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八戸工業大学
な知見を見いだし社会の発展を支えていく活動です。
防災、

入学、
おめでとう

海洋、原子力、ロボット、AI、あるいは、まちづくりなど、
くらしや産業のために研究活動を行って来ています。本学
は、この教育と研究の二つの活動を通して、地域社会や広
くは国際社会に貢献しています。
その活動の中心となっているのは、学生の皆さんと教職
員です。入学で新しく出会う友人や教職員との交流を大切

八戸工業大学

学 長 長谷川

明

にし、自分自身の成長に役立ててください。ゆっくり、そ
して着実に学生としての生活を準備してください。健康な

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。

体と心があってこその学生生活です。生活のリズム、学修

教職員を代表し、皆さんの入学を心から歓迎します。

のリズムをじっくり整えて、大学の活動に取り組んでくだ

本学は、
「良き技術は、良き人格から生まれる」を教育

さい。困ったときは、友人や先輩、そして教職員に遠慮無

理念とし、
「学術の中心として、広く知識を授けるととも

く相談してください。教職員一同、皆さんをサポートして

に、深く専門の学術を教授研究し、知的、道徳的および応

いきます。

用的能力を展開させ、あわせて人類の幸福を希求する科学

多様性ある交流は、人を大きく成長させます。学部や学

技術の振興と文化の創造ならびに地域社会の発展に寄与す

科を越えて、出身地を越えて交流してください。人として

る」ことを使命・目的として、歩んで参りました。

の成長には、学力や技術力の向上の前に、人間力の向上が

大学の役割は教育と研究です。教育は、皆さんが成長さ

必要です。大学での勉強のほかに、部活動、サークル活動、

れ社会の有用な担い手となるよう手助けすることです。本

あるいは下宿で、様々な人との出会いを大切にし、様々な

学は、皆さんに提供する教育の成果を高めるための改善活

ことに挑戦してください。そして、自分を成長させようとす

動を継続して行っている大学です。一方、研究は、社会が

る「心」を忘れないでください。皆さんが社会で活躍され

抱える課題を解決するため、調査・実験などを行って新た

るために、本学で大きく成長されることを期待しています。

平成30年度入学式
縄文文化をまちづくりへ

新学生証デザイン決定！

２月24日、私たち縄文デザインプロジェクトチームは、八戸市の学生
＆高校生まちづくりコンペティションで最高賞の市長賞をいただいた。
昨年の夏、縄文文化を多くの人に知ってもらおうと活動を開始。８月
には是川縄文館主催のこれかわ縄文まつり、10月にはボランティア・市
民活動フェスティバル、12月には八戸ポータルミュージアムはっちにて
ワクワク縄文大冒険と称し、子ども向けのワークショップや空間づくり、
グッズ販売を行った。いずれの会場も親子連れの参加者が多く、子ども
たちは縄文アートを楽しんでいた。これらの活動が実り、是川縄文館で
チームオリジナルのグッズ（写真）販売が決定。活動の広がりが、今回の
受賞へとつながったと思う。私たちのプロ
ジェクトが新たな活動へとつながり、より多
くの人に縄文文化を知ってもらえたらと願う。
渡辺 葵（感性デザイン学科３年／木造高）
（学年学科は平成29年度）

002

Hachinohe Institute of Technology Press No.132

４月から、学生証のデザインが一新された（裏表
紙参照）
。デザイン決定にあたり、昨年12月感性デ
ザイン学科の学生を対象に新デザインを募集、同学
科３年竹林裕一郎君（前列中央／六戸高）の作品が
採用となった。今回の学生証はビタミンカラー満載
の明るい色彩が特徴で、時代に即したカード活用
を視野に入
れＩＣチッ
プが搭載さ
れ、
ＱＲコー
ドの印字が
された。
（学年学科は
平成29年度）

卒業に寄せて
振り返るとあっという間の
４年間でした。大学生活で初
めて自炊をし、新生活に慣れ
るところから始まり、部活、
研究、遊び、旅、気が付けば
もう卒業。目標を全て成し遂
げるには、時間はあまりにも
少なく、光陰矢の如しとはこ
のこと。しかし、小さな努力
を積み重ね、成長を感じられ
る４年間だったと思います。
大学生活の中で一番印象に残っていることは、自転車で東
京まで行ったことです。道は険しく毎日のようにパンクして
は修理し、予想外の出来事の連続で、自分の力で問題を解決
していくことがどれだけ大変か実感しました。
自転車は、自分の力で地道に努力し漕ぎ続けなければ目的
地に着くことはできません。それは研究活動と似ていて、誰
かが進めてくれるものではなく、自分の力で進めていかなく
てはなりません。自分は卒業研究でＣＧ（コンピュータグラ
フィックス）について研究しました。ＣＧは近年の映画やＣ
Ｍ、ゲームなどあらゆるもので使用されており、まだまだ利
用される機会が増えていく技術です。
卒業して大学院に進学するにあたり、大学で学んだＣＧ技
術をさらに向上できるよう、
専門的な知識や技能を身に付け、
人々に感動を与えられるような自分だけの個性ある映像表現
を用いた作品を作りたいと考えています。
平成29年度システム情報工学科卒業 木村 泰嗣（八戸高）

「学生と企業との就職懇談会」開催
３月１日、採用・選考に関する広報活動が解禁となったの
を受け、2019年３月卒業・修了予定学生の就職活動が本番
を迎えた。本学では３月７日〜９日の三日間にわたり「学生
と企業との就職懇談会」
（学内合同企業説明会）を開催。青
森県をはじめ全国各地から建設業や製造業、公務員、サービ
ス業など幅広い業界からおよそ310社に参加いただき、参加
学生は延べ570名に達した。
学生たちは、慣れないリクルートスーツに身を包み、緊張
した面持ちで企業のブースを訪問、担当者の説明に耳を傾け
ながら熱心にメモを取っていた。
現在、就職環境は「売り手市場」と報道されているが、ほ
とんどの企業では採用基準を下げずに採用活動を行ってい
る。学生の皆さんには、周囲の声に惑わされることなく、自
己分析・企業
研究・業界研
究・将来予測
などをしっか
りと行い、自
分自身が満足
できる進路
を選択してく
れることを願
う。

中国新疆大学との交流
この春、本学と学術交流協定を結んでいる中国ウルムチに
ある新疆大学からの留学生劉耘（りゅう・うん）さん（写真
左から２人目）と馬東建（ま・とうけん）さん（写真左）が本学
で３年間の研究を終え博士号を取得。３月20日学位記授与式
を経て帰国の途についた。卒業に先立ち、二人は同大学から
来日した新しい留学生張萌（ちょう・ほう）さん（写真左から
３人目）とともに学長を
表敬訪問した。張さん
は、大学院社会基盤工
学専攻博士後期課程
でこれから３年間、阿
波教授のもと博士号
取得を目指す。

階上漁協と研究交流
2018年度生命環境科学科への改組を記念し、バイオ環境工
学科田中研究室は、３月２日に「階上漁業協同組合との情報交
換会」を実施しました。階上漁協の皆さまにご協力いただけた
おかげで、私たちは階上沿岸に生息する棘皮（きょくひ）動物
や海藻、腹足類、ヤドカリなどの海洋生物を研究し、卒業研究
としてまとめることが出来ました。今回は、その研究成果を報
告するとともに、後輩たちが青森県環境教育促進強化事業の成
果や、今後、北海道厚岸町や本県平内町などの地域と連携して
すすめることが予定されている研究計画について紹介しました。
荒谷正壽組合長をはじめ皆様からは私たちの発表についての
ご意見、ご質問だけでなく、八戸・階上沿岸や青森県の漁況・
海況についての情報をいただくこ
とが出来ました。後輩たちには、
今後も情報交換を継続し、地域
の漁業や生態系保全に貢献する
ことを目指してほしいと大いに期
待しています。
平成29年度バイオ環境工学科卒業 西舘 舜（八戸西高）

