附属中学校
省エネに関するディベートに挑戦！

・「学校法人八戸工業大学資産運用規程」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」改正に関す
る件
・「学校法人八戸工業大学準教職員規程」制定に関する件
・「学校法人八戸工業大学有期雇用教職員規程」制定に関
する件
・各設置校の「学則」、「園則」変更に関する件
・「学校法人八戸工業大学高等学校奨学規程」制定に関す
る件
・八戸工業大学第一高等学校長及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令和２年度事業計画並びに予算に
関する件
・学校法人八戸工業大学評議員の選任に関する件
・学校法人八戸工業大学相談役の選任に関する件
表
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八戸工業大学令和２年入学式
坂本禎智新学長就任
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新型コロナウイルスの猛威は、日本全国に深刻な影
響を与えています。
学校法人八戸工業大学では、学生・生徒・園児及び教
職員等の安全確保並びに感染拡大防止の社会的責任を
果たすことを基本とし、
様々な検討・対策を講じています。
しかし、法令に基づく緊急事態宣言の発令により、
教育の現場にあっては、保育を含め教育・研究活動に
対して、より厳しい状況にあります。
法人内の各設置校では、国及び自治体の要請を尊重
しつつ、各校で取りうる対応を検討し、学生・生徒及
び園児の皆さんの安全の維持と教育機会の確保のた
め、日々刻刻と変化する状況に緻密に対応し、最善の
策を講じているところです。
新型コロナウイルス感染症への対応は、各校のホー
ムページのお知らせに掲載していますので、ご確認く
ださい。

理事会・評議員会（１月から 3 月に開催の主な内容）
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新型コロナウイルスへの対応

２月７日、全校生徒を対象として薬物乱用防止教室を実施
した。
この教室のねらいは、喫煙や飲酒の害について学び、心
身の成長期にあたる自分の健康への意識を高め、中学生とし
て望ましい生活態度を養うことにあり、養護教諭による講話
とDVDの視聴を交えながら指導を行った。
薬物などには依存性があり、一度やってしまうと止められ
なくなることや、煙草の害については、特に受動喫煙につい
て触れ、煙草を吸わない人にも大きな悪影響をもたらすこと
を学んだ。生徒は「自分だけではなく家族など周りの人にも
注意していきたい。
」と感想を述べ、その害から自分や周り
の人を守ることを決意した。
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Institute
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Technology
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SOUKYU
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（令和２年） 春号

12月７日、三浦特許商標事務
所の弁理士である三浦誠一氏を
迎え、知財創造力育成授業が行
われた。この授業は、知的財産
に関する講話や身近な材料から
テーマに沿った自由なアイデア
を生み出す発想力トレーニング
を行い、知的財産制度の理解を
促し、生徒の科学的な創作能力
を育てるものである。
最初に三浦氏から、身近にある知的財産についての権利を
分かりやすく説明して戴いた。次に、発想訓練として、生徒
が二人一組になり、用意された材料を使って高い塔を作り、
頂上にボールを載せる課題に取り組んだ。最後は、工作授業
を行い、おもりの重量に耐えられる紙の塔をできるだけ高く
作る課題に挑戦した。塔が完成して頂上におもりが載ると歓
声が沸き起こり、さらに夢中になって取り組んでいた。今回
の授業で、発想力をもっと身につけたいと感じた生徒もおり、
ものづくりに対する興味関心をもつ良いきっかけとなった。

薬物乱用防止教室

Hachinohe Institute of Technology Press SOUKYU

知財創造力育成授業

自分たちの意見を主張していたが、
どの提案も具体性があり、
よく考えられていた。本校生徒にとっても、エネルギーに対
する見識を深める良い機会となった。
提案テーマ：
「学校のコンパクトシティ化～省エネ実践校
に交付金～」
提 案 内 容：学校の電気・水道使用料金を「見える化」し、
児童生徒にエネルギー消費について意識さ
せる。雨水の汲み置きやグリーンカーテン
の設置など、省エネに取り組んでもらう。そ
の成果を学校がホームページで公開するこ
とを義務化する。省エネ実践校に交付金を
交付することで、さらに省エネが進むと考
える。

［発 行］学校法人八戸工業大学 http://www.hi-tech.aomori.jp 〒031－8501 青森県八戸市大字妙字大開88－1 ダイヤルイン案内（0178）
25－3111 FAX（0178）25－2769
八戸工業大学 http://www.hi-tech.ac.jp 八戸工大一高 http://www.kodai1.ed.jp 八戸工大二高 http://www.kodai2-h.ed.jp 八戸工大二高附属中学校 http://fuchu.kodai2-h.ed.jp さくら幼稚園 https://sakura.hi-tech.aomori.jp

１月12日、
「第１回中学生・高校生による省エネ政策提案
型パブリックディベートコンテスト東北大会」が東北大学川
内北キャンパスにて行われ、
千葉枇奈さん（２年／白銀南小）
、
寺澤愛菜さん（２年／新井田小）
、中島千彩瞳さん（２年／
城北小）の３名が中学校の部に出場した。（学年は2019年度）
この大会は、省エネルギーと豊かな生活を両立するライフ
スタイルの普及を実現するための政策を考え、未来の省エネ
ルギー提案としてまと
め、それぞれの提案を
基にしてディベートを
行うものである。
ディベートでは、お
互いの提案に質問をし、

八戸工業大学第二高等学校
ｐ8－9

第46回入学式／獣医出前講座／高校生模擬議会
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さくら幼稚園
ｐ10－11 入園おめでとう／体験教室／ようちえんってこん
なところ／よろしくおねがいします

八戸工業大学第二高等学校附属中学校
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八戸工業大学

新入生の皆さんへ
八戸工業大学

学 長 坂

本 禎 智

本学大学院工学研究科、工学部ならびに感性デザイン学
部へ入学された新入生の皆さん、入学おめでとうございま
す。教職員一同、皆さんの入学を心から歓迎します。
さて、皆さんはこの春、新型コロナウイルス感染拡大の
影響で、先行きの見えない不安な日々を過ごしていること
だろうと思います。このような状況の中で迎えた新たな学
びの場において、皆さんがいま成すべきことは何でしょう
か。それは皆さんが、将来の目標を持ち、それに向かって
自分を磨き、自らを成長させることです。
いま社会は、
めまぐるしい変化の中にあります。IoT（モ
ノのインターネット）
、ロボット、AI などの先端技術があ
らゆる産業や社会生活に取り入れられ、すべての人とモノ
がつながり、
今までにない新たな価値が生み出される社会、
いわゆる Society5.0社会の到来です。
皆さんが卒業した後に、このように変化の激しい時代を
生きていくためには、専門分野の基礎力や応用展開力だけ

市長賞・特別賞、Ｗ受賞！
〜学生＆高校生まちづくりコンペティション〜
２月15日、八戸市ポータルミュージアムはっちひろばに
て、八戸市主催で学生＆高校生まちづくりコンペティショ
ン活動成果発表会が開催され、創生デザイン学科皆川研究室
「つくるはしかみ実行委員会」／「つくるはしかみ」世代間
交流による地域文化プロジェクトが最高賞の市長賞を受賞し
た。階上町を中心とした多世代による文化的な交流、デザイ
ンやアート作品の制作やワークショップ、芸術祭型の展示プ
ロジェクトが認められたもので、地域への貢献度が特に高い
と評価を受けた。
本学から参加したもう１件
の 鉄 道 研 究 会 は、
「鉄道ジオ
ラマで伝える三八地域の魅力」
と題し県南地方の観光と名所
を鉄道ジオラマで表現、市内
各地で披露し観光客だけでな
く地元の人にも県南の観光地
の再認識につながったとして、
特別賞を受賞した。

