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新入生オリエンテーションが、５月10日～11日、１泊２
日の日程で行われた。
毎年５月中旬に学外で実施されているこのオリエンテー

ションは、各学科が新入生に大学生としての自覚と連帯感を
培ってもらうことを目的に、それぞれ趣向を凝らしたプログ

ラムで実施している合宿研修会である。新しい出会いの場と
なるこのオリエンテーションは、新入生が大学生活に必要な
事柄を習得する良い機会となっており、今年も見学やレクリ
エーションを通して親睦を深めた。

キャンパスライフをサポート  平成25年度新入生オリエンテーション

バイオ環境工学科
岩手県立博物館・㈱「あさ開き」工場・奥中山高原農協
乳業工場見学など

機械情報技術学科
トヨタ自動車東日本㈱岩手工場・シチズンマシナリーミ
ヤノ㈱北上事業所・㈱ツガワ北上工場見学、ボーリング
大会（花巻市）など

感性デザイン学科
岩手県立博物館・杜の住宅公園ミライエ・岩鋳キャスティ
ングワークス・岩手県立美術館・石神の丘美術館 /彫刻
公園見学など

システム情報工学科
東日本大震災
の被災地（野
田村・普代村・
田老町・八戸
市）北山崎・
田野畑村民族
資料館・思惟
大橋・久慈琥
珀博物館見学
など

土木建築工学科
八戸南環状道路是川トンネル・しもきた克雪ドーム・大
湊水源地公園・かまふせパノラマライン・三内丸山遺跡・
青森県立美術
館・城ヶ倉大
橋・新渡戸記
念館・十和田
市現代美術館
（車中）見学
など

電気電子システム学科
松川地熱発電所・御所ダム /御所発電所・地場産業セン
ター・小岩井乳業 /小岩井農場見学など

（学科HP5月20日記事参照）

（学科フェイスブック5月10日記事参照）（学科オフィシャルブログ5月15日記事参照）
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博士前期課

程電子電気・

情報工学専攻

の松ヶ崎成さ

んが、昨年８

月30日・31日、

秋田県立大学本庄キャンパスで開催

された平成24年度電気関係学会東

北支部連合大会で発表した論文が

「電気学会論文発表Ｂ」に選ばれ、

４月24日に表彰された。論文名は、

「軟質系樹脂を添加し熱処理を施し

たポリ乳酸の機械的および絶縁破壊

特性」。

６月３日、八戸プラザホテルにおい
て八戸工業大学教育研究後援会が開催
された。
初めに、産学官及び本学のステーク
ホルダーで構成する役員会において、
（一社）青森県工業会会長の東康夫氏
が会長に再任され、役員人事、本年度
の事業計画、本学の教育研究活動に関
する点検・評価部会の設立に係る規程
の改正が承認された。
役員会終了後、承認されたばかりの
点検・評価部会が開催され、本学の自
己点検評価書とデータ集をもとに、後
援会役員の方々と藤田成隆学長をはじ
めとする本学管理職教職員との間で意
見交換が行われた。本学では今回頂い
たご意見を反映させ、大学運営の改善
と教育の質の向上、地域貢献活動の更
なる充実を目指す。

松ヶ崎成さん
「電気学会論文発表賞B」 ５月23日、建築デザイン研究会（ＡＤ

Ｌ）に、女性の人権や地位向上に取り組
む公益財団法人ソロプチミスト日本財団
ＳＩ八戸（大沼サチ子会長）から、「ク
ラブ賞」が贈られた。
今回の受賞は、同研究会が行った地元
小学校における防災教育や東日本大震災
で被災したクロマツを用いたベンチの製
作などのボランティア活動に対して贈ら
れたものである。