リーダーズ研修会
２月16日、八戸シーガルビューホテルにて、学友会・体育会・
文化会新役員によるリーダーズ研修会が開催された。スーツに
身を包んだ新しいリーダー達はいさ
さか緊張気味で研修会に参加。前
半は学友会坪真也委員長から学友
会の運営について説明をうけ、後
半は部会に分かれ研修を行った。
体育会では八戸東消防署鮫分署
（写
消防隊員による「応急処置講座」
真中）が行われ、サークル活動中の
骨折やケガをした際の止血など処
置の仕方や三角巾の使い方の講習
を受けた。文化会では岩崎真梨子
講師による「新社会人として、身に
（写真下）が
つけたい文書作成講座」
行われ、円滑なコミュニケーション
を図るための言葉使いや文書の書
き方等を学修した。新リーダーの
活躍を期待する。
Hachinohe Institute of Technology Press No.132
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平成29年度課外活動表彰式
２月16日、八戸シーガルビューホテルにて、学生の課外
活動の功績を称え、平成29年度課外活動表彰伝達式並びに
懇親会が開催された。また、長年の指導の功績を称え、監
督（福士憲一氏、関秀廣氏、小比類巻孝幸氏、佐々木宏氏、
寺井孝男氏）に指導者功労賞が贈られた。

体育会・文化会表彰者（学年学科は平成29年度）
【学長賞】
体育会 バレーボール部
文化会 動力研究部
【保護者後援会会長賞】
体育会 硬式野球部
文化会 ADL
（建築デザイン研究会）

体 育 会
団
体
【優秀賞】 バレーボール部
【敢闘賞】 硬式野球部
【努力賞】 アイススケート部（ホッケー部門）
サッカー部
ストリートダンス愛好会
個
人
【優秀選手賞】
黒滝 泰世（バレーボール部／電気電子システム学科４年／五所川原工高）
酒井 紀誌（バレーボール部／電気電子システム学科４年／八戸工大一高）
松澤 祥希（バレーボール部／電気電子システム学科４年／弘前工高）
玉田 琢巳（バレーボール部／機械情報技術学科３年／弘前工高）
小笠原太郎（バレーボール部／システム情報工学科３年／弘前工高）
笠井 亮冶（バレーボール部／土 木 建 築 工 学 科３年／五所川原工高）
矢幅 祐真（バレーボール部／土 木 建 築 工 学 科３年／八戸工大一高）
差波
維（卓 球 部／電気電子システム学科３年／八戸工高）
小笠原 悠（卓 球 部／機械情報技術学科４年／八戸工高）
坂本
真（卓 球 部／土 木 建 築 工 学 科３年／北海道・函館大付属有斗高）
本田 一祥（卓 球 部／土 木 建 築 工 学 科３年／福島・帝京安積高）
長根 大陸（ストリートダンス愛好会／感性デザイン学科４年／八戸工大一高）
【敢闘賞】
中村
悠（硬式野球部／機械情報技術学科 ４年／岩手・一関学院高）
坂下
光（硬式野球部／土 木 建 築 工 学 科４年／八戸工高）
島下
大（硬式野球部／土 木 建 築 工 学 科４年／八戸工高）
工藤 甲斐（硬式野球部／機械情報技術学科３年／黒石商高）
貝森龍之介（硬式野球部／電気電子システム学科３年／秋田・大館工高）
菅原 涼太（硬式野球部／土 木 建 築 工 学 科３年／秋田・秋田商高）
関下 涼大（卓 球 部／土 木 建 築 工 学 科３年／岩手・専大北上高）
上野 武蔵（卓 球 部／電気電子システム学科２年／六ケ所高）
前田 翔吾（卓 球 部／土 木 建 築 工 学 科３年／京都・東山高）
工藤 歩未（バレーボール部／機械情報技術学科４年／弘前工高）
長内健太郎（バレーボール部／土 木 建 築 工 学 科４年／弘前工高）
澤上亜羅樹（バレーボール部／電気電子システム学科３年／五所川原工高）
【新人賞】
工藤 奨平（硬式野球部／機械情報技術学科２年／八戸工大一高）
貝森 佳輝（硬式野球部／機械情報技術学科１年／秋田・大館桂桜高）
円子 彪我（バレーボール部／土 木 建 築 工 学 科１年／八戸工大一高）
田沢 青輝（アーチェリー部／土 木 建 築 工 学 科１年／三本木農高）
【努力賞】
秋元 良介（ソフトテニス部／機械情報技術学科４年／秋田・秋田北鷹高）
浦田 滉平（ソフトテニス部／機械情報技術学科４年／静岡）
日比 俊介（ソフトテニス部／感性デザイン学科４年／八戸工大一高）
中村康太郎（男子バスケットボール部／電気電子システム学科４年／八戸工大一高）
南川 一真（男子バスケットボール部／電気電子システム学科４年／むつ工高）
佐々木龍也（男子バスケットボール部／土 木 建 築 工 学 科４年／八戸工大一高）
佐々木麻衣（男子バスケットボール部／土 木 建 築 工 学 科４年／八戸工大二高）
小野寺香奈（男子バスケットボール部／バイオ環境工学科４年／岩手・千厩高）
中山 滉平（レスリング部／電気電子システム学科４年／岩手・千厩高）
小向 勇太（硬式野球部／機械情報技術学科４年／八戸工大一高）
宍戸 凌汰（硬式野球部／機械情報技術学科４年／岩手・黒沢尻工高）
齊藤 慎也（硬式野球部／土 木 建 築 工 学 科４年／秋田・大館工高）
鳥山
諒（硬式野球部／土 木 建 築 工 学 科４年／六ケ所高）
藤原 壮矢（硬式野球部／土 木 建 築 工 学 科４年／岩手・盛岡工高）
川越 智幸（男子硬式庭球部／システム情報工学科４年／八戸西高）
前田
司（男子硬式庭球部／バイオ環境工学科４年／南部工高）
大嶋 佑汰（男子硬式庭球部／電気電子システム学科４年／八戸西高）
向山 宗輝（バドミントン部／システム情報工学科３年／八戸工大二高）
亀田 幸智（バドミントン部／バイオ環境工学科３年／青森西高）
木村 啓悟（バドミントン部／バイオ環境工学科４年／青森西高）
小笠原亮介（卓 球 部／土 木 建 築 工 学 科４年／八戸工高）
北原 貫路（空 手 道 部／土 木 建 築 工 学 科４年／岩手・盛岡工高）
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竹村 智貴（空 手 道 部／電気電子システム学科４年／八戸工大二高）
佐竹 伸子（女子硬式庭球部／土 木 建 築 工 学 科４年／山形・荒砥高）
北村 優宜（軟式野球部／機械情報技術学科４年／岩手・久慈高）
鎌田 純司（軟式野球部／電気電子システム学科４年／弘前中央高）
杉山 昂星（軟式野球部／感性デザイン学科４年／八戸工大一高）
三ヶ森 匠（軟式野球部／土 木 建 築 工 学 科４年／八戸工大一高）
鈴木 寛久（軟式野球部／電気電子システム学科４年／秋田・秋田北鷹高）
土屋 智広（山 岳 部／土 木 建 築 工 学 科４年／宮城・仙台東高）
齋藤 翔太（山 岳 部／土 木 建 築 工 学 科４年／岩手・久慈東高）
佐野遼太郎（弓 道 部／機械情報技術学科４年／三戸高）
浅利 智也（フットサル研究同好会／システム情報工学科４年／五所川原第一高）
矢萩
開（ストリートダンス愛好会／感性デザイン学科４年／山形・山形学院高）
加賀谷晋平（ストリートダンス愛好会／土 木 建 築 工 学 科４年／秋田・本荘高）
奥瀬 直哉（ストリートダンス愛好会／電気電子システム学科４年／八戸工大一高）
加藤 里実（キックボクシング愛好会／バイオ環境工学科４年／岩手・一関第二高）
須藤
瞳（キックボクシング愛好会／バイオ環境工学科４年／岩手・盛岡第四高）
山谷 有希（キックボクシング愛好会／バイオ環境工学科４年／五所川原高）
三浦 和樹（サイクリング同好会／システム情報工学科４年／八戸工大二高）

