取り組んだことも、良き思い出となり、情
熱溢れる教員との関わりを通して、物の真を見抜く力も高
まり、精神的な成長も感じたことだと思います。
　また、個性尊重を重視する本学の学風の中で、それぞれ
が持つ個性を磨いた 2年間であり 4年間であったことは、
今では懐かしく充実した青春の時間であったと思います。
中でもプロ野球の巨人軍からドラフト 1位指名を受けた高
橋優貴君は、スポーツを通して夢実現を成し得て、華やか
な世界に飛び立ちますが、このことは、後輩はじめ多くの
人たちに夢と希望を与えてくれました。
　さて、いよいよ卒業ですが、現代の社会は近未来を感じ
させるような新感覚の社会です。しかしまた、いろんな課
題を抱えてめまぐるしく混沌とした社会です。世界の動向
は、大きなうねりの中で平和を希求する難しさを感じさせ
ています。国内に目を向けると、人口減少という未曾有の
課題に取り組んでいます。今後2040年には若者人口は100
万から80万人まで減少し、100年後は日本の人口は3000万
と予測され、江戸時代の人口と同じ時代の到来が予測され
ています。皆さんは、こうした困難な時代が予測される時
代に出会った人たちなのです。
　現代社会は、今の大人たちが未来に夢をはせた結果の社
会であるから、大人たちはこんなはずでは無かったと思っ
ているかもしれませんが、今ではどうすることも出来ない
のです。大事なことは、今の現実社会の課題や問題に取り
組むことが出来るのは、これからの未来創造を任された若

い皆さんなのです。今をより良く変える力は、諸君たちに
平等に託されているということです。
　中国に「人間、万事塞翁が馬」（准南子）という故事が
あります。人の世は禍福の定めがなくて、災いが福に変わ
り、福が災いに変わるという意味です。
　人間の世は常によいこと、悪いことが同居していてその
繰り返しで、苦しくともひたむきに生き抜く努力がある限
り、不幸は幸福に転換する。悲観し自暴自棄になりがちな
人間に、自制と希望を感じて前向きに生きていくことを説
いたものです。
　卒業生の皆さん、今日は社会人の第一歩であり、ホント
の人生の始まりであります。
　この世に生を受けたことに感謝をして、力強くしっかり
生きること、考えること、努力するという人間としての使
命を果たしてくれることを念願します。
　結びに、今日まで大学・短大にご理解ご支援を頂きまし
た保護者の皆様に、改めて感謝を申し上げますと共に本日
の晴れの日を心からお祝い申し上げます。また、今日まで
学生諸君に深く関わりをもって導いて下さった、教職員の
皆様に感謝を申し上げ、式辞といたします。

　平成31年 3月19日
　　　　　学校法人光星学院　理事長
　　　　　八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部　学長

法官　新一

　　　　　　　八戸学院大学　　　　　　　
平成31年度　入学式　式辞

　八戸学院大学各学部、そして、短期大学部の新入生の皆
さん、ご入学おめでとうございます。この春、八戸学院大
学は、222名の学部新入生を迎えることとなりました。八
戸学院大学を代表して、新元号『令和』の時代を支えるこ
ととなる皆さん、希望と様々な夢と熱き情熱に満ち溢れる
若人を心から歓迎すると共に、皆さんをこれまで支えてこ
られたご家族と関係者の皆さまへも心よりお祝いを申し上
げます。また、この入学式にご臨席を賜りましたご来賓の
皆さまへ御礼を申し上げます。
　八戸学院大学は、今から38年前、1981年に商学部として
スタートして以来、地域経済へ貢献する多くの人材を輩出
してまいりました。この流れを受け継いでいるのが地域経
営学部です。今年度、地域経営学部は64名の新入生を迎え
ます。地域社会の未来を描くことのできる力、地域の発展
を支える担い手となる力を育んでいただける事を期待いた
します。
　本学において、健康、スポーツ、福祉分野について専門
性を高めるカリキュラムが設けられているのが人間健康学
科と看護学科から構成される健康医療学部です。今年度、
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健康医療学部では158名の新入生を迎えます。運動・栄養・
休養、さらに、看護・福祉などに関わる知識と技術を活か
して人々の健康と日々の安心・安全な生活を支え自らが健
康の主体として実践できる地域のリーダーが本学から生ま
れることを願っています。
　本年度の学部新入生の中には中国から 2人、そして、モ
ンゴルから 1人の留学生が含まれています。言語、歴史や
文化・習慣が異なる海外からの仲間と美保野のキャンパス
で共に過ごすことにより、全ての在学生が国際的な視野を
持ち多様な仲間と共存共生できる力量の醸成を期待してい
ます。
　これから始まるキャンパスライフの主人公は、光り輝く
皆さん一人ひとりです。学科としての学問の探究のみに止
まらず、皆さんが課外でのスポーツ・文化活動に積極的に
参加することで今までとは異なる世界が垣間見えて来るこ
とに大きな期待が寄せられています。八戸市内には、本年
10月に日本で 3箇所目となる400ｍ屋内公式アイス・ス
ケートリンク「YSアリーナ八戸」が開設され、その一角
を占める八学大サテライト施設において本学の魅力を市民
に伝えながら共に楽しむ様々な活動が企画・開催されるこ
とに大きな期待が寄せられています。同様に、八戸市新美
術館多目的室の活用法へも次世代の若い知恵の集結が望ま
れています。美保野キャンパスと市内の各サテライトでの
学科と課外の学生生活で何を掴んだか、未来のあなたが自
信を持って仲間へ伝えることが出来る成果を少なくとも一
つはしっかりと掴み取って下さい。
　皆さんの学生生活の拠点である美保野キャンパスが、八
学大学部生と短大生が一体となって多くの八戸市民と、そ
して、国籍の垣根を越えた仲間たちとのスポーツ・文化の
交流の地域拠点と育つように教職員一同も皆さんと共に努
力して参ります。皆さんの郷土となる八戸。この郷土・八
戸を「愛する心」、そして、皆さん自身の無限の可能性に
絶え間なく挑戦する志を育んで下さることに大きな期待を
寄せて私の式辞といたします。

　平成31年 4月 5日
　　　　　　　　　　　八戸学院大学　学長　水野眞佐夫

　　　　八戸学院大学短期大学部　　　　
平成31年度　入学式　式辞

　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。八戸学院
大学短期大学部・教職員一同、皆さんの入学を心より歓迎
いたします。ご家族をはじめ関係の皆様にも心よりお祝い
申し上げます。
　本学は昭和46年、幼児教育学科をもって開学し、今年で
49年目を迎えます。今年度は介護福祉学科が開設され、本
学はこれから幼児保育学科と介護福祉学科の２学科体制で

新たな歴史を作っていくこととなります。
　この２つの学科は、どちらも人に関わる専門職の養成機
関です。ここに集う皆さんは、それぞれの学科の専門分野
を学び、資格や免許を取得し、専門職者として巣立って行
く未来を目指していることと思います。今はその未来に向
かう扉が開かれたところです。今日からは目の前に続く道
を、自信をもって堂々と歩んでほしいと願っています。そ
のために、ここでぜひ、自分がこの道を選んだ原点を思い
起こしてみてください。保育者という、幼いいのちに寄り
添いその成長を支えようとする仕事、また、介護福祉士と
いう、年老いたり傷ついたりした人の日常を支える仕事を
志した背景には、きっと素晴らしい人の影響があったので
はないでしょうか。そのルーツを忘れず、ぜひ主体的な学
びの姿勢をもって２年間の学生生活に臨み、専門的な知識
や技術を身につけるのはもちろん、人としても大きく成長
してほしいと思います。
　さて、ご存じの方も多いと思いますが、全国規模で行わ
れている学生生活実態調査によると、大学生の平均読書時
間は減り続け、最近は約半数の学生の読書時間がゼロだそ
うです。パソコンやスマートフォンに向かう時間が増大し
ていることを考えると、驚くべき数字ではないかもしれま
せんが、教員としてはやはり残念と言わざるを得ません。
言葉を豊かにすることは学ぶ力を育むだけでなく、人間の
幅を広げ、人生を豊かにすることにつながります。情報を
得るにはインターネットが便利ですが、言葉を豊かにする
ためには、やはり美しい文章に触れることが何より大切で
しょう。八戸市は現在、「本のまち八戸」事業を推進して
いますが、本学の図書館にも専門書や参考書ばかりでなく、
絵本、話題の小説、ノンフィクション等もたくさん納めら
れています。もちろん、パソコンを利用し勉強する環境も
整っています。皆さんもどんどん活用し、本に親しんでく
ださい。
　最後に、ここに入学を許可された98名の学生の中には、
４名のフィリピンからの留学生が含まれています。これは
本学の歴史において初めてのことです。少子高齢化は日本
だけでなく、アジア諸国を含む世界各国が直面している現
実ですが、その社会において、保育、介護という仕事は今
後いっそう重要度を増していくでしょう。そして、海外か
ら本学に学びに来る学生はこれから着実に増えていくと予
想されます。歴史や文化を異にする学生同士が交流を深め、
互いに多くを学び合うことを期待しています。そのために、
国際教育センターを中心に、私たち教職員は皆さんのサ
ポートに努めます。皆さんの大きな成長を願い、私からの
お祝いの言葉といたします。

　平成31年４月５日
　　　　　　八戸学院大学短期大学部　学長　杉山　幸子
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会　議（学務課関係）

①大学運営会議開催
　　平成31年　 3月27日㈬　 4月17日㈬
　　令和元年　 5月15日㈬　 6月19日㈬　 7月17日㈬
　　　　　　　 9月18日㈬　10月16日㈬　11月20日㈬
　　　　　　　12月17日㈫
　　令和 2年　 1月15日㈬　 2月19日㈬

②教授会開催
　〔大学〕
　○全学教授会
　　平成31年　 3月20日㈬　 4月 1日㈪　 4月24日㈬
　　令和元年　 5月22日㈬　 6月26日㈬　 7月24日㈬
　　　　　　　 9月25日㈬　10月23日㈬　11月27日㈬
　　　　　　　12月18日㈬
　　令和 2年　 1月22日㈬　 2月26日㈬

　〔短期大学部〕
　○教授会
　　平成31年　 3月19日㈫　 4月 1日㈪　 4月25日㈭
　　令和元年　 5月23日㈭　 6月27日㈭　 7月25日㈭
　　　　　　　 9月26日㈭　10月24日㈭　11月28日㈭
　　　　　　　12月19日㈭
　　令和 2年　 1月23日㈭　 2月27日㈭

人　　　事

（ １）　採　用
平成31年 ４月 １日付

○大学
　学　　長　　水　野　眞佐夫
○健康医療学部人間健康学科
　准 教 授　　井　川　昭　弘
○健康医療学部看護学科
　助　　教　　松　岡　智　子
　助　　教　　寺　尾　　　琴
　助　　手　　小　出　るみ子
○短期大学部幼児保育学科
　講　　師　　鈴　木　康　弘
○事務局
　主　　事　　小　林　裕　亮（学務部キャリア支援課）
○地域連携研究センター
　教　　授　　川　野　恵智子

（ ２）　昇　任
平成31年 ４月 １日付

○地域経営学部地域経営学科
　教　　授　　高　須　則　行
　教　　授　　柴　垣　博　孝
　准 教 授　　加　来　聡　伸

○健康医療学部人間健康学科
　准 教 授　　小　柳　達　也
　講　　師　　宮　澤　君　子
　講　　師　　佐　貫　綾　乃
○健康医療学部看護学科
　教　　授　　小　沢　久美子
　准 教 授　　坂　本　保　子
　准 教 授　　山野内　靖　子
　准 教 授　　木　村　　　緑
　講　　師　　市　川　裕美子
　講　　師　　坂　本　弘　子
　講　　師　　切　明　美保子
　講　　師　　三　浦　広　美
　助　　教　　久　保　宣　子
○短期大学部
　学　　長　　杉　山　幸　子
○短期大学部幼児保育学科
　教　　授　　天　摩　雅　和
　准 教 授　　中　嶋　栄　子
　准 教 授　　佐　貫　　　巧
○短期大学部介護福祉学科
　学科長・教授　　赤　羽　卓　朗
○事務局
　部　　長　　岡　沼　真由美
　次　　長　　藤　原　真　史
　室　　長　　沼　岡　裕　一（短大事務室）
　課長代理　　早　川　幸　久
　係　　長　　足　澤　和　浩
　主　　任　　河　村　千代美
　主　　任　　奥　谷　　　綾
　主　　任　　橘　　　勇　佑
　主　　任　　橘　　　佳奈美
令和元年10月 １日付

○健康医療学部人間健康学科
　教　　授　　吉　田　守　実

（ ３）　併任・兼務
平成31年 ４月 １日付

〇地域経営学部地域経営学科
　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
○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
　教　　授　　瀧　澤　　　透　人間健康学科長
　教　　授　　吉　田　　　稔　八戸学院大学学長補佐
○健康医療学部看護学科
　教　　授　　蛭　田　由　美　看護学科長
○事務局
　部　　長　　岡　沼　真由美　国際教育局局長補佐
　担当部長　　松　山　政　義
　　　　　　　八戸学院地域連携研究センター事務室長
　学務部参事　　織　戸　　　浩　八戸学院図書館事務室長
　学務部参事　　沼　岡　裕　一　短大事務室長
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○八戸学院地域連携研究センター
　教　　授　　三　浦　文　恵
　　　　　　　国際教育局八戸センター長
　准 教 授　　楊　　　麗　栄
　　　　　　　国際教育局中国センター長
令和元年 ９月10日付

○健康医療学部人間健康学科
　教　　授　　小　澤　昭　夫　人間健康学科長代理

（ ４）　配置転換
○地域経営学科
　講　　師　　井　上　　　丹
　　　　　　　（地域連携研究センターから）
○介護福祉学科
　教授・学科長　　赤　羽　卓　朗
　　　　　　　（地域連携研究センターから）
　教　　授　　関　川　幸　子（人間健康学科から）
　准 教 授　　小　川　あゆみ（幼児保育学科から）
　講　　師　　三　岳　貴　彦（ライフデザイン学科から）
○地域連携研究センター
　教　　授　　茂　木　典　子（ライフデザイン学科から）
○事務局　学務部
　参　　事　　沼　岡　裕　一
　　　　　　　（情報メディア課から短大事務室へ）
　係　　長　　山　下　祐　史
　　　　　　　（教務学生課からキャリア支援課へ）
　主　　任　　金田一　春　香
　　　　　　　（教務学生課から短大事務室へ）
　主　　任　　加　藤　智　恵
　　　　　　　（短大事務室から教務学生課へ）
　主　　任　　奥　谷　　　綾
　　　　　　　（情報メディア課から教務学生課へ）
　主　　事　　木　下　勝　貴
　　　　　　　（キャリア支援課から教務学生課へ）
　主　　事　　蛯　沢　眞　子
　　　　　　　（キャリア支援課から教務学生課へ）

（ ５）　転入
平成31年 ４月 １日付

○地域経営学科
　准 教 授　　馬　場　祥　次（ライフデザイン学科から）
○短期大学部介護福祉学科
　講　　師　　高　橋　英　成
　　　　　　　（八戸学院光星高等学校専攻科から）
　助　　教　　平　田　直　子
　　　　　　　（八戸学院光星高等学校専攻科から）
○事務局
　課長補佐　　早　川　育　子
　　　　　　　（八戸学院光星高等学校専攻科から）
○事務局
　主　　任　　北　村　　　圭
　　　　　　　（八戸学院聖アンナ幼稚園から）

（ ６）　転　出
平成31年 ３月31日付

○事務局
　部　　長　　岩　浪　始　由
　　　　　　　（本部事務局局長補佐・総務部長へ）
　事 務 長　　納　谷　　　司（野辺地西高校へ）
　課長補佐　　高　橋　正　行（総務部人事課へ）
　係　　長　　山　本　　　徹
　　　　　　　（総務部財務課情報システム室へ）
　主　　任　　出　町　　　望
　　　　　　　（総務部財務課情報システム室へ）

（ ７）　退　職
平成31年 ３月31日付

○ビジネス学科
　特任准教授　　藤　代　典　子
○人間健康学科
　教　　授　　木　鎌　耕一郎
○看護学科
　講　　師　　下川原　久　子
○看護学科
　講　　師　　大　崎　瑞　恵
○看護学科
　助　　手　　清　塚　智　明
○ライフデザイン学科
　教　　授　　大久保　　　等
○学務部短大事務室
　参　　事　　高　坂　郁　子
○学務部短大事務室
　係　　長　　中　村　富美夫
○学務部学務課
　係　　長　　小　林　嗣　子
令和元年 ９月 ９日付

○人間健康学科
　教　　授　　瀧　澤　　　透
令和元年12月31日付

○看護学科
　助　　教　　松　岡　智　子

（ ８）　客員教授・客員研究員
〔大学〕
平成31年 ４月 １日付

◎客員教授
　鈴　木　　　誠
　（株式会社ナチュラルアート代表取締役社長）
　三　宅　良　彦（聖マリアンナ医科大学副理事長）
　長谷川　　　晋（元駐チュニジア特命全権大使）
〔短大〕
◎客員教授
　三　村　三千代
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組　　　織

〔大学〕
学　　　　　　長　　水　野　眞佐夫
大学運営会議議長　　水　野　眞佐夫
地域経営学部長　　大　沢　　　泉（地域経営学科長）
健康医療学部長　　遠　藤　守　人
人間健康学科長　　瀧　澤　　　透（ 9月 9日まで）
人間健康学科長代理　　小　澤　昭　夫（ 9月10日から）
看 護 学 科 長　　蛭　田　由　美
学 長 補 佐　　丹　羽　浩　正
　　　　　　　　　　吉　田　　　稔
〔短期大学部〕
学　　　　　　長　　杉　山　幸　子
幼児保育学科長　　附　田　勢津子
介護福祉学科長　　赤　羽　卓　朗
◎学長直轄
○研究倫理委員会
委 員 長　　奈　良　　　卓
副 委 員 長　　熊　谷　晶　子
委 員　　高　橋　正　知　　山　本　春　江
　　　　　　　　　　澤　井　睦　美
○研究推進委員会
委 員 長　　田　中　　　哲
副 委 員 長　　小　柳　達　也
委 員　　田　村　正　文　　西　村　美　八
　　　　　　　　　　藤　邉　祐　子　　安　田　美　央
○入学者選抜委員会
委 員 長　　大　沢　　　泉
副 委 員 長　　丹　羽　浩　正
委 員　　水　野　眞佐夫　　杉　山　幸　子
　　　　　　　　　　遠　藤　守　人
　　　　　　　　　　瀧　澤　　　透（ 9月 9日まで）
　　　　　　　　　　小　澤　昭　夫（ 9月10日から）
　　　　　　　　　　蛭　田　由　美　　附　田　勢津子
　　　　　　　　　　赤　羽　卓　朗　　村　本　　　卓
　　　　　　　　　　長谷川　美千留　　坂　本　貴　博
○特別学生支援室
室 長　　壬　生　寿　子
副 室 長　　小　川　あゆみ
室 員　　根　城　隆　幸　　宮　澤　君　子
　　　　　　　　　　矢　野　章　永　　加　藤　勝　弘
◎大学評価・ＩＲ統括本部
本 部 長　　吉　田　　　稔
副 本 部 長　　馬　場　祥　次
○自己点検評価委員会
委 員 長　　瀧　澤　　　透（ 9月 9日まで）
　　　　　　　　　　幸　田　威久矢（ 9月10日から）
副 委 員 長　　幸　田　威久矢（ 9月 9日まで）
　　　　　　　　　　井　元　紀　子（ 9月10日から）
〔大学〕
委 員　　加　来　聡　伸　　小　林　喜　輝
　　　　　　　　　　狩　野　俊　介（10月から）
　　　　　　　　　　小　沢　久美子　　山野内　靖　子
〔短期大学部〕
委 員　　吹　越　義　博　　安　田　美　央