体育館耐震工事終了
３月上旬、体育館耐震工事が
終了、改修された体育館で令和
元年度学位記授与式が実施さ
れた。照明の LED 化、収納ス
ペースやトイレのリフォーム、
更衣室とパウダールームが使
い易くなり、体育館エントランスが開放的な空間となった。
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ではなく、社会の変化に対
応できる柔軟な思考力、豊
かな人間力と総合的な判断
力も身に付ける必要があり
ます。この能力・資質こそ、
本学の教育理念「良き技術
は、良き人格から生まれる」
を踏まえて定めた、教育到
達目標そのものに他なりま 坂本学長プロフィール▶
東北大学工学部卒、東北大
せん。
学大学院工学研究科博士課
本学は、これを高大接続
程修了（工学博士）
専門：電気機器工学・磁気応
と社会接続を意識した20の
用工学
修得因子としてさらに細分
化し、全学共通の人材育成目標としています。例えば、
「専
門基礎力・応用力」のほかに、
「主体性」
「
、チームワーク力」
、
「問題解決力」などです。本学は、皆さんが卒業時にこれ
らの目標を達成できるように、
定期的に学修成果を確認し、
学修行動の改善を行える学修改善サイクルを構築していま
す。皆さんはこれを活用し、学修活動・学修成果の振り返
り姿勢を身に付け、自らを成長に導く能力を身に付けてほ
しいと願っています。

高大連携で、地域活性化へ
１月27日、本学を会場に
「地域の教育力を高める高
大連携」をテーマに、八戸
工業大学高大連携推進協
議会が開催された。前半は
高校生・大学生による地域
が抱える課題に取り組んだ地域活性化活動の発表。後半はグ
ループに分かれ意見交換・協議が行われた。
（以下、
発表一覧）
・
「女子が農業を救う！！」名久井農業高等学校園芸科学科２年
・
「種市高校における地域との連携」
岩手県立種市高等学校海洋開発科３年
・
「学校と地域を結ぶロボット教材の開発と教育実践による
八戸のロボット文化の発信」
八戸工業大学電気電子工学科４年
（学年は2019年度）

難関に挑む
３次元CAD利用技術者試験準１級、
満点合格
機械工学科１年駒井南海さ
ん（日本放送協会学園高）が、
2019後期「３次元 CAD 利用技
術者試験準１級、２級（併願受
験）
」にみごと合格した。
この試験は、３次元 CAD シ
ステムを利用する自動車、機械メーカーの設計者やオペレー
ターを目指す人が受験する。駒井さんは、３か月間、帰宅後
や授業の空き時間を利用して学習を重ね、難易度の高い準１
（学年は2019年度）
級に満点で合格した。

学位記授与式
３月19日、本学体育館にて新型コロナウィルス感染症防止
対策のため規模を縮小して、令和元年度学位記授与式が挙行
された。学生らは、長谷川明学長より学士・博士の称号を授
与され、感慨深い様子であった。
修了生代表として桶本まどかさん
（博士前期課程電子電気・
情報工学専攻：写真中央）が、学部卒業生代表として平井ひ
かるさん（土木建築工学科／八戸北高）が謝辞を述べ、旅立
ちの決意と社会への貢献を誓った。

卒業に寄せて
2020年３月卒業 土木建築工学科

中 村 優 真（八戸工大二高）
この４年間の中で１番記憶に残っているのは、３年時
の土木総合デザインという講義です。各班に分かれて、
中心街の問題点の解決案を考えるという内容でした。実
際に企業で働いている方と協力して課題に取り組んだ
り、ラジオ番組のインタビューに応えたり、公共の場で
成果発表をしたり等、実に多くの貴重な体験を通して、
コミュニケーション能力や課題解決力などを成長させる
ことが出来ました。ここで学んだ多くのことを社会人に
なっても活かして頑張っていこうと思います。
そこで、在校生の皆さんへ一言。大学で過ごす４年間
はとても短いです。その短い時間の中で自分を活かせる
機会を逃さず捉え、存分に活かし、自身の成長につなげ
ていって下さい。

卒業生学科別表彰
【機械工学科】
四戸
樹（名久井農高）
◇日本機械学会畠山賞
工藤 光司（八戸工高）
千葉優一朗（岩手・一戸高）
荒瀬 将文（八戸工高）
◇日本原子力学会フェロー賞
杉本 優樹（三本木農高）
久保田悠斗（八戸工高）
荒瀬 将文（八戸工高）
◇学長賞
三國 耕大（弘前工高）
桂田 晃明（秋田・能代工高）
坪
真也（むつ工高）
◇電気学会学生表彰
古澤
遼（田名部高）
◇学科長賞
福山 泰勇（八戸西高）
◇電子情報通信学会表彰
阿部 貴之（岩手・水沢高）
田端 大夢（八戸工大一高）
荒瀬 将文（八戸工高）
磯嶋
将（八戸工高）
【システム情報工学科】
蛯名 雄真（八戸北高）
◇優秀学生賞・学科長賞
北向 佑気（むつ工高）
小田 一晶（岩手・久慈高）
佐藤 翔太（秋田・横手城南高）
◇優秀学生賞・貢献賞
佐藤 朋輝（宮城・佐沼高）
相川 風美（五所川原高）
佐藤 匡哉（八戸工大一高）
小比類巻 俊（三沢高）
佐野 史知（五戸高）
佐々木将行（岩手・盛岡市立高）
清水 蘭丸（八戸工大一高）
佐藤 和範（日本放送協会学園高）
鈴木航士郎（秋田・由利高）
佐藤 雄也（百石高）
田中 雅人（田名部高）
山白 康平（三沢高）
坪
真也（むつ工高）
◇優秀学生賞・資格賞
西野 璃矩（十和田工高）
安部 卓矢（八戸工大一高）
橋本 祥苑（八戸工大一高）
小田 一晶（岩手・久慈高）
古澤
遼（田名部高）
川村 健翔（三沢商高）
本田 翔馬（北海道・苫小牧工高）
増尾 彰斗（岩手・軽米高）
小比類巻 俊（三沢高）
松田
隼（十和田工高）
渡辺 大雅（秋田・能代高）
森
健（北海道・函館大学付属有斗高） 和知
譲（福島・白河旭高）
◇情報処理学会東北支部学生奨励賞
【電気電子工学科】
小比類巻 俊（三沢高）
◇学長賞
◇CG−ARTS賞
菅原 拓海（岩手・久慈高）
小田 一晶（岩手・久慈高）
◇工学部長賞
【生命環境科学科】
田端 公一（八戸工高）
◇学科長賞
◇学長賞
中居 克介（八戸工高）
中村
歩（八戸北高）
◇卒業研究優秀賞
◇学科長賞
中居 克介（八戸工高）
宮里
匠（八戸工大二高）
◇功労賞
中村 海翔（八戸北高）
田端 大夢（八戸工大一高）
澁谷 紀之（弘前学院聖愛高）
◇卒業研究優秀賞
四戸
樹（名久井農高）
◇功労賞
熊倉 利輝（田名部高）
吉成
涼（八戸西高）
松本 大悟（八戸西高）
小倉
惇（青森北高）
佐々木 啓（弘前学院聖愛高）

栗原 湧雅（三沢高）
尾形 和美（田子高）
百瀬 公哉（長野・松本第一高）
上野 航介（名久井農高）
七役あい理（八戸工大二高）
【土木建築工学科】
■Ｃコース
◇最優秀賞
上野 礼慈（八戸西高）
◇優秀賞
中村 優真（八戸工大二高）
工藤 祐誌（五所川原工高）
◇最優秀発表賞
中村 優真（八戸工大二高）
◇功労賞
笠井 勇佑（北海道・名寄高）
■Ａコース
◇最優秀賞
大西 忠志（八戸工大一高）
◇優秀賞
平井ひかる（八戸北高）
外山日世孝（八戸東高）
◇最優秀設計賞
大西 忠志（八戸工大一高）
中﨑 裕太（八戸工大一高）
◇最優秀発表賞
中村
拓（八戸東高）
◇功労賞
宮古 和範（十和田工高）
■公益社団法人 商業施設技術団体連合会 会長賞
大久保直樹（八戸工大一高）