文 化 会
団
体
【優秀賞】 動力研究部
ADL（建築デザイン研究会）
合唱部
【努力賞】 吹奏楽部
個
人
【優秀賞】
山日 謙治（動力研究部／システム情報工学科４年／八戸工高）
大嶋 宏昌（ADL（建築デザイン研究会）／土木建築工学科４年／南部工高）
佐竹 伸子（ADL（建築デザイン研究会）／土木建築工学科４年／山形・荒砥高）
【敢闘賞】
大塚 翔太（将 棋 部／土 木 建 築 工 学 科４年／秋田・能代工高）
佐々木汰一（文芸愛好会／バイオ環境工学科２年／岩手・釜石高）
山本 恵子（食品研究会／バイオ環境工学科２年／八戸聖ウルスラ学院高）
落合 佳祐（ドローン研究会／システム情報工学科１年／八戸工大二高）
【リーダーシップ賞】
澤口
潤（音楽研究部／感性デザイン学科３年／八戸工大二高）
髙力 和馬（音楽研究部／土 木 建 築 工 学 科３年／宮城・石巻工高）
杉山 泰斗（ADL（建築デザイン研究会）／土木建築工学科３年／大間高）
長谷川舞実（茶道愛好会／感性デザイン学科３年／弘前工高）
前田麗依華（茶道愛好会／感性デザイン学科３年／弘前工高）
【努力賞】
米澤 美鈴（美術研究部／機械情報技術学科４年／岩手・西和賀高）
上野 美貴（美術研究部／感性デザイン学科４年／八戸工大二高）
大塚奈央美（美術研究部／感性デザイン学科４年／八戸工大二高）
千葉 彩乃（美術研究部／感性デザイン学科４年／八戸工大二高）
鳥谷部華恋（美術研究部／感性デザイン学科４年／八戸工高）
中野亜理沙（美術研究部／感性デザイン学科４年／八戸工大二高）
三浦実沙都（美術研究部／感性デザイン学科４年／八戸工大二高）
山﨑 美月（美術研究部／感性デザイン学科４年／十和田西高）
大杉
遥（吹 奏 楽 部／バイオ環境工学科４年／三本木高）
及川 瑞生（映像研究部／システム情報工学科４年／岩手・金ケ崎高）
立花
純（映像研究部／バイオ環境工学科 ４年／八戸工大二高）
佐々木拓也（映像研究部／バイオ環境工学科 ４年／八戸北高南郷校舎）
柳沢 隆誠（映像研究部／バイオ環境工学科４年／八戸北高南郷校舎）
佐々木貴也（動力研究部／システム情報工学科４年／岩手・盛岡中央高）
川畑
光（動力研究部／機械情報技術学科４年／八戸工高）
蛭子 泰之（動力研究部／機械情報技術学科４年／八戸工高）
今田香菜子（合 唱 部／感性デザイン学科４年／黒石商高）
武石 大貴（文芸愛好会／機械情報技術学科４年／秋田・大館工高）
坂川 優太（文芸愛好会／機械情報技術学科４年／八戸工大一高）
阿部 公亮（プラモデル研究会／システム情報工学科４年／八戸西高）
神 友一朗（プラモデル研究会／システム情報工学科４年／木造高）

卒業生表彰
【機械情報技術学科】
◇日本機械学会・畠山賞
浦田 滉平（静岡）
◇学長賞
鈴木 友康（八戸北高）
◇学科長賞（優秀卒研賞）
秋元 良介（秋田・秋田北鷹高）
遠藤 隼人（南部工高）
川畑
光（八戸工高）
北村 優宜（岩手・久慈高）
佐野遼太郎（三戸高）
寺井 優大（八戸工大二高）
橋本
樹（岩手・盛岡南高）
◇学科長賞（資格取得賞）
石岡 洸平（青工高）
木原 康平（八戸西高）
坂川 優太（岩手・福岡高）
中村 祐太（八戸工大二高）
米澤 美鈴（岩手・西和賀高）
【電気電子システム学科】
◇学長賞
鈴木 寛久（秋田・秋田北鷹高）
◇工学部長賞
鎌田 純司（弘前中央高）
◇学科長賞
高橋 克知（八戸工高）
◇卒業研究 優秀賞
鎌田 純司（弘前中央高）
鈴木 寛久（秋田・秋田北鷹高）
中山 滉平（岩手・千厩高）
◇卒業研究 功労賞
本間 隼人（秋田・西仙北高）
鎌田 純司（弘前中央高）
加賀谷拓臣（八戸工大二高）
南川 一真（むつ工高）
竹村 智貴（八戸工大二高）
奥瀬 直哉（八戸工大一高）
宗前 泰博（八戸工高）
中山 滉平（岩手・千厩高）
上村 健悟（八戸工大二高）
高橋 克知（八戸工高）
◇水交会賞
鈴木 寛久（秋田・秋田北鷹高）
佐藤 孝哉（三沢商高）
中山 滉平（岩手・千厩高）
本間 隼人（秋田・西仙北高）
黒滝 泰世（五所川原工高）

サークル紹介

松澤 祥希（弘前工高）
◇電気学会東北支部 優秀学生賞
鎌田 純司（弘前中央高）
◇電子情報通信学会東北支部 優秀学生賞
中山 滉平（岩手・千厩高）
◇日本原子力学会 フェロー賞
鈴木 寛久（秋田・秋田北鷹高）
【システム情報工学科】
◇優秀学生賞・学科長賞
川越 智幸（八戸西高）
◇優秀学生賞・卒研賞
砂庭 奈央（八戸工大二高）
工藤 愛輔（八戸東高）
松山 春樹（鰺ヶ沢高）
蛯澤 秀光（八戸西高）
佐々木貴也（岩手・盛岡中央高）
角
直哉（八戸中央高）
神 友一朗（木造高）
足沢 佳輔（南部工高）
守
昇吾（八戸工高）
阿部 公亮（八戸西高）
木村 泰嗣（八戸高）
岩舘 優妃（八戸北高）
◇優秀学生賞・資格賞
角
直哉（八戸中央高）
足沢 佳輔（南部工高）
守
昇吾（八戸工高）
滝沢 健太（八戸工高）
助川 友太（八戸工大一高）
◇ CG-ARTS 協会賞
助川 友太（八戸工大一高）
◇平成29度情報処理学会・東北支部学生奨励賞
木村 泰嗣（八戸高）
【バイオ環境工学科】
◇学長賞
鳴海 亨駿（弘前南高）
◇学科長賞
須藤
瞳（岩手・盛岡第四高）
◇功労賞
佐藤 宏紀（岩手・金ケ崎高）
◇卒業研究 優秀賞
上野 亜樹（八戸学院光星高）
加藤 丈翼（八戸工大二高）
佐藤
潤（八戸工高）
佐藤 宏紀（岩手・金ケ崎高）
立花
純（八戸工大二高）

美術研究部

私たち美術研究
部は、水彩画や油
彩画、デジタル画
など、時には小物
を用いて創作活動
を行っています。
大学では、毎年桜
花展、工大祭、彩
才祭の三つに参加し、絵の展示をしています。工大祭では毎年カフェの出店
もしており、昨年は学内の賞をいただきました。彩才祭では子どもたち向け
に、ワークショップも開催しています。
課外活動として一昨年から本八戸駅近くの八通ギャラリーで展示会をして
います。また、美術研究部の伝統であるカレンダー制作を毎年３月に行い配
布しています。今年は、部員一人ひとりの想いが月ごとに描かれている、可
愛らしい卓上カレンダーができました。
ささやかではありますが、これからも丁寧な制作を心がけよりよい作品を
生み出せるよう励んでいきたいと思います。
美術研究部部長 堀内 幸呼
（創生デザイン学科２年／三本木農高）