　　　　　　　　　　三　岳　貴　彦
○ＩＲ委員会
委 員 長　　吉　田　　　稔
副 委 員 長　　馬　場　祥　次
委 員　　玉　樹　真一郎　　堤　　　静　子
　　　　　　　　　　井　上　　　丹　　熊　谷　晶　子
　　　　　　　　　　高　嶋　　　渉　　山　本　春　江
　　　　　　　　　　澤　井　睦　美　　差　波　直　樹
　　　　　　　　　　三　岳　貴　彦
◎教育センター
セ ン タ ー 長　　村　本　　　卓
副 セ ン タ ー 長　　澤　井　睦　美
○教務委員会
〔大学〕
委 員 長　　高　須　則　行
副 委 員 長　　井　元　紀　子　　田　中　克　枝
委 員　　柴　垣　博　孝　　崔　　　桓　碩
　　　　　　　　　　高　嶋　　　渉　　吉　田　守　実
　　　　　　　　　　綿　谷　貴　志　　木　村　　　緑
　　　　　　　　　　坂　本　弘　子　　松　岡　智　子
　　　　　　　　　　古　舘　美喜子
〔短期大学部〕
委 員 長　　澤　井　睦　美
副 委 員 長　　高　橋　英　成
委 員　　田　中　敬　一　　吹　越　義　博
　　　　　　　　　　池　田　拓　馬
<リメディアル教育推進担当>
責 任 者　　吹　越　義　博
副 責 任 者　　齋　藤　綾　美
担 当　　松　井　克　明　　熊　谷　晶　子
　　　　　　　　　　三　浦　広　美　　小　出　るみ子
　　　　　　　　　　中　嶋　栄　子　　関　川　幸　子
　　　　　　　　　　平　田　直　子
<教職課程担当>
責 任 者　　小　林　喜　輝
副 責 任 者　　根　城　隆　幸
担 当　　鈴　木　俊　裕　　高　須　則　行
　　　　　　　　　　大　沢　宥　介　　渡　邉　陵　由
　　　　　　　　　　浜　中　のり子　　綿　谷　貴　志
　　　　　　　　　　佐　貫　綾　乃
<教職・実習担当>
〔大学〕
責 任 者　　高　橋　雪　子
担 当　　田名部　麻　野　　三　浦　広　美
　　　　　　　　　　切　明　美保子　　市　川　裕美子
　　　　　　　　　　寺　尾　　　琴
〔短期大学部〕
責 任 者　　田　端　利　則
<国試担当>
責 任 者　　高　橋　雪　子
担 当　　木　村　　　緑　　坂　本　弘　子
　　　　　　　　　　藤　邉　祐　子　　日　當　ひとみ
○教養教育運営委員会
委 員 長　　齊　藤　綾　美
副 委 員 長　　井　川　昭　弘
委 員　　奈　良　　　卓　　佐　藤　千恵子
　　　　　　　　　　神　郡　　　博　　田　中　克　枝
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　　　　　　　　　　中　嶋　栄　子
○ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）委員会
委 員 長　　バリー・グロスマン
副 委 員 長　　佐　藤　千恵子
委 員　　Ｇ．アンソニー　　井　川　昭　弘
　　　　　　　　　　狩　野　俊　介　　木　村　紀　美
　　　　　　　　　　西　村　美　八　　三　浦　広　美
　　　　　　　　　　差　波　直　樹　　佐　貫　　　巧
　　　　　　　　　　池　田　拓　馬　　平　田　直　子
◎学生支援センター
セ ン タ ー 長　　長谷川　美千留
副 セ ン タ ー 長　　天　摩　雅　和
○学生委員会
〔大学〕
委 員 長　　長谷川　美千留
副 委 員 長　　渡　邉　陵　由
委 員　　松　井　克　明　　井　上　　　丹
　　　　　　　　　　小　柳　達　也　　佐　貫　綾　乃
　　　　　　　　　　壬　生　寿　子　　佐　藤　真由美
　　　　　　　　　　佐々木　真　湖　　小　出　るみ子
〔短期大学部〕
委 員 長　　天　摩　雅　和
副 委 員 長　　三　岳　貴　彦
委 員　　加　藤　勝　弘　　本　吉　　　好
　　　　　　　　　　鈴　木　康　弘
<学生相談・ハラスメント担当>
責 任 者　　小　川　あゆみ
副 責 任 者　　金　地　美知彦
担 当　　斎　藤　綾　美　　狩　野　俊　介
　　　　　　　　　　宮　澤　君　子　　辻　村　史　子
　　　　　　　　　　壬　生　寿　子　　加　藤　勝　弘
○国際交流支援委員会
委 員 長　　三　浦　文　恵（国際教育センター長）
副 委 員 長　　渡　邉　陵　由
委 員　　Ｂ．グロスマン　　Ｇ．アンソニー
　　　　　　　　　　崔　　　桓　碩　　坂　本　保　子
　　　　　　　　　　久　保　宣　子　　安　田　美　央
◎キャリア支援センター
セ ン タ ー 長　　丹　羽　浩　正
副 セ ン タ ー 長　　田　中　敬　一
○広報委員会
委 員 長　　玉　樹　真一郎
副 委 員 長　　天　摩　雅　和
委 員　　井　上　　　丹　　浜　中　のり子
　　　　　　　　　　山　本　雄　大　　工　藤　祐太郎
　　　　　　　　　　坂　本　保　子　　市　川　裕美子
　　　　　　　　　　久　保　宣　子　　寺　尾　　　琴
　　　　　　　　　　加　藤　康　子　　佐　貫　　　巧
　　　　　　　　　　小　川　あゆみ
○入学試験運営委員会
委 員 長　　坂　本　貴　博
副 委 員 長　　山　本　雄　大
委 員　　馬　場　祥　次
　　　　　　　　　　幸　田　威久矢　　崔　　　桓　碩
　　　　　　　　　　小　澤　昭　夫　　山野内　靖　子
　　　　　　　　　　古　舘　美喜子　　田　端　利　則
　　　　　　　　　　中　嶋　栄　子　　高　橋　英　成

○就職支援委員会
〔大学〕
委 員 長　　丹　羽　浩　正
副 委 員 長　　吉　田　守　実
委 員　　柴　垣　博　孝　　加　来　聡　伸
　　　　　　　　　　金　地　美知彦　　宮　澤　君　子
　　　　　　　　　　田名部　麻　野　　切　明　美保子
〔短期大学部〕
委 員 長　　田　中　敬　一
副 委 員 長　　加　藤　康　子
委 員　　差　波　直　樹　　本　吉　　　好
◎図書館
館 長　　奈　良　　　卓
副 館 長　　田　端　利　則
○図書委員会
委 員 長　　奈　良　　　卓
副 委 員 長　　田　端　利　則
委 員　　鶴　見　浩一郎　　工　藤　祐太郎
　　　　　　　　　　小　沢　久美子　　佐々木　真　湖
　　　　　　　　　　鈴　木　康　弘　　関　川　幸　子
○紀要編集委員会
委 員 長　　高　橋　正　知
副 委 員 長　　小　柳　達　也
委 員　　鶴　見　浩一郎　　田　村　正　文
　　　　　　　　　　佐　藤　真由美　　鈴　木　康　弘
◎地域連携研究センター
セ ン タ ー 長　　田　中　　　哲
副 セ ン タ ー 長　　堤　　　静　子
○地域連携研究センター運営委員会
委 員 長　　田　中　　　哲
副 委 員 長　　堤　　　静　子
委 員　　大　沢　　　泉　　遠　藤　守　人
　　　　　　　　　　瀧　澤　　　透（ 9月 9日まで）
　　　　　　　　　　小　澤　昭　夫（ 9月10日から）
　　　　　　　　　　蛭　田　由　美　　附　田　勢津子
　　　　　　　　　　赤　羽　卓　朗
＜委託関係機関＞
○大学入試センター試験実施委員会
委 員 長　　水　野　眞佐夫
副 委 員 長　　坂　本　貴　博
委 員　　田　村　正　文　　馬　場　祥　次
　　　　　　　　　　大　沢　宥　介　　小　澤　昭　夫
　　　　　　　　　　高　嶋　　　渉　　金　地　美知彦
　　　　　　　　　　佐　貫　綾　乃　　山野内　靖　子
　　　　　　　　　　三　浦　広　美　　田　中　敬　一
　　　　　　　　　　高　橋　英　成
　　　　　　　　　　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　　吹　越　義　博
室 員　　根　城　隆　幸　　大　沢　宥　介
○ＣＯＣ＋推進委員会
委 員 長　　丹　羽　浩　正
副 委 員 長　　玉　樹　真一郎
委 員　　田　中　　　哲　　村　本　　　卓
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規　　　程

　平成31年 4月 1日から令和元年 2月19日までの間に、次
の規程が制定・一部改正された。

＜制　　定＞
平成31年4月1日

〇八戸学院大学就職支援委員会規程
〇八戸学院大学短期大学部就職支援委員会規程
令和元年 ８月1日施行

〇八戸学院大学編入学および転入学に関する規程（令和元
年 8月 1日制定）令和元年 8月 1日施行

令和 ２年 ４月 １日施行

〇八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部研究生規程（令
和元年 2月19日制定）

令和 ２年 ４月 １日施行　※八戸学院大学研究生規程は廃止

＜一部改正＞
平成31年４月1日施行

〇八戸学院大学短期大学部修学奨励生規程
〇八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部修業年限を超え
て在学する者の学費納入規程
〇八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部産業文化研究投
稿・編集規程
〇八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部産業文化研究執
筆要領

令和 ２年 ４月 １日施行

○八戸学院大学学則
○八戸学院大学履修規程
○八戸学院大学学長推薦状交付基準
○八戸学院大学教職課程履修規程
○八戸学院大学転部・転科に関する規程
○八戸学院大学公認欠席取扱規程
○八戸学院大学短期大学部学則
○八戸学院大学短期大学部履修規程
○八戸学院大学短期大学部公認欠席取扱規程
○八戸学院大学短期大学部試験規程
○八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部運営会議規程
○八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部における修業年
限を超えて在学する者の学費納入規程
○八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部証明書交付手数
料徴収規程
○八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部外国人留学生規
程
○八戸学院図書館規程細則
〇八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部大学評価に関す
る規程

諸　報

（ １）　平成30年度学位記授与式
　　平成30年度学位記授与式が、平成31年 3月18日㈪14時
から、八戸プラザホテルアーバンホールにおいて挙行さ
れました。ビジネス学科卒業生57名、人間健康学科卒業
生69名、幼児保育学科卒業生96名、ライフデザイン学科
20名に学位記が授与されました。

（ ２）　平成31年度入学式
　　平成31年度入学式が、平成31年 4月 5日㈮14時から、
八戸市公会堂において挙行されました。地域経営学科入
学生64名、人間健康学科入学生101名、看護学科入学生
57名、編入学生 5名、短期大学部幼児保育学科89名、介
護福祉学科 9名の入学が許可されました。

（ ３）　外郭諸団体の会議（後援会・同窓会・父母の会）
〔大学〕
・後援会常任理事会
　令和元年 7月16日㈫八戸プラザホテル
・後援会理事会
　令和元年 7月16日㈫八戸プラザホテル
・同窓会役員会
　令和元年 7月 2日㈫八戸プラザホテル
・同窓会評議員会
　令和元年 7月 2日㈫八戸プラザホテル
・父母の会第1回役員会
　令和元年 7月11日㈭八戸プラザホテル
・父母の会総会
　令和元年 7月11日㈭八戸プラザホテル
・父母の会「父母と教職員の懇談会」
　令和元年10月19日㈯八戸学院大学会館
・八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部外郭三団体合同
懇談会
　令和 2年 2月 7日㈮八戸グランドホテル
〔短期大学部〕
・後援会平成30年度会計監査
　平成31年 4月26日㈮八戸学院大学短期大学部幼児保育
学科棟多目的室
・後援会第 1回常任理事会
　令和元年 6月21日㈮八戸プラザホテル
・後援会理事会
　令和元年 6月21日㈮八戸プラザホテル
・同窓会平成30年度会計監査
　平成31年 4月26日㈮八戸学院大学短期大学部幼児保育
学科棟多目的室
・同窓会第46回総会
　令和元年 6月28日㈮八戸プラザホテル
・父母の会平成30年度会計監査
　平成31年 4月26日㈮八戸学院大学短期大学部幼児保育
学科棟多目的室
・父母の会第 1回役員会
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　令和元年 7月24日㈬八戸学院大学短期大学部幼児保育
学科棟多目的室
・父母の会総会
　令和元年 7月24日㈬八戸学院大学短期大学部幼児保育
学科棟多目的室
・父母の会学業相談・保護者面談会
　令和元年 9月28日㈯八戸学院大学短期大学部幼児保育
学科棟211講義室
・八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部外郭三団体合同
懇談会
　令和 2年 2月 7日㈮八戸グランドホテル

（ ４）　教務委員会　
①各賞受賞者（2019年度卒業生）
　〔大学〕
　〈理事長特別賞〉
　・鬼　頭　琴　音（健康医療学部人間健康学科）
　・澤　尻　磨里英（健康医療学部人間健康学科）
　〈学長賞〉
　・相　前　拓　也（ビジネス学部ビジネス学科）
　・長谷川　　　華（健康医療学部人間健康学科）
　・関　川　真　衣（健康医療学部看護学科）
　〈優等賞〉
　・工　藤　準　也（ビジネス学部ビジネス学科）
　・村　上　智　子（ビジネス学部ビジネス学科）
　・植　村　ｴﾘｯｸﾌﾗﾝｼｽｺ（健康医療学部人間健康学科）
　・木　村　春　陽（健康医療学部人間健康学科）
　・澤　田　咲季奈（健康医療学部看護学科）
　・白　山　佳　枝（健康医療学部看護学科）
　〈（一社）日本ソーシャルワーク教育学校連盟　優秀者表彰〉
　・山　本　光　美（健康医療学部人間健康学科）
　〔短期大学部〕
　〈学長賞〉
　・佐々木　裕　菜（幼児保育学科）
　〈優等賞〉
　・冨　田　美　咲（幼児保育学科）
　・佐　藤　華　凜（幼児保育学科）
　〈全国保育士養成協議会会長賞〉
　・本　堂　里　沙（幼児保育学科）
②教員免許状等取得者
　〔大学〕
　　高等学校教諭一種免許（商業）　　　 2名
　　高等学校教諭一種免許（情報）　　　 6名
　　中学校教諭一種免許（保健体育）　　22名
　　高等学校教諭一種免許（保健体育）　27名
　　養護教諭一種免許　　　　　　　　　16名
　〔短期大学部〕
　　幼稚園教諭二種免許　　　　　　　　85名
　　保育士　　　　　　　　　　　　　　84名
③集中講義の実施状況＜日程・科目名（担当教員）＞
　《春学期》
　 8月 6日㈫～ 8月 7日㈬　教育課程論（森本洋介）
　 8月19日㈪～ 8月22日㈭　ビジネス特論Ⅱ（井上　丹）

　　　　　　　　　　　　　スポーツ心理学（粟木一博）
　 8月20日㈫、 8月22日㈭～ 8月26日㈪、 8月28日㈬、
　 8月29日㈭、 9月 2日㈪、 9月 3日㈫
　　　　　　　　　　　　　水泳（下田尋通、関下りち子、
　　　　　　　　　　　　妻神安隆）
　 8月22日㈭、 8月28日㈬、 8月29日㈭、 9月 3日㈫、
　 9月 4日㈬　　　　　　　スケート（加賀昌一）
　 8月23日㈮～ 8月28日㈬　地域農業ビジネス演習
　　　　　　　　　　　　　（加来聡伸）
　　　　　　　　　　　　　健康相談活動の理論及び方法
　　　　　　　　　　　　（小嶋まき）
　 8月29日㈭～ 9月 3日㈫　行動の科学（石岡れい子）
　　　　　　　　　　　　　流通経済論（中居　裕）
　　　　　　　　　　　　　児童心理学（坂本玲子）
　　　　　　　　　　　　　薬理概論（寺田　淳）
《秋学期》
　10月 1日㈫～10月 2日㈬　教育心理学（田名場　忍）
　12月24日㈫～12月25日㈬　教育方法論（森本洋介）
　 1月 7日㈫～ 1月10日㈮　地域イノベーション･マネジ
　　　　　　　　　　　　　メント（大谷真樹）
　　　　　　　　　　　　　道徳教育の研究（鈴木俊裕）
　 2月 6日㈭～ 2月12日㈬　歴史学（井川昭弘）
　　　　　　　　　　　　　ビジネスフィールドワーク
　　　　　　　　　　　　　（田村正文）
　　　　　　　　　　　　　農業ビジネス起業（加来聡伸）
　　　　　　　　　　　　　フットボールスポーツ
　　　　　　　　　　　　　（岩本寿生、工藤祐太郎）
　　　　　　　　　　　　　ヘルスカウンセリング
　　　　　　　　　　　　　（瀧澤志穂）
　 2月13日㈭～ 2月15日㈯　スキー（渡邉隆由、工藤祐太郎、
　　　　　　　　　　　　　綿谷貴志、高嶋　渉）
　 2月25日㈫～ 2月28日㈮　教育原理（原　圭寛）
④学外会議
　なし

（ ５）リメディアル教育推進担当
①学外会議
　なし
②その他
　入学前リメディアル教育課題実施状況
・令和元年 9月14日㈯　AO－A
・令和元年10月12日㈯　AO－Ｂ
・令和元年11月16日㈯　推薦Ⅰ・幼保推薦・介護指定校推薦
・令和元年11月23日㈯　AO－Ｃ
・令和元年12月 7日㈯　推薦Ⅱ・幼保専門課程、介護公募推薦
・令和 2年 1月18日㈯～19日㈰　センター利用A・B・C
・令和 2年 2月 1日㈯　専門課程・一般Ⅰ期
・令和 2年 2月 7日㈮　AO－D、介護AO－Ｂ
・令和 2年 2月15日㈯　介護一般Ⅰ期
・令和 2年 3月 3日㈫　介護AO－Ｃ
・令和 2年 3月13日㈮　一般Ⅱ期
・令和 2年 3月25日㈬　介護一般Ⅱ期
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（ ６）　教職課程担当
①学外会議
・東北地区私立大学教職課程研究連絡協議会2019年度総
会・春季研究大会
　開催日：令和元年 5月18日㈯
　会　場：東北学院大学
　主　催：東北地区私立大学教職課程研究連絡協議会
　出席者：根城　隆幸（地域経営学部地域経営学科　教授）
・上越教育大学表敬訪問
　会　場：令和元年 9月17日㈬～ 9月18日㈭
　主　催：上越教育大学
　出席者：大沢　　泉（地域経営学部地域経営学科　教授）
　　　　　大沢　宥介（地域経営学部地域経営学科　助手）
・東北地区私立大学教職課程研究連絡協議会2019年度秋季
研究大会
　開催日：令和元年11月16日㈯
　会　場：アラスカ会館
　主　催：一般社団法人全国私立大学教職課程協会
　出席者：根城　隆幸（地域経営学部地域経営学科　教授）
②その他

（ ７）　教職・実習担当
実習日程
＜保育士資格＞
　保育実習・・・・保育士資格申請　85名
　2019年 2月～ 3月実施
　　保育実習 1 A（保育所実習　10日間）
　　保育実習 1 B（施 設 実 習　10日間）
　2019年 7月29日～ 8月 8日
　　保育実習Ⅱ　　（保育所実習　10日間）
＜幼稚園教諭Ⅱ種免許状＞
　教育実習・・・・幼稚園教諭Ⅱ種免許状申請　85名
　2018年 5月　　見学実習（付属幼稚園 3園）
　　　　 7月　　一日実習（付属幼稚園 3園）
　2019年 9月 1日～ 9月27日
　　　　　　　　教育実習（幼稚園　18日間）

（ ８）　教養教育運営委員会
①学外会議
・第69回東北・北海道地区大学等　高等・共通教育研究会
　開催日：令和元年 8月29日㈭・30日㈮
　会　場：弘前大学
　出席者：松井　克明（地域経営学部地域経営学科　講師）
　　　　　井上　　丹（地域経営学部地域経営学科　講師）
　　　　　第 3分科会において話題提供（発表）

（ ９）　ファカルティ・デベロップメント（FD）委員会
①学外会議
・FDネットワーク“つばさ"第23回FD協議会
　開催日：令和元年 5月25日㈯
　会　場：山形大学小白川キャンパス
　出席者： 井川　昭弘（八戸学院大学健康医療学部人間健

康学科　准教授）

②その他
・2019年度FD研修会
　テーマ：「IRとEM　基礎から本学への導入まで」
　開催日：令和 2年 1月30日㈭
　会　場： 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部総合実

習館　831教室
　出席者：大学・短大教員　64名
・公開授業
　期　間：各学部学科第 2回目の講義～第14回目の講義
　　　　　※令和元年12月 9日㈪～13日㈮は外部へも公開

（10）　学生委員会
〔大学学生委員会〕
　委 員 長　　長谷川美千留
　副委員長　　渡邊　陵由
　委　　員　　壬生　寿子　　小柳　達也　　佐貫　綾乃
　　　　　　　松井　克明　　井上　　丹　　佐藤真由美
　　　　　　　佐々木真湖　　小出るみ子
①学生委員会学外会議
　なし
②学生委員会学内行事
・2019年度定期健康診断
　開催日：2019年 4月 2日㈫、 3日㈬、 4日㈭
　場　所：八戸市総合健診センター
　受診者：848名
・2019年度第 1回交通安全講習会　
　開催日：2019年 4月 2日㈫、 3日㈬
　場　所：大学会館520講義室
　DVD視聴：「時速100キロの衝撃！」
　受講生：875名
・2019年度新入生交流会
　開催日：2019年 4月 3日㈬
　場　所：大学会館520講義室
　参加者：新入生230名
　教職員：49名　リーダー学生：47名
・2019年度学生大会
　開催日：2019年 5月16日㈭
　場　所：520講義室
　出席者：155名（委任状45名）
・2019年度クラブ・サークル代表者会議
　開催日：2019年 5月28日㈫
　場　所：221講義室
　出席者：24団体
・2019年度学友会主催はちがくスプリングフェスin美保野
キャンパス（短期大学部合同）
　開催日：2019年 4月27日㈯
　場　所：八戸学院大学 8号館及び八戸学院大学体育館
　出席者：71名
・2019年度学友会主催ボウリング大会（短期大学部合同）
　開催日：2019年 6月21日㈮
　場　所：ゆりの木ボウル
　出席者：35名
・2019年度学生生活にかかわる講演会
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　開催日：2019年 7月22日㈪
　場　所：520講義室　
　演　題： 「大学生に関わる事件・事故の事例および防犯

対策について」
　講　師： 青森県警察本部　生活安全部　少年女性安全課

子供・女性安全推進係
　　　　　上野勝史　警部補　　中鶴間大貴　巡査部長
　参加者：168名
・2019年度第 2回交通安全講習会
　開催日：2019年 9月 2日㈪、 9日㈪
　場　所：520講義室
　DVD視聴：「吹雪など視界不良時における交通事故の実態」
　出席者：738名
・2019年度はちがくサマーフェス「サッカー＆タグラグ
ビー教室」
　開催日：2019年 7月 7日㈰
　場　所：八戸学院大学人工芝
　参加者：教室参加者57名
・はちがくフェス2019
　開催日：2019年10月19日㈯～20日㈰
　場　所：八戸学院大学美保野キャンパス
　テーマ：「　はちがくフェス　～NEW! ～　」
　来場者： 5,438名（ 2日間合計、パンフレット配布数・

駐車場利用者数・参加者）
・2019年度美保野キャンパスクリスマス企画
　開催日：2019年12月 6日㈮
　場　所：八戸学院大学短期大学部学生ホール
　内　容：共同祈願食事会、大抽選会
・2019年度日本学生支援機構奨学金「返還説明会」
　開催日：2019年10月 9日㈬10日㈭11日㈮
　場　所：320講義室
　対象者：2019年度貸与者（ 4年生：卒業予定者）
・2019年度日本学生支援機構奨学金「継続説明会」
　開催日：2019年12月18日㈬、19日㈭、23日㈪、
　　　　　2020年 1月22日㈬
　場　所：320・330講義室
　対象者：2019年度貸与者（ 4年生を除く）
・2019年度クラブ・サークル活動報告会・懇親会
　開催日：2019年12月13日㈮
　活動報告会：520講義室　23団体参加
　懇親パーティー：八戸グランドホテル
　　　　　　　　　学生168名・教職員他33名参加
・2019年度はちがくウィンターフェス「スピードスケート
部の競技応援！」
　開催日：2020年 2月14日㈮
　場　所：YSアリーナ八戸
　参加者：40名
・2019年度八戸学院大学学友会役員選挙
　投票日：2020年 1月31日㈮
　選挙結果：○執行委員長
　　　　　　　小川　正太（地域経営学部地域経営学科 2年）
　　　　　　○副執行委員長
　　　　　　　松尾　息吹（地域経営学部地域経営学科 2年）