【創生デザイン学科】
◇学長賞
古戸 杏実（八戸工大二高）
◇学部長賞
津島 有依（大湊高）
◇学科長賞
原子 彩香（八戸工大二高）
◇功労賞
若松 紗季（八戸北高）
尾崎 真央（八戸工大一高）
佐藤 勇太（岩手・大東高）
◇努力賞
藤原 香菜（大湊高）
種市美友希（八戸工大一高）
速水
薫（八戸工大二高）
◇特別賞
寺井隆太朗（八戸東高）
遠瀬 如美（八戸工大一高）
◇最優秀制作賞
津島 有依（大湊高）
◇優秀制作賞
藤原 香菜（大湊高）
◇最優秀論文賞
鈴木 宏宗（八戸商高）
工藤陽南子（秋田・西目高）
附柳 翔一（八戸工大一高）
◇優秀論文賞
中山
拓（八戸工大二高）
【大学院 社会基盤工学専攻】
◇優秀賞
小笠原亮介

退職教職員
長谷川
四竈
佐々木
今出
坂本
島田

明
樹男
幹夫
敏彦
勝男
典彰

教 授
教 授
教 授
准教授
技 師
主 事

（学 長）
（機械工学科）
（土木建築工学科）
（創生デザイン学科）
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八戸工業大学

新入生の皆さんへ
八戸工業大学

学 長 坂

本 禎 智

本学大学院工学研究科、工学部ならびに感性デザイン学
部へ入学された新入生の皆さん、入学おめでとうございま
す。教職員一同、皆さんの入学を心から歓迎します。
さて、皆さんはこの春、新型コロナウイルス感染拡大の
影響で、先行きの見えない不安な日々を過ごしていること
だろうと思います。このような状況の中で迎えた新たな学
びの場において、皆さんがいま成すべきことは何でしょう
か。それは皆さんが、将来の目標を持ち、それに向かって
自分を磨き、自らを成長させることです。
いま社会は、
めまぐるしい変化の中にあります。IoT（モ
ノのインターネット）
、ロボット、AI などの先端技術があ
らゆる産業や社会生活に取り入れられ、すべての人とモノ
がつながり、
今までにない新たな価値が生み出される社会、
いわゆる Society5.0社会の到来です。
皆さんが卒業した後に、このように変化の激しい時代を
生きていくためには、専門分野の基礎力や応用展開力だけ

市長賞・特別賞、Ｗ受賞！
〜学生＆高校生まちづくりコンペティション〜
２月15日、八戸市ポータルミュージアムはっちひろばに
て、八戸市主催で学生＆高校生まちづくりコンペティショ
ン活動成果発表会が開催され、創生デザイン学科皆川研究室
「つくるはしかみ実行委員会」／「つくるはしかみ」世代間
交流による地域文化プロジェクトが最高賞の市長賞を受賞し
た。階上町を中心とした多世代による文化的な交流、デザイ
ンやアート作品の制作やワークショップ、芸術祭型の展示プ
ロジェクトが認められたもので、地域への貢献度が特に高い
と評価を受けた。
本学から参加したもう１件
の 鉄 道 研 究 会 は、
「鉄道ジオ
ラマで伝える三八地域の魅力」
と題し県南地方の観光と名所
を鉄道ジオラマで表現、市内
各地で披露し観光客だけでな
く地元の人にも県南の観光地
の再認識につながったとして、
特別賞を受賞した。

体育館耐震工事終了
３月上旬、体育館耐震工事が
終了、改修された体育館で令和
元年度学位記授与式が実施さ
れた。照明の LED 化、収納ス
ペースやトイレのリフォーム、
更衣室とパウダールームが使
い易くなり、体育館エントランスが開放的な空間となった。
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ではなく、社会の変化に対
応できる柔軟な思考力、豊
かな人間力と総合的な判断
力も身に付ける必要があり
ます。この能力・資質こそ、
本学の教育理念「良き技術
は、良き人格から生まれる」
を踏まえて定めた、教育到
達目標そのものに他なりま 坂本学長プロフィール▶
東北大学工学部卒、東北大
せん。
学大学院工学研究科博士課
本学は、これを高大接続
程修了（工学博士）
専門：電気機器工学・磁気応
と社会接続を意識した20の
用工学
修得因子としてさらに細分
化し、全学共通の人材育成目標としています。例えば、
「専
門基礎力・応用力」のほかに、
「主体性」
「
、チームワーク力」
、
「問題解決力」などです。本学は、皆さんが卒業時にこれ
らの目標を達成できるように、
定期的に学修成果を確認し、
学修行動の改善を行える学修改善サイクルを構築していま
す。皆さんはこれを活用し、学修活動・学修成果の振り返
り姿勢を身に付け、自らを成長に導く能力を身に付けてほ
しいと願っています。

高大連携で、地域活性化へ
１月27日、本学を会場に
「地域の教育力を高める高
大連携」をテーマに、八戸
工業大学高大連携推進協
議会が開催された。前半は
高校生・大学生による地域
が抱える課題に取り組んだ地域活性化活動の発表。後半はグ
ループに分かれ意見交換・協議が行われた。
（以下、
発表一覧）
・
「女子が農業を救う！！」名久井農業高等学校園芸科学科２年
・
「種市高校における地域との連携」
岩手県立種市高等学校海洋開発科３年
・
「学校と地域を結ぶロボット教材の開発と教育実践による
八戸のロボット文化の発信」
八戸工業大学電気電子工学科４年
（学年は2019年度）

難関に挑む
３次元CAD利用技術者試験準１級、
満点合格
機械工学科１年駒井南海さ
ん（日本放送協会学園高）が、
2019後期「３次元 CAD 利用技
術者試験準１級、２級（併願受
験）
」にみごと合格した。
この試験は、３次元 CAD シ
ステムを利用する自動車、機械メーカーの設計者やオペレー
ターを目指す人が受験する。駒井さんは、３か月間、帰宅後
や授業の空き時間を利用して学習を重ね、難易度の高い準１
（学年は2019年度）
級に満点で合格した。

学位記授与式
３月19日、本学体育館にて新型コロナウィルス感染症防止
対策のため規模を縮小して、令和元年度学位記授与式が挙行
された。学生らは、長谷川明学長より学士・博士の称号を授
与され、感慨深い様子であった。
修了生代表として桶本まどかさん
（博士前期課程電子電気・
情報工学専攻：写真中央）が、学部卒業生代表として平井ひ
かるさん（土木建築工学科／八戸北高）が謝辞を述べ、旅立
ちの決意と社会への貢献を誓った。

卒業に寄せて
2020年３月卒業 土木建築工学科

中 村 優 真（八戸工大二高）
この４年間の中で１番記憶に残っているのは、３年時
の土木総合デザインという講義です。各班に分かれて、
中心街の問題点の解決案を考えるという内容でした。実
際に企業で働いている方と協力して課題に取り組んだ
り、ラジオ番組のインタビューに応えたり、公共の場で
成果発表をしたり等、実に多くの貴重な体験を通して、
コミュニケーション能力や課題解決力などを成長させる
ことが出来ました。ここで学んだ多くのことを社会人に
なっても活かして頑張っていこうと思います。
そこで、在校生の皆さんへ一言。大学で過ごす４年間
はとても短いです。その短い時間の中で自分を活かせる
機会を逃さず捉え、存分に活かし、自身の成長につなげ
ていって下さい。