鳴海 亨駿（弘前南高）
根本 莉緒（八戸工大二高）
前田
司（南部工高）
村上 周平（宮城・白石工高）
【土木建築工学科】
◇最優秀賞
長倉 亮介（静岡・島田高）
◇優秀賞
小笠原亮介（八戸工高）
土屋 智広（宮城・仙台東高）
三上 大輝（弘前工高）
◇最優秀設計賞
長倉 亮介（静岡・島田高）
◇最優秀発表賞
佐竹 伸子（山形・荒砥高）
◇優秀発表賞
齋藤 翔太（岩手・久慈東高）
濱道 京祐（岩手・種市高）
◇功績賞
大嶋 宏昌（南部工高）
【感性デザイン学科】
◇学長賞
笹渡 菜那（八戸東高）
◇学部長賞
豊川 紗綾（八戸水産高）
◇学科長賞
中野渡 月（七戸高）
◇努力賞
上林 望未（八戸工大一高）
髙橋 メイ（八戸聖ウルスラ学院高）
中野亜理沙（八戸工大二高）
◇功労賞
吉田龍之介（八戸工大二高）
豊川 紗綾（八戸水産高）
鳥谷部華恋（八戸工高）
◇卒業制作・論文 最優秀論文賞
髙橋 メイ（八戸聖ウルスラ学院高）
◇卒業制作・論文 優秀論文賞
上林 望未（八戸工大一高）
◇卒業制作・論文 最優秀制作賞
豊川 紗綾（八戸水産高）
◇卒業制作・論文 優秀制作賞
日比 俊介（八戸工大一高）
◇（公社）商業施設技術団体連合会会長賞
笹渡 菜那（八戸東高）

土木建築工学科卒展
２月26日〜28日、土木建築工学科では平
成29年度卒業研究ポスター展を八戸ポータル
ミュージアムはっちで開催した。この取り組
みは、市民の方々に土木建築分野に関する興
味・関心・理解を深めて頂くこと、大学での
取り組みや研究活動を知って頂くことを目的
として、毎年開催しているものである。
社会インフラの維持管理、防災、環境、地
域計画など、国内外の様々な課題に対して、
卒業研究として学生が取り組んだ40件の研
究・設計内容は、市民の目を惹いていた。
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八戸工業大学
学生相談室講演会
２月22日、本学多目的ホールで「学生支援の現状と学生支援センターとの連
携に向けて」と題し、学生支援センターアドバイザー千葉隆史氏、学生相談室非
常勤相談員盛田沙織氏、渡邉一弥氏を招いて学生相談室講演会が開催された。本
学では学生相談室を1994年に開設。近年、相談件数が増加傾向にあることから、
発達障がい等のある学生も含めた学生支援の充実を図ることを目的に、学生支援
センターを昨年開設した。講演会では、はじめに小玉学務部次長から「学生支
援センター」について概要説明がなされ、続
いて３名の講師の先生方から発達障がい等を
かかえた子ども達への社会での支援の状況や
事例などを交えた発表をいただいた。パネル
ディスカッションでは、学生支援のための連
携と対応に向け教職員とパネラーの活発な意
見交換が行われた。

3.11防災フォーラム 2018
東日本大震災から７年目を迎えた３月11日、本学と八戸市主催により防災フォー
ラムが開催された。フォーラムでは、八戸市から市長挨拶、津波避難計画と会
場でもある津波防災センターの整備と活用についての説明があり、それに続き
JAMSTEC 地震津波海域観測研究センター長小平修一氏より「深海から探る東
北太平洋沖地震」
として地震の仕組みと三陸沖の海底断層について講演があった。
本学からは、防災に係る橋梁の老朽化対策
を始めとする課題解決に向けた私立大学研
究ブランディング事業への取組みの紹介や、
防災分野における「津波防災のためのコン
ピュータシュミレーション」
（土木建築工学
科高瀬慎介講師）
、
「火災科学から見た３.11」
（機械情報技術学科工藤祐嗣准教授）のミニ
レクチャーが行われた。 （学科名は、Ｈ29年度）

アクティブラーニング推進へ、
教室整備進む
文部科学省「平成29年度私立大学等教
育研究活性化設備整備事業」の補助によ
り、講義形態に応じたグループワークの展
開が可能な教室整備が進んでいる。可動式
テーブル・椅子、情報共有・議論のための
全面ホワイトボード、Wi-Fi 環境の整備な
ど、全学での活用により、アクティブラー
ニングの推進が図られる。

｢キャンパス★４」
学生専用バス回数券PR
八戸市営バスと南部バス㈱の両方で使
用できる、学生専用のお得なバス回数券
キャンパス・４
（Can-pass ☆４）のチラ
シ表紙デザインに感性デザイン学科２年
種市美友希さん（八戸工大一高、写真中央）
の作品が選ばれた。これは八戸市地域公
共交通会議の依頼を受け、学内で公募を
行ったものである。２月26日、同会議武
山泰委員長（システム情報工学科長、写
真左）から最優秀賞の授与と、デザイン
お披露目会がおこなわれた。回数券は４
枚綴りで600円、平日の午後・土日祝祭
日学生だけが使用できる。下宿生の買い
物やバス通学生の乗継運賃軽減に役立っ
（学年学科は H29年度）
ている。

八戸学院大学短期大学部
との教育交流推進へ
３月12日、本学と八戸学院大学短期大
学部（外崎充子学長・写真左）は、単位互
換を実施することについて合意し、協定
を締結した。両大学は、互いに交流と協
力を推進し、大学教育の活性化と充実に
努め、意欲ある学生に多様な学修機会を
提供することを約束した。

新任教員紹介

髙 屋 喜久子

後 藤 厚 子

（創生デザイン学科・教授） （創生デザイン学科・准教授）
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杉 本 振一郎

本 田 洋 之

片 山 裕 美

（機械工学科・講師）

（生命環境科学科・講師）

（生命環境科学科・助教）

Web サイトリニューアル

夏のオープンキャンパス

４月１日から本学 Web サイトがリ
ニューアル、運用を開始した。新 Web
サイトは、閲覧する端末に応じてペー
ジのレイアウトやデザインを最適化す
るレスポンシブ Web デザインを採用。
見た目もスッキリとして、色調も明る
い。取材記事 QR コードを読み込むと、
大学案内パンフレットと連動し、イン
タビュー動画が流れる等の工夫がされ
コンテンツを拡充し、
ている。今後も、
ユーザーに分かりやすく、楽しんで
もらえるサイトを目指していく。

皆様のご来場をお待ちしています
■開催日
７月22日
（日）
、
８月５日
（日）
■プログラム
学科体験、
キャンパスツアー、
大学周辺バスツアー、
保護者向けガイダンス、
学食体験、
学科紹介ブース、
各種相談コーナーなど

進学相談会日程
実施日

曜日

４月17日

火

15:00〜18:00 ベルクラシック函館

時間

会場名

開催地
函

館

４月17日

火

15:30〜18:00 ホテルルイズ

盛

岡

４月18日

水

13:00〜16:00 アルヴェ

秋

田

４月19日

木

12:30〜16:00 アートホテル弘前シティ

弘

前

４月19日

木

15:30〜18:00 芙蓉閣

大

崎

詳細は決定次第本学ホームページでお知らせいたします。

４月24日

火

15:30〜18:00 八戸商工会館

八

戸

お問い合わせ：0120-850-276（入試課フリーダイヤル）

４月25日

水

13:30〜18:00 アートホテル弘前シティ

弘

前

４月25日

水

15:00〜18:30 ベルクラシック函館

函

館

５月９日

水

15:30〜18:30 ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング

盛

岡

５月10日

木

15:00〜18:30 八戸グランドホテル

八

戸

５月11日

金

14:30〜18:00 八戸プラザアーバンホール

八

戸

５月14日

月

14:30〜18:30 アエル

仙

台

５月16日

水

14:30〜18:30 ホテルメトロポリタン盛岡本館

盛

岡

５月18日

金

15:00〜18:00 アルヴェ

秋

田

2019年度入試日程
入試区分

ＡＯ入学試験

クール

エントリーカード受付期間
（必着） 面

９月22日
（土）

第２クール

11月15日(木)〜11月22日(木)