　　　　　　　濱浦　良野（健康医療学部人間健康学科 1年）
　　　　　　○書　記　長
　　　　　　　稲垣　有奈（健康医療学部人間健康学科 1年）
　　　　　　　滝沢　未緒（地域経営学部地域経営学科 1年）
③スポーツ戦績
◆硬式野球部
・春季リーグ（ 4 /27～ 5 /19）
　場所：種市オーシャンビュー　他　11季ぶり15回目優勝
　　　　【本　　学】　 4 － 4　【岩手大学】
　　　　【本　　学】　 5 － 4　【岩手大学】
　　　　【本　　学】　 4 － 2　【ノースアジア大学】
　　　　【本　　学】　 5 － 0　【ノースアジア大学】
　　　　【本　　学】　 4 － 3　【青森中央学院大学】
　　　　【本　　学】　 6 － 3　【青森中央学院大学】
　　　　【本　　学】　 4 － 1　【青森大学】
　　　　【本　　学】　 8 － 3　【青森大学】
　　　　【本　　学】　 5 － 3　【富士大学】
　　　　【本　　学】　 9 － 6　【富士大学】
・全日本大学野球選手権大会　場所：東京ドーム
　　　　【本　　学】　 3 － 4　【佛教大学】
・新人戦　場所：青森中央学院大学
　　　　【本　　学】　 7 － 0　【岩手大学】
　　　　【本　　学】　10－ 1　【青森中央学院大学】
　　　　【本　　学】　 6 －10　【富士大学】
・秋季リーグ（ 8 /24～ 9 /15）場所：八戸東運動公園　他
　　　　【本　　学】　 0 － 1　【青森中央学院大学】
　　　　【本　　学】　 3 －10　【青森中央学院大学】
　　　　【本　　学】　 1 － 0　【ノースアジア大学】
　　　　【本　　学】　 4 － 7　【ノースアジア大学】
　　　　【本　　学】　 3 － 4　【青森大学】
　　　　【本　　学】　 7 － 3　【青森大学】
　　　　【本　　学】　 3 － 4　【岩手大学】
　　　　【本　　学】　 8 － 1　【岩手大学】
　　　　【本　　学】　 7 － 0　【富士大学】
　　　　【本　　学】　 2 － 3　【富士大学】
・2019北東北大学野球大館トーナメント大会

（10/18～10/21）
　場所：ニプロハチ公ドーム　　　　 5年ぶり12回目優勝
　　　　【本　　学】　 6 － 2　【青森大学】
　　　　【本　　学】　14－ 4　【青森中央学院大学】
　　　　【本　　学】　 3 － 2　【富士大学】
　　　　【本　　学】　12－ 6　【ノースアジア大学】

◆男子サッカー部
・東北大学サッカーリーグ 1部（ 5 / 4 ～10/26）
　場所：多賀多目的運動場人工芝　他　　　　　　　 4位
　　　　【本　　学】　 1 － 2　【仙台大学】
　　　　【本　　学】　 1 － 3　【仙台大学】
　　　　【本　　学】　 1 － 1　【東北学院大学】
　　　　【本　　学】　 0 － 0　【東北学院大学】
　　　　【本　　学】　 2 － 1　【東北大学】
　　　　【本　　学】　 0 － 0　【東北大学】
　　　　【本　　学】　 1 － 0　【富士大学】
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　　　　【本　　学】　 0 － 0　【富士大学】
　　　　【本　　学】　 5 － 0　【青森大学】
　　　　【本　　学】　 0 － 3　【青森大学】
　　　　【本　　学】　 3 － 0　【東日本国際大学】
　　　　【本　　学】　 2 － 0　【東日本国際大学】
　　　　【本　　学】　 1 － 0　【岩手大学】
　　　　【本　　学】　 1 － 3　【岩手大学】
・インディペンデンスリーグ2019東北（ 5 / 5 ～10/20）
【八戸学院大学 2 nd】　 1 － 3　【仙台大学FC】
【八戸学院大学 2 nd】　 0 － 2　【仙台大学FC】
【八戸学院大学 2 nd】　 2 － 2　【仙台大学A 2】
【八戸学院大学 2 nd】　 0 － 4　【仙台大学A 2】
【八戸学院大学 2 nd】　 0 － 2　【仙台大学b 2 】
【八戸学院大学 2 nd】　 0 － 9　【仙台大学b 2 】
【八戸学院大学 2 nd】　 1 － 2　【TGNEXTFC】
【八戸学院大学 2 nd】　 1 － 2　【TGNEXTFC】
【八戸学院大学 2 nd】　 0 － 1　【Tohoku.FC】
【八戸学院大学 2 nd】　 2 － 1　【Tohoku.FC】
【八戸学院大学 2 nd】　 3 － 3　【八戸学院大学 3 rd】
【八戸学院大学 2 nd】　 3 － 0　【八戸学院大学 3 rd】
【八戸学院大学 3 rd】　 1 － 6　【仙台大学FC】
【八戸学院大学 3 rd】　 0 － 4　【仙台大学FC】
【八戸学院大学 3 rd】　 0 － 5　【仙台大学A 2】
【八戸学院大学 3 rd】　 0 －11　【仙台大学A 2】
【八戸学院大学 3 rd】　 1 － 3　【仙台大学b 2 】
【八戸学院大学 3 rd】　 0 －10　【仙台大学b 2 】
【八戸学院大学 3 rd】　 1 － 2　【TGNEXTFC】
【八戸学院大学 3 rd】　 2 － 1　【TGNEXTFC】
【八戸学院大学 3 rd】　 0 － 1　【Tohoku.FC】
【八戸学院大学 3 rd】　 1 － 4　【Tohoku.FC】
【八戸学院大学 3 rd】　 3 － 3　【八戸学院大学 2 nd】
【八戸学院大学 3 rd】　 0 － 3　【八戸学院大学 2 nd】
・東北地区大学サッカー選手権大会　兼　総理大臣杯全日
本大学サッカートーナメント東北予選（ 7 / 6 ～ 7 /20）
場所：八戸市南郷陸上競技場　他
　　　　【本　　学】　 5 － 1　【弘前大学医学部】
　　　　【本　　学】　 0 － 1　【東北大学】
・東北地区大学体育大会　サッカーの部
　　　　【本　　学】　 1 － 1　【山形大学】（PK 4－ 5）

◆アイスホッケー部
・新人戦
　　　　【本　　学】　 7 － 2　【東北福祉大学】
　　　　【本　　学】　 2 － 4　【東北学院大学】
・大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会（ 9 / 2 ～ 9 / 8 ）
場所：苫小牧
・令和元年度東北地区学生アイスホッケー選手権大会兼
　第92回日本学生氷上競技選手権大会東北地区予選
（11/15～11/17）　場所：秋田県立スケート場　　準優勝
　　　　【本　　学】　17－ 1　【山形大学】
　　　　【本　　学】　10－ 3　【八戸工業大学】
　　　　【本　　学】　 3 － 4　【東北学院大学】

・第92回日本学生氷上競技選手権大会（12/22～12/25）
　場所：柳町アイスホッケー場
　　　　【本　　学】　 2 － 6　【青山学院大学】

◆女子バスケットボール部
・東北地区大学体育大会（ 6 /28～ 6 /30）場所：仙台大学
　　　　【本　　学】　140－39　【医科薬科大学】
　　　　【本　　学】　74－71　【東北学院大学】
　　　　【本　　学】　75－67　【福島大学】
　　　　【本　　学】　71－88　【仙台大学】　準優勝
・東北大学バスケットボール新人大会（12/20～22）
　場所：東北学院大学
　　　　【本　　学】　136－26　【東北文教大学】
　　　　【本　　学】　82－74　【富士大学】
　　　　【本　　学】　69－81　【仙台大学】　 3位

◆男子バスケットボール部
・東北地区大学体育大会（ 6 /28～ 6 /30）場所：仙台大学
　　　　【本　　学】　130－48　【尚絅学院大学】
　　　　【本　　学】　54－107　【仙台大学】
・東北大学バスケットボール新人大会（12/ 1 ）
　場所：岩手大学
　　　　【本　　学】　82－81　【秋田大学】
　　　　【本　　学】　65－84　【富士大学】

◆陸上競技部
・みちのく春季（ 4 /13～14）
　場所：一関運動公園陸上競技場
　男子100m 決勝 下山　誉人 11.19 5位
　男子200m 決勝 下山　誉人 23.02 6位
　男子200m 決勝 大沢　地生 23.05 7位
　男子400m 決勝 大沢　地生 50.69 2位
　男子400m 決勝 三上　拓真 52.50 5位
　男子800m 決勝 菊地　雄大 2 .03.31 7位
　男子走幅跳 決勝 阿部　俊昭 5 .91 7位
　男子やり投 決勝 棟方　智海 47.29 2位
　女子200m 決勝 丸山　瀬奈 27.25 7位
　女子400m 決勝 松田　瑠佳 1 .00.46 3位
　女子400m 決勝 白川奈々恵 1 .02.16 7位
　女子400m 決勝 豊川佳奈子 1 .02.46 8位
　女子走幅跳 決勝 松橋明日香 5 .12 優勝
　女子走幅跳 決勝 小泉　春菜 4 .93 2位
　女子走幅跳 決勝 外川　　楓 4 .86 6位
　女子100mH 決勝 澤里さつき 16.77 2位
・南部地区大会（ 4 /20～21）場所：東運動公園
　男子100m 決勝 鈴木　龍亮 11.19 優勝
　男子100m 決勝 下山　誉人 11.41 2位
　男子100m 決勝 成田　聖也 11.85 5位
　男子100m 決勝 松林　翔真 11.88 6位
　男子100m 決勝 池田　智也 56.42 8位
　男子200m 決勝 松林　翔真 22.50 2位
　男子400m 決勝 大沢　地生 51.70 優勝
　男子400m 決勝 三上　拓真 53.10 3位
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　男子400m 決勝 赤石　倭人 53.30 4位
　男子800m 決勝 菊地　雄大 2 .03.94 3位
　男子800m 決勝 赤石　倭人 2 .04.30 4位
　男子110mH 決勝 磯邊　雄也 16.57 優勝
　男子400mH 決勝 鈴木　龍亮 56.99 優勝
　男子400mH 決勝 古川　真人 58.05 2位
　男子400mH 決勝 佐藤　友紀 1 .02.42 4位
　男子5000mW 決勝 石倉　有士 27.24.09 優勝
　男子走幅跳 決勝 吉本　雄登 6 .32 5位
　男子走幅跳 決勝 阿部　俊昭 6 .10 6位
　男子三段跳 決勝 成田　輝久 13.07 優勝
　男子三段跳 決勝 池田　智也 12.22 3位
　男子砲丸投 決勝 瀬川　康介 13.17 優勝
　男子円盤投 決勝 瀬川　康介 33.82 2位
　男子円盤投 決勝 下山　広嗣 26.46 3位
　男子円盤投 決勝 棟方　智海 20.60 4位
　男子やり投 決勝 棟方　智海 50.72 優勝
　男子やり投 決勝 下山　広嗣 41.60 5位
　男子 4 ×100mR 決勝 成田－松林－鈴木－下山
     43.20 優勝
　男子 4 ×400mR 決勝 鈴木－三上－磯邉－大沢
     3 .27.67 優勝
　女子100m 決勝 菅原璃々花 13.00 優勝
　女子100m 決勝 松浦　光紗 13.10 2位
　女子100m 決勝 工藤　　綸 13.10 3位
　女子200m 決勝 菅原璃々花 26.48 優勝
　女子200m 決勝 森越　　裕 26.76 2位
　女子200m 決勝 松田　瑠佳 27.03 3位
　女子200m 決勝 豊川佳奈子 27.16 4位
　女子200m 決勝 森越　　空 27.69 6位
　女子400m 決勝 松田　瑠佳 1 .00.76 優勝
　女子400m 決勝 白川奈々恵 1 .01.34 2位
　女子400m 決勝 豊川佳奈子 1 .01.97 3位
　女子400m 決勝 森越　　裕 1 .02.23 4位
　女子400m 決勝 森越　　空 1 .04.55 7位
　女子100mH 決勝 白銀　柚希 16.23 優勝
　女子100mH 決勝 松浦　光紗 17.05 2位
　女子400mH 決勝 白川奈々恵 1 .04.98 優勝 
    　　　大会新
　女子400mH 決勝 白銀　柚希 1 .08.17 3位
　女子走高跳 決勝 前田野々香 1 .48 2位
　女子走高跳 決勝 岡村　智優 1 .40 4位
　女子走幅跳 決勝 松橋明日香 5 .04 優勝
　女子走幅跳 決勝 工藤菜々佳 4 .98 2位
　女子走幅跳 決勝 小泉　春菜 4 .94 3位
　女子走幅跳 決勝 外川　　楓 4 .91 4位
　女子三段跳 決勝 白銀　柚希 10.82 優勝
　女子三段跳 決勝 松橋明日香 10.78 2位
　女子円盤投 決勝 山本　光美 31.80 優勝
　女子 4 ×100mR 決勝 豊川－森越祐－松浦－松田
     50.70 優勝
　女子 4 ×400mR 決勝 豊川－松田－白川－森越祐
     4 .10.75 優勝

・県春季陸上競技選手権大会（ 5 /10～12）
　場所：青森県営陸上競技場
　男子100m 決勝 下山　誉人 11.32 8位
　男子110mH 決勝 掛端勇次郎 15.79 4位
　男子110mH 決勝 磯邊　雄也 16.51 5位
　男子400mH 決勝 掛端勇次郎 55.88 優勝
　男子400mH 決勝 古川　真人 57.73 4位
　男子400mH 決勝 佐藤　友紀 1 .00.53 7位
　男子5000mW 決勝 石倉　有士 27.14.88 4位
　男子走幅跳 決勝 吉本　雄登 6 .37 8位
　男子三段跳 決勝 成田　輝久 13.72 優勝
　男子砲丸投 決勝 瀬川　康介 13.60 優勝
　男子円盤投 決勝 下山　広嗣 33.29 2位
　男子円盤投 決勝 瀬川　康介 30.95 3位
　男子円盤投 決勝 棟方　智海 23.085 5位
　男子やり投 決勝 棟方　智海 48.015 7位
　男子 4 ×100mR 決勝 成田－松林－鈴木－下山
     42.50 優勝
　男子 4 ×400mR 決勝 鈴木－三上－掛端－大沢
     3 .20.92 優勝
　女子100m 決勝 菅原璃々花 12.70 8位
　女子400m 決勝 森越　　空 1 .02.07 3位
　女子100mH 決勝 白銀　柚希 15.60 2位
　女子400mH 決勝 白川奈々恵 1 .06.03 優勝
　女子走高跳 決勝 前田野々香 1 .50 4位
　女子走幅跳 決勝 工藤菜々佳 5 .26 4位
　女子走幅跳 決勝 松橋明日香 5 .23 5位
　女子円盤投 決勝 山本　光美 35.91 3位
　女子 4 ×100mR 決勝 豊川－工藤－松浦－菅原
     49.11 3位
　女子 4 ×400mR 決勝 豊川－森越裕－森越空－白川
    4 .01.49 2位チーム新
・東北学生選手権大会（ 5 /17～19）
　場所：宮城ひとめぼれスタジアム
　男子400m 決勝 大沢　地生 50.06 5位
　男子砲丸投 決勝 瀬川　康介 13.62 5位
　男子十種競技 決勝 磯邊　雄也 5310点 5位
  100m   12.11 
  走幅跳   6 .26 
  砲丸投   9 .30 
  走高跳   1 .80 
  400m   55.56 
  110mH   16.88 
  円盤投   26.39 
  棒高跳   3 .00 
  やり投   36.22 
  1500m   4 .50.89 
　男子400mリレー 決勝 池田－松林－鈴木－下山誉
     42.72 8位
　男子1600mリレー 決勝 鈴木－三上－奥口－大沢
     3 .20.70 2位
　女子200m 決勝 菅原璃々花 25.40 3位
　女子100mH 決勝 白銀　柚希 15.56 6位
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　女子400mH 決勝 白川奈々恵 1 .04.64 3位
　女子走高跳 決勝 前田野々香 1 .50 5位
　女子走高跳 決勝 岡村　智優 1 .45 6位
　女子走幅跳 決勝 松橋明日香 5 .43 5位
　女子走幅跳 決勝 工藤菜々佳 5 .13 8位
　女子三段跳 決勝 白銀　柚希 11.33 4位
　女子円盤投 決勝 山本　光美 37.18 2位
　女子七種競技 決勝 澤里さつき 3814点 3位
  100mH   15.87 
  走高跳   1 .35 
  砲丸投   9 .47 
  200m   29.14 
  走幅跳   5 .08 
  やり投   24.13 
  800m   2 .34.43 
　女子七種競技 決勝　　松浦　美紗 3591点 6位
  100mH   17.28 
  走高跳   1 .35 
  砲丸投   7 .76 
  200m   27.16 
  走幅跳   4 .91 
  やり投   24.66　
  800m   2 .39.80 
　女子七種競技 決勝　　工藤　綸 3010点 7位
  100mH   19.70 
  走高跳   1 .25 
  砲丸投   5 .78 
  200m   27.34 
  走幅跳   4 .91 
  やり投   14.60 
  800m   2 .32.84 
　女子400mリレー 決勝 豊川－工藤綸－松浦－菅原
     49.35 5位
　女子1600mリレー 決勝 豊川－松田－森越裕－白川
     4 .02.80 4位
・国民体育大会陸上競技青森県選手選考会（ 7 / 5 ～ 7）
場所：青森県むつ陸上競技場
　男子400ｍH 決勝 鈴木　龍亮 55"00 5位
　男子5000ｍW 決勝 石倉　有士 27'26"46 3位
　男子走幅跳 決勝 奥口　遥史 7 m07 優勝
　男子走幅跳 決勝 吉本　雄登 6 m26 7位
　男子三段跳 決勝 成田　輝久 13m34 4位
　男子砲丸投 決勝 瀬川　康介 13m71 優勝
　男子円盤投 決勝 下山　広嗣 30m31 7位
　男子 4 ×100ｍR 決勝 下山－奥口－松林－鈴木
     41"33 優勝
　男子 4 ×400ｍR 決勝 鈴木－三上－奥口－大沢
    3 '17"92 優勝　大会新
　女子100ｍ 決勝 菅原璃々花 12"90 4位
　女子100ｍ 決勝 丸山　瀬奈 13"14 7位
　女子200ｍ 決勝 菅原璃々花 25"78 優勝
　女子400ｍ 決勝 髙橋　祐佳 1 '00"08 3位
　女子400ｍ 決勝 豊川佳奈子 1 '00"62 4位

　女子400ｍ 決勝 森越　　空　 1 '02"91 7位
　女子100ｍH 決勝 白銀　柚希 15"25 優勝
　女子400ｍH 決勝 白川奈々恵 1 '02"78 2位
　女子走高跳 決勝 岡村　智優 1 ｍ45 7位
　女子走高跳 決勝 前田野々香 1 ｍ45 8位
　女子走幅跳 決勝 松橋明日香 5 ｍ30 3位
　女子走幅跳 決勝 工藤菜々佳 5 ｍ21 4位
　女子走幅跳 決勝 外川　　楓　 5 ｍ00 7位
　女子走幅跳 決勝 小泉　春菜 4 ｍ87 8位
　女子三段跳 決勝 松橋明日香 11ｍ48 優勝
　女子三段跳 決勝 白銀　柚希 11ｍ46 2位
　女子 4 ×100ｍR 決勝 工藤－菅原－丸山－松浦
     49"10 2位
　女子 4 ×400ｍR 決勝 豊川－髙橋－森越－白川
     4 '01"36 優勝
・北日本学生陸上競技選手権大会（ 7 /19～ 7 /21）
　場所：北海道円山陸上競技場
　男子400ｍ 決勝 大沢　地生 48"43 2位
　男子走幅跳 決勝 奥口　遥史 7 m01 6位
　男子砲丸投 決勝 瀬川　康介 13m82 8位
　男子 4 ×100ｍR 決勝 下山－奥口－松林－鈴木
     41"14 5位
　男子 4 ×400ｍR 決勝 鈴木－三上－松林－大沢
     3 '15"26 4位
　女子200ｍ 決勝 菅原璃々花 25"80 5位
　女子400ｍH 決勝 白川奈々恵 1 '04"56 5位
　女子三段跳 決勝 白銀　柚希 11ｍ05 7位
　女子三段跳 決勝 松橋明日香 10ｍ78 8位
　女子走高跳 決勝 前田野々香 1 ｍ50 6位
　女子 4 ×100ｍR 決勝 豊川－菅原－工藤－松浦
     49"04 5位
・東北地区大学総体（ 8 / 3 ～ 4）
　場所：岩手県営陸上競技場
　男子200ｍ 決勝 松林　翔真 22"34 6位
　男子200ｍ 決勝 下山　誉人 23"22 8位
　男子走幅跳 決勝 奥口　遥史 7 m49 優勝
　男子砲丸投 決勝 瀬川　康介 13m73 3位
　男子円盤投 決勝 下山　広嗣 31m32 8位
　男子やり投 決勝 棟方　智海 52ｍ84 7位
　男子 4 ×400ｍR 決勝 鈴木－松林－三上－大沢
     3 '18"23 4位
　女子400ｍH 決勝 白川奈々恵 1 '03"71 5位
　女子走幅跳 決勝 工藤菜々佳 5 ｍ36 5位
　女子走幅跳 決勝 小泉　春菜 4 ｍ85 8位
　女子走高跳 決勝 前田野々香 1 ｍ50 4位
　女子三段跳 決勝 白銀　柚希 11ｍ09 4位
・青森県秋季陸上競技選手権大会（ 9 /20～22）
　場所：新青森県総合運動公園陸上競技場
　　　　（カクヒログループアスレチックスタジアム）
　男子100ｍ 決勝 下山　誉人 10"98 3位
　男子200ｍ 決勝 鈴木　龍亮 21"77 2位
　男子400ｍ 決勝 三上　拓真 52"11 5位
　男子800ｍ 決勝 菊地　雄大 1 '59"49 8位
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　男子110ｍH 決勝 佐藤　友紀 16"15 5位
　男子400ｍH 決勝 佐藤　友紀 56"46 3位
　男子5000ｍW 決勝 石倉　有士 26'26"79 5位
　男子三段跳 決勝 池田　智也 13m00 2位
　男子砲丸投 決勝 瀬川　康介 13m94 優勝
　男子やり投 決勝 棟方　智海 51m69 5位
　男子 4 ×100ｍR 決勝 池田－下山－松林－鈴木
     41"55 優勝
　男子 4 ×400ｍR 決勝 鈴木－三上－赤石－大沢
     3 '20"18 優勝
　女子100ｍ 決勝 丸山　瀬奈 12"68 2位
　女子100ｍ 決勝 菅原璃々花 12"86 5位
　女子200ｍ 決勝 丸山　瀬奈 25"92 3位
　女子200ｍ 決勝 菅原璃々花 25"93 4位
　女子400ｍ 決勝 白川奈々恵 59"81 2位
　女子400ｍ 決勝 髙橋　祐佳 59"81 3位
　女子400ｍ 決勝 豊川佳奈子 1 '01"94 6位
　女子400ｍ 決勝 森越　　裕　 1 '02"69 7位
　女子100ｍH 決勝 白銀　柚希 15"41 2位
　女子100ｍH 決勝 丸山　瀬奈 16"22 4位
　女子400ｍH 決勝 白川奈々恵 1 '04"77 2位
　女子400ｍH 決勝 工藤　　綸　 1 '12"81 7位
　女子走幅跳 決勝 工藤菜々佳 5 m19 優勝
　女子走幅跳 決勝 外川　　楓 4 m98 7位
　女子走幅跳 決勝 工藤　　綸 4 m78 8位
　女子走高跳 決勝 前田野々香 1 m55 2位
　女子走高跳 決勝 岡村　智優 1 m45 5位
　女子三段跳 決勝 白銀　柚希 10m77 優勝
　女子 4 ×100ｍR 決勝 工藤－菅原－丸山－松浦
     49"18 3位
　女子 4 ×400ｍR 決勝 豊川－髙橋－菅原－白川
    3 '57"38 2位　大会新
・東北学生陸上競技選手権大会（10/11～13）
　場所：福島県営あづま陸上競技場
　　　　（とうほう・みんなのスタジアム）
　男子400ｍ 決勝 大沢　地生 50"95　 8位
　男子800ｍ 決勝 赤石　倭人 2 '01"02 8位
　男子400ｍH 決勝 鈴木　龍亮 57"19 8位
　男子10000ｍW 決勝 石倉　有士 57'49"56 6位
　男子三段跳 決勝 成田　輝久 13m46 5位
　男子砲丸投 決勝 瀬川　康介 14m06 3位
　男子円盤投 決勝 下山　広嗣 31m72 5位
　男子 4 ×100ｍR 決勝 池田－下山－松林－鈴木
     42"27 3位
　男子 4 ×400ｍR 決勝 鈴木－三上－松林－大沢
     3 '19"71 優勝
　女子200ｍ 決勝 丸山　瀬奈 26"11 3位
　女子400ｍ 決勝 森越　　裕　 1 '01"30 7位
　女子800ｍ 決勝　　高橋　祐佳 2 '24"23 3位
　女子100ｍH 決勝 白銀　柚希 15"67 7位
　女子400ｍH 決勝 白川奈々恵 1 '02"88 優勝
　女子走高跳 決勝 岡村　智優 1 m50 6位
　女子走幅跳 決勝 外川　　楓 5 m06 4位