建築デザイン研究会「クラブ賞」

（4年）大坂谷高寛（４年／秋田・男
鹿海洋高）佐藤翼（４年／秋田・角館
高）田中亮（４年／青森・八戸工大一
高）米田洋介（４年／青森・青森工高）
（３年）石橋晟人（３年／秋田・湯沢
商工高）伊藤祐也（３年／青森・黒石
高）小田桐憂幸（３年／青森・五所川
原工高）川崎仁嗣（３年／岩手・種市高）
小村亮介（３年／青森・八戸工高）佐々
木隆昌（３年／秋田・由利工高）佐藤
恭輔（３年／青森・八戸工高）佐藤賢
太（３年／岩手・岩谷堂高）佐藤弘一（３
年／秋田・御所野学院高）杉本健太（３
年／青森・むつ工高）永洞勇樹（３年
／岩手・盛岡南高）林達也（３年／青

森・八戸工高）三上元也（３年／青森・
青森工高）壬生圭祐（３年／青森・八
戸工大一高）
（２年）岡崎慎也（２年／青森・弘前
工高）工藤大聖（２年／青森・弘前工
高）佐々木優介（２年／岩手・盛岡大
附高）佐々木渉（２年／青森・八戸工
大一高）佐藤功規（２年／岩手・盛岡
中央高）嶋森健太（２年／青森・十和
田工高）浪岡拓也（２年／青森・八戸
工大二高）三浦進（２年／青森・五戸高）
（１年）三浦航平（１年／青森・弘前
工高）

 （学年は平成24年度）

国家検定「2012年度後期技能検定試験」
2級合格者

バイオ技術認定試験の中級は、遺伝
子組換え技術や細胞融合技術、生物な
どの利用技術やこれらを行うための安
全管理に関する知識を認定するもの。
上級は、生物利用技術を中心にさまざ
まな技術と知識を持ち、実際にバイオ
テクノロジーに応用する資質を認定す
るものである。資格取得者の活躍の場
としては、バイオテクノロジー関連企
業、製薬メーカー、食品メーカー、化
粧品メーカー、公的研究機関、私的研

究機関などがある。
【上級】武田浩一（３年／青森・八戸
工大二高）
【中級】大木辰郎（３年／青森・八戸
南高）沖野哲（３年／青森・八戸工高）
笹原謙太（３年／青森・青森西高）附
田国明（３年／青森・三本木高）松本
紗季（３年／青森・向陵高）村瀬友隆
（３年／北海道・白樺学園高）

 （学年は平成24年度）

バイオ技術認定試験合格者 上級１名  中級６名

６月15日、八
戸工業大学同窓
会代議員会が、
八戸パークホテ
ルを会場に開催
された。今年度
は、役員改選期

となっており、連合同窓会の時代から
５期15年にわたって会長を務められ
た白川直人氏（昭和54年度建築工学科
卒）に代わり、福士信雄氏（新任・旧
副会長、昭和51年度電気工学科卒）が
新会長に就任し、副会長に淺利能之氏
（新任・旧理事、昭和51年度電気工学
科卒）と齊藤克治氏（再任、平成14年
度システム情報工学科卒）が、選任さ
れた。

八戸工業大学教育研究後援会

新会長就任
八戸工業大学同窓会

◇機械保全機械系保全作業 機械情報技術学科27名
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２（金） 夏季休業開始
20（火） ＡＯ入試第１クール前期
26（月） 大学院一般選抜・特別選抜 ～27日（火）
28（水） 第２回就職懇談会 ～29日（木）

１（日） オープンキャンパス
７（土） ＡＯ入試第１クール中期
13（金） 夏季休業終了
17（火） 後期授業開始

12（土） 工大祭  ～13日（日）
19（土） ＡＯ入試第１クール後期

・開催日時 ７/28（日）・９/１（日）
・開催時間 11:00～15:30（10:30 受付開始）
・開催内容

大学紹介、入試概要説明、学科紹介ギャラリー、学科
体験、学食体験、キャンパスツアー、大学周辺ツアー、
学生カフェ、保護者向けガイダンス、ガールズトーク、
就職関連コーナー、個別相談コーナー等