12月１日(土)

１月28日（月）〜２月１日（金）

２月８日
（金）

３月１日（金）〜３月８日（金）

３月15日
（金）

５月21日

月

15:00〜18:00 アートホテル弘前シティ

弘

前

５月22日

火

15:00〜18:00 リンクステーションホール青森

青

森

第４クール

５月23日

水

15:00〜18:00 八戸プラザアーバンホール

八

戸

５月23日

水

15:30〜18:00 アルヴェ

秋

田

試

日

９月１日（土）〜９月14日（金）

第３クール

入

談

第１クール

区

分

願書受付期間（必着）

試

験

日

指定校制

11月１日(木)〜11月８日(木)

11月17日(土)

５月24日

木

15:00〜18:00 郡山ビューホテルアネックス

郡

山

５月28日

月

15:30〜18:30 ベルクラシック函館

函

館

公募制

11月26日(月)〜12月13日(木)

12月19日(水)

６月６日

水

14:30〜18:00 アートホテル弘前シティ

弘

前

前期

１月４日（金）〜１月25日（金）

２月１日
（金）

６月７日

木

14:30〜18:00 青森国際ホテル

青

森

後期

３月１日（金）〜３月11日（月）

３月18日
（月）

６月８日

金

13:30〜18:00 リンクステーションホール青森

青

森

６月18日

月

15:00〜18:00 ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング

盛

岡

前期

１月４日（金）〜１月28日（月）

６月27日

水

13:00〜15:30 盛岡タカヤアリーナ

盛

岡

中期

２月１日（金）〜２月15日（金）

７月14日

土

13:00〜16:00 アエル

仙

台

後期

３月１日（金）〜３月21日（木）

平成31年
１月19日(土)・
１月20日(日)・
の大学入試セ
ンター試験

７月21日

土

13:00〜16:00 アルヴェ

秋

田

退職教職員
皆様の今後のご活躍とご健勝を祈念いたします。
熊谷 浩二 教 授（土木建築工学科）
根城 安伯 教 授（電気電子システム学科）
小比類巻孝幸 教 授（バイオ環境工学科）
河内 良彰 講 師（感性デザイン学科）
板垣恵美子 係 長（法人事務局管財課）
岩織 敬道 主 事（大学図書館）
栁谷 史子 主 事（大学事務部学事課）
早坂 昭男 工 師（自動車工学センター）
玉川 邦夫 工 師（工作技術センター）

推薦入学試験

一般入学試験

大学入試セン
ター試験利用
入学試験

主な日程（５月〜８月）
５／10
５／14
６／８
６／14
６／26
７／14
７／22
７／30
８／４
８／５
８／13

〜 11
〜 18

新入生オリエンテーション
桜花展（文化会主催）
体育祭（体育会主催）
〜 15
就職懇談会
大学院第一次試験
（月）振替授業
オープンキャンパス①
〜 ８／３ 前期定期試験
〜 ９／15 夏季休業
オープンキャンパス②
〜 17
大学窓口業務休業
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八戸工業大学第二高等学校
附属中学校開校式・入学式

八戸工大一高

第60回 入学式

４月７日、多数の来賓・保護者をお迎えし、第60回入学
式が挙行された。新入生264名を代表し、尾形颯紀君（普
通科１年／田子中）が「先輩方の築いた輝かしい伝統を引
き継ぎ、勉学や部活動に励み、自分の夢と希望を実現する
ために全力で取り組んでいきたい。
」という、高校生活へ
の決意を田名部俊成校長に力強く述べた。

３月16日～ 18日の３日間、第21回全国
高等学校ボウリング選手権大会春高沖縄
大会が那覇市サラダボウルで開かれた。
男子団体戦には高坂雄斗君（建築コース
２年／小中野中）と佐々木駿君（建築コー
ス２年／八戸東中）の両名が参加し、昨
年に続き優勝を果たし二連覇を達成した。
前半３Ｇ終了時点では３位と好位置
につけ、翌日の後半３Ｇでは二人とも
最小限のミスで抑え、優勝に対する気
迫に満ちた投球を
してくれた。二人
とも優勝できると
は思っていなかっ
たようではあるが、
表彰台での晴れや
かな表情が印象的
であった。

常 に 前 向 きに
１学年部長

西村 弘之

４月７日、第60回入学式が挙行され、今年も多
くの新入生を迎えることが出来ました。入学おめでとうございます。
皆さんの入学を私たち１学年スタッフは心待ちにしておりまし
た。また、
先輩である在校生もこのときを楽しみにしていました。
これまで中学校では最上級生であった皆さんは、高校生として新
たなスタートを切ることになります。新しい生活が始まり、高校
生活に対する期待と不安の中、頑張っていることと思います。３
年間という長くも短い時間を過ごすことになりますが、常に前向
きな気持ちを持って進んでいって欲しいと思っています。
高校生は、社会人の一歩手前の大切な時期です。３年後にどん
な人間になりたいのか、それに向けて３年間どのように過ごして
いくか。可能性は努力次第でいくらでも広がります。また、中学
生とは違い、これまで以上に様々なことが必要とされてきます。
思い通りにいくことばかりではないでしょう。辛いとき、苦しい
とき、
周りにはサポートしてくれる人がたくさんいます。保護者、
工大一高の仲間、そして私たちスタッフも全力でサポートしてい
きます。つねに前向きに、お互いが助け合い、高め合い、それぞ
れの３年後に向かって頑張っていきましょう。
【１学年目標】

東北選抜レスリング大会

優勝

２連覇

ボウリング選手権春高大会

新入生のみなさんへ

２月３
・４日、
秋田県五
城目広域
体育館に
お い て、
第57回高
松宮杯東
北高等学校選抜レスリング兼第61回
全国高等学校選抜レスリング大会予選
会が行われた。決勝では、八戸学院光
星高校を６−１で下し17年ぶりの団
体優勝を飾り、古豪復活を遂げた。ま
た、個人戦では50㎏級小川颯太君（普
通科１年／十和田東中）
、66㎏級小泉
蓮君（総合コース２年／千歳中）
、74
㎏級西舘黎君（進学コース２年／白山
台中）が優勝を果たした。

互いを高め合い 互いのよさを認め合い
何事にも前向きに取り組もう

部活動父母・顧問研修会
１月20日、八戸パークホテルにおい
て、部活動父母・顧問研修会が行われ
た。講師に、元プロアイスホッケー選
手・監督村井忠寛氏を招き、
「自立し
た部活動マネジメントを目指して」と
題して講演して頂いた。講演では、子
供達に夢や目標を明確にさせ、その目
標に対してどのように取り組んでいく
のかを、貴重な体験を交えて語った。
研修会を通して、父母・顧問が一体に
なり、子供達の成長に携わっていくこ
との大切さを学んだ。