　女子走幅跳 決勝 工藤菜々佳 5 m02 6位
　女子三段跳 決勝 白銀　柚希 11m17 5位
　女子 4 ×100ｍR 決勝 豊川－菅原－丸山－工藤
     49"37 3位
　女子 4 ×400ｍR 決勝 豊川－森越－菅原－白川
     4 '02"00 2位

◆軟式野球部
・全日本大会奥羽地区大会（ 5 / 3 ～ 6 / 8 ）
　場所：一戸総合運動公園　他　　　　　　　　ベスト 4
　　　　【本　　学】　11－ 4　【八戸工業大学】
　　　　【本　　学】　 6 － 5　【盛岡大学】
　　　　【本　　学】　 0 －18　【岩手大学】
　　　　【本　　学】　 6 － 5　【青森大学】
　　　　【本　　学】　 0 － 8　【秋田大学】
・第40回東日本大学軟式野球選手権大会奥羽地区予選
　　　　　　　　　　　　　（ 9 /15～10/ 6 ）一回戦敗退
　　　　【本　　学】　 2 － 5　【弘前大学】

◆男子ラグビー部
・2019イーハトーブリーグ（ 5 /26）
　場所：八幡平中山ラグビー場
　　　　【本　　学】　71－ 7　【岩手大学】
　　　　【本　　学】　50－14　【紫波オックス】
・八幡平フェスタ
　　　　【本　　学】　14－19　【船岡自衛隊】
・第70回東北地区大学総合体育大会（ 6 /22～ 6 /23）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準優勝
　　　　【本　　学】　17－14　【東北学院大学】
　　　　【本　　学】　36－ 0　【岩手大学】
　　　　【本　　学】　29－ 0　【山形大学】
　　　　【本　　学】　55－ 0　【北里大学獣医】
　　　　【本　　学】　41－ 0　【青森大学】
　　　　【本　　学】　12－14　【東北学院大学】
・青森県ラグビーカーニバル　※得点数はトライ数のみ
　　　　【本　　学】　 5 － 0　【弘前大学医学部】
　　　　【本　　学】　11－ 0　【青森大学】
・東北地区リーグ戦（ 9 / 1 ～10/20）優勝
　　　　【本　　学】　87－ 0　【岩手大学】
　　　　【本　　学】　115－14　【秋田大学】
　　　　【本　　学】　40－ 7　【東北大学】
　　　　【本　　学】　31－ 3　【東北学院大学】
　　　　【本　　学】　65－ 3　【東北大学医学部】
・東北北海道代表決定戦
　　　　【本　　学】　31－20　【北海道大学】
・全国大学ラグビーフットボール選手権大会（11/24）
　　　　【本　　学】　21－86　【朝日大学】

・女子ラグビー部
・令和元年　東北交流戦（ 6 /22～23）
　　　　【本　　学】　21－ 5　【東北高校選抜】
・令和元年　青森県ラグビーカーニバル（ 6 /30）
　　　　【本　　学】　24－ 0　【東北高校選抜】
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・東北総合体育大会女子の部（ 8 /24～ 8 /25）
　　【本学（青森県）】　36－ 0　【山形県】
　　【本学（青森県）】　41－ 0　【宮城県】
　　【本学（青森県）】　12－21　【秋田県】
・大学女子 7人制ラグビーフットボール交流大会2019

　（ 9 / 7 ～ 9 / 8 ）
　　　　【本　　学】　 7 －31　【東京山九フェニックス】
　　　　【本　　学】　 0 －59　【日本体育大学】
　　　　【本　　学】　19－21　【ユニコーンズ】
　　　　【本　　学】　 0 －31　【四国大学】
・ガールズフェスティバル熊谷（11/30～12/ 1 ）
・15人制大会（12/14～12/15・12/21～12/22））

◆女子サッカー部
・北東北リーグ（ 4 /14～）
　場所：若葉球技場　北東北リーグ優勝　プレーオフ 2位
　　　　【本　　学】　11－ 0　【SHRINE.L.FC】
　　　　【本　　学】　10－ 0　【盛岡ゼブラレディースFC】
　　　　【本　　学】　 3 － 2　【明桜高校】
　　　　【本　　学】　 3 － 1　【専修大学北上高校】
　　　　【本　　学】　 4 － 1　【秋田L.F.C.】
　　　　【本　　学】　 6 － 1　【水沢ユナイテッド・プリンセスFC】

プレーオフ　
　　　　【本　　学】　 0 － 2　【仙台大学】
・全日本女子フットサル青森県大会（ 7 /20～21）
　場所：スポカルイン黒石
・白石温麺杯（ 8 / 2 ～ 4）場所：白石川サッカー公園
・第26回東北女子フットサル選手権大会（ 8 /24～25）
　場所：本宮市総合体育館　優勝
　　　【ファースト】　 6 － 1　【FCべにばな】
　　　【ファースト】　13－ 1　【秋田ライザFC】
　　　【ファースト】　 3 － 0　【ヴィゴア】
　　　【ファースト】　 2 － 0　【常盤木学園高校】
・THFA河北新報旗争奪　第38回東北女子サッカー選手権
大会　兼　第41回皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権
大会東北大会（ 9 /21～10/ 6 ）　場所：十六沼公園　他
　　　　【本　　学】　 3 － 0　【専修大学北上高校】
　　　　【本　　学】　 2 － 1　【仙台育英学園高校】
　　　　【本　　学】　 0 － 6　【常盤木学園高校】
　　　　【本　　学】　 0 － 3　【聖和学園高校】
・東北地域大学女子サッカーリーグ（ 8 /31～10/26）
　場所：仙台大学サッカー場
　　　　【本　　学】　 0 － 3　【仙台大学】
　　　　【本　　学】　 2 － 0　【東北公益文科大学】
　　　　【本　　学】　29－ 0　【福島県立医科大学】
・JFA第16回全日本女子フットサル選手権大会

　（11/ 1 ～11/ 3 ）
　場所：いしかわ総合スポーツセンター　　　　　　 3位
　　　　【本　　学】　15－ 1　【FC.トンレディース】
　　　　【本　　学】　 2 － 1　【タパジーダ】
　　　　【本　　学】　 2 － 1　【プログレッソ大阪ヴァーヴ】
　　　　【本　　学】　 0 － 2　【バルドラール浦安ラス・ポニータス】

・全日本大学女子サッカー選手権大会（12/24）
　場所：三木総合防災公園サッカー場
　　　　【本　　学】　 0 － 5　【日本体育大学】

◆自転車競技部　
・第59回　東日本学生選手権トラック自転車競技大会
　（ 5 / 4 ～ 5）　場所：山梨県境川自転車競技場
　トラックレース大会 大川　　剛  6位
    渡辺　勤夢  10位
    菅原　朱音  2位
    小笠原一真  4位
    川村　琢磨  9位
・第88回全日本自転車競技選手権大会　ロードレース
　（ 6 /29）場所：富士スピードウェイ
　菅原　朱音　DNF
・第60回　全日本学生選手権トラック自転車競技大会

（ 7 / 6 ～ 7 / 7 ）
　山口　和也 スクラッチレース 　　予選落ち
　大川　　剛 1 ｋｍタイムトライアル  13位
　菅原　朱音 ポイントレース   12位
   3 kmインディビデュアル・パーシュート 8位
　佐々木聖佳 500ｍタイムトライアル  6位
   スプリント  　　予選落ち
　小笠原一真 スクラッチレース 　　予選落ち
　川村　琢磨 スクラッチレース 　　予選落ち
・第75回全日本大学対抗選手権自転車競技大会
　（ 8 /24～26）　場所：松本市美鈴湖自転車競技場
　菅原　朱音 3 km    7位
・いきいき茨城ゆめ国体2019（10/ 1 ～ 3 ）
　場所：取手競輪場
　佐々木聖佳 スクラッチ  　　予選落ち
　菅原　朱音 スクラッチ   15位

◆軽音楽部
・ライブ　（ 4 /15）場所：Forme
・ライブ　（ 4 /27）場所：八戸学院大学
・ライブ　（ 5 / 4 ）場所：ROXX
・patrie open celebrate（ 5 / 5 ）場所：Partrie
・ライブ　（ 5 /18）場所：バーキャブス、Forme
・ASOVIVA　（ 5 /26）場所：はっち
・flesh daily live（ 6 / 1 ）
・ライブ　（ 6 / 9 ）場所：Forme
・三沢アメリカンデー（ 6 /23～24）場所：三沢市
　　三沢基地ゲート付近MISAWAオブジェ前で21711027
坂本賢太含む、KZN UNITEDで演奏しました。天気は
あいにくの雨でしたが、にもかかわらず多くの人たちが
足を止めて聞いてくれました。また、基地付近での演奏
だったため、基地入場待ちの人たちもライブを見てくれ
ていました。多くの人たちの目に触れることでイベント
の活性化に助力することができたと思います。私自身、
楽しく演奏できました。天気を除けば、アメリカンデー
での演奏は大成功だったと思います。
・ライブ（ 7 /13）場所：ROXX
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・アコースティックライブ（ 7 /14）場所：patrie
・三沢七夕祭り（ 7 /27～28）場所：三沢市
・ライブ（ 8 / 3 ）場所：ROXX
・ライブ（ 8 / 4 ）場所：MoonRiver
・ライブ（ 8 /10）場所：バーキャブス
・ライブ（ 8 /11）場所：Patrie
・ライブ（ 8 /12）場所：盛岡クラブチェンジ
・ライブ（ 8 /14）場所：下北沢近松
・ライブ（ 9 / 1 ）場所：ワンドロップ
・ライブ（ 9 /14）場所：中央公園
・ライブ（ 9 /16）場所：VIVA LA VIDA
・ライブ（ 9 /28）場所：ROXX
・ライブ（10/ 1 ）場所：marrs
・ライブ（10/ 8 ）場所：marrs
・八学フェス（10/19～20）場所：八戸学院大学
・ハロウィンナイト（10/26）場所：バーキャブス
・ライブ（11/ 2 ）場所：Forme
・ライブ（11/ 3 ）場所：MoonRiver
・ライブ（11/10）場所：ROXX
・アコースティックナイトスペシャル（11/28）
　場所：ROXX
・ASOVIVA（11/30）場所：バーキャブス
・柳田久美子トリオ～八戸での 2日間～（12/ 7 ～ 8 ）
　場所：Patrie
・工大×八大合同企画（12/15）場所：ROXX
・年越しライブ（12/31～ 1 / 1 ）場所：Patrie

◆空手道サークル
・内閣総理大臣杯第62回全国空手道選手権大会

（ 7 / 6 ～ 7 / 7 ）
・都道府県対抗戦
　一回戦　青森県　対　長野県
　先鋒　　　　　　　　　　（ 0－ 2）×
　中堅　本学　石田ひらり　（ 2－ 0）〇
　大将　　　　　　　　　　（ 2－ 0）〇　 2 － 1　〇
　二回戦　青森県　対　群馬県
　先鋒　　　　　　　　　　（ 0－ 2）×
　中堅　本学　石田ひらり　（ 1－ 0）〇
　大将　　　　　　　　　　（ 0－ 0）△　 1 － 1　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容（ 1－ 2）×
・個人戦
　一回戦
　　本学　石田ひらり　（ 2－ 0）〇
　二回戦
　　本学　石田ひらり　（ 2－ 0）〇　延長
　三回戦
　　本学　石田ひらり　（ 0－ 2）×

◆演劇部
・第 6回八戸市公民館特別企画「約定の城～九戸城異聞」

（ 5 /24～ 5 /25）
　　実在した武将「九戸政実」の生涯、そして「九戸政実
の乱」を題材とした作品となっており、21712016高坂大

誠と21921042杉本杏の 2名が出演した。高坂大誠は政実
と共に戦った櫛引清長を演じ、杉本杏は裏方として舞台
のサポートや、演者として殺陣のシーンに励んだ。
　　初の時代劇ものの出演であったため、動きや話し方、
殺陣のシーンでは、斬る側と斬られる側の見せ方など役
者として学ぶことが多くあった。
・まぐねっと.comプロデュース「TRUMP」（ 7 /27～ 7 /28）
　　今回公演した「TRUMP」は、不死の力を持つ吸血種
とダンピール（吸血種と人間の混血）そして人間による
争いと悲劇の作品です。
〈出演者〉
　21612063　長谷川　華…ジョルジュ ･ティーチャー・
　　　　　　　　　　　　貴族･人間
　21913044　中野結　貴…ティーチャー・貴族･人間
　21921042　杉本　　杏…ティーチャー・貴族･人間
　　初めて 4役をやり、キャラを変えるのがとても大変で
した。ですが、一つーつの役を自分のものに出来るのが
嬉しかったです。勉強になったことは声の出し方、コメ
ディの楽しさです。今回の事を参考にしなから、次の作
品では内容を深く知り、内容にあった役づくりをしたい
と思います。
・アクトプロジェクトToyBox第 6回自主公演Snacks　
and　Main　dishes（12/ 1 ）　場所：きざん八戸
〈出演者〉
　21712016　高坂　大誠
　21612063　長谷川　華
　21921042　杉本　　杏
〈スタッフ〉
　21913044　中野　結貴
・第 8回はちのへ演劇祭（12/27～12/29）
　場所：八戸ポータルミュージアムはっち
〈出演者〉
　21712016　高坂　大誠
　21612063　長谷川　華
　21921042　杉本　　杏
　21913044　中野　結貴
〈スタッフ〉
　21912095　柳澤　一彰

◆スピードスケート部
・青森県氷上強化合宿（ 8 / 6 ～ 8 /17）
（内容） 8月 6日から北海道帯広市で氷上練習と陸上ト
レーニングを並行して行いました。氷上練習では、春か
ら一人一人が強化してきた陸上トレーニングの成果と課
題を見つけることを目標に取り組みました。陸上トレー
ニングでは、ウエイトトレーニング、サーキットトレー
ニングなど、氷上練習では鍛えることのできない練習を
行い、フォームの確認や、筋力アップを行いました。今
回の合宿で見つかった課題や成果は一人一人違います
が、春に立てた今シーズンの目標に向かい切磋琢磨しこ
れからも頑張ります。今年の青森県合宿も内容の濃い合
宿期間とすることができたので、冬の大会に繋げていき
たいです。
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・2019明治北海道十勝オーバルスピードスケート競技会
（ 9 / 6 ～ 9 / 8 ）

　木村　有希 3000ｍ  4分41秒47 26位
　　　　　　 1500ｍ  2分10秒93 27位
・第26回全日本スピードスケート距離別選手権大会

（10/24～10/27）
　鬼頭　琴音 500ｍ  40秒25  12位
　澤尻磨里英 3000ｍ  4分23秒95 9位
   マススタートレース（16週） 41ポイント 2位
   1500ｍ  2分07秒77 20位
・第53回青森県選抜スピードスケート競技会　兼　第75回
国民体育大会冬季大会スピードスケート青森県第一次選
考会（11/ 3 ～11/ 4 ）
　鬼頭　琴音 500ｍ 40秒11  1位・大会新
   1000ｍ 1分21秒80 2位・大会新
　澤尻磨里英 1500ｍ 2分06秒12 1位・大会新
   3000ｍ 4分28秒13 1位・大会新
　大岩未奈美 500ｍ 41秒09   2位
   1000ｍ 1分21秒57 1位・大会新
　前中　香澄 1000ｍ 1分22秒36 3位・大会新
   1500ｍ 2分06秒54 2位・大会新
　木村　有希 1500ｍ 2分11秒92  3位
   3000ｍ 4分36秒44  2位
　大熊優太郎 3000ｍ 4分18秒16  4位
   5000ｍ 7分31秒23  4位
　杉浦　美咲 棄権
・2019/2020ジャパンカップスピードカップスピードス
ケート競技会第 1戦（11/12～11/17）
　鬼頭　琴音 500ｍ 39秒94　　　ＤＩＶ．Ａ　 5位
   1000ｍ 1分20秒85　ＤＩＶ．Ａ　 7位
　澤尻磨里英 3000ｍ 4分18秒72　ＤＩＶ．Ａ　 3位
   1500ｍ 2分03秒97　ＤＩＶ．Ａ　 4位
   マススタートレース  優勝
　大岩未奈美 500ｍ 40秒80　　　ＤＩＶ．Ａ　13位
   1000ｍ 1分21秒40　ＤＩＶ．Ａ　13位
　杉浦　美咲 500ｍ 41秒86　　　ＤＩＶ．Ｂ　 3位
   1000ｍ 1分23秒82　ＤＩＶ．Ｂ　 8位
　前中　香澄 1000ｍ 1分21秒79　ＤＩＶ．Ｂ　 1位
・2019/2020ジャパンカップスピードスケート競技会第 2戦
　鬼頭　琴音 500m 41秒30　　　　　Div. A　 3位
   1000m 1分23秒55　　　Div. A　11位
　大岩未奈美 500m 42秒19　　　　　Div. A　 9位
   1000m 1分25秒38　　　Div. A　19位
　杉浦　美咲 500m 42秒43　　　　　Div. A　12位
   1000m 1分24秒62　　　Div. A　15位
　前中　香澄 1000m 1分22秒53　　　Div. A　 6位
   1500m 2分15秒56　　　Div. A　 6位
・2019/2020ジャパンカップスピードスケート競技会第 3戦

（12/ 6 ～12/ 8 ）
　鬼頭　琴音 500m 40秒77   4位
   1000m 1分23秒17  9位
 大岩未奈美 500m 41秒83   9位
   1000m 1分22秒65  6位

　杉浦　美咲 500m 42秒08   12位
   1000m 1分25秒30  20位
　前中　香澄 1000m 1分22秒45  5位
   1500m 2分08秒75  3位
・第39回全日本学生スピードスケート選手権大会

（11/30～12/ 1 ）
　鬼頭　琴音 500ｍ 1日目40秒49  4位 
   2日目40秒05  3位
   1000ｍ 1日目 1分24秒06 12位 
   2日目 1分22秒95 9位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合 7位
　澤尻磨里英 500ｍ 41秒78   5位
   1500ｍ 2分07秒38  4位
   3000ｍ 4分25秒94  2位
   5000ｍ 7分35秒62  1位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合 3位
　大岩未奈美 500ｍ 1日目41秒58  16位 
   2日目41秒28  11位
   1000ｍ 1日目 1分23秒10 9位 
   2日目 1分23秒35 10位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合10位
　前中　香澄 500ｍ 1日目41秒22  10位 
   2日目41秒48  15位
   1000ｍ 1日目 1分21秒88 3位 
   2日目 1分22秒18 8位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合 8位
　杉浦　美咲 500ｍ 1日目42秒03  20位 
   2日目41秒41  14位
   1000ｍ 1日目 1分24秒63 15位 
   2日目 1分24秒55 15位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合16位
　木村　有希 500ｍ 42秒77   12位
   1500ｍ 2分15秒61  19位
   3000ｍ 4分40秒37  9位
   5000ｍ 7分57秒12  9位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合11位
　大熊優太郎 500ｍ 39秒71   39位
   1500ｍ 2分00秒74  40位
   5000ｍ 7分27秒70  36位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合42位
・第46回青森県スプリントスピードスケート選手権大会　
兼　第75回国民体育大会冬季大会スピードスケート青
森県二次選考会（12/14～12/15）
　鬼頭　琴音 500ｍ 1日目39秒92 1位・大会新
    2日目40秒15 1位・大会新
   1000ｍ 1日目 1分21秒75 2位・大会新
    2日目 1分21秒87 2位・大会新
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合 1位
　大岩未奈美 500ｍ 1日目40秒78 2位・大会新
    2日目41秒06 2位・大会新
   1000ｍ 1日目 1分20秒67 1位・大会新
    2日目 1分21秒35 1位・大会新
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合 2位
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　前中　香澄 500ｍ 1日目41秒28 3位・大会新
    2日目41秒44 3位・大会新
   1000ｍ 1日目 1分22秒00 3位・大会新
    2日目 1分22秒78 3位・大会新
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合 3位
　杉浦　美咲 500ｍ 1日目41秒54 4位・大会新
    2日目41秒93  4位
   1000ｍ 1日目 1分23秒83 4位・大会新
    2日目 1分23秒56 4位・大会新
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合 4位
・第72回青森県スピードスケート選手権大会　兼　第75回
国民体育大会冬季大会スピードスケート青森県二次選考
会（12/14～12/15）
　澤尻磨里英 500ｍ 41秒67  1位・大会新
   1500ｍ 2分06秒90 1位・大会新
   3000ｍ 4分22秒50 1位・大会新
   5000ｍ 7分31秒95 1位・大会新
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合 1位
　木村　有希 500ｍ 43秒31   3位
   1500ｍ 2分08秒98 2位・大会新
   3000ｍ 4分31秒72 2位・大会新
   5000ｍ 7分45秒46 2位・大会新
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合 2位
　大熊優太郎 500ｍ 39秒61   5位
   1500ｍ 1分59秒07  3位
   5000ｍ 7分20秒13  5位
   10000ｍ 15分28秒69  4位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合 4位
・第49回東北スケート競技選手権大会（12/19～12/22）
　場所：山形市総合スポーツセンタースケート場
　鬼頭　琴音 500m 41秒37   1位
　澤尻磨里英 1500m 2分11秒27  1位
   3000m 4分39秒38  1位
　大岩未奈美 500m 42秒21   2位
   1000m 1分33秒82  2位
　前中　香澄 1000m 1分30秒70  1位
   1500m 2分11秒49  2位
　杉浦　美咲 500m 43秒14   3位
   1000m 1分35秒24  3位
　木村　有希 1500m 2分17秒13  3位
   3000m 4分45秒36  2位
　大熊優太郎 3000m 4分19秒42  1位
   5000m 7分36秒78  1位
・第87回全日本スピードスケート選手権大会
　（12/26～12/29）　場所：長野オリンピック記念アリーナ
　澤尻磨里英 500m 41秒42   4位
   1500m 2分 5秒18  8位
   3000m 4分21秒03  2位
   5000m 7分31秒12  2位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合 2位
　鬼頭　琴音 500m 1日目39.63  14位
    2日目39.81  15位
   1000m 1日目 1 .21.38  22位