卒業生学科別表彰
【機械工学科】
四戸
樹（名久井農高）
◇日本機械学会畠山賞
工藤 光司（八戸工高）
千葉優一朗（岩手・一戸高）
荒瀬 将文（八戸工高）
◇日本原子力学会フェロー賞
杉本 優樹（三本木農高）
久保田悠斗（八戸工高）
荒瀬 将文（八戸工高）
◇学長賞
三國 耕大（弘前工高）
桂田 晃明（秋田・能代工高）
坪
真也（むつ工高）
◇電気学会学生表彰
古澤
遼（田名部高）
◇学科長賞
福山 泰勇（八戸西高）
◇電子情報通信学会表彰
阿部 貴之（岩手・水沢高）
田端 大夢（八戸工大一高）
荒瀬 将文（八戸工高）
磯嶋
将（八戸工高）
【システム情報工学科】
蛯名 雄真（八戸北高）
◇優秀学生賞・学科長賞
北向 佑気（むつ工高）
小田 一晶（岩手・久慈高）
佐藤 翔太（秋田・横手城南高）
◇優秀学生賞・貢献賞
佐藤 朋輝（宮城・佐沼高）
相川 風美（五所川原高）
佐藤 匡哉（八戸工大一高）
小比類巻 俊（三沢高）
佐野 史知（五戸高）
佐々木将行（岩手・盛岡市立高）
清水 蘭丸（八戸工大一高）
佐藤 和範（日本放送協会学園高）
鈴木航士郎（秋田・由利高）
佐藤 雄也（百石高）
田中 雅人（田名部高）
山白 康平（三沢高）
坪
真也（むつ工高）
◇優秀学生賞・資格賞
西野 璃矩（十和田工高）
安部 卓矢（八戸工大一高）
橋本 祥苑（八戸工大一高）
小田 一晶（岩手・久慈高）
古澤
遼（田名部高）
川村 健翔（三沢商高）
本田 翔馬（北海道・苫小牧工高）
増尾 彰斗（岩手・軽米高）
小比類巻 俊（三沢高）
松田
隼（十和田工高）
渡辺 大雅（秋田・能代高）
森
健（北海道・函館大学付属有斗高） 和知
譲（福島・白河旭高）
◇情報処理学会東北支部学生奨励賞
【電気電子工学科】
小比類巻 俊（三沢高）
◇学長賞
◇CG−ARTS賞
菅原 拓海（岩手・久慈高）
小田 一晶（岩手・久慈高）
◇工学部長賞
【生命環境科学科】
田端 公一（八戸工高）
◇学科長賞
◇学長賞
中居 克介（八戸工高）
中村
歩（八戸北高）
◇卒業研究優秀賞
◇学科長賞
中居 克介（八戸工高）
宮里
匠（八戸工大二高）
◇功労賞
中村 海翔（八戸北高）
田端 大夢（八戸工大一高）
澁谷 紀之（弘前学院聖愛高）
◇卒業研究優秀賞
四戸
樹（名久井農高）
◇功労賞
熊倉 利輝（田名部高）
吉成
涼（八戸西高）
松本 大悟（八戸西高）
小倉
惇（青森北高）
佐々木 啓（弘前学院聖愛高）

栗原 湧雅（三沢高）
尾形 和美（田子高）
百瀬 公哉（長野・松本第一高）
上野 航介（名久井農高）
七役あい理（八戸工大二高）
【土木建築工学科】
■Ｃコース
◇最優秀賞
上野 礼慈（八戸西高）
◇優秀賞
中村 優真（八戸工大二高）
工藤 祐誌（五所川原工高）
◇最優秀発表賞
中村 優真（八戸工大二高）
◇功労賞
笠井 勇佑（北海道・名寄高）
■Ａコース
◇最優秀賞
大西 忠志（八戸工大一高）
◇優秀賞
平井ひかる（八戸北高）
外山日世孝（八戸東高）
◇最優秀設計賞
大西 忠志（八戸工大一高）
中﨑 裕太（八戸工大一高）
◇最優秀発表賞
中村
拓（八戸東高）
◇功労賞
宮古 和範（十和田工高）
■公益社団法人 商業施設技術団体連合会 会長賞
大久保直樹（八戸工大一高）

【創生デザイン学科】
◇学長賞
古戸 杏実（八戸工大二高）
◇学部長賞
津島 有依（大湊高）
◇学科長賞
原子 彩香（八戸工大二高）
◇功労賞
若松 紗季（八戸北高）
尾崎 真央（八戸工大一高）
佐藤 勇太（岩手・大東高）
◇努力賞
藤原 香菜（大湊高）
種市美友希（八戸工大一高）
速水
薫（八戸工大二高）
◇特別賞
寺井隆太朗（八戸東高）
遠瀬 如美（八戸工大一高）
◇最優秀制作賞
津島 有依（大湊高）
◇優秀制作賞
藤原 香菜（大湊高）
◇最優秀論文賞
鈴木 宏宗（八戸商高）
工藤陽南子（秋田・西目高）
附柳 翔一（八戸工大一高）
◇優秀論文賞
中山
拓（八戸工大二高）
【大学院 社会基盤工学専攻】
◇優秀賞
小笠原亮介

退職教職員
長谷川
四竈
佐々木
今出
坂本
島田

明
樹男
幹夫
敏彦
勝男
典彰

教 授
教 授
教 授
准教授
技 師
主 事

（学 長）
（機械工学科）
（土木建築工学科）
（創生デザイン学科）
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課外活動表彰
２月14日、八戸シーガルビューホテルにて令和元年度八
戸工業大学課外活動表彰伝達式が開催された。また、課外
活動のますますの発展を祈願し八戸工業大学同窓会から応
援旗が贈呈された。（下記学年は、受賞年度）

体 育 会
特
別
【学 長 賞】 卓球部
【保護者後援会会長賞】 ソフトテニス部

【優
【敢
【努

秀
闘
力

賞

団
体
賞】 卓球部
賞】 硬式野球部、バレーボール部
賞】 ソフトテニス部

個
人
【優秀選手賞】
川嶋 崚汰（バレーボール部／機 械 工 学 科４年／五所川原工高）
上田 洸樹（バレーボール部／機 械 工 学 科３年／八戸工大一高）
円子 彪我（バレーボール部／土 木 建 築 工 学 科３年／八戸工大一高）
上野 武蔵（卓 球 部／電 気 電 子 工 学 科４年／六ケ所高）
桂
駿介（卓 球 部／土 木 建 築 工 学 科２年／岩手・宮古工高）
大澤 翔吾（卓 球 部／土 木 建 築 工 学 科１年／東奥学園高）
米村京之臣（卓 球 部／土 木 建 築 工 学 科１年／東奥学園高）
蛯名
魁（ソフトテニス部／システム情報工学科２年／八戸工大一高）
中嶋
翼（ソフトテニス部／機 械 工 学 科１年／弘前実業高）
【敢 闘 賞】
貝森 佳輝（硬式野球部／機 械 工 学 科３年／秋田・大館桂桜高）
佐々木大真（硬式野球部／機 械 工 学 科３年／むつ工高）
荒川
爽（硬式野球部／電 気 電 子 工 学 科３年／岩手・盛岡工高）
赤平 竜也（硬式野球部／土 木 建 築 工 学 科３年／黒石高）
齊藤
諒（硬式野球部／土 木 建 築 工 学 科３年／弘前工高）
和田
柊（バレーボール部／土 木 建 築 工 学 科３年／青森工高）
白石 雄大（バレーボール部／土 木 建 築 工 学 科２年／岩手・黒沢尻工高）
髙橋 祐賢（競技射撃愛好会／創生デザイン学科３年／島根・立正大学淞南高）
【新 人 賞】
田澤 晃大（ラグビー部／土 木 建 築 工 学 科２年／青森北高）
仁和 直人（男子バスケットボール部／電気電子工学科２年／八戸工大一高）
【努 力 賞】
小泉 一成（男子硬式庭球部／システム情報工学科４年／八戸西高）
吉成
涼（男子硬式庭球部／電 気 電 子 工 学 科４年／八戸西高）
浅倉俊太郎（男子硬式庭球部／土 木 建 築 工 学 科４年／八戸西高）
坂野 真暉（ソフトテニス部／土 木 建 築 工 学 科４年／八戸工大一高）
田端 公一（弓 道 部／電 気 電 子 工 学 科４年／八戸工高）
荒瀬 将文（弓 道 部／機 械 工 学 科４年／八戸工高）
髙橋 裕貴（弓 道 部／生 命 環 境 科 学 科４年／八戸学院光星高）
尾形 和美（弓 道 部／生 命 環 境 科 学 科４年／田子高）
高橋 乃都（弓 道 部／機 械 工 学 科４年／秋田・秋田北鷹高）
村上 竜朗（弓 道 部／システム情報工学科４年／八戸工高）
小倉
惇（バレーボール部／電 気 電 子 工 学 科４年／青森北高）
藤井 悠喜（バレーボール部／電 気 電 子 工 学 科４年／青森工高）
砂金 健斗（バレーボール部／土 木 建 築 工 学 科４年／福島・相馬高）
菊池 哉汰（バレーボール部／土 木 建 築 工 学 科４年／岩手・遠野高）
土屋 隆太（男子バスケットボール部／機 械 工 学 科４年／八戸西高）
岩澤
陸（男子バスケットボール部／創生デザイン学科４年／岩手・福岡高）
佐藤 朋輝（ラグビー部／機 械 工 学 科４年／宮城・佐沼高）
坪
真也（ラグビー部／機 械 工 学 科４年／むつ工高）
森越 智也（ラグビー部／機 械 工 学 科４年／八戸工大一高）
杉本 優樹（アーチェリー部／電 気 電 子 工 学 科４年／三本木農高）
下田 玲央（アーチェリー部／電 気 電 子 工 学 科４年／三本木農高）
五十嵐阿好（硬式野球部／機 械 工 学 科４年／八戸工大一高）
伊藤
蓮（硬式野球部／機 械 工 学 科４年／黒石商高）
工藤 奨平（硬式野球部／機 械 工 学 科４年／八戸工大一高）
桜庭
将（硬式野球部／機 械 工 学 科４年／弘前工高）
村井 慎人（硬式野球部／機 械 工 学 科４年／八戸工高）
東
大地（硬式野球部／土 木 建 築 工 学 科４年／むつ工高）
竹村 晴登（硬式野球部／土 木 建 築 工 学 科４年／弘前工高）
外里綸太郎（ソフトボール部／土 木 建 築 工 学 科４年／岩手・久慈東高）
天間 崇皓（ビリヤード部／システム情報工学科４年／七戸高）
板橋 洸太（アイススケート部（ホッケー部門）／機械工学科４年／八戸学院光星高）
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本田 翔馬（アイススケート部（ホッケー部門）／機械工学科４年／北海道・苫小牧工高）
工藤陽南子（アイススケート部（ホッケー部門）／創生デザイン学科４年／秋田・西目高）
平
基修（軟式野球部／土 木 建 築 工 学 科４年／岩手・軽米高）
根本 知征（軟式野球部／機 械 工 学 科４年／福島・聖光学院高）
日向 宏哉（軟式野球部／機 械 工 学 科４年／八戸工大一高）
菅原 拓海（ストリートダンス愛好会／電気電子工学科４年／岩手・久慈高）
七役あい理（キックボクシング愛好会／生命環境科学科４年／八戸工大二高）
横町 航生（キックボクシング愛好会／生命環境科学科４年／八戸工大一高）
百瀬 公哉（ライトフィッシング同好会／生命環境科学科４年／長野・松本第一高）