青森県スポーツ関係受賞者
青森県高等学校体育連盟

鈴夏（総合コース3年/鰺ヶ沢中）
月舘
丞（進学コース3年/北稜中）
もも（総合コース2年/宮城・稲井中） 中村 宗史（進学コース3年/堀口中）
【レスリング】
青森県高等学校野球連盟
本間康之介（進学コース2年/新潟・柏崎二中）
小川 航大（進学コース3年/十和田東中） 【硬式野球】
大澤 飛翔（進学コース3年/下長中）
【ボウリング】
菊池 佑威（進学コース3年/五戸中）
小泉 幸平（進学コース3年/北稜中）
青森県体育協会
西山
響（建築コース3年/八戸一中）
田名部共弘（進学コース3年/下長中）
寺地 智哉（進学コース2年/湊中）
高体連優秀選手賞
県特別優秀選手賞
【ソフトテニス】
【レスリング】
山口 琢也（進学コース2年/宮城・長命ヶ丘中）
清野
蓮（進学コース3年/弘前三中）
小川 航大（進学コース3年/十和田東中） 田村 未来（進学コース3年/北海道・星置中）
小野 大地（進学コース3年/階上中）
小川 颯太（普通科1年/十和田東中）
本多 健人（進学コース2年/北稜中）
【レスリング】
【ボウリング】
古舘 叶夢（進学コース2年/八戸二中）
【水泳】
林
公平（進学コース3年/木ノ下中）
西山
響（建築コース3年/八戸一中）
【自転車競技】
山下
諒（進学コース2年/堀口中）
県優秀選手賞
【スケート】
小笠原一真（機械コース3年/白銀中）
今泉 沙彩（進学コース2年/十和田中）
立花 昌也（進学コース3年/八戸二中）
廣谷 帆香（進学コース2年/八戸二中）
坪田 愛生（普通科1年/鶴田中）
高体連賞

【ボウリング】

河村

浩壱（機械コース3年/下長中）

須藤
千葉

吏城（進学コース3年/黒石中）
楽（進学コース2年/宮城・湊中）

【ゴルフ】

010

工藤
横山

【アイスホッケー】

石川 駿介（進学コース3年/北海道・和光中）
佐々木亮悦（進学コース3年/八戸二中）
大﨑 叶羽（進学コース3年/北稜中）
小笠原由基（進学コース3年/湊中）
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【レスリング】

谷内 渓祐（進学コース3年/根城中）
林
公平（進学コース3年/木ノ下中）
小泉
蓮（総合コース2年/千歳中）

県スポーツ奨励賞

【水泳】

中山 義仁（進学コース2年/八戸二中）
小山内元気（普通科1年/中里中）

【自転車競技】

軒

慎司（進学コース3年/白銀中）

清野
小野

蓮（進学コース3年/弘前三中）
大地（進学コース3年/階上中）

松沢
上平

修斗（機械コース3年/大館中）
裕也（進学コース2年/八戸東中）

【ソフトテニス】

【山岳】

青森県教育委員会

青森県スポーツ大賞

【レスリング】

小川
小川

航大（進学コース3年/十和田東中）
颯太（普通科1年/十和田東中）

西山

響（建築コース3年/八戸一中）

【ボウリング】

第57回 卒業証書授与式

主な表彰者

３月１日、第57回卒業証書授与式が挙
行された。保護者や多数の来賓をお迎え
し、大坂敏輝君（進学コース／小中野中）
が卒業生278名を代表して答辞を述べた。
「謙虚な気持ちで、人のためにできる事
を探すという人間力を、部活動や様々な
経験を通じて学んだ。どんな時も見守り
支えてくれた家族や先生に、
感謝したい。
」
と高校生活の思い出を振り返りながら仲間との友情などについて熱く
語った。高校生らしい素直な気持ちと、これからの社会人としての意気
込みを感じさせる言葉に惜しみない拍手がおくられ、
学び舎を後にした。

◆校長賞
笠間
匠（電気コース／根城中）
◆日本私立中学高等学校連合会
会長賞
大坂 敏輝（進学コース／小中野中）
◆青森県私立高等学校保護者会
連合会会長賞
小坂 朋也（総合コース／五戸中）
◆青森県高等学校PTA連合会会
長賞（12年間皆勤）
工藤 美月（情報コース／白銀南中）
似鳥 晴規（電気コース／三沢二中）
三浦 泰我（機械コース／大館中）
◆生徒会功労賞
大坂 敏輝（進学コース／小中野中）

生徒の研究発表大会

◆スポーツ大賞
小川 航大（進学コース／十和田東中）
西山
響（建築コース／八戸一中）
◆スポーツ特別賞
林
公平（進学コース／木ノ下中）
大﨑 叶羽（進学コース／北稜中）
大澤 飛翔（進学コース／下長中）
小泉 幸平（進学コース／北稜中）
小川原由基（進学コース／湊中）
佐々木亮悦（進学コース／八戸二中）
大坊 和希（進学コース／湊中）
田名部共弘（進学コース／下長中）
田村 未来（進学コース／北海道・星置中）
中村 宗史（進学コース／堀口中）
渡邉
慶（進学コース／山梨・河口湖南中）

Ｇスピコン４を終えて

Ｍ３グランプリ
２月４日、Ｍ３グランプリ（地域ぐ
るみによる三八地域ものづくり産業人
材育成事業）の成果発表会が八戸ポー
タルミュージアムはっちで開催され、
最優秀賞を受賞した。Ｍ３とは、
「も
のづくり企業の魅力を動画で発信」の
「も（Mo）
」
「魅（Mi）
」
「動画（Movie）
」
の３つのMを表す。
本校は「多摩川精機株式会社」様と
コラボし、７月25日のキックオフから
活動を開始。同社の主力商品をどのよ
うにＰＲするか悩みながらプロジェク
トを進め、
主力商品の一つである
「ジャ
イロセンサー」をダンスで表現するこ
とを試みた。柊Dance＆Balletの主宰
に相談し、振り付け・ダンス指導をお
願いした。この半年の間、橋下沙弥佳
さん（情報コース２年／湊中）
・外崎
竜馬君（電子通信コース２年／五戸
中）
・鈴木零君（情報コース２年／市
川中）
・佐々木魁人君（土木コース２
年／八戸二中）
・須郷央志君（土木コー
ス２年／鶴田中）の５名がプロジェク
トに関わった。
退職の先生

事務職員

お世話になりました
村井 茂敏
野田 真子
小笠原康子
今
希

先生（建築）
先生（英語）
さん（事務）
さん（事務）

２月９日、むつ工業高校で「第27回
生徒の研究発表大会」が開催された。
県内８校がエントリーし、本校からは
「全方向移動探査機の製作」と題して
川村勇貴君（電子通信コース３年／下
長中）
が発表した。本校工業科では
「航
空・宇宙」をテーマに研究を行ってい
ることもあり、これからのニーズを評
価された。結果は、
第４位であったが、
生徒は日頃の取り組みを発表できたこ
とに満足していた。

ドローン検定
１月21日、ドローン検定協会主催の
ドローン検定試験が本校を特設会場と
して実施された。本校では今年度、ド
ローン２機を導入し、フライトムー
ビー社のご協力でドローン操作実技講
習・ドローン検定受検講習会を行って
きた。今回、ITH合同会社のご協力で、
ドローン検定試験を本校で実施するこ
とが可能となった。１年生から３年生
までの工業科を対象に実施し、生徒33
名、教員２名が受検し31名が合格した。
新任の先生

３月14日、普通科１・２年生157名
が参加し、第４回普通科弁論大会（Ｇ
スピコン４）を開催した。各クラスか
ら２名ずつの計12名が弁士として、そ
れぞれの思いや考えを発表した。司会
進行等全て生徒の手で運営され、普通
科らしい大変有意義なプログラムと
なった。
第１位に古里慎也君
（進学コー
ス２年／八戸一中）が輝いた。

Ｇキャンプ３を終えて
２月17・18日、五戸町で第３回普
通科合宿勉強会（Ｇキャンプ３）が行
われ、１年生18名、２年生21名の計
33名が参加した。
「部活も進路も全国
へ」のスローガンの下で、全員がメイ
ンテーマである「自学力」の育成に励
んだ。
「やってるぜ二刀流」
、青春謳歌
校を目指す普通科！
！

よろしくお願いします

久保田 佑
鳥屋部華奈子
馬場奈菜子
附田 修宏
小笠原侑也
武山
茂
島田
輝
事 務 長 青井 信達
木村 和子

先生
（数学）
先生
（国語）
先生
（養護助教諭）
先生
（工業）
先生
（工業）
先生
（工業）
先生
（工業）
＊左から木村さん、青井さん、小笠原先生、附田先生、
さん
（配置換）
鳥屋部先生、馬場先生、久保田先生
さん
（事務・配置換）
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八戸工大ニ高