    2日目 1 .21.78  22位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合17位
　大岩未奈美 500m 1日目40.62  24位
    2日目40.90  26位
   1000m 1日目 1 .20.54  15位
    2日目 1 .22.50  27位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合22位
　前中　香澄 500m 1日目41.14  32位
    2日目40.94  27位
   1000m 1日目 1 .21.37  21位
    2日目 1 .21.59  20位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総合24位
・2019みちのくスピードスケート競技会（12/28～12/29）
　場所：YSアリーナ八戸
　杉浦　美咲 500ｍ 41秒76   1位
   1000ｍ 1分23秒39  2位
　木村　有希 1500ｍ 2分08秒88  2位
   3000ｍ 4分27秒80  1位
　大熊優太郎 5000ｍ 7分18秒16  4位
   10000ｍ 15分24秒62  4位
・第92回日本学生競技選手権大会（ 1 / 5 ～ 1 / 7 ）
　場所：釧路市柳町スピードスケート場
　鬼頭　琴音 500ｍ 40秒83   5位
   1000ｍ 1分24秒19  8位
　澤尻磨里英 1500ｍ 2分11秒05  10位
   3000ｍ 4分34秒86  5位
　大岩未奈美 500ｍ 42秒25   15位
   1000ｍ 1分26秒94  16位
　前中　香澄 1000ｍ 1分23秒18  3位
   1500ｍ 2分10秒76  8位
　杉浦　美咲 500ｍ 41秒88   14位
　木村　有希 1500ｍ 2分15秒24  17位
   3000ｍ 4分44秒19  15位
　大熊優太郎 5000ｍ 7分37秒15  28位
   10000ｍ 15分54秒59  22位
   女子2000ｍリレー
    2分49秒77  6位
   女子チームパシュートレース（ 6周）
    3分27秒95  5位
   女子学校対抗得点　八戸学院大学
    50点   6位
・JOCジュニアカップ大会第43回全日本ジュニアスピード
スケート選手権大会（ 1 /11～ 1 /13）
　場所：風越公園屋外スケート場
　木村　有希 1500ｍ 2分12秒82  23位
   3000ｍ 4分47秒10  15位
   マススタート（10周）決勝　10点 3位
　大熊優太郎 1500ｍ 1分59秒59  46位
   5000ｍ 7分31秒85  25位
   マススタート（10周）決勝　 0点 16位
・第75回国民体育大会冬季大会スケート競技会
　（ 1 /28～ 2 / 2 ）　場所：YSアリーナ八戸
　鬼頭　琴音 500ｍ 予選40秒61　　　　　組内 2位
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    準決勝39秒88　　　　組内 5位
   1000ｍ 予選 1分21秒01　　　組内 2位
    決勝 1分17秒98  5位
　澤尻磨里英 1500ｍ 予選 2分00秒14　　　組内 2位
    決勝 2分01秒21  3位
   3000ｍ 予選 4分12秒09　　　組内 4位
    決勝 4分03秒51　3位・大会新
　大岩未奈美 1000ｍ 予選 1分20秒16　　　組内 2位
    決勝 1分18秒17  6位
　前中　香澄 1500ｍ 予選 2分05秒70　　　組内 2位
    決勝 2分01秒37  8位
　杉浦　美咲 500ｍ 予選40秒84　　　　　組内 3位
    準決勝41秒11　　　　組内 6位
　木村　有希 3000ｍ 予選 4分29秒42　　　組内 6位
    決勝 4分03秒89  9位
   成年女子2000ｍリレー
    予選 2分41秒85　　　組内 2位
    決勝 2分44秒96  2位
　スピード競技得点　成年女子　青森県27点 1位
　　　　　　　　　　男女総合　青森県71点 4位
・長根ウィンタースピードスケート競技会
　（ 2 / 8 ～ 2 / 9 ）　場所：YSアリーナ八戸
　大岩未奈美 1000ｍ 1分20秒71  1位
   1500ｍ 2分06秒24  2位
　前中　香澄 1000ｍ 1分21秒11  2位
   1500ｍ 2分05秒69  1位
　木村　有希 1500ｍ 2分11秒68  3位
   3000ｍ 4分33秒36  1位
　大熊優太郎 3000ｍ 4分19秒20  3位
   5000ｍ 7分35秒00  3位
・2019/2020ジャパンカップスピードスケート競技会第 4戦
　（ 2 /14～ 2 /16）　場所：YSアリーナ八戸
　鬼頭　琴音　Div.A500ｍ 40秒22 6位　総合 1位
　　　　　　　Div.A1000ｍ 1分22秒45 12位　総合 6位
　大岩未奈美　Div.A500ｍ 40秒98 13位　総合 7位
　　　　　　　Div.A1000ｍ 1分21秒25 7位　総合 7位
　前中　香澄　Div.A1000ｍ 1分21秒60 10位　総合 4位
　　　　　　　Div.A1500ｍ 2分06秒82 14位　総合10位
　杉浦　美咲　Div.A500ｍ 40秒89 12位　総合 9位
　　　　　　　Div.A1000ｍ 1分23秒35 17位　総合18位
　木村　有希　Div.A1500ｍ 2分09秒36 24位　総合42位
　　　　　　　Div.B3000ｍ 4分31秒93 6位　総合39位
　　　　　　　Div.Aマススタートレース（16周）
  0点 13位　総合20位
・長根ファイナルスピードスケート競技会（ 3 / 7 ～ 3 / 8 ）
　場所：YSアリーナ八戸

◆弓道部
・第 3回　鳴弦館弓道大会
　出場　21712016　高坂大誠　 8射中 0射
　　今回で 3回目となる大学内での弓道大会を開催するこ
とができた。会場設営、運営では光星高等学校の弓道部
も手伝ってくれて、問題なく運営することができた。結

果は良いとは言えない結果になってしまいましたが、弓
を引いている時にここがダメだなと気づくことができた
ので練習で自分ができなかったところを改善していきた
いです。

◆ゴルフ部
・第54回東北アマチュアゴルフ選手権競技・青森県予選兼
国体候補選手権　（ 5 /16～ 5 /17）
　場所：青森カントリークラブ
　田中　奎熙　競技成績    24位
　中原　　陵　競技成績    28位
　秋田将太朗　競技成績    50位
　藤原　　黎　競技成績    45位
・第67回関東学生ゴルフ選手権予選会（第 1会場）
　（ 6 /25～ 5 /26）　場所：サンヒルズカントリークラブ
　秋田将太朗　競技成績　　　　　　　　　　　　119位
　藤原　　黎　競技成績　　　　　　　　　　　　107位
・第67回関東学生ゴルフ選手権予選会（第 2会場）
　（ 6 /27～ 5 /28）　場所：こだまゴルフクラブ
　田中　奎熙　競技成績    98位
　中原　　陵　競技成績　　　　　　　　　　　　105位
・2019年度関東学生ゴルフ連盟 8月月例会　（ 8 /30）
　場所：サンコー72カントリークラブ
　ビジネス学部 3年　田中　奎熙　競技成績 41位
　ビジネス学部 3年　中原　　陵　競技成績 55位
　ビジネス学部 3年　秋田将太朗　競技成績 60位
　地域経営学部 2年　藤原　　黎　競技成績 23位
・第66回朝日杯争奪日本学生ゴルフ選手権関東地区予選会
（ 9 /25～ 9 /26）　場所：軽井沢72ゴルフ
・2019年度関東学生ゴルフ連盟（男子/女子）10月月例会
（10/12）　場所：杉ノ郷カントリークラブ
・青森県オープンゴルフ選手権競技（10/18）
　場所：びわの平ゴルフ倶楽部
・第57回会長杯争奪関東学生ゴルフ選手権（11/26）
　場所：我孫子ゴルフ倶楽部

◆アミューズ
・フレンドパーク（ 6 /15）　場所：八戸市福祉公民館
　　自閉症や発達障害をもった中学生から成人くらいの
方々を対象に親の会主催のフレンドパークを行った。調
理をしたい人、スマホゲームやボードゲームをしたい人
などやりたいことを自由にできる時間を設け、その中で
時間を守りながらボランティアとコミュニケーションを
とった。また、お昼には自分の食べたいものを決められ
た予算の中で買いに行くという生活力を高める補助も
行った。新メンバーも多い中ではあったが、利用者の方々
も徐々に慣れてきてくれ、帰るときには笑顔が見られて
うれしかった。終わった後のミーティングで反省点がい
くつかあったので、生かしながら、より充実した活動が
できるよう心掛けていきたいと思う。また、サークル自
体の活動方針として、顧問の先生が瀧澤先生と狩野先生
になったことやメンバーも増えてきたことから、一度活
動の意義や内容の確認をし、新体制で一歩踏み出せるよ
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うにしていきたいと考えている。
・自閉症者との交流会（ 9 /14）
　場所：八戸市福祉公民館
　内容
　　八戸市自閉症者（児）親の会主催のイベント「フレン
ドパーク」で、21812016大坪　滉明、21812051須郷　泰
生、21911077榊　萌、21912076沼畑　瑠奈、21912037
小沢　萌花、2191203工藤　有紗、21921009内澤　茉子、
21921025小軽米　優菜と共に当事者の方と交流をした。
沼畑　瑠奈と工藤　有紗は当事者たちの調理の手伝いを
し、それ以外のメンバーそのあとはテーブルゲームなど
で遊び、調理グループもそのあとテーブルゲームに加
わった。家の事情で大坪　滉明はお昼に抜けたがトラブ
ルもなく活動を終えた。
・フレンドパーク（10/13）場所：大野キャンパス
　　いつもの屋内での活動とは違い、外に出て活動をした。
陶芸や裂き織、木工やアイス作りなど自分がやりたいも
のを自分で決め、取り組んだ。お昼ご飯も 3か所くらい
から食べたいところを選んでもらい、いつもよりも広い
ところで自由に活動してもらった。ボランティアはその
活動の補助につき、お金の面や、時間に注意しながら利
用者さんが安全に楽しめるようサポートをした。
（メンバー）
　21812051　須郷　泰生　（すごう　たいせい）
　人間健康学科　 2年　男性
　21812031　小山菜都未　（こやま　なつみ）
　人間健康学科　 2年　女性
　21912037　小澤　萌花　（こざわ　もえか）
　人間健康学科　 1年　女性
　21813056　浪岡　夕紀　（なみおか　ゆき）
　看護学科　　　 2年　女性
　21821040　榊　　　萌　（さかき　めぐみ）
　幼児保育学科　 2年　女性
　21921009　内澤　茉子　（うちさわ　まこ）
　幼児保育学科　 1年　女性
（感想）
　　外に出て活動するというのは初めての経験だったが、
事前に親の会の方々と話し合い、ミーティングを開いて
準備をした。いろいろなハプニングがあったり、台風の
影響で予定通りいかなかったりすることもあったが、一
人一人が自分の役割を果たし、臨機応変に対応すること
ができた。最後に利用者の方々や親御さんが笑顔であり
がとうございました。といって帰ってくれたのが印象的
だった。今回の外に出て様々な活動をしたことによって、
利用者さんの新たな一面を見ることができ、ボランティ
アのスキルアップにもつながったので良かった。
・自閉症者との交流会（11/ 9 ）場所：八戸市障害者地域
生活支援センター、ゆりのきボウリング
　内容
　　八戸市自閉症者（児）親の会主催のイベント「フレン
ドパーク」で、21812016大坪　滉明、21812031小山　菜
都未、21821040榊　萌、21912095柳澤　一彰、21921009 
内澤　茉子、21921025小軽米　優菜と共に当事者の方と

交流をした。ゆりのきボウリングで遊ぶグループと施設
内で遊ぶグループに分かれ活動を行った。ゆりのきボウ
リングへはバスで向かった。降りるべきバス停を間違え
るというトラブル以外は問題なく活動できた。施設内活
動も特にトラブルはなかった。
・自閉症者との交流会（12/14）場所：八戸市福祉体育館
　内容
　　八戸市自閉症者（児）親の会主催のイベント「フレン
ドパーク」で、21812016大坪　滉明、21812031小山　菜
都未、21821040榊　萌、21812051須郷　泰生、21921025
小軽米　優菜、21921002赤坂　美緒、21921028小橋　
可愛、21921043関川　玲衣、21921041下館　春菜と共
に当事者の方と交流をした。ドッチボールやボウリング、
輪投げなどを行い、昼には昼食を買いにマクドナルドや
ホットモットなどに行った。

◆OneWorldCircle
・ミーティング
　（ 4 /19）メンバーの自己紹介と新メンバーの顔合わせを
行った。また、今年度からフィリピンの学生と交流を持
つこととなった。部員みんなが参加できる活動をしてい
きたい。
　（ 5 /19）アメリカンデーの打ち合わせを行った。また、
アメリカのリズムゲームで遊び、顧問のアンソニー先生
と話をした。途中、フィリピンの学生も参加し、楽しい
時間を過ごすことが出来た。
　（ 5 /25）先週に引き続き、アメリカンデーの打ち合わせ
を行った。また、顧問のアンソニー先生と話をした。留
学に行った学生の話を聞き交流を深めることが出来た。
　（ 6 / 7 ）参加するメンバーが少なくなってきたため、そ
の対策を話した。また、日本とアメリカの食品の違いや、
考え方や感じ方を話した。
　（ 6 /14）最後にアメリカンデーの確認をした。車を使え
る生徒がいないのが問題となっている。部員一人一人が
協力していくべきだと思う。
　（ 6 /23）フィリピンの学生の体調不良や、天候に恵まれ
なかったため、イベントは中止となった。もっと事前に
対策を考えていき、来年度に繋げたい。
　（ 7 /12）七夕祭　サークルのメンバーが流し踊りに参加
することとなったので、見にいった。メンバーと合流で
きないハプニングがあったが、フィリピンの学生とも祭
を見ることが出来た。予算など工夫すれば参加しやすく
なると思う。
　（ 9 /20）文化祭の話をし、ハロウィンというテーマにし
た。昨年度に引き続き、コーヒーとお菓子の販売を中心
に行っていく方向となった。メンバーが集まらないこと
が課題である。
　（ 9 /27）文化祭も買い出しのことを話し合った。予算内
で、どういうものを買うのか協力し合うことが出来た。
早く話し合いが終わったため、海外の映画を見た。英語
できくことが出来なかったから、字幕をつけてみた。もっ
と努力が必要である。
　（10/ 4 ）文化祭の買い出しにいき、食品以外を全てそろ
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えることが出来た。今日、揃えることが出来ないものは
アマゾンなどを使い、なるべく早めにそろえていきたい。
本格的に文化祭の準備が始まった。
　（10/11）久しぶりのミーティングだったため、メンバー
の近況を話し合い、夏休みにシアトルに留学した学生か
ら話を聞くことが出来た。また、お土産をもらいアメリ
カのお菓子などを食べた。
　（10/18）文化祭準備　買い出しをしたものを持ってい
き、飾りつけを行った。メンバーが少なく、テーブルを
持っていくのが大変だった。しかし、テーマのハロウィ
ンにちなんだ飾りつけが出来、リラックスしてもらえる
空間を作れた。
　（10/19、10/20）はちがくフェス　コーヒー販売とお菓
子の販売を行った。寒かったこともあり、100杯以上コー
ヒーをうることができた。課題としては、参加できるメ
ンバーが少なく、同じ人しか仕事をしていないことなの
で、来年度に繋げる。
　（11/ 8 ）文化祭の打ち上げの話をした。みんなが参加で
きるようにアナウンスを早めに行った。フィリピンの学
生も参加できるよう工夫する。
　（12/20）ワンワールドサークルクリスマスパーティー

◆BBSサークル
・BBS会（ 6 / 8 ）　場所：青森市
・社会を明るくする運動（ 7 / 1 ）　場所：八戸市庁

〔短大学生委員会〕
学生委員会
　委 員 長　　天摩　雅和
　副委員長　　三岳　貴彦
　委　　員　　加藤　勝弘　　本吉　　好　　鈴木　康弘
①学生委員会学外会議
　なし
②学生委員会学内行事
・2019年度定期健康診断（短大）
　開催日：2019年 4月 3日㈬、10日㈬
　場　所：八戸西健診プラザ
　受診者：192名
・2019年度学生総会（短大）
　開催日：2019年 5月22日㈬
　場　所：短大211講義室
　出席者：185名
・2019年度第 1回交通安全講習会（短大）
　開催日：2019年 4月 1日㈪、 3日㈬
　場　所：短大211講義室、520講義室
　受講生：192名
・2019年度第 2回交通安全講習会（短大）
　開催日：2019年10月 4日㈮、 9日㈬
　場　所： 8号館813講義室、短大211講義室
　受講生：191名
・2019年度八戸学院大学短期大学部学生会役員選挙
　投票日　2020年 1月 9日㈭
　選挙結果

　○執行委員長　高澤　　雛　（幼児保育学科 1年）
　○副執行委員長　杉本　　杏　（幼児保育学科 1年）
　　　　　　　　　川口　朋美　（介護福祉学科 1年）
　○書　記　長　下舘　春菜　（幼児保育学科 1年）
　　　　　　　　　金子　翔真　（幼児保育学科 1年）

（11）学生相談・ハラスメント担当
学生相談・ハラスメント担当学内行事
・学生相談・ハラスメント研修会
　開催日：2019年 9月27日㈮
　場　所： 8号館831講義室
　テーマ：「困りごとを抱えた学生への具体的対応について」
　講　師：岩手大学　保健管理センター　早坂浩志　氏
学生相談・ハラスメント担当学外研修会
・第57回全国学生相談研修会への参加
　開催日：2019年11月17日㈰～19日㈫
　場　所：東京国際フォーラム
　参加者：金地美知彦
　　　　　（学生相談・ハラスメント担当副責任者）

（12）国際交流支援委員会行事
・海外研修説明会
　開催日：2019年 4月23日㈫
　場　所： 8号館831講義室
　参加者：学生23名（大学17名、短大 6名）
・オーストラリア　ワーキングホリデー説明会
　開催日：2019年 5月15日㈬
　場　所： 8号館831講義室
　参加者：学生 2名（大学 2名）
・八戸国際交流協会総会
　開催日：2019年 6月24日㈪
　場　所：八戸グランドホテル
　出席者：三浦文恵（国際交流支援委員長）
・TOEIC試験
　開催日：春学期　2019年 7月26日㈮
　　　　　受験者　21名（大学　21名）
　　　　　秋学期　2019年 1月24日㈮
　　　　　受験者　12名（大学　10名、職員　 2名）
　場　所： 8号館833講義室
・第 9回国際交流フェスタinはちのへの参加
　開催日：2019年 9月15日㈰
　場　所：八戸まちなか広場　マチニワ
　参加者：学生 4名（大学留学生 1名、大学研修生 1名、
　　　　　　　　　　短大留学生 2名）
　　　　　引率教職員　三浦　文恵（国際交流支援委員長）、
　　　　　　　　　　楊麗栄（国際教育局 中国センター長）、
　　　　　　　　　　　岡沼真由美（国際教育局）
・あおもりグローバルアカデミー開講式への参加
　開催日：2019年11月16日㈯
　場　所：三沢市国際交流教育センター
　参加者：グレゴリー・アンソニー（国際交流支援委員）
　　　　　三浦文恵（国際交流支援委員長）
・外国人のための防災教室への参加
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　開催日：2019年11月19日㈫
　場　所：八戸市津波防災センター
　参加者：学生 2名（短大留学生 2名）
　　　　　引率教職員　三浦文恵（国際交流支援委員長）
・外国人スケート教室への参加
　開催日：2019年12月 8日㈰
　場　所：YSアリーナ八戸
　参加者：学生 4名（短大留学生 4名）
　　　　　引率教職員　三浦文恵（国際交流支援委員長）
・三沢基地内プログラム（AAFES Shop Tour）
　開催日：2020年 2月20日㈭
　場　所：三沢基地内
　参加者：学生 6名（大学 6名）
　　　　　引率教職員　安田　美央（国際交流支援委員）、
　　　　　　　　　　　小川　啓示（教務学生課）
・CNE1海外語学研修への参加
　研修地：フィリピン
　期　間： 1週間～ 4週間
　参加者：学生 3名（大学 3名）
・シアトル海外語学研修への参加
　研修地：アメリカ合衆国ワシントン州シアトル
　期　間：2019年 8月23日㈮～ 9月 4日㈬
　参加者：学生 2名（大学 1名、短大 1名）

（13）広報委員会
説明会、体験入学等の実施状況
入試説明会の実施
〇令和元年度八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部説明会
　実施日：令和元年 5月21日㈫
　場　所：リンクモア平安閣市民ホール
　出席者：八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部教職員
　　　　　八戸工業大学教職員
　参加者： 4校（ 4名）
　備　考：八戸工業大学と合同開催
＜八戸会場＞
　実施日：令和元年 6月17日㈪
　場　所：八戸プラザホテル
　出席者：八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部教職員
　参加者：24校（29名）
＜むつ会場＞
　実施日：令和元年 6月21日㈮
　場　所：むつ来さまい館
　出席者：八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部教職員
　参加者： 2校（ 2名）
＜弘前会場＞
　実施日：令和元年 7月 5日㈮
　場　所：弘前文化センター
　出席者：八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部教職員
　参加者： 3校（ 3名）
〇その他説明会
＜校内説明会＞
・久慈工業高等学校（ライセンスアカデミー主催）
　実施日：令和元年 6月 4日㈫