文 化 会
特
別
【学 長 賞】 鉄道研究会
【保護者後援会会長賞】 動力研究部

【優

秀

【敢

闘

賞

団
体
賞】 映像研究部、ADL（建築デザイン研究会）
鉄道研究会、動力研究部
賞】 合唱部、軽音楽部、吹奏楽部

個
人
【優 秀 賞】
山﨑 北斗（鉄道研究会／機 械 工 学 科２年／水戸工高）
【敢 闘 賞】
佐々木崇志（ADL（建築デザイン研究会）／土木建築工学科４年／青森工高）
小倉
望（ADL（建築デザイン研究会）／土木建築工学科４年／青森工高）
佐藤 颯人（軽 音 楽 部／システム情報工学科３年／八戸工大一高）
續石 麗人（軽 音 楽 部／機 械 工 学 科３年／八戸工高）
【リーダーシップ賞】
竹村 実祐（合 唱 部／生 命 環 境 科 学 科３年／大曲農高）
堀内 幸呼（美術研究部／創生デザイン学科３年／三本木農高）
蛯名 大輔（美術研究部／創生デザイン学科３年／十和田工高）
石羽澤遼平（動力研究部／機 械 工 学 科３年／岩手・久慈工高）
田代祐葵奈（動力研究部／機 械 工 学 科３年／八戸工高）
五戸
翔（軽 音 楽 部／システム情報工学科３年／八戸工大一高）
大平 智哉（軽 音 楽 部／システム情報工学科３年／八戸工大一高）
尾﨑 梨玖（文芸愛好会／システム情報工学科３年／八戸工高）
高橋 優人（ADL（建築デザイン研究会）／土木建築工学科３年／秋田・横手清陵学院高）
福島 正寛（茶道愛好会／システム情報工学科３年／八戸工大一高）
柴田 悠登（プラモデル研究会／生 命 環 境 科 学 科３年／むつ工高）
小笠原 健（プラモデル研究会／電 気 電 子 工 学 科３年／青森工高）
【努 力 賞】
大﨑 有羽（吹 奏 楽 部／システム情報工学科４年／岩手・盛岡市立高）
福川
諒（吹 奏 楽 部／土 木 建 築 工 学 科４年／青森工高）
菊地
遼（吹 奏 楽 部／電 気 電 子 工 学 科４年／青森工高）
泉山 英俊（映像研究部／システム情報工学科４年／八戸工高）
平川 雅壱（映像研究部／土 木 建 築 工 学 科４年／五所川原農林高）
瀬川 佳菜（合 唱 部／システム情報工学科４年／盛岡第二高）
北向 佑気（動力研究部／機 械 工 学 科４年／むつ工高）
佐々木汰一（文芸愛好会／生 命 環 境 科 学 科４年／岩手・釜石高）
速水
薫（茶道愛好会／創生デザイン学科４年／八戸工大二高）
佐野 史知（プラモデル研究会／機 械 工 学 科４年／五戸高）
宮崎 和貴（プラモデル研究会／電 気 電 子 工 学 科４年／八戸工高）
遠瀬 如美（３次元愛好会／創生デザイン学科４年／八戸工大一高）
種市美友希（３次元愛好会／創生デザイン学科４年／八戸工大一高）
石橋
彩（３次元愛好会／創生デザイン学科４年／八戸商高）
河村 知邑（３次元愛好会／創生デザイン学科４年／八戸聖ウルスラ学院高）
原子 彩香（３次元愛好会／創生デザイン学科４年／八戸工大二高）
藤原 香菜（３次元愛好会／創生デザイン学科４年／大湊高）
古戸 杏実（３次元愛好会／創生デザイン学科４年／八戸工大二高）
吉田 政義（３次元愛好会／創生デザイン学科４年／八戸工大二高）

八戸工業大学表彰
２月13日令和元年度八戸工業大学
表彰式が行われ、教育業績賞は「自
動車工学コースにおける社会人基礎
力向上教育の実践」に、教職員特別
賞は「大学教育再生加速プログラム
（AP）の推進」に授与された。
また、３月17日に「国内屈指の光
学用特殊プリズム製造など継続的な工学技術開発への取り組
み」㈱テクニカル代表取締役社長山内一秀氏（土木工学科３
期卒業）に工業技術貢献賞が贈られた。
山内氏（写真左）は「本学で学んだ測量や建設業での知識と
経験を光学業界で生かすことが出来ました。工業技術貢献賞
を頂きましたことに感謝申し上げます。
」と語った。

オープンキャンパス等の予定
今年も、オープンキャンパスと入試対策講座を実施い
たします。
（変更する場合があります。ご注意ください。
）
詳細は、大学ＨＰで随時ご案内します。
多くの方のご来場をお待ちしています。
◎オープンキャンパス開催日
2020年７月19日（日）
2020年８月９日（日）
2021年３月14日（日）
◎入試対策講座（学園祭同時開催）
2020年10月10日（土）～11日（日）
※八戸工業大学ホームページ https://www.hi-tech.ac.jp/