第44回 入学式

新入生の皆さんへ

感動一番、
工大二高…
校 長

４月６日、高校生256名、中学生17名の新入生を迎えて、
第44回入学式が行われた。式では明石進校長から「自らの意
志で勉学やスポーツに取り組み、学校生活をスタートさせて
下さい。
」と激励の言葉が送られた。高校新入生を代表して
十文字愛菜さん（カレッジコース / 白銀中）附属中新入生の
代表として久保皇太朗くん（一貫コース / 吹上小）が新たな
生活に対する決意を語り、校訓の下に何事も一生懸命努力す
ることを力強く宣言した。

青森県高校生議会参加
「若者目線で考える地域創生
～青森県高校生議会～」
２月８日、青森県庁で行われた青森
県高校生模擬議会に、１・２年ＡＣク
ラス希望者16名が参加した。昨年に引
き続き２回目の参加。今年は開発途上
国に対して実際に行われている農業支
援・人権保護活動を参考に、一次産業
活性化策を提案した。政策提案作成の
ために校内外で５回の研修やワーク
ショップを行ってきた参加生徒たちは
「地域の方々との対話を通じて、広い視
野を持てるようになった」
「地域のため
に何かしたいと考えるようになった」
と話していた。２月24日には、これら
の地域活性化の取り組みを八戸市が主
催する「学生＆高校生まちづくりコン
ペティション」において発表し、審査
員特別賞を受賞した。
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Hachinohe Institute of Technology Press No.132

明 石

進

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。本校は地
域に信頼される私立の進学校して確固たる地位を築いていま
す。昨年度も筑波大学をはじめ、多数の国公立大学や有名私
立大学に合格し、部活動でも輝かしい成果をあげています。
これらは、授業による学力だけでなく、部活動、生徒会活動、
ボランティア活動、学外学習、海外研修など様々な体験活動
を通して得られた力によって、勝ち取ったものです。皆さん
にも、積極的に校内外の活動に参加して欲しいと考えていま
す。
さて、高校生になったこの機会を、大人の精神に脱皮する
きっかけにしてみませんか。子供から大人になるとはどうい
うことか、
自分を見つめながら考えてみてください。例えば、
身近な両親に感謝の心や友達に思いやりの心を、素直に表現
出来れば、それは脱皮の始まりです。しかし、人間の脱皮は、
一度や二度では終わりません、絶えず魂を純化し続けなけれ
ば変化しません。
魂の純化には、感動する心が必要です。高校時代に体が震
えるような感動を体験して欲しいという意味で「感動一番、
工大二高…」という言葉を贈ります。どうか、体験活動を通
して、嬉し涙、悔し涙を高校時代にたくさん流し、健全な大
人へと成長してください。

English Village

子供の読書活動優秀実践校
平成30年度 表彰

３月14日～16日、秋田県の国際教養
大学と大学院の学生が企画・運営をして
いる English Village に、希望生徒36名
が参加した。本校の参加は今回で４回目
となる。
このプログラムでは、自分がすでに
持っている知識をもとにしてコミュニ
ケーションをとるための工夫の仕方を
学ぶ。はじめは英語で話をすることにと
まどっていた生徒たちも、学生たちの親
身なサポートにより最終日には全員英
語でプレゼンテーションを行うことが
できた。生徒からは「英語はあまり好き
ではなかったが、もっと勉強したくなっ
た」
「コミュニケーションだけでなく、
受験勉強にも役立てたい」などの声が聞
こえた。

本校が、子供の読書活動優秀実践
校として、文部科学大臣表彰校に決
定した。本校では５年前から朝読書
を導入し、集中力を高め、穏やかな
心で一日を始める学校生活を徹底し
ている。
また、年に一度１泊２日の「読書
合宿」を実施し、ビブリオバトル、
講演会、施設見学や読書会といった
多様な活動を通して主体的、協働的
学びを進めている。これらの取組に
より、
「楽しみながら理解を深める新
しい読書スタイル」を生徒に提供し、
朝読書の土台の上に築かれた発展的
取り組みとして、高校時代に留まら
ず、生涯読書に親しむ態度を育成す
る環境が評価された。

第

表彰者

回卒業証書授与式

43

理

事

長

賞

生徒会活動功労賞
スポーツ特別功労賞

３月２日、第 43 回卒業証書授与式が挙行された。卒業生
182 名を代表して佐々木理香さん（カレッジコース／白銀中）が
校長職務代行者角弘幸教頭から卒業証書を受け取り、小山菜
都未さん（カレッジコース／白銀南中）が卒業生答辞を述べた。
小山さんは、部活動の仲間たちとの交流や大学受験での葛藤の
日々を通して成長した３年間を振り返り、両親や先生、友人た
ちへの感謝の気持ちとともに、旅立ちの決意を誓った。

文 化 特 別 功 労 賞

特 別 活 動 功 労 賞

演劇部自主公演

平成30年度入試合格状況一覧（4 月 4 日現在）
【国公立大学

28名合格】

16

回定期演奏会

左から梅田先生、河原木先生、小林先生、
明石校長、長嶺先生、赤坂さん

３月18日、デーリー東北ホールにおいて、本校演劇部の自
主公演が開催された。
「せいぎのみかた」という演目で、１・
２年生中心にこの春卒業となった３年生２名が出演した。ポッ
プで笑いを誘うシーンで包み込みながら、様々な立場での正
義を提示し、正義とはなにかを考えさせられる演劇であった。
ホールの設備が少なかったり、直前でのインフルエンザによ
るキャスト変更等
があったにも関わ
らず、魅力的な劇を
上演することがで
きた。演劇部全体と
しての成長を実感
することができた。

吹奏楽部第

釧路公立大学、北海道教育大学釧路校、北海道教育大学函館校３名、室蘭工業
大学、青森県立保健大学２名、青森公立大学２名、弘前大学、岩手大学３名、宮
城大学、秋田公立美術大学２名、秋田大学、山形大学４名、筑波大学、埼玉大学、
新潟大学、長岡造形大学、長野大学、愛知県立芸術大学
【私立大学 １０３名合格】
八戸工業大学２３名、札幌国際大学２名、札幌学院大学３名、札幌大学、八戸学
院大学８名、岩手医科大学、尚絅学院大学、仙台大学、東北学院大学６名、東
北福祉大学２名、宮城学院女子大学３名、仙台白百合女子大学、東北芸術工科
大学６名、共愛学園前橋国際大学、川村学園女子大学、青山学院大学、北里大
学、共立女子大学、駒澤大学、芝浦工業大学２名、亜細亜大学、東京工科大学、
東京女子体育大学、東京造形大学３名、法政大学２名、武蔵野美術大学、明治
学院大学、女子美術大学２名、東海大学２名、玉川大学、東京電機大学、東京
福祉大学、日本大学、和光大学、関東学院大学、立命館大学 他
【公立短期大学 ２名合格】
岩手県立大学盛岡短期大学部、山形県立米沢女子短期大学
【私立短期大学 ９名合格】
函館短期大学、八戸学院大学短期大学部３名、仙台青葉学院短期大学４名、昭
和音楽大学短期大学部
【専門学校・各種学校 １９名合格】
アレック情報ビジネス学院、八戸調理師専門学校、八戸理容美容専門学校、上野
法律ビジネス専門学校、盛岡カレッジオブビジネス、盛岡ペットワールド専門学校、仙
台デザイン専門学校、仙台ビューティーアート専門学校、総合学園ヒューマンアカデ
ミー、ESPエンタテイメント東京、東京アニメ・声優専門学校、東京工学院専門学校、
東京バイオテクノロジー専門学校、東京ビジュアルアーツ、東京ビューティーアート専
門学校２名、東放学園音響専門学校、桑沢デザイン研究所、京都伝統工芸大学校
【就職 ２９名合格】
青森県警察、宮城県警察、警視庁、自衛隊一般曹候補生４名、自衛官候補生５名、
㈱小山内バッテリー社、㈱青秋、㈱オートガード八戸、㈱ビジネスサービス八戸支店、
（福）
同伸会 特別養護老人ホーム瑞光園、
（福）
寿栄会 特別養護老人ホーム寿楽荘、
プライフーズ㈱、㈲三栄商事、
（宗）
櫛引八幡宮、東日本旅客鉄道㈱、居酒屋漁り火、
ANA FESTA ㈱、㈱自動車ガラス販売八戸、㈱ユニカマグレブ事業部スーパーマー
青葉会 牧野記念病院、㈱まんだらけ、㈱リロードエッジ
ケット千歳屋、
（医）
【医療系各種学校】
岩手医科大学医学部医学科、青森県立保健大学健康科学部看護学科・栄養学科、
日本医療大学保健医療学部診療放射線学科、北海道医療大学リハビリテーション科
学部作業療法学科、北海道薬科大学薬学部薬学科、青森大学薬学部薬学科、青
森中央学院大学看護学部看護学科、八戸学院大学健康医療学部看護学科３名、
岩手保健医療大学看護学部看護学科、東北文化学園大学医療福祉学部看護学
科、東北文化学園大学科学技術学部臨床工学科、日本赤十字秋田看護大学看護
学部看護学科、つくば国際大学医療保健学部臨床検査学科、埼玉医科大学保健
医療学部臨床検査学科、東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科、日本医療科
学大学保健医療学部診療放射線学科、杏林大学保健学部看護学科、仙台青葉学
院短期大学歯科衛生学科、東北メディカル学院理学療法学科２名、八戸保健医療
専門学校歯科衛生士学科、仙台医療福祉専門学校医薬品販売学科