　対象者： 3学年
　出席者：主任　畑中孝太
・六戸高等学校（さんぽう主催）
　実施日：令和元年 6月 5日㈬
　対象者： 1学年
　出席者：介護福祉学科　准教授　小川あゆみ
・名久井農業高等学校（ヘキサ主催）
　実施日：令和元年 6月 5日㈬
　対象者： 3学年
　出席者：係長　山下祐史
　　　　　主任　坂野仁志
・十和田西高等学校（ヘキサ主催）
　実施日：令和元年 6月 6日㈭
　対象者： 2・ 3学年
　出席者：主任　坂野仁志
・八戸学院野辺地西高等学校（さんぽう主催）
　実施日：令和元年 6月11日㈫
　対象者： 3学年
　出席者：主任　坂野仁志
・八戸学院野辺地西高等学校（さんぽう主催）
　実施日：令和元年 6月17日㈪
　対象者： 3学年
　出席者：人間健康学科　講師　　工藤祐太郎
　　　　　幼児保育学科　准教授　佐貫巧
・種市高等学校（ライセンスアカデミー主催）
　実施日：令和元年 6月18日㈫
　対象者： 3学年
　出席者：主任　畑中孝太
・千葉学園高等学校（さんぽう主催）
　実施日：令和元年 6月20日㈭
　対象者： 2学年
　出席者：主任　畑中孝太
・八戸工業大学第一高等学校
　（キッズコーポレーション主催）
　実施日：令和元年 6月26日㈬
　対象者： 3学年
　出席者：主任　畑中孝太
・十和田工業高等学校（ライセンスアカデミー主催）
　実施日：令和元年 6月27日㈭
　対象者： 3学年
　出席者：係長　山下祐史
・八戸学院光星高等学校（ライセンスアカデミー主催）
　実施日：令和元年 7月 2日㈫
　対象者： 2学年
　出席者：介護福祉学科准教授　小川あゆみ
　　　　　キャリア支援課主任　畑中孝太
　　　　　キャリア支援課主任　坂野仁志
・六戸高等学校（さんぽう主催）
　実施日：令和元年 7月 5日㈮
　対象者： 3学年
　出席者：キャリア支援課係長　足澤和浩
・久慈東高等学校（ライセンスアカデミー主催）
　実施日：令和元年 7月12日㈮
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　対象者： 2学年
　出席者：幼児保育学科教授　天摩雅和
・八戸西高等学校（ライセンスアカデミー主催）
　実施日：令和元年 8月29日㈭
　対象者： 1学年
　出席者：幼児保育学科教授　天摩雅和
・十和田工業高等学校（ライセンスアカデミー主催）
　実施日：令和元年 9月 5日㈭
　対象者： 1学年
　出席者：幼児保育学科教授　天摩雅和
・八戸学院野辺地西高等学校（ヘキサ主催）
　実施日：令和元年 9月 9日㈪
　対象者： 1学年
　出席者：キャリア支援課主任　畑中孝太
　　　　　キャリア支援課主任　坂野仁志
・七戸高等学校（ヘキサ主催）
　実施日：令和元年 9月12日㈭
　対象者： 1学年
　出席者：幼児保育学科准教授　佐貫　巧
　　　　　キャリア支援課主任　坂野仁志
・八戸学院野辺地西高等学校（さんぽう主催）
　実施日：令和元年 9月17日㈫
　対象者： 2学年
　出席者：介護福祉学科講師　高橋英成
・八戸工業大学第一高等学校
　（キッズコーポレーション主催）
　実施日：令和元年 9月18日㈬
　対象者： 1学年
　出席者：介護福祉学科准教授　小川あゆみ
　　　　　キャリア支援課主任　畑中孝太
・久慈東高等学校（ライセンスアカデミー主催）
　実施日：令和元年10月 4日㈮
　対象者： 1学年
　出席者：キャリア支援課係長　山下祐史
　　　　　キャリア支援課主任　坂野仁志
・十和田西高等学校（ライセンスアカデミー主催）
　実施日：令和元年10月17日㈭
　対象者： 1学年
　出席者：幼児保育学科准教授　差波直樹
・十和田西高等学校（ライセンスアカデミー主催）
　実施日：令和元年10月17日㈭
　対象者： 2学年
　出席者：キャリア支援課主任　坂野仁志
・青森商業高等学校（キッズコーポレーション主催）
　実施日：令和元年10月17日㈭
　対象者： 1・ 2学年
　出席者：人間健康学科講師　工藤祐太郎
・八戸工業大学第二高等学校（ＪＳコーポレーション主催）
　実施日：令和元年10月23日㈬
　対象者： 1・ 2学年
　出席者：介護福祉学科准教授　小川あゆみ
・八戸工業大学第二高等学校（ＪＳコーポレーション主催）
　実施日：令和元年10月23日㈬

　対象者： 1・ 2学年
　出席者：介護福祉学科准教授　小川あゆみ
・八戸聖ウルスラ学院高等学校
　（ライセンスアカデミー主催）
　実施日：令和元年10月28日㈪
　対象者： 2学年
　出席者：幼児保育学科准教授　加藤康子
・大間高等学校（ライセンスアカデミー主催）
　実施日：令和元年10月29日㈫
　対象者： 1・ 2学年
　出席者：キャリア支援課課長　高橋昌樹
・三沢高等学校（ヘキサ主催）
　実施日：令和元年11月 2日㈯
　対象者： 2学年
　出席者：キャリア支援課主任　坂野仁志
・三沢商業高等学校（キッズコーポレーション主催）
　実施日：令和元年11月13日㈬
　対象者： 1学年
　出席者：看護学科助教　寺尾　琴
　　　　　幼児保育学科教授　天摩雅和
・八戸学院光星高等学校（ライセンスアカデミー主催）
　実施日：令和元年11月19日㈫
　対象者： 1学年
　出席者：キャリア支援課主任　畑中孝太
　　　　　キャリア支援課主任　坂野仁志
・向陵高等学校（さんぽう主催）
　実施日：令和元年11月20日㈬
　対象者： 2学年
　出席者：キャリア支援課主任　坂野仁志
・八戸聖ウルスラ学院高等学校
　（キッズコーポレーション主催）
　実施日：令和元年11月25日㈪
　対象者： 1学年
　出席者：看護学科准教授　坂本保子
・三本木農業高等学校（ライセンスアカデミー主催）
　実施日：令和元年12月 4日㈬
　対象者： 1学年
　出席者：キャリア支援課主任　坂野仁志
・八戸学院野辺地西高等学校（ライセンスアカデミー主催）
　実施日：令和元年12月 5日㈭
　対象者： 1学年
　出席者：幼児保育学科准教授　佐貫　巧
　　　　　介護福祉学科講師　　三岳貴彦
・田子高等学校（ライセンスアカデミー主催）
　実施日：令和元年12月10日㈫
　対象者： 2学年
　出席者：人間健康学科准教授　浜中のり子
・八戸工業大学第一高等学校
　（キッズコーポレーション主催）
　実施日：令和元年12月11日㈬
　対象者： 1学年
　出席者：看護学科助教　寺尾　琴
・八戸西高等学校（ライセンスアカデミー主催）
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　実施日：令和元年12月19日㈭
　対象者： 2学年
　出席者：キャリア支援課主任　坂野仁志
・八戸学院光星高等学校（ライセンスアカデミー主催）
　実施日：令和 2年 1月21日㈫
　対象者： 2学年
　出席者：キャリア支援課係長　山下祐史
　　　　　キャリア支援課主任　畑中孝太
・向陵高等学校（ライセンスアカデミー主催）
　実施日：令和 2年 1月22日㈬
　対象者： 1学年
　出席者：幼児保育学科教授　天摩雅和
・三本木農業高等学校（ライセンスアカデミー主催）
　実施日：令和 2年 1月22日㈬
　対象者： 2学年
　出席者：キャリア支援課主任　畑中孝太
・八戸工業高等学校（さんぽう主催）
　実施日：令和 2年 1月30日㈭
　対象者： 2学年
　出席者：キャリア支援課主任　坂野仁志
・久慈東高等学校（JSコーポレーション主催）
　実施日：令和 2年 1月31日㈮
　対象者： 2学年
　出席者：地域連携研究センター教授　川野恵智子
・八戸学院野辺地西高等学校
　（キッズコーポレーション主催）
　実施日：令和 2年 2月 3日㈪
　対象者： 1学年
　出席者：地域経営学科講師　井上　丹
　　　　　幼児保育学科准教授　加藤康子
・八戸西高等学校（さんぽう主催）
　実施日：令和 2年 2月 7日㈮
　対象者： 1・ 2学年
　出席者：キャリア支援課主任　坂野仁志
・久慈東高等学校（ライセンスアカデミー主催）
　実施日：令和 2年 2月14日㈮
　対象者： 2学年
　出席者：キャリア支援課主任　坂野仁志
・久慈東高等学校（ライセンスアカデミー主催）
　実施日：令和 2年 2月19日㈬
　対象者： 1・ 2学年
　出席者：幼児保育学科准教授　天摩雅和
　※ その他、各地ホテルで行なわれた業者主催進学相談会
には、29回出席。

学校見学・体験授業・講演の実施
・実施日：令和元年 5月28日㈫
　対　象：八戸工業大学第二高等学校（ 2・ 3学年29名）
　内　容：学部学科紹介、施設見学、体験授業
・実施日：令和元年 6月 6日㈭
　対　象：七戸高等学校（ 1学年34名）
　内　容：学部学科紹介、卒業生挨拶、施設見学、体験授業
・実施日：令和元年 7月 1日㈪～ 3日㈬
　対　象：八戸学院光星高等学校（ 3学年10名）

　内　容：校外実習
・実施日：令和元年 7月 4日㈭
　対　象：八戸あおば高等学院（ 1～ 3学年23名）
　内　容：学部学科紹介、施設見学、図書館体験
・実施日：令和元年 8月 8日㈭
　対　象：七百中学校（ 2学年45名）・
　　　　　六戸中学校（ 2学年37名）
　内　容：学部学科紹介、施設見学、体験授業、学食体験
・実施日：令和元年 8月19日㈪
　対　象：八戸高校（ 2学年131名）
　内　容：ＳＤＧｓテーマ別研究
・実施日：令和元年 9月 4日㈬
　対　象：百石高等学校（ 2学年18名）
　内　容：学部学科紹介、体験授業、施設見学
・実施日：令和元年 9月11日㈬
　対　象：大湊高等学校（ 1学年175名）
　内　容：体験授業
・実施日：令和元年10月 8日㈫
　対　象：田子高等学校（ 2学年 4名）
　内　容：学部学科紹介、施設見学、体験授業、学食体験
・実施日：令和元年10月 9日㈬
　対　象：八戸学院光星高等学校（ 1学年64名）
　内　容：学部学科紹介、施設見学、体験授業、学食体験
・実施日：令和元年10月10日㈭
　対　象：八戸学院光星高等学校（ 1学年69名）
　内　容：学部学科紹介、施設見学
・実施日：令和元年10月16日㈬
　対　象：八戸工業大学第二高等学校（ 2学年27名）
　内　容：学部学科紹介、施設見学、体験授業
・実施日：令和元年11月 8日㈮
　対　象：八戸工業大学第二高等学校（ 1学年71名）
　内　容：学部学科紹介、施設見学
・実施日：令和元年11月26日㈫
　対　象：森村学園（理事長及び教育顧問　 2名）
　内　容：施設見学
・実施日：令和元年12月 2日㈪
　対　象：八戸学院野辺地西高等学校（ 1学年70名）
　内　容：学部学科紹介、施設見学、学食体験
オープンキャンパス
　場　所：八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部
　出席者： 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部教職員・

学生
〇第 1回　実施日：令和元年 7月20日㈯
　内　容： 学部学科紹介、体験授業、施設見学、保護者向

けプログラム、学食体験
・講　師：地域経営学科特任教授　玉樹真一郎
　テーマ：ゲームはなぜ面白いのか　～企画というお仕事～
・講　師：地域経営学科講師　井上　丹
　テーマ：地域経営論　高校生バージョン
・講　師：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：人間健康学科准教授　小柳　達也
　テーマ：私たちの暮らしと福祉
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　　　　　～社会福祉士という福祉専門職の存在～
・講　師：人間健康学科准教授　浜中のり子
　　　　　人間健康学科講師　　宮澤　君子
　テーマ：養護教諭になるには
・講　師：人間健康学科講師　工藤祐太郎
　テーマ：体育・スポーツ指導者になるためには
・講　師：看護学科教授　　田中　克枝
　　　　　看護学科准教授　山野内靖子
　　　　　看護学科助手　　佐々木真湖
　テーマ：「小児看護」
　　　　　～子どもの看護の楽しさを学ぼう！～
・講　師：幼児保育学科准教授　佐貫　巧
　テーマ：「作って・遊んでみよう」
　　　　　～紙コップアートに挑戦☆～
・講　師：介護福祉学科准教授　小川あゆみ
　テーマ：生活のレクリエーション化とヘルスケア
〇第 2回　実施日：令和元年 9月21日㈯
　内　容： 学部学科紹介、体験授業、入試対策講座（小論

文対策講座）、施設見学、保護者向けプログラム、
学食体験

・講　師：地域経営学科特任教授　玉樹真一郎
　テーマ：ゲームはなぜ面白いのか　～企画というお仕事～
・講　師：地域経営学科講師　井上　丹
　テーマ：また行きたい、ずっと住みたいと思える地域とは
・講　師：人間健康学科講師　工藤祐太郎
　テーマ：体育・スポーツ指導者として働くということ
・講　師：人間健康学科准教授　浜中のり子
　　　　　人間健康学科講師　　宮澤　君子
　テーマ：養護教諭の 1日をのぞいてみよう
・講　師：人間健康学科講師　山本　雄大
　テーマ：性格検査をやってみよう
・講　師：人間健康学科講師　狩野　俊介
　テーマ：ソーシャルワークって何だろう
・講　師：看護学科教授　木村　紀美
　　　　　看護学科講師　市川裕美子
　　　　　看護学科講師　坂本　弘子
　　　　　看護学科助教　佐藤真由美
　　　　　看護学科助手　小出るみ子
　テーマ： 「消化器系がん患者の看護」～ストーマ（人工

肛門）造設術をうけた患者の看護～
・講　師：幼児保育学科教授　附田勢津子
　　　　　幼児保育学科教授　田端　利則
　テーマ：ピアノに触れてみよう
・講　師：介護福祉学科准教授　小川あゆみ
　テーマ：年齢に伴うからだの「変化」を体感してみよう
〇第 3回　実施日：令和 2年 3月14日㈯　
　※新型コロナウイルス感染防止のため開催中止

（14）入学試験運営委員会
〇2020年度入学試験
令和元年　 9月14日㈯大学、短大：AO入学試験（A日程）
　　　　　10月12日㈯大学：AO入学試験（B日程）
　　　　　11月16日㈯大学：推薦入学試験（Ⅰ期）

　　　　　　　　　　短大：推薦入学試験
　　　　　　　　　　　　　（推薦入試・指定校推薦）
　　　　　11月23日㈯大学：AO入学試験（C日程）
　　　　　12月 7日㈯大学：推薦入学試験（Ⅱ期）
　　　　　　　　　　短大：推薦入学試験
　　　　　　　　　　　　　（専門課程・公募推薦）
令和 2年　 1月18日㈯、19日㈰
　　　　　　　　　　大学： 大学入試センター試験成績利

用入学試験（A、B、C日程）
　　　　　　　　　　短大： 大学入試センター試験成績利

用入学試験（A、B、C日程）
　　　　　 2月 1日㈯大学：一般入学試験（Ⅰ期）、
　　　　　　　　　　　　　専門課程入学試験
　　　　　　　　　　短大：一般入学試験（Ⅰ期、Ⅰ期一次）
　　　　　 2月 7日㈮大学：AO入学試験（D日程）
　　　　　　　　　　短大：AO入学試験（B日程）
　　　　　 2月15日㈮短大：一般入学試験（Ⅰ期二次）
　　　　　 3月 3日㈫短大：AO入学試験（C日程）
　　　　　 3月13日㈮大学：一般入学試験（Ⅱ期）
　　　　　　　　　　短大：一般入学試験（Ⅱ期、Ⅱ期一次）
　　　　　 3月25日㈬短大：一般入学試験（Ⅱ期二次）
〇学外会議
・令和元年度大学入学者選抜・教務関係事項連絡協議会
　開催日：令和元年 6月18日㈭
　場　所：練馬文化センター　大ホール（こぶしホール）
　出席者：教務学生課　主事　木下勝貴
　　　　　キャリア支援課　主事　小林裕亮

（15）就職支援委員会学外会議　
・東北地区私立短期大学就職指導研究会
　開催日：令和元年 6月13日㈭～14日㈮
　場　所：天童温泉　天童ホテル
　出席者：キャリア支援課　主任　安田　久美子
・東北地区私立大学就職問題協議会
　開催日：令和元年 6月20日㈭～21日㈮
　場　所：郡山ビューホテル
　出席者：キャリア支援課　課長補佐　村本　景
・八戸地区雇用対策協議会
　開催日：令和元年 6月20日㈭
　場　所：八戸プラザホテル
　出席者：キャリア支援課　課長　高橋　昌樹
　　　　　キャリア支援課　主任　安田　久美子
・東北地区私立大学合同就職セミナー
　開催日：令和元年 8月29日㈭　
　場　所：仙台サンプラザホール
　出席者：キャリア支援課　主任　安田　久美子
・誘致企業と八戸市との意見交換会
　開催日：令和元年 8月30日㈮
　場　所：八戸グランドホテル
　出席者：キャリア支援課　課長補佐　村本　景
・北東北三県私立大学就職支援研究会
　開催日：令和元年 9月10日㈫～11日㈬
　場　所：八戸グランドホテル
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　出席者：キャリア支援センター長　丹羽　浩正
　　　　　キャリア支援課　課長補佐　村本　景
・青森県就職情報交換会
　開催日：令和元年10月15日㈫
　場　所：青森国際ホテル
　出席者：キャリア支援課　課長補佐　村本　景
・東北地区私立大学就職問題協議会「研究会」
　開催日：令和元年11月 1日㈮
　場　所：仙台ガーデンパレス
　出席者：キャリア支援課　課長　高橋　昌樹

就職説明会
【学内説明会】
・平成31年 4月18日㈭株式会社エイジェック
・令和元年 5月21日㈮青森県警察
・令和元年 5月23日㈮株式会社横浜ファーマシー
・令和元年 5月23日㈮株式会社Birth47
・令和元年 5月24日㈮株式会社ティーアンドティー
・令和元年 6月 4日㈫株式会社デンコードー
・令和元年 6月 6日㈭株式会社東北丸和ロジスティクス
・令和元年 6月 7日㈮株式会社ファーストインターナショナル
・令和元年 6月26日㈬日本郵便株式会社　東北支社
・令和元年 6月 7日㈮株式会社ファーストインターナショナル
・令和元年10月25日㈮株式会社スズキ自販青森
【青森ＣＯＣ+】
・令和元年10月 5日㈯あおもり県企業内容説明会（八戸
パークホテル）
就職合宿
　開催日：令和 2年 2月21日㈭～22日㈮
　場　所：八戸シーガルビューホテル
　対　象：大学 3年生

就職支援委員会課外講座
・公務員試験対策講座
　開催日： 令和元年 5月29日㈬、 6月 5日㈬・ 7日㈮・12

日㈬・14日㈮・19日㈬・21日㈮・28日㈮、 7月
3日㈬・ 5日㈮

　講　師：日本公務員学院
・教員採用試験対策講座
　開催日： 令和元年 5月31日㈮、 6月 5日㈬・12日㈬・19

日㈬・21日㈮・26日㈬・26日㈬、 7月 3日㈬・
5日㈮・10日㈬・12日㈮

　講　師：日本公務員学院
・小論文文対策講座（看護学科対象）
　開催日：令和元年 5月18日㈯、 6月 1日㈯・22日㈯
　講　師：日本公務員学院
・社会福祉士国家試験対策講座
　開催日：令和元年12月14日㈯・15日㈰
　講　師：武山　梅乗氏
・医療事務試験対策講座
　開催日： 令和元年11月23日㈯・30日㈯、12月 7日㈯・15

日㈰・21日㈯・26日㈭、令和 2年 1月25日㈯・
26日㈰、 2月 2日㈰・ 8日㈯・15日㈯・22日㈯

　講　師：村口　高志　氏

（16）図書委員会
①学外会議
・第25回青森県高等教育機関図書館協議会総会
　開催日：令和元年 7月12日㈮
　会　場：弘前大学附属図書館
　出席者：図書館事務室長　　織戸　　浩
　　　　　図書館事務室主任　伊藤　　瞳
・令和元年度青森県高等教育機関図書館協議会研修会
　テーマ： 「共に学び、共に成長する学生協働を目指して－

お茶の水女子大学附属図書館の学生協働事例」
　講　師： 餌取直子氏（お茶の水女子大学　図書・情報課

学習研究支援担当）
　開催日：令和元年11月29日㈮
　会　場：青森中央学院大学・青森中央短期大学図書館
　出席者：図書館事務室主任　伊藤　　瞳
②休・閉館について
　平成31年 3月18日㈪　 八戸学院大学・八戸学院大学短期

大学部合同で執り行う「平成30年
度学位記授与式」

　平成31年 3月28日㈭～ 3月29日㈮　館内整備
　平成31年 4月 5日㈮　 八戸学院大学・八戸学院大学短期

大学部合同で執り行う「平成31年
度入学式」

　令和元年 8月 9日㈮～ 8月16日㈮　夏季休業等
　令和元年10月22日㈫　即位礼正殿の儀
　令和元年12月27日㈮～令和 2年 1月 3日㈮
　　　　　　　　　　　年末年始休業
　令和 2年 1月16日㈭～ 1月17日㈮
　　　　　　　　　大学入学者選抜大学入試センター試験
③その他
・八戸学院図書館ビブリオバトル
　開催日：令和元年 7月 5日㈮
　会　場：図書館チャペル
・八戸学院図書館・八戸工業大学図書館
　読書週間合同企画　図書交換2019
　開催期間：令和元年10月21日㈪～11月29日㈮
　会　　場： 八戸学院図書館及び八戸工業大学図書館・閲

覧室
・テーマ展示
　3.11 東日本大震災特集『キロクをキオクに』
　ほろっと涙する絵本特集
　新元号特集
　歴代パンフレット展示特集
　本屋大賞特集
　短命県返上特集
　TVドラマ、舞台公演台本特集
　推理、ミステリー特集