新任教員紹介

2021年度入学試験予定

か

とう

まさ

や

加 藤 雅 也
（土木建築工学科・教授）

クール

願書受付期間（必着）

総合型選抜試験第１クール

９月１日（火）～９月11日（金）

９月19日（土）

総合型選抜試験第２クール

11月13日（金）～11月20日（金）

11月28日（土）

石 毛 清 八

総合型選抜試験第３クール

１月25日（月）～１月29日（金）

２月10日（水）

（創生デザイン学科・准教授）

総合型選抜試験第４クール

３月１日（月）～３月５日（金）

３月10日（水）

入試区分

願書受付期間（必着）

いし

げ

せい

はち

試

試

験

験

日

日

指定校制

11月１日（日）～11月６日（金）

11月14日（土）

公 募 制

11月24日（火）～12月４日（金）

12月14日（月）

前

期

１月４日（月）～１月22日（金）

２月２日（火）

後

期

２月15日（月）～２月26日（金）

３月５日（金）

前
大学入学共通
テスト利用 中
選抜試験
後

期

１月４日（月）～１月26日（火）

期

２月１日（月）～２月14日（日）

期

３月１日（月）～３月19日（金）

学校推薦型
選抜試験

一般選抜試験
こし

た

しゅん

すけ

越 田 俊 介
（電気電子工学科・准教授）

ほん

なみ

本 波

ひろし

洋

（システム情報工学科・講師）

進学相談会予定
しま

うち

ひろ

かず

う

の

2021年1月16日（土）
・
1月17日（日）の
大学入学共通テスト

※変更する場合があります。
ご注意ください。

開催日

時間

開催地

会

場

島 内 宏 和

宇 野 あずさ

５月12日(火)

15：00～18：30

盛岡

ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング

（システム情報工学科・講師）

（創生デザイン学科・助教）

５月20日(水)

16：00～18：00

秋田

アルヴェ

６月18日(木)

14：30～18：30

八戸

八戸グランドホテル

６月24日(水)

13：00～16：00

盛岡

盛岡タカヤアリーナ

５月15日(金)

15：00～18：30

秋田

アルヴェ

５月18日(月)

15：00～18：00

弘前

アートホテル弘前シティ

５月19日(火)

15：00～18：00

青森

リンクステーションホール青森

５月20日(水)

14：00～18：00

八戸

八戸プラザアーバンホール

６月22日(月)

15：00～18：30

盛岡

ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング

７月８日(水)

15：00～18：30

仙台

仙台サンプラザホール

主な予定（４月〜８月）
４月３日
４月６日～８日
４月８日～13日
４月14日
４月21日～27日
５月７日～13日
６月10日
７月30日～８月４日

入学式
ガイダンス・開講試験
健康診断 （１～３学年）
前期授業開始
履修登録期間
履修登録修正期間
体育祭
前期定期試験
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八戸工大一高
４月８日、新型コロナウイルスの影響で、本校に
関係した一部の来賓と保護者にご臨席を賜り、式の
内容を縮小して第62回入学式が挙行された。新入
生202名を代表し、齋藤汰気君（普通科１年／田舎
館中）が藤澤重信校長に「一日、一日を大切にし、
力強く生き抜く、そして素晴らしい高校生になる」
という決意を力強く宣誓した。

第62回入学式
新入生のみなさんへ

きた生徒であればこそ、仲間と信頼し合える関係性を築きあげる
ことができると確信しております。
元号も令和となり、
初めての新入生を迎えることが出来ました。
これから新たなチャレンジがはじまることでしょう。失敗を恐
新入生の皆さんご入学おめでとうございます。心より歓迎いたし
れず、自らが決めた目標に向かい第一歩を踏み出してください。
ます。
そこから八工大一高での３年間が始まります。勉強・部活動など
今年度の新入生から制服が新しくなりました。その制服をしっ
何事にも積極的に諦めることなく、
最後まで取り組んでください。
かりと着こなし、そして先輩から伝統を引き継ぎ、新たな歴史を 『正しい選択・正しい決断・正しい行動』で、数多くの経験を積み
築き上げてもらいたいと思います。
重ねることによって道は開けるはずです。
これから始まる高校生活において戸惑いや不安があるとは思い
先生方は、皆さんにとって社会人の一歩手前の大切な三年間を
ますが、そこで立ち止まることなく八工大一高を選択し入学して
全力でサポートします。

夢・実現のために

、
向
信
り
で
の
で
友
励

１学年主任 平 葭 和 敏

青森県スポーツ関係受賞者
青森県高等学校野球連盟
〈高野連優秀選手賞〉
野球
駒ケ嶺晃志（理系コース3年/野辺地中）

青森県高等学校体育連盟
〈高体連優秀選手賞〉
水泳
小山内元気（文系コース3年/中里中）
ソフトテニス
小野 未久（理系コース3年/階上中）
川口 桃香（建築コース3年/百石中）
剣道
中村 寛人（理系コース3年/東北中）
向井 蓮弥（電気コース3年/東北中）

レスリング
小川 颯太（文系コース3年/十和田東中）
ボクシング
工藤 結羅（文系コース3年/市川中）
ゴルフ
内海 将太（土木コース3年/宮城・蛇田中）
アイスホッケー
笹川 征廉（文系コース3年/八戸二中）

青森県体育協会
〈優秀選手賞〉
アイスホッケー
犹守 亮祐（文系コース3年/下長中）
小林 大介（文系コース3年/東京・東大和二中）
吉野 訓平（文系コース3年/八戸二中）
笹川 征廉（文系コース3年/八戸二中）

大坊 晃己（文系コース3年/湊中）
川岸
潤（文系コース3年/北稜中）
佐曾谷哉太（文系コース3年/東京・花小金井南中）
冨田 詢人（文系コース3年/大阪・摂陽中）
大野 将輝（スポーツ進学コース2年/北稜中）
差波 周平（スポーツ進学コース2年/下長中）
ボクシング
工藤 結羅（文系コース3年/市川中）
レスリング
小川 颯太（文系コース3年/十和田東中）
平内 陽丞（土木コース3年/三沢一中）
関下 光輝（理系コース3年/白銀南中）
齊藤 美姫（公務員コース2年/十和田東中）
上川 真実（スポーツ進学コース2年/大館中）
永野 颯大（普通科１年/下長中）

ゴルフ
内海 将太（土木コース3年/宮城・蛇田中）
加瀬谷 駿（スポーツ進学コース2年/秋田・稲川中）
赤石 拓斗（総合コース2年/秋田・二ツ井中）
〈県スポーツ奨励賞〉
レスリング
鳴海 篤郎（建築コース3年/木造中）
自転車競技
吉田 真聖（機械コース3年/古川中）
ソフトテニス
小野 未久（理系コース3年/階上中）
川口 桃香（建築コース3年/百石中）
登山
小野浩太朗（公務員コース2年/下長中）
ボウリング
中村 祐麻（土木コース3年/根城中）

第39回 三部展＋１

キャラクタートーク

２月１日・２日、
「三部展＋１」が八戸ポータルミュー
ジアムはっちで実施された。
写真部・美術部・放送部の三部に加え、パソコン部、
JRC部、航空宇宙開発利用研究会が参加した。各種コン
テストに入賞した作品等の展示が行われた。なかでも来
場者に好評だったものは、ドローンシミュレータや今年
度新たに出展した
バーチャルリアリ
ティ機器であった。
日頃の生徒たちの
活動成果を発 表
する良 い 機 会と
なった。

１月10日、三八地域県民局委託事業で、八戸インテリジェントプラ
ザ実施主体の「キャラクタートーク」に参加した。三八地域の企業に
学校のよさを知ってもらうため、学校を体験・紹介するという企画で、
本校に興味のある企業12社が参加した。本校からは、航空宇宙開発利
用研究会（KADUG）のメンバー 11名と２年電気コースの５名の16名
が参加した。生徒らは企業の方に
付き添いながら校舎を巡り、本校
を知ってもらおうと実際にデモン
ストレーションや作品を見ても
らった。企業からの沢山の質問に
も、対応し応えていた。本校につ
いての情報を、企業と共有できた
ことが最大の成果である。