※事前予約不要・入退場自由・東北各地より無料送迎バスを
運行します。【予約制】
詳細は本学ＨＰにてご案内しております。

体験学習テーマ Ⓐ11:30～12:50 Ⓑ13:30～14:50

機械情報技術学科
Ⓐ自動車の性能試験と電気自動車乗車体験
Ⓑロボット創作体験と機械創造体験
電気電子システム学科
Ⓐエコな扇風機を作ろう
ⒷＵＳＢマイコンで温度を測ろう
システム情報工学科
ⒶⒷゲームプログラミングに挑戦
バイオ環境工学科
Ⓐ遺伝子組換え大豆を判別してみよう！
ⒷＤＮＡを抽出してみよう！
土木建築工学科
Ⓐ水処理膜で飲み水を作ってみよう！
Ⓑ折り紙で学ぶ「形と強さ」
感性デザイン学科
Ⓐ Illustrator でオリジナルエコバック
Ⓑズームでアート
時間毎にⒶⒷいずれかのテーマで行います。

問合せ先（入試部入試課）Tel：0178-25-8000（直通）

平成25年度保護者懇談会日程

行 事 予 定  ８月～10月

進学相談会スケジュール

オープンキャンパス２０１３
きっとみつかるキミの未来

開催地 開催日 懇談会場 時 間

青森市 9月2日 ( 月 ) 青森国際ホテル 15:30～18:30

八戸市 9月3日 ( 火 ) 八戸プラザアーバンホール 15:30～18:30

盛岡市 9月4日 ( 水 )
ホテルメトロポリタン盛岡ニュー
ウィング

15:30～18:30

秋田市 9月5日 ( 木 ) アルヴェ 15:30～18:30

開催地 開催日 懇談会場 時 間

盛岡市 8月25日 ( 日 ) ホテルメトロポリタン盛岡本館 9:00～13:30

仙台市 8月25日 ( 日 ) 仙台ガーデンパレス 9:00～13:30

秋田市 8月31日 ( 土 ) ホテルパールシティ秋田竿燈大通り 9:00～13:30

弘前市 8月31日 ( 土 ) ホテルニューキャッスル 9:00～13:30

青森市 9月1日 ( 日 ) ウェディングプラザアラスカ 9:00～13:30

札幌市 9月8日 ( 日 ) ホテルサンルートニュー札幌 9:00～13:00

八戸市 9月8日 ( 日 ) プラザアーバンホール 9:00～14:00

А
Ｏ
入
試

クール エントリーカード受付期間 面 談 日

第1クール

前期 平成25年８月１日（木）
～８月６日（火）平成25年８月20日（火）

中期 平成25年８月19日（月）
～８月28日（水）平成25年９月７日（土）

後期 平成25年10月１日（火）
～10月９日（水）平成25年10月19日（土）

第2クール 平成25年11月18日（月）
～11月27日（水）平成25年12月７日（土）

第3クール 平成26年２月３日（月）
～２月12日（水）平成26年２月21日（金）

第4クール 平成26年３月３日（月）
～３月11日（火）平成26年３月18日（火）

入 試 区 分 願 書 受 付 期 間 試 験 日

指定校推薦入試 平成25年11月１日（金）
～11月６日（水）平成25年11月16日（土）

公募制推薦入試
（国公立大併願可）

前期 平成25年11月１日（金）
～11月６日（水）平成25年11月16日（土）

後期 平成25年12月２日（月）
～12月16日（月）平成25年12月25日（水）

専門高校入試※ 平成26年１月６日（月）
～１月22日（水）平成26年２月４日（火）

一般入試
前期※ 平成26年１月６日（月）

～１月22日（水）平成26年２月４日（火）

後期 平成26年３月３日（月）
～３月11日（火）平成26年３月19日（水）

センター利用入試

前期※ 平成26年１月６日（月）
～１月31日（金）平成26年１月18日（土）・

19日（日）の大学入試セ
ンター試験
（本学の個別試験は課さ
ない）

中期 平成26年２月３日（月）
～２月21日（金）

後期 平成26年３月３日（月）
～３月14日（金）

※学業特待生選考試験を兼ねる
問合せ先（入試部入試課） Tel：0178-25-8000（直通）

平成26年度入試日程

10 12 sat 13 sun

～新たなる道へ～

「FIRST」 ８月

10月

９月

問合せ先（事務部学事課）0178-25-8111（直通）

工学部・感性デザイン学部

問合せ先（入試部入試課） Tel：0178-25-8000（直通）




