（17）紀要編集委員会
①『八戸学院大学紀要』の内容一覧
（ 1）『八戸学院大学紀要第58号』（2019年 3月29日発行）
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◇奈良　　卓
・社会資本が土地利用と経済成長に及ぼす影響
◇Barry H Grossman
・THE REFLEXIVE CONSTRUCTION AND ELT : A 
CORPUS PERSPECTIVE
◇齊藤　綾美
・楢葉町における共同性の変容
　－ボランタリー・アソシエーションを中心に－
◇大沢　宥介
・教職課程における教養教育実践演習
　－ゴルフ実技指導を例として－
◇村本　　卓
・VRコンテンツの特性を考慮した観光スポットの発見
◇吉田　守実・熊谷　大輔
・「外国人介護職員」に関する意識調査
　－海外の高齢者福祉施設で働く外国人介護職員へのアン
ケート調査からの報告－
◇嶋崎　綾乃・渡邉　陵由・高嶋　　渉・
　吉田　　稔・工藤祐太郎・米内　松司
・久慈市における介護予防運動プログラムの効果の検証 
－第 2報－
◇高嶋　　渉・夏堀　俊光
・体育授業における準備運動の現状および効果の実感に関
する調査
◇田中　克枝・佐々木真湖・山野内靖子
・保育環境による子どもの体調不良や病児への対応
　－A市における保育園、認定こども園、幼稚園の施設職
員の調査から－
◇山野内靖子・久保　宣子・蛭田　由美
・東北A県県南地域における国際看護学の教育プログラム
の開発に関する研究　－高校生の海外への関心と国際的
な活動に関する意識調査－
◇高橋　正知
・がん治療における免疫チェックポイント阻害薬
◇市川裕美子・坂本　弘子・佐藤真由美・木村　紀美
・学生が捉えた成人看護学実習の評価と評価に関連する要
因
◇坂本　弘子・福森利智子・　木村　紀美
・看護学生の自我状態と社会的スキル獲得状況との関連
◇藤邉　祐子・坂本　保子・髙橋　雪子
・臨地実習におけるインシデント予防教育に関する文献検
討
◇久保　宣子・山野内靖子・蛭田　由美
・看護系大学生の国際看護活動に関する関心や期待
　－国際看護学教育の実態調査との比較からの考察－
（ 2）『八戸学院大学紀要第59号』（2019年12月20日発行）
◇小沢久美子・久保　宣子・下川原久子・日當ひとみ・
　古舘美喜子・佐々木真湖・切明美保子・川野恵智子・
　蛭田　由美
・基礎看護学実習における看護学生のコミュニケーション
スキルと対人不安に関する研究
◇坂本　保子・藤邉　祐子・髙橋　雪子
・男子看護学生の母性看護学実習における現状と教育的な

関わりに関する文献検討
◇市川裕美子・佐藤真由美・木村　紀美
・成人看護学実習における学生の学習経験の実態
◇坂本　弘子・市川裕美子・佐藤真由美・木村　紀美
・勤労女性の女性特有の疾患についての検診に対する意識
調査　－第 1報　年代による検診に対する意識－
◇久保　宣子・小沢久美子・下川原久子・川野恵智子・
　蛭田　由美
・基礎看護学実習Ⅱに向けたシミュレーション教育の評価
－テキストマイニングによるリフレクションシートの分
析－
（ 3）『八戸学院大学短期大学部研究紀要第48巻』

（2019年 3月29日発行）
◇中嶋　栄子
・「即時反応に於けるスキップのリズム認知について」
　－スキップの調査を通して第 1章－
◇天摩　雅和
・高齢者の就労促進に関する一考察
　－介護人材発掘育成事業の取り組みから－
（ 4）『八戸学院大学短期大学部研究紀要第49巻』

（2019年12月20日発行）
◇加藤　勝弘
・近年の日本人学校における障害児教育の取り組みに関す
る研究
◇赤羽　卓朗
・NPO法人による法人後見の取組み事例について
　－「成年後見センターもりおか」の歩みから－

（18）地域連携研究センター
1 ．『産業文化研究　第27号（2018年 3月31日発行）』
内容一覧
〇原著論文
　◇藤代　典子
　　『清酒製造業の米国進出とSakeOneの市場浸透戦略』
　◇田村　正文
　　『地域経営における地域史の役割』
　◇下川原　久子・小沢久美子・久保　宣子・蛭田　由美
　　 『看護基礎教育 1年次におけるシミュレーション教育
プログラムの学習効果－自己評価および振り返りレ
ポート分析の結果から－』

〇短報
　◇嶋崎　綾乃
　　 『ダンスエクササイズが高齢者の気分と唾液アミラー
ゼ活性値に与える影響』

〇研究ノート
　◇井上　　丹・楊　　麗栄
　　『地域連携研究センターの役割に関する考察』
〇報告
　◇髙須　則行
　　『市民後見人の後見人に対する貢献について』
　◇松井　克明
　　 『スマートフォンの位置情報を利用した自転車オリエ
ンテーリングイベントの実施報告と今後の可能性につ



33

いて』
〇翻訳
　◇小澤　昭夫
　　 『コンラート・ドゥーデン『正書法辞典』初版（1880年）
－序文と凡例－』

〇地域連携研究センター事業等記録・報告
　◇井上　　丹
　　 『学生定住促進に向けたはちのへエリア体験事業（ア
ナザースカイプロジェクト）について報告』

2．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：令和元年度八戸市eコマース人材育成事業業務
　委託者：八戸市（商工労働部商工課 商工振興グループ）
・受託名： 農山漁村「地域経営」の推進に係るサポート及

び発展事例等の作成業務
　委託者：青森県（青森県農林水産部構造政策課）
・受託名：八戸市アートの学び事業業務委託
　委託者： 八戸市（まちづくり文化スポーツ部　新美術館

建設推進室）
・受託名：長根屋内スケート場産学官スポーツ振興連携事業
　委託者：八戸市（長根屋内スケート場･国体室）
・受託名：八戸市都市研究検討会事務局業務
　委託者：八戸市（総合政策部政策推進課政策推進グループ）
3．課外講座開催状況
・講座名：平成30年度八戸学院大学健康医療学部公開講座
　開催日：平成31年 3月 3日㈰
　会　場：八戸ポータルミュージアムはっち2Fシアター 2
　講　師：八戸学院大学健康医療学部の教員
　主　催：八戸学院大学健康医療学部
・講座名：ジュニアサッカー教室
　　　　　（サッカーを通して英語を学ぼう！）
　開催日：平成31年 3月10日㈰
　会　場：八戸学院大学　体育館
　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：八戸学院地域連携研究センター
・講座名：防災士養成講座
　開催日：（第 4回）令和元年 5月 9日㈭・10日㈮
　　　　　（第 5回）令和元年 9月28日㈯・29日㈰
　　　　　（第 6回）令和元年11月28日㈭・29日㈮
　　　　　（第 7回）令和 2年 1月25日㈯・26日㈰
　会　場：長根公園八戸市スポーツ研修センターほか
　講　師： 井上　　丹（八戸学院大学地域経営学部地域経

営学科講師／防災士）ほか
　主　催：八戸学院地域連携研究センター
・講座名：第 3回八戸学院大学健康医療学部
　　　　　看護学科宣誓式特別記念講演
　　　　　『 看護師という生き方
　　　　　　　－看護師は生きてきたように看護する－』
　開催日：令和元年 5月11日㈯
　会　場：八戸学院大学　大学会館（ 5号館 2 Ｆ520教室）

　講　師：宮子　あずさ　氏（看護師・著述業）
　主　催：八戸学院大学健康医療学部看護学科
・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：令和元年 5月31日㈮～令和 2年 2月21日㈮
　　　　　［全 5回］
　会　場：フットサルアリーナ八戸、YSアリーナ八戸
　講　師：畑中　孝太
　　　　　（八戸学院大学女子サッカー部　監督）
　主　催：八戸学院地域連携研究センター
・講座名：第 6回みちのく英語応用サミット
　開催日：令和元年 6月23日㈰
　会　場：八戸学院大学　
　講　師：バリー・グロスマン（地域経営学部 教授）
　　　　　グレゴリー・アンソニー（地域経営学部 准教授）
　主　催：八戸学院大学
　共　催：全国語学教育学会岩手県地方支部
・講座名：現代芸術教室
　　　　　『アートイズ（オリジナル凧づくり）』
　開催日：令和元年 7月 7日㈰
　会　場：八戸市立南浜公民館
　講　師： 佐貫　　巧（八戸学院大学短期大学部　幼児保

育学科　准教授）
　主　催：八戸学院地域連携研究センター／
　　　　　八戸市（新美術館建設推進室）
　共　催：現代芸術教室　アートイズ
　　　　　［八戸市アートの学び事業（八戸市委託事業）］
・講座名：高校生のための心理学講座
　開催日：令和元年 8月25日㈰
　会　場：八戸商工会館
　講　師：畑山　俊輝（八戸学院大学　名誉教授）ほか
　主　催：公益社団法人　日本心理学会
　共　催：八戸学院大学
・講座名：第 6回ビブリオバトルin八戸［予選会］
　開催日：令和元年 9月29日㈰
　会　場：デーリー東北新聞社
　参加者：高校生・大学生・一般（社会人）
　主　催：デーリー東北新聞社／八戸学院大学
・講座名：EC人材育成特別セミナー
　開催日：令和元年10月21日㈪
　会　場：八戸ポータルミュージアムはっち
　講　師：舛田　恵一　氏
　　　　　（ ヤフー株式会社　メディアカンパニーメディ

ア統括本部　編集本部）
　　　　　笠島　康弘　氏
　　　　　（ ソフトバンク株式会社　CSR統括部　地域

CSR部　東北担当参与）
　　　　　佐藤　真司　氏
　　　　　（ ヤフー株式会社　SR推進統括本部サービス開

発室公金決済兼CSR推進室　地域・IT教育）
　　　　　森　　淑乃　氏（まなビレッジ 代表）
　主　催：八戸学院地域連携研究センター
　　　　　［八戸市eコマース人材育成事業（八戸市委託事業）］
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・講座名：現代芸術教室
　　　　　『アートイズ（ゆるキャラをデザイン）』
　開催日：令和元年10月22日㈰
　会　場：南部どき
　講　師：佐貫　　巧（八戸学院大学短期大学部　幼児保
　　　　育学科　准教授）
　主　催：八戸学院地域連携研究センター／
　　　　　八戸市（新美術館建設推進室）
　共　催：現代芸術教室　アートイズ
　　　　　［八戸市アートの学び事業（八戸市委託事業）］
・講座名：YSアリーナ八戸で人間力向上セミナー
　開催日：令和元年10月26日㈯
　会　場：YSアリーナ八戸サテライトキャンパス
　講　師：NPO法人C・C・C富良野自然塾
　主　催：八戸学院地域連携研究センター
　　　　　［はちのへ市民チャレンジ応援補助金事業］
・講座名：第 6回ビブリオバトルin八戸［決勝戦］
　開催日：令和元年11月 2日㈯
　会　場：デーリー東北新聞社 6Fメディアホール
　講　師：白央　篤司　氏（フードライター）
　主　催：デーリー東北新聞社／八戸学院大学
・講座名：ネットショップ講座（ 1）
　開催日：令和元年11月 9日㈯
　会　場：八戸ニューポート
　講　師：森　　淑乃　氏（まなビレッジ　代表）
　　　　　工藤　明善　氏
　　　　　（ヤフー株式会社SR推進統括本部）
　主　催：八戸学院地域連携研究センター
　　　　　［八戸市eコマース人材育成事業（八戸市委託事業）］
・講座名：現代芸術教室『アートイズ（スプレーアート）』
　開催日：令和元年11月10日㈰
　会　場：いちょう公園交流館　
　講　師： 佐貫　　巧（八戸学院大学短期大学部　幼児保

育学科　准教授）
　主　催：八戸学院地域連携研究センター／
　　　　　八戸市（新美術館建設推進室）
　共　催：現代芸術教室 アートイズ
　　　　　［八戸市アートの学び事業（八戸市委託事業）］
・講座名：ネットショップ講座（ 2）
　開催日：令和元年11月16日㈯
　会　場：YSアリーナ八戸
　講　師：堤　　静子（地域経営学部　准教授）
　主　催：八戸学院地域連携研究センター
　　　　　［八戸市eコマース人材育成事業（八戸市委託事業）］
・講座名：あおもりツーリズム創発塾（ 1）
　開催日：令和元年11月19日㈫
　会　場：YSアリーナ八戸
　講　師：中澤　寛将　氏
　　　　　（ 青森県企画政策部　世界文化遺産登録推進室

主査）
　　　　　木村　　聡　氏
　　　　　（ 一般財団法人VISITはちのへ国内誘客物産課 

課長／八戸せんべい汁研究所　所長／八戸学

院地域連携研究センター特別研究員）
　　　　　堤　　静子
　　　　　（ 八戸学院大学地域経営学部地域経営学科　准

教授／八戸学院地域連携研究センター副セン
ター長）

　主　催：八戸学院地域連携研究センター
　　　　　［あおもりツーリズム創発塾運営業務委託
　　　　　（青森県委託事業）］
・講座名：令和元年度 地域医療セミナー
　開催日：令和元年11月21日㈭
　会　場：八戸学院大学大学会館（ 5号館） 2Ｆ520教室
　講　師：今井　　悠　氏
　　　　　（三戸中央病院副院長／内科医師）
　主　催：八戸学院大学健康医療学部
・講座名：ネットショップ講座（ 3）
　開催日：令和元年11月23日㈯
　会　場：YSアリーナ八戸
　講　師：森　　淑乃　氏（まなビレッジ　代表）
　　　　　工藤　明善　氏
　　　　　（ヤフー株式会社SR推進統括本部）
　主　催：八戸学院地域連携研究センター
　　　　　［八戸市eコマース人材育成事業（八戸市委託事業）］
・講座名：あおもりツーリズム創発塾（ 2）
　開催日：令和元年11月26日㈫
　会　場：八戸市埋蔵文化財センター　是川縄文館
　講　師：八戸市埋蔵文化財センター　是川縄文館　学芸員
　　　　　木村　　聡　氏
　　　　　（ 一般財団法人VISITはちのへ国内誘客物産課 

課長／八戸せんべい汁研究所　所長／八戸学
院地域連携研究センター特別研究員）

　　　　　堤　　静子
　　　　　（ 八戸学院大学地域経営学部地域経営学科　准

教授／八戸学院地域連携研究センター副セン
ター長）

　主　催：八戸学院地域連携研究センター
　　　　　［あおもりツーリズム創発塾運営業務委託
　　　　　（青森県委託事業）］
・講座名：はちのへアートビジネスシンポジウム
　開催日：令和元年11月30日㈯
　会　場：八戸グランドホテル　
　講　師： 佐貫　　巧（八戸学院大学短期大学部　幼児保

育学科　准教授）
　主　催：八戸学院地域連携研究センター／
　　　　　八戸市（新美術館建設推進室）
　共　催：現代芸術教室 アートイズ
　　　　　［八戸市アートの学び事業（八戸市委託事業）］
・講座名：あおもりツーリズム創発塾（ 3）
　開催日：令和元年12月 3日㈫
　会　場：YSアリーナ八戸ほか
　講　師：木村　　聡　氏
　　　　　（ 一般財団法人VISITはちのへ国内誘客物産課 

課長／八戸せんべい汁研究所　所長／八戸学
院地域連携研究センター特別研究員）
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　　　　　堤　　静子
　　　　　（ 八戸学院大学地域経営学部地域経営学科　准

教授／八戸学院地域連携研究センター副セン
ター長）

　主　催：八戸学院地域連携研究センター
　　　　　［あおもりツーリズム創発塾運営業務委託
　　　　　（青森県委託事業）］
・講座名：ネットショップ講座（ 4）
　開催日：令和元年12月 7日㈯
　会　場：YSアリーナ八戸
　講　師：森　　淑乃　氏（まなビレッジ　代表）
　　　　　工藤　明善　氏
　　　　　（ヤフー株式会社SR推進統括本部）
　主　催：八戸学院地域連携研究センター
　　　　　［八戸市eコマース人材育成事業（八戸市委託事業）］
・講座名：冬季かけっこ教室2019
　開催日：令和元年12月 7日㈯
　会　場：階上町民体育館
　講　師：綿谷　貴志
　　　　　（ 八戸学院大学陸上競技部監督／同大健康医療

学部人間健康学科　講師）
　主　催：一般社団法人ライズはしかみ
　後　援：階上町陸上競技協会／八戸学院大学陸上競技部
・講座名：あおもりツーリズム創発塾（ 4）
　開催日：令和元年12月10日㈫
　会　場：YSアリーナ八戸
　講　師：木村　　聡　氏
　　　　　（ 一般財団法人VISITはちのへ国内誘客物産課

課長／八戸せんべい汁研究所　所長／八戸学
院地域連携研究センター特別研究員）

　　　　　堤　　静子
　　　　　（ 八戸学院大学地域経営学部地域経営学科　准

教授／八戸学院地域連携研究センター副セン
ター長）

　主　催：八戸学院地域連携研究センター
　　　　　［あおもりツーリズム創発塾運営業務委託
　　　　　（青森県委託事業）］
・講座名：はちのへFBA国際力強化セミナー
　開催日：令和元年12月25日㈬
　会　場：八戸ポータルミュージアムはっち　
　講　師：大谷　真樹
　　　　　（ 八戸学院地域連携研究センター　教授／株式

会社　八戸学院グループ　代表取締役社長／
インフィニティ国際学院　学院長）

　主　催：八戸学院地域連携研究センター
　　　　　［はちのへ市民チャレンジ応援補助金事業］
・講座名： COC+イノベーション・ベンチャー・アイデア

コンテスト2019
　開催日：令和 2年 1月11日㈯
　会　場：グランドサンピア八戸　
　講　師：玉樹　真一郎
　　　　　（ 八戸学院大学地域経営学部特任教授／わかる

事務所　代表）ほか

　主　催： 青森COC＋推進機構（八戸ブロック）八戸工
業大学／八戸学院大学／八戸工業高等専門学校
／青森県／八戸市

・講座名：現代芸術教室『アートイズ（アート×サッカー）』
　開催日：令和 2年 1月12日㈰
　会　場：YSアリーナ八戸　
　講　師： 佐貫　　巧（八戸学院大学短期大学部　幼児保

育学科　准教授）ほか
　主　催：八戸学院地域連携研究センター／
　　　　　八戸市（新美術館建設推進室）
　共　催：現代芸術教室 アートイズ
　　　　　［八戸市アートの学び事業（八戸市委託事業）］
・講座名：レクリエーションゲーム体験講座（ 1）
　開催日：令和 2年 1月14日㈫
　会　場：YSアリーナ八戸
　講　師：三岳　貴彦
　　　　　（八戸学院大学短期大学部　介護福祉学科）
　主　催：八戸学院地域連携研究センター
　　　　　［ 長根屋内スケート場産学官スポーツ振興連携

事業（八戸 市委託事業）］
・講座名：アートビジネスワークショップ（ 1）
　開催日：令和 2年 1月22日㈬
　会　場：八戸ニューポート　
　講　師：米田　大吉　氏
　　　　　（NPO法人プラットフォームあおもり理事長）
　主　催：八戸市（新美術館建設推進室）／
　　　　　八戸学院地域連携研究センター
　協　力：NPO法人プラットフォームあおもり
　　　　　［八戸市アートの学び事業（八戸市委託事業）］
・講座名：高齢者ダンス教室『オドリコ』（ 1）
　開催日：令和 2年 1月25日㈯
　会　場：YSアリーナ八戸
　講　師：佐貫　綾乃
　　　　　（八戸学院大学　健康医療学部人間健康学科）
　主　催：八戸学院地域連携研究センター
　　　　　［ 長根屋内スケート場産学官スポーツ振興連携

事業（八戸市委託事業）］
・講座名：はちのへFBA防災力強化セミナー
　　　　　「子どものための心理的応急処置（PFA）1日研修」
　開催日：令和 2年 2月 2日㈰
　会　場：八戸プラザホテル
　講　師：伊藤　亜希子　氏（福島県立医科大学　助手）
　主　催：八戸学院地域連携研究センター
　協　力：公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
　　　　　［はちのへ市民チャレンジ応援補助金事業］
・講座名：レクリエーションゲーム体験講座（ 2）
　開催日：令和 2年 2月 4日㈫
　会　場：YSアリーナ八戸
　講　師：三岳　貴彦
　　　　　（八戸学院大学短期大学部　介護福祉学科）
　主　催：八戸学院地域連携研究センター
　　　　　［ 長根屋内スケート場産学官スポーツ振興連携

事業（八戸市委託事業）］
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・講座名：アートビジネスワークショップ（ 2）
　開催日：令和 2年 2月 5日㈬
　会　場：八戸ニューポート　
　講　師：米田　大吉　氏
　　　　　（NPO法人プラットフォームあおもり理事長）
　主　催：八戸市（新美術館建設推進室）／
　　　　　八戸学院地域連携研究センター
　協　力：NPO法人プラットフォームあおもり
　　　　　［八戸市アートの学び事業（八戸市委託事業）］
・講座名：高齢者ダンス教室『オドリコ』（ 2）
　開催日：令和 2年 2月 8日㈯
　会　場：YSアリーナ八戸
　講　師：佐貫　綾乃
　　　　　（八戸学院大学　健康医療学部人間健康学科）
　主　催：八戸学院地域連携研究センター
　　　　　［ 長根屋内スケート場産学官スポーツ振興連携

事業（八戸市委託事業）］
・講座名：はちのへFBA地域経営力強化セミナー
　　　　　「減りゆく人口と働き方改革」
　開催日：令和 2年 2月 8日㈯
　会　場：八戸グランドホテル　
　講　師：佐伯　克志　氏
　　　　　（ 七十七リサーチ＆コンサルティング株式会社

コンサルティング部　副部長　ほか）
　主　催：八戸学院地域連携研究センター
　　　　　［はちのへ市民チャレンジ応援補助金事業］
・講座名：現在芸術教室
　　　　　『アートイズ（江戸のペット日本画にチャレンジ）』
　開催日：令和 2年 2月 9日㈰
　会　場：帆風美術館　
　講　師： 佐貫　　巧（八戸学院大学短期大学部　幼児保

育学科　准教授）ほか
　主　催：八戸学院地域連携研究センター／
　　　　　八戸市（新美術館建設推進室）
　共　催：現代芸術教室 アートイズ
　　　　　［八戸市アートの学び事業（八戸市委託事業）］
・講座名：はちのへFBA地域経営力強化セミナー
　　　　　「まちづくり的くらし方」
　開催日：令和 2年 2月15日㈯
　会　場：八戸プラザホテル　
　講　師：玉樹　真一郎
　　　　　（ 八戸学院大学地域経営学部特任教授／わかる

事務所　代表）ほか
　主　催：八戸学院地域連携研究センター
　　　　　［はちのへ市民チャレンジ応援補助金事業］
4．資格試験合格者
・滝田　剛司
　（八戸学院大学　地域経営学部　地域経営学科　 3年）
　令和 2年 1月26日受験
5 ．そ　の　他
・名　称：第21回はしかみ臥牛山まつり
　開催日：令和元年 6月 1日㈯、 6月 2日㈰
　会　場：階上町 交流の森広場