３８くらしごトーク発表会
２月２日、ものづくりのまちの「仕事」と「暮らし」の発信事業の成果発表会
「38くらしごトーク」が八戸ポータルミュジアムはっちで開催された。これは三八
地域の企業の魅力と、私達が考える地域の暮らしやすさを情報発信していこうと
いう目的で、青森県三八地域県民局主催、株式会社Ｊサポートが実施主体となり
実施された。
生徒らは、職場体験実習でお世話になった東京鐵鋼㈱、アルバック東北㈱、㈱
セイシンハイテックの社員と一緒に主力製品や会社のよさを考えたり、三八地域の
暮らしやすさについても社員にインタビューを行い、まとめたことを発表した。
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第59回 卒業証書授与式
３月１日、新型コロナウイルスの影
響で内容を縮小、保護者や本校に関係
した一部の来賓をお迎えして、第59回
卒業証書授与式が挙行された。
卒業生302名を代表して馬場結汰君
（進学コース／岩手・中野中）が答辞を
述べた。
「部活動を通じて、
数分間の試
合のために何百何千時間も考え工夫を凝らして練習を積み上げる意
味を知り、それは家族や先生方がいつも近くで見守り支えてくれた
からこそ出来たことに気付いた。この体験は、他の何事にも代えが
たい貴重な財産となった。
」
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
これから社会人として意気込みを感じさせる言葉に惜しみない拍手
が贈られ、生徒らは学び舎を後にした。

Ｇキャンプ９

第９回普通科
合宿勉強会

２月22日・23日、Ｇキャンプ９と称
する第９回普通科合宿勉強会が五戸ひ
ばり野スポーツ交流センターで行われ
た。このプログラムは、普通科の目標
である「自学力の育成」を最大のテー
マに実施しており、今回は１・２年生
の35名が参加した。深夜まで勉学に向
かい、朝は６時半から雪の中で1600ｍ
走を行うなど、家庭とは違う環境に身
を置くことで受験に向かう厳しさを感
じていたようである。メニューを消化
した後の達成感、充実感に満ちた生徒
らの表情が印象的であった。

無線航空従事者試験合格者続々
１月26日、本校を特設会場として第27
回ドローン検定が実施された。本校では
希望者に対し受験講習会を実施してお
り、これまでも多くの生徒が合格をして
いる。今回の試験では、上林瞭君
（２年
建築コース/白銀中）
が本校初となる１
級に合格、２級４名、３級126名のあわ
せて131名が合格した。（学年は2019年度）

進学先一覧

◆国公立大学
弘前大学２名、青森県立保健大学
◆私立大学
札幌国際大学２名、北海道文教大
学、青森大学２名、青森中央学院
大学２名、八戸工業大学52名、八
戸学院大学４名、富士大学、東北
学院大学、東北福祉大学、東北文
化学園大学、仙台大学３名、足利
大学、千葉科学大学、江戸川大学、
中央学院大学、
東京女子体育大学、

第59回卒業証書授与式

◆理事長賞
佐藤 野彩（理系コース／黒石中）
坪田 愛生（理系コース／鶴田中）
◆校長賞
中村 寛人（理系コース／東北中）
長森 拓海（土木コース／根城中）
◆日本私立中学高等学校連合
会会長賞
小野 未久（理系コース／階上中）
◆青森県私立高等学校保護者
会連合会会長賞
小林 巧武（電気コース／根城中）
◆青森県高等学校PTA連合会
会長賞
（12年間皆勤）
齋藤 翔海（文系コース／下長中）
畑内 麻里（情報コース／白銀中）
福島
凜（情報コース／湊中）

生徒の研究発表

１月23日、本校体育館を会場として
「工業科課題研究発表会」が開催され
た。インフルエンザの流行が懸念され
る時期ではあるが、今年は特に心配も
なく開催することができた。
工業科３年生が、１年間かけて取り
組んできた研究の成果を発表した。新
しく取り入れたポスターセッションで、
ホワイトボードパーテーションを設置
し、ポスターを貼り生徒らは20分間そ
の前に立ち発表を行った。
今年度はミニマムミッションとして、
ポスターを作って発表が出来れば成功
とした。21件のポスター発表は、すべ
てミッションを達成した。その後、原
子力文化財団主催で東京大学を会場と
して課題研究活動成果発表会で発表し
た内容や、青森県産業教育振興会三八
地区協議会「生徒の研究発表会」で発
表する内容など、合計９件の口頭発表
が行われた。
日本体育大学、国士舘大学２名、
桜美林大学、専修大学、大東文化
大学４名、中央大学２名、東洋大
学２名、日本大学６名、関東学院
大学３名、神奈川大学２名、名古
屋産業大学、関西学院大学、北陸
大学２名、新潟食料農業大学
◆私立短期大学
埼玉女子短期大学
◆専修学校
八戸工科学院５名、八戸看護専門

主な表彰者

金子 拓陸（情報コース／白山台中）
田中 英寿（電子通信コース／南浜中）
中居慧太朗（電気コース／白銀南中）
田中 孝明（機械コース／是川中）
森
知悠（機械コース／八戸東中）
◆スポーツ大賞
小川 颯太（文系コース／十和田東中）
小山内元気（文系コース／中里中）
◆スポーツ特別賞
犾守 亮祐（文系コース／下長中）
川岸
潤（文系コース／北稜中）
小林 大介（文系コース／東京・東大和二中）
笹川 征廉（文系コース／八戸二中）
佐曾谷哉太（文系コース／東京・花小金井南中）
大坊 晃己（文系コース／湊中）
冨田 詢人（文系コース／大阪・摂陽中）
吉野 訓平（文系コース／八戸二中）

Ｇカレッジ２

第２回普通科
大学講義体験会

２月19日、Ｇカレッジ２と称する第
２回普通科大学講義体験会が行われた。
このプログラムは実際の大学講義を自
ら選択して受講することにより、
「学ぶ
意義」を考えさせるという狙いの元、
昨年度から行っている。今年度は、経
済経営学、理工学、教育学、心理学、
幼児教育学、社会科学、健康栄養学、
スポーツ科学、医療技術学、防災学の
10講座が開講された。１・２年生の普
通科生（公務員コース生を除く）151名
は、希望する２講座を受講し、普段と
は違う学びを体験していた。

お世話になりました

田名部校長先生

蛯名教頭先生

ありがとうございました。

学校、東北メディカル学院３名、
八戸保健医療専門学校４名、八戸
医師会立八戸准看護学院２名、北
海道医薬専門学校、仙台保健福祉
専門学校、東日本医療専門学校、
静岡医療科学専門大学校、青森県
営農大学校、アレック情報ビジネ
ス学院、青森愛犬美容専門学院、
盛岡公務員法律専門学校２名、北
日本ハイテクニカルクッキングカ
レッジ２名、東北電子専門学校２

名、仙台デザイン＆テクノロジー
専門学校、仙台大原簿記情報公務
員専門学校、ホンダテクニカルカ
レッジ関東、船橋情報ビジネス専
門学校、
日本外国語専門学校、代々
木アニメーション学院東京校、東
京デザイン専門学校、東京モード
学園、東京サイクルデザイン専門
学校、港湾職業能力開発短期大学
校
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第46回 入 学 式

新入生の皆さんへ

平凡を非凡に努める「凡事徹底」
校長

４月６日、153名の新入生を迎えて、第46回入学式
が行われた。式では明石校長から「自分で選択した二
高への入学。その選択を無駄にしないよう、何事にも
目標を持って物事に取り組み、有意義な高校生活を送
ろう」と激励の言葉が贈られた後、新入生代表の呑香
健太郎君（カレッジコース／宿戸中）が、
「開拓・創造・
協力の校訓のもと、学習や学校行事など積極的に取り
組みます」と力強く宣誓した。