吉田 龍平（八戸一中）
野口
麟（小中野中）
田中 惇貴（百石中）
小山菜都未（白銀南中）
佐々木鈴葉（湊中）
鳥谷部百花（天間舘中）
見付 春香（小中野中）
小山 千遥（八戸一中）
柾谷みなみ（白銀中）
赤坂萌々子（倉石中）
川村
蒼（市川中）
青田優香里（道仏中）
浜道 瑞紀（階上中）
荒川
涼（堀口中）
木村 琴音（大館中）
才神 玲奈（三条中）
野口
麟（小中野中）
中山 友理（下長中）

３月21日、本校吹奏楽部第16回定期演奏会を、八
戸市公民館ホールで開催しました。第一部は行進曲、
吹奏楽オリジナル曲を中心としたコンサート、第二部
は、
「笑ステージ（にこすてーじ）
」と称してステージ
ショー、第三部はタイトル「Peace」と銘打って音楽
劇形式での演奏会と、バラエティーに富んだステージ
となりました。開
催に際し、多くの
関係各位からのご
支援をいただきま
した。誠にありが
とうございまし
た。

新任の先生

退任異動の先生

よろしくお願いします

お世 話になりました

校
長 明石
進
附属中学副校長 河原木 聡
小林 史和
長嶺 慶大
梅田
周
赤坂友貴奈

先生
先生
先生
（情報）
先生
（国語）
先生
（理科）
さん
（事務）

佐々木邦朗 先生
（国語）
九島

新 先生
（情報）

木村 和子 さん
（事務）
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さくら幼稚園

ܠȤɛɁ
ɂȠ

パネルシアター
〜 カレーパーティー〜

「てあそびって、
おもしろい!!」
おもしろい!!
おもしろい
!!」

栁谷利通理事長挨拶
年長さんからの歓迎の言葉と手遊び

「よい子のみなさん、
ご入園
おめでとうございます」

入 園 式
４月10日（火）
、今年もまた新入園児を迎えて入園式
がホールで行われた。子どもたちにとって初めての式。
いったい何が始まるのだろう、そんな緊張した面持ちの
子どもたちも、年長児の歓迎の挨拶や手遊び、先生によ
るパネルシアターを、和らいだ表情で見ていた。
日ごとに緑が蘇ってきた芝生の上を、真新しい制服に
身を包んだ新入園児が駆けて行く。
それを見守る保護者。
これからどんな毎日が待っているだろう。泣かないで登
園できるかな。友達となかよく遊べるかな。トイレは大
丈夫かな。給食は食べられるかな。いろいろな思いを抱
いているはず。子どもたちはもちろん、保護者も一日も
早く幼稚園に慣れるように、一人一人に愛情を注いで寄
り添っていきたい。卒園するその日まで、責任を持って
預かっていかなければと強く思った。
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「ようちえんでいっしょに、
なかよくあそびましょうね♪」

園

木村

長

喜久子

ᄢಾߦߒ߹ߔ
公益財団法人日本公衆電話会（東北統括支部長 橋本精二様）より紙芝居５セット、
絵本４冊を頂きました。御礼に感謝状と花のペンダントを差し上げました。

公益社団法人青森県緑化推進委
員会より、プランターとそれに合
わせた県産材を使用した木枠、ツ
ツジを頂きました。子どもたちと
大切に育てたいと思います。

卒園式

「そつえんおめでとう。しょうがっこうでも、がんばってね。」
「ありがとうございます。
」

お別れ会

「じゃんけん ゲームでかって、
きん・ぎん・どうのメダルをもらったよ。」

お別れ会

「シャンシャンのえんぴつたて、
どうもありがとう。かわいいね♪」

●

お別れ会

お世話になりました
福崎 貴子 先生
工藤 利治 先生

「えんぴつたてのおかえしに、バッチをもらったよ。
！」
こんどは、ぼくたちががんばるよ！

●

●

よろしくお願いします

●

我妻 史恵 先生
菅野 佳織 先生
高谷 智里 先生
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学生証リニューアル
○○○○○○○

工大

インの学生証に変わりました。

タロウ

太郎

○○○○年 ○月 ○日 生
工学部 ○○○○
○○○○年 ○月 ○日 入学
有効期限 ○○○○年 ○月 ○日

理事会・評議員会
学校法人八戸工業大学は、下記の通り理事会・評議員会を開催して各案件について審議を
行い、それぞれ原案通りに承認した。
◇１月24日 理事会・評議員会
・資産（是川二丁目職員宿舎）の売却に関する件
・学校法人八戸工業大学「平成29年度補正予算」に関する件
◇２月21日 理事会
・八戸工業大学第一高等学校「学則（教育課程表）
」変更に関する件
・八戸工業大学第二高等学校長、八戸工業大学第二高等学校附属中学校長およびさくら幼稚
園長選任に関する件
・
「学校法人八戸工業大学有期雇用教職員就業規則」制定に関する件
・
「学校法人八戸工業大学就業規則」改正に関する件
・
「学校法人八戸工業大学非常勤講師就業規則」改正に関する件
・
「学校法人八戸工業大学定年退職者の再雇用に関する規程」改正に関する件
◇３月28日 理事会・評議員会
・資産の取得、売却、資産の処分に関する件
・平成30年度事業計画並びに予算に関する件
・寄附金品の募集に関する件
・
「学校法人八戸工業大学退職手当支給規程」改正に関する件
・
「学校法人八戸工業大学諸規程」の改正に関する件
・
「学校法人八戸工業大学寄附行為施行細則」の改正に関する件

ご冥福をお祈りいたします。
１月26日、さくら幼稚園教頭柏﨑朝子先生が、病気療養中のところご逝去されま
した。朝子先生の幼児教育への情熱と明るい笑顔が偲ばれます。心からご冥福をお
祈りいたしますとともに、ここに謹んでお知らせいたします。
学校法人八戸工業大学理事長 栁谷

表 紙：八戸工業大学第二高等学校附属中学校入学式
裏表紙：八戸工業大学学生証リニューアル
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・学校法人八戸工業大学資産運用に関する件
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