　参加者：八戸学院大学健康医療学部人間健康学科
　　　　　熊谷ゼミ「健康ウォーキング」
　　　　　八戸学院大学短期大学部
　　　　　「あすなろ会（ボランティアサークル）」
　　　　　［階上町連携事業］
・名　称：三八五流通グループ健康度測定
　開催日：令和元年 7月18日㈭
　会　場：三八五流通株式会社
　担　当：八戸学院大学健康医療学部　教員及び学生
　主　催：三八五流通株式会社
　　　　　［三八五流通連携事業］
・名　称：第33回はしかみいちご煮祭り
　開催日：令和元年 7月27日㈯、28日㈰
　会　場：階上町 小舟渡海岸
　参加者：八戸学院大学　ダンスグループ「wink」、
　　　　　八戸学院大学短期大学部幼児保育学科
　　　　　差波ゼミ「1Park」
　　　　　［階上町連携事業］
・名　称：第49回階上町防犯・交通安全少年球技大会
　開催日：令和元年 8月 6日㈫
　会　場：赤保内小学校など
　協力者： 八戸学院大学硬式野球部、サッカー部、バスケッ

トボール部
　　　　　［階上町連携事業］
・名　称：八戸高校 2学年テーマ研究発表
　開催日：令和元年 8月19日㈪
　会　場：八戸学院大学
　協力者：八戸学院大学地域経営学部・健康医療学部教員
　　　　　［高大連携事業］
・名　称：東北税理士会研修会
　開催日：令和元年 9月 6日㈮
　会　場：八戸学院大学（ 8号館）
　講　師：八戸学院大学地域経営学部・
　　　　　健康医療学部　教員（計 4名）
　参加者：東北税理士会会員
・名　称： 第 5回デーリー東北交流カップU-12女子 8人制

サッカー大会
　開催日：令和元年10月22日（火・祝）
　会　場：八戸学院大学
　主　催：（株）デーリー東北新聞社
　主管・運営：八戸学院大学女子サッカー部、
　　　　　　　八戸学院光星高等学校女子サッカー部
　　　　　　　［デーリー東北連携事業］
・名　称：第 1回八戸地域クラウド交流会
　開催日：令和元年10月24日㈭
　会　場：八戸まちなか広場マチニワ
　協力者：八戸学院地域連携研究センター職員
　　　　　［みちのく銀行連携事業］
・名　称：三八五流通グループ健康セミナー
　開催日：令和元年10月25日㈮
　会　場：三八五流通株式会社
　担　当：高橋　正知
　　　　　（八戸学院大学健康医療学部看護学科　教授）
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　主　催：三八五流通株式会社
　　　　　［三八五流通連携事業］
・名　称：第41回階上町民文化祭
　開催日：令和元年11月 2日㈯
　会　場：ハートフルプラザはしかみ
　協力者：八戸学院大学健康医療学部教員および学生
　　　　　「健康調査」
　　　　　八戸学院大学短期大学部
　　　　　「あすなろ会（ボランティアサークル）」
　　　　　［階上町連携事業］
・名　称：令和元年度三戸町農林商工まつり
　開催日：令和元年11月30日㈯
　会　場：アップルドーム
　協力者：八戸学院大学男子ラグビー部
　　　　　［三戸町連携事業］
・名　称：八戸水産高等学校マグロ延縄漁業実習成果報告会
　開催日：令和元年12月 8日㈰
　会　場：八戸グランドホテル　
　主　催：八戸水産高校マグロ延縄漁業実習応援プロジェクト
　　　　　［事務局：八戸学院地域連携研究センター］
・名　称：秋山翔吾選手
　　　　　シンシナティ・レッズ入団記念展示
　開催日：令和 2年 1月22日㈫～ 1月31日㈮
　会　場：八戸グランドホテル 1 Ｆ市民ギャラリー
　協　力：（株）デーリー東北新聞社
　　　　　［デーリー東北連携事業］

（19）自己点検評価委員会
〔大学〕
①報告書の発行状況
・令和元年11月
　平成30年度八戸学院大学自己点検評価書　発行
②その他
・平成31年 2月14日㈭
　平成30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
・平成31年 2月20日㈬
　平成30年度八戸学院大学自己点検評価書作成説明会実
施
〔短期大学部〕
①報告書の発行状況
・令和 2年 2月
　平成30年度八戸学院大学短期大学部自己点検評価書　
発行
②その他
・平成31年 2月21日㈭
　平成30年度自己点検評価書作成説明会実施
・令和 2年 2月 6日㈭
　令和元年度自己点検評価書作成説明会実施

（20）研究倫理委員会
〔学務課〕
①学外会議

※特記事項なし
②審査概要
〇第 1回委員会（令和元年 7月 3日㈬開催）
　…申請15件（承認14件、条件付承認 1件）
　・「「外国人介護労働者の青森県内労働・ICTツールによ
る支援」に関する調査」（研究責任者；八戸学院大学
　健康医療学部人間健康学科　吉田　守実　教授）

　・「南部町転倒・寝たきり予防教室における体力測定」
　　（研究責任者；八戸学院大学　健康医療学部人間健康
学科　工藤祐太郎　講師）

　・「三八五流通グループ従業員の季節変動における歩容・
身体活動量・体組成および体力の変化」（研究責任者；
八戸学院大学　健康医療学部人間健康学科　工藤祐太
郎　講師）

　・「女子ラグビー選手（女性アスリート）が過度なトレー
ニングによって起こる健康問題に対する大豆食品摂取
による予防効果の検証」（研究責任者；八戸学院大学
　健康医療学部人間健康学科　工藤祐太郎　講師）

　・「大学男子ラグビー選手におけるボール保持時と非保
持時との疾走動作の差異」（研究責任者；八戸学院大
学　健康医療学部人間健康学科　綿谷　貴志　講師）

　・「精神障害者の地域生活支援におけるクライシス・プ
ラン実践に関する認識調査」（研究責任者；八戸学院
大学　健康医療学部人間健康学科　狩野　俊介　講
師）

　・「臨床実習における特別配慮が必要な学生の指導上の
課題とその対応」（研究責任者；八戸学院大学　健康
医療学部看護学科　田中　克枝　教授）

　・「精神障害者の社会的健康の獲得に向けた生活及び就
労継続に関する現状と支援体制の検討―精神障害者の
地域生活の状況と就労の現状―」（研究責任者；八戸
学院大学　健康医療学部看護学科　西村　美八　准教
授）

　・「―八戸市の子育て支援に関する実態調査―」（研究責
任者；八戸学院大学　健康医療学部看護学科　坂本　
保子　准教授）

　・「高齢者看護学実習Ⅰにおける学びの特徴」（研究責任
者；八戸学院大学　健康医療学部看護学科　切明美保
子　講師）

　・「仮）成人看護学実習における看護技術経験の実態　
―第 1報―」（研究責任者；八戸学院大学　健康医療
学部看護学科　市川裕美子　講師）

　・「仮）成人看護学実習における看護技術経験の実態　
―第 2報―」（研究責任者；八戸学院大学　健康医療
学部看護学科　市川裕美子　講師）

　・「看護教員が感じる看護教育上のジレンマと教員支援
体制に関する研究」（研究責任者；八戸学院大学　健
康医療学部看護学科　坂本　弘子　講師）

　・「足関節ブレースの装着と足関節に対するテーピング
が動的バランス能力および運動パフォーマンスに及ぼ
す影響」（研究責任者；八戸学院大学　健康医療学部
人間健康学科　渡邉　陵由　准教授）

　・「勤労女性の女性特有の疾患についての健診に対する
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意識調査」（研究責任者；八戸学院大学　健康医療学
部看護学科　坂本　弘子　講師）

〇第 2回委員会（令和元年11月13日㈬開催）
　…申請 3件（承認 3件）
　・「大学スポーツ競技者におけるSEVイオン材装着が生
理応答と運動成績に及ぼす効果」（研究責任者；八戸
学院大学　健康医療学部人間健康学科　水野眞佐夫　
教授）

　・「音楽の無意図的想起の日常的特性に関する研究」（研
究責任者；八戸学院大学　健康医療学部人間健康学科
　金地美知彦　准教授）

　・「青森県東部および岩手県北部地域の介護福祉施設及
び介護保健施設を対象とした介護人材の不足に関する
調査研究」（研究責任者；八戸学院大学短期大学部　
介護福祉学科　赤羽　卓朗　教授）

（21）研究推進委員会
・研究倫理等に係る研修会
　　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令和 2年 1月22
日㈬、23日㈭に「研究倫理のマネジメント（ 2）」と題
して、831講義室（総合実習館 3階）及び短大会議室で
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Green Book）」の通読・履修を義務付けている。

（22）特別学生支援室
1 ．定例会議の開催
　春学期：令和元年 7月 3日
　秋学期：令和 2年 2月 6日・
2．研修会参加
　・研修会名：障害学生支援実務者育成研修会
　・研修日　：令和元年 8月22・23日
　・研修場所：国立オリンピック記念青少年総合センタ
　・参加者　：人間健康学科　宮澤君子

（23）大学入試センター試験実施委員会
①　学外会議
・令和元年度大学入試センター試験地区別連絡会議（令和
元年度　第 1回）
　日　時： 6月17日㈪14:00～15:00
　場　所：北里大学獣医学部　Ｖ 1号館 1階　大会議室
　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
・令和元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㈮10:00～16:20
　場　所：ホテルメトロポリタン盛岡本館　岩手・姫神
　出席者：センター試験実施委員　坂本貴博
　　　　　センター試験担当課長　馬場祥次
　　　　　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

・令和元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 5日㈭13:00～16:20
　場　所：仙台国際センター
　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
②　その他
・令和 2年度大学入試センター試験の実施
　　令和 2年度大学入学者選抜大学入試センター試験は、
令和 2年 1月18日㈯・19日㈰ 2日間で実施された。本学
試験場では、八戸高校、八戸西高校、八戸学院光星高校
の受験生が受験した。

（24）庶務日誌摘録
〇入学者選抜委員会
　令和元年　 9月17日㈫　11月19日㈫　11月26日㈫
　　　　　　12月10日㈫
　令和 2年　 2月 5日㈬　 2月10日㈪　 2月18日㈫
　　　　　　 3月 4日㈬　 3月17日㈫　 3月26日㈭
〇教務委員会
〔大学〕
　令和元年　 4月19日㈮　 5月 7日㈫　 6月 5日㈬
　　　　　　 7月 3日㈬　 9月 4日㈬　10月 2日㈬
　　　　　　11月 6日㈬　12月 4日㈬
　令和 2年　 1月 8日㈬　 2月 5日㈬　 2月25日㈫
〔短期大学部〕
　令和元年　 4月 8日㈪　 5月 7日㈫　 6月 3日㈪
　　　　　　 7月 1日㈪　 9月 2日㈪　10月 7日㈪
　　　　　　11月 5日㈫　12月 2日㈪
　令和 2年　 1月 7日㈫　 2月 3日㈪　 2月26日㈬
〇教職課程担当
　令和元年　 5月10日㈮　 7月10日㈬　11月 8日㈮
　令和 2年　 2月10日㈪
〇教職・実習担当
〔大学〕
　令和元年　 4月17日㈬　 5月20日㈪　 6月24日㈪
　　　　　　 8月 2日㈮　 9月 4日㈬　10月 7日㈪
　　　　　　11月11日㈪　12月11日㈬
　令和 2年　 1月21日㈫　 2月10日㈪
〔短期大学部〕
　令和元年　 4月11日㈭　 5月 9日㈭　 6月13日㈭
　　　　　　 7月11日㈭　 9月12日㈭　10月10日㈭
　　　　　　11月14日㈭　12月12日㈭
　令和 2年　 1月 9日㈭　 2月 3日㈪
〇国試担当会議
　令和元年　 4月 8日㈪　 5月13日㈪　 6月10日㈪
　　　　　　 7月22日㈪　 8月 2日㈮　 9月18日㈬
　　　　　　10月 3日㈭　11月13日㈬　12月24日㈫
　令和 2年　 1月 9日㈭　 2月12日㈬
〇教養教育運営委員会
　令和元年　 6月10日㈪　 7月 4日㈭　 9月30日㈪
　　　　　　10月28日㈪
　令和 2年　 1月28日㈫
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〇ファカルティ・デベロップメント（FD）委員会
　平成31年　 4月17日㈬
　令和元年　 5月15日㈬　 6月19日㈬　 7月17日㈬
　　　　　　 9月18日㈬　10月16日㈬　11月20日㈬
　　　　　　12月 5日㈭
　令和 2年　 2月 6日㈭　 3月 5日㈭
〇大学学生委員会
　平成31年　 4月 9日㈫
　令和元年　 5月 7日㈫　 6月11日㈫　 7月 9日㈫
　　　　　　 9月10日㈫　10月 8日㈫　11月12日㈫
　　　　　　12月10日㈫
　令和 2年　 1月16日㈭　 2月12日㈬　 3月 3日㈫
〇短大学生委員会
　平成31年　 4月 8日㈪
　令和元年　 5月 8日㈪　 6月10日㈪　 7月 8日㈪
　　　　　　 9月 9日㈪　10月 7日㈪　11月11日㈪
　　　　　　12月 9日㈪
　令和 2年　 1月10日㈮　 2月10日㈪　 3月 9日㈪
〇学生相談・ハラスメント担当者会議
　令和元年　 5月30日㈭　 6月19日㈬　 9月18日㈬
　　　　　　11月 7日㈭
　令和 2年　 3月 4日㈬
〇国際交流支援委員会
　平成31年　 4月18日㈬
　令和元年　 6月 6日㈭　 7月18日㈭　 9月19日㈭
　　　　　　11月 7日㈭　12月 4日㈬
　令和 2年　 1月15日㈬　 2月 5日㈬　 3月19日㈭
〇広報委員会
　平成31年　４月９日㈫
　令和元年　５月７日㈫　６月11日㈫　７月９日㈫
　　　　　　９月10日㈫　10月８日㈫　12月３日㈫
　令和２年　２月12日㈬　３月10日㈫
〇入学試験運営委員会
　令和元年　 4月 9日㈫　 5月28日㈫　 6月25日㈫
　　　　　　 7月23日㈫　 8月27日㈫　 9月24日㈫
　　　　　　10月25日㈮　11月26日㈫　12月24日㈫
　令和 2年　 1月28日㈫　 2月25日㈫
〇就職支援委員会（大学）
　平成31年　 4月23日㈫　　
　令和元年　 6月11日㈫　 7月 9日㈫　 9月10日㈫
　　　　　　10月 8日㈫　11月12日㈫　12月 3日㈫
　令和 2年　 2月13日㈭　 3月10日㈫
〇就職支援委員会（短大）
　平成31年　 4月24日㈬
　令和元年　 6月 4日㈫　 7月 2日㈫　 9月 3日㈫
　　　　　　10月 1日㈫　11月 5日㈫　12月 4日㈬
　令和 2年　 2月 4日㈫　 3月 3日㈫
〇図書委員会
　平成31年　 4月23日㈫
　令和元年　 9月10日㈫　12月24日㈫
〇紀要編集委員会
　令和元年　 5月15日㈬
　令和 2年　 2月14日㈮

〇地域連携研究センター運営委員会
　平成31年　 4月10日㈬
　令和元年　 6月 4日㈫　10月 2日㈬　11月20日㈬

○自己点検評価委員会会議
〔大学〕
　令和元年　 5月 8日㈬　 5月24日㈮　 5月29日㈬
　　　　　　 5月30日㈭　 7月 3日㈬　 7月 4日㈭
　　　　　　 7月 9日㈫　 7月16日㈫　 8月30日㈮
　　　　　　10月11日㈮
〔短期大学部〕
　令和元年　 5月24日㈮　 5月31日㈮　 6月11日㈫
　　　　　　 6月25日㈫　 7月 2日㈫　 7月 9日㈫
　　　　　　 7月16日㈫　 7月23日㈫　 7月30日㈫
　　　　　　 8月 7日㈬　 8月28日㈬　 9月 3日㈫
　　　　　　 9月10日㈫　 9月18日㈬　10月 1日㈫
　　　　　　10月 8日㈫　10月15日㈫　10月29日㈫
　　　　　　11月 6日㈬　11月12日㈫　11月20日㈬
　　　　　　12月 3日㈫　12月10日㈫　12月24日㈫
　　　　　　12月25日㈬
　令和 2年　 1月 7日㈫　 1月14日㈫　 1月21日㈫
　　　　　　 1月28日㈫　 1月31日㈮
○ＩＲ委員会会議
　平成31年　 4月23日㈫
　令和元年　 7月 3日㈬　 9月24日㈫
　令和 2年　 1月29日㈬　 2月17日㈪
〇研究倫理委員会
※会議（審査）等開催日に関しては、②の審査概要に記載
〇研究推進委員会
　令和元年　 5月29日㈭　 7月 3日㈭　 9月11日㈬
　　　　　　10月11日㈬　11月13日㈬
　令和 2年　 1月15日㈬　 2月10日㈪　 3月10日㈪
〇大学入試センター試験実施委員会
　令和元年　10月29日㈮　11月 8日㈮　12月12日㈭
　　　　　　12月17日㈫　（監督者説明会）　12月20日㈮
　令和 2年　 1月10日㈮　 2月 3日㈪
〇教員免許状更新講習支援室
　令和元年　 7月11日㈭　11月11日㈪
　令和 2年　 2月10日㈪
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水野　眞佐夫（みずの まさお）　
1954年生まれ北九州市出身、八戸市在住。玉川大学文学部
教育学科（現・教育学部）卒、日本体育大学大学院修士課
程修了、デンマーク・コペンハーゲン大学にて博士号（Ph.
D.）取得。専門分野は筋生理学、健康スポーツ科学。コペ
ンハーゲン大学医学部専任講師、コペンハーゲン大学病院
麻酔科臨床生理学研究室室長、デンマーク･リーベ州立病
院研究部部長を歴任。2006年から北海道大学大学院教育学
研究院教授を経て、2019年から現職。担当科目は、第1学期：
学長講話、第2学期：スポーツ科学概論、地域文化論。主
な業績は、「トレーニング効果を高める高タンパク質補助
栄養とその摂取タイミング」食品と開発, 47: 7-10, 2012、
日本体力医学会評議委員、第80回国民スポーツ大会県準備
委員。

井川　昭弘（いかわ あきひろ）

1970（昭和45）年生まれ。愛知県豊川市出身。南山大学法
学部卒業。九州大学大学院法学研究科（法哲学専攻）博士
後期課程満期退学。上智大学大学院哲学研究科（西洋中世
哲学専攻）博士後期課程満期退学。修士（法学）。愛知淑
徳大学、国立音楽大学、日本カトリック神学院非常勤講師
などを経て、2019年4月から現職。専門はカトリック社会
倫理学およびキリスト教哲学。担当科目は「宗教学」「キ
リスト教概論」「生命と倫理」「基礎演習」など。主な業績
は「自然法倫理学における徳論－ヨハネス・メスナーの場
合」「人格性と個体性―人間存在の形而上学的な二原理に
ついて」「H.J.ヘーンの生態学的社会倫理学」など。所属
学会は日本カトリック神学会、カトリック教育学会、中世
哲学会、日本倫理学会など。

寺尾　　琴（てらお こと）

1972年（昭和47年）生まれ。青森県生まれ。岩手看護短期
大学看護学科卒業（看護学準学士）。東京医科大学病院、
医療法人東山会東山病院、昭和大学付属烏山病院、三戸中
央病院等で看護師として臨床に携わってきた。2019年4月
より八戸学院大学健康医療学部看護学科助教。担当科目は、
基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ、成人看護学実習Ⅰ。主な業績は「併
存性障害認知行動療法プログラム参加者の予後に関する調
査（2016）」「脳性麻痺とアルコール依存を基礎疾患に持つ
水中毒患者に対してコバラサポートが有効であった一症例
（2016）」など。所属学会は日本看護学会など。

小出　るみ子（こいで るみこ）

青森県八戸市出身。青森県立青森高等看護学院卒業。放送
大学教養学部卒業。学士（教養学）。
八戸赤十字病院で看護師として勤務。2015年より八戸学院
短期大学非常勤講師。2019年より現職。担当科目は成人看
護学実習。主な業績は「アロマテラピーを用いた足浴の不
安軽減への有効性～心理テストSTAIを用いた調査結果か
ら～（2005年）」、「臨床実習における受け入れ体制改善の
取り組み（2008年）」。所属学会は、日本看護学会、青森県
看護教育研究会。

鈴木　康弘（すずき やすひろ） 
北海道函館市出身。青山学院大学文学部教育学科卒業。東
京大学大学院教育学研究科基礎教育学コース修士課程修
了。修士（教育学）。専門分野は、保育学・教育学。日本
学術振興会特別研究員、和光大学非常勤講師などを経て、
2019 年4 月より八戸学院大学短期大学部幼児保育学科講
師。担当科目は、保育原理、保育者論、保育内容総論、教
育課程論、保育実習指導Ⅰ、ゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳな
ど。主な業績としては、『保育原理の新基準（再訂版）』（共
著、三恵社、2018年）、『障害児の共生教育運動 : 養護学校
義務化反対をめぐる教育思想』（共著、東京大学出版会、
2019年）、『乳児保育Ⅰ 保育士を育てる⑤』（共著、一藝社、
2020年）など。所属学会は、日本保育学会、日本教育学会、
日本保育者養成教育学会など。社会貢献活動として、八戸
市子ども・子育て会議委員を務めている。

川野　恵智子（かわの えちこ）

1958年生まれ、八戸市出身。青森県立保健大学大学院健康
科学研究科健康科学専攻博士前期課程修了（看護学修士）。
認定看護管理者（日本看護協会）。1981年から八戸市立市
民病院に勤務し定年退職後、2019年から地域連携研究セン
ター。2020年4月から本学健康医療学部看護学科配属とな
り、統合看護論・看護倫理・基礎看護技術演習、統合看護
実習などを担当予定。専門分野は看護管理、ヘルスケアシ
ステム、専門職連携・協働、看護の質改善、がん看護。主
な業績は、「病院と地域をつなぐ統合型ヘルスケアシステ
ムの探索―ＳＳＭアクションリサーチワークショップでの
学びー（2016）」「がん総合支援センター設立を目指したア
クションリサーチ　ー思いの共有による合意形成の意義―
（2019）」。所属学会は、日本看護管理学会、日本看護研究
学会、日本ヒューマンケア科学学会、日本老年看護学会。

新　任　紹　介

八戸学院大学　学長

八戸学院大学　健康医療学部　看護学科

八戸学院大学　健康医療学部　看護学科

八戸学院大学短期大学部　幼児保育学科

地域連携研究センター

◆本号は一部をのぞき平成３１年 ３ 月 １ 日から令和 ２ 年
２月２９日までの記事を掲載しました。

八戸学院大学　健康医療学部　人間健康学科