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
頼される県内随一の私立高校進学校として確固たる地位を築いてい
ます。昨年度も多数の国公立大学や有名私立大学に合格し、特に国
公立大学では一般受験で合格した生徒のほうが推薦合格者より多く
いました。また、運動部に所属しながらセンター試験・二次試験を
受けて国立大学に進学した生徒も多数います。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、表題は、平凡な事や当たり前の事は、出来て当たり前と考
えがちですが、実は、その事を毎日毎日やり続けることは大変な事
です。しかしこの言葉は何も難しい事をやる必要がなく、誰でもで
きる事を非凡に行いましょうといっています。例えば、遅刻しない
で元気よく登校すること、授業に集中すること、放課後、補講や部
活動に参加することなど平凡な事です。基本的な行動を非凡にやり
続ける事は素晴らしい事だと理解し、事ある毎に「凡事徹底」
、
「平
凡を非凡に」を口ずさみながら高校生活を送って下さい。

意外と知らない獣医の仕事
獣 医 師出前 講 座 開 催

青森県を元気にするには？
～ 高校生模擬議会 ～

２月27日、１学年医療勉強会（MSM）の一環として獣医の出前講座を開催
した。実際に八戸家畜保健衛生所で獣医師として活躍されている方々が、獣
医師の仕事、家畜保健衛生所の役割などを紹介し、防護服の着用体験なども
行った。普段は見ることがで
きない家畜検査の様子が動画
で紹介されると、生徒たちは
真剣に見入っていた。参加し
た生徒は「獣医の仕事は動物
だけでなく、私たち人間の生
活も支えてくれていることが
分かった。
」などと話していた。
写真：デーリー東北新聞社提供

芥川賞作家
トークイベント
１月30日、八戸ブックセンター
にて、芥川賞作家柴崎友香氏・滝
口悠生氏を招いてのトークイベン
トが開催され、本校生徒10名が参
加した。両氏はギャラリー展「柴
崎友香×滝口悠生 アイオワ／八
戸 ～作家が滞在するということ
～」で八戸に数日間滞在し、その
一環で実現したトークイベントで
あった。高校生からの質問に両氏が答えるという形でイベントが進み、生
徒は作品を生み出す喜びや難しさ、作品の裏側にあるテーマなど両氏の言
葉に真剣に耳を傾け、小説世界の奥深さについて学んだ。
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２月６日、青森県選挙管理委員会が主催する
青森県高校生模擬議会が青森県庁で開催され、
県内から選ばれた３校の生徒がオリジナルの青
森県活性化策を発表した。
本校からは１学年の希望生徒８名が参加し、
青森を舞台にした恋愛リアリティーショーで県
の魅力をPRするというアイディアを披露した。
発表では、パワーポイントとペープサート（う
ちわ型の紙人形）を組み合わせて寸劇を取り入
れるなど、見ている人たちを楽しませるように
工夫し、参加していた県議会議員や県職員の
方々の好評を博した。
参加した生徒たちは「活性化策を考えるため
に青森県のことを調べたら、知らなかったこと
が多くて驚いた。地域に愛着を持つきっかけに
なったと思う。
」と話した。

第第 回卒業証書授与式

45

３月２日、新型コロ
ナウイルスの影響が懸
念されるなか、令和元
年度第45回卒業証書授
与式が形式を変更して
挙行された。卒業生は
卒業生254名を代表し
て古館祐人君（カレッ
ジコース／八戸三中）
が、明石校長から卒業
理事長から賞状と記念品を受け取る吉田君と大前さん
証書を受け取り、齊藤
遥さん（カレッジコース／下長中）が卒業生代表答辞を述べた。齋藤さ
んは受験や部活動を通して成長した３年間を振り返り、両親や先生、友
人達への感謝の気持ちとともに、旅立ちの決意を誓った。

国公立大学33名合格 令和２年度 入試結果
【国公立大学】 東京学芸大学、
東京藝術大学、
横浜市立大学、
新潟大学、
宮城
教育大学、
福島大学、
弘前大学 ４ 名、
岩手大学 ３ 名、
北海道教育大学岩見沢校、
北海道教育大学函館校 3 名、
北海道教育大学釧路校、
室蘭工業大学、
青森県立
保健大学 ３ 名、
秋田公立美術大学 ２ 名、
高崎経済大学、
新潟県立大学 ２ 名、
青森
公立大学、
釧路公立大学 ２ 名、
公立千歳科学技術大学、
公立はこだて未来大学
【私立大学】 慶應義塾大学、
同志社大学、
津田塾大学、
法政大学 ２ 名、
獨協大
学 ３ 名、
駒澤大学、
東北学院大学 ７ 名、
日本大学 6 名、
専修大学 ２ 名、
東洋大学
東海大学、
国士舘大学、
順天堂大学、
北里大学 ３ 名、
亜細亜大学、
帝京大
3 名、
学、
工学院大学 ２ 名、
関東学院大学、
神奈川大学、
神奈川工科大学 ３ 名、
大阪芸
術大学、
新潟医療福祉大学 ２ 名、
つくば国際大学、
城西大学 ２ 名、
尚美学園大
学、
駿河台大学、
日本医療科学大学、
聖徳大学、
淑徳大学、
女子美術大学 ２ 名、
大
帝京平成大学 ２ 名、
東文化大学 ２ 名、
多摩美術大学 3 名、
東京工科大学、
東京情
報大学、
東京造形大学 ４ 名、
東京農業大学 ２ 名、
東京未来大学 ３ 名、
日本社会事
業大学、
文化学園大学、
武蔵野美術大学、
明星大学、
石巻専修大学 ２ 名、
仙台白
百合女子大学、
仙台大学、
東北医科薬科大学 ２ 名、
東北工業大学、
東北生活文化
宮城学院女子大学 ２ 名、
東北
大学、
東北福祉大学 ２ 名、
東北文化学園大学 ６ 名、
芸術工科大学 ６ 名、
日本赤十字秋田看護大学 ２ 名、
ノー
秋田看護福祉大学 ３ 名、
スアジア大学、
青森大学、
青森中央学院大学 ３ 名、
八戸学院大学 ７ 名、
八戸工業
大学22名、
弘前学院大学 ２ 名、
岩手医科大学 ２ 名、
盛岡大学 ２ 名、
札幌大谷大学
２ 名、
札幌学院大学 ２ 名、
札幌国際大学、
北翔大学、
北海道科学大学 ８ 名、
酪農
学園大学
【公立短期大学】 岩手県立大学宮古短期大学部 ２ 名、
岩手県立大学盛岡短期
大学部
【私立短期大学】 函館短期大学、
北翔大学短期大学部、
北海道武蔵女子短期
大学 ３ 名、
青森中央短期大学、
八戸学院大学短期大学部 ５ 名、
盛岡大学短期大
学部、
聖和学園短期大学、
仙台青葉学院短期大学 ３ 名、
仙台赤門短期大学、
東北
文教大学短期大学部、
新渡戸文化短期大学
【看護医療系専門学校】 札幌医学技術福祉歯科専門学校、
東北メディカル学
院 ５ 名、
八戸准看護学院、
八戸保健医療専門学校、
MCL盛岡医療福祉スポーツ
専門学校 ３ 名、
岩手医科大学医療専門学校、
仙台医健・スポーツ＆こども専門学
校、
専門学校首都医校
【専修・各種学校】 青森中央文化専門学校、
専門学校アレック情報ビジネス学
院 ４ 名、
八戸工科学院、
八戸理容美容専門学校、
MCL盛岡情報ビジネス&デザ
イン専門学校、
北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ、
国際マルチビジネス
専門学校、
仙台スイーツ＆カフェ専門学校、
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 ２ 名、
専門学校デジタルアーツ仙台、
専門学校東北動物
看護学院、
東北電子専門学校 ２ 名、
大宮医療秘書専門学校、
専門学校日本デザ
イナー学院、
長正学園、
東京日建工科専門学校、
東京モード学園、
東放学園専門
学校、
文化服装学院 ２ 名、
代々木アニメーション学院 ２ 名、
専門学校東京デザイ
ナー学院、
神田外語学院、
横浜リゾート＆スポーツ専門学校、
中日本航空専門学
校、
静岡デザイン専門学校、
大阪バイオメディカル専門学校、
日本分析化学専門
学校、
専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ、
ナビタス・イングリッシュ語学学校

退任の教員
鎌田
川原

進
裕

新任の教員
法量

お世話になりました

大前

愛（小中野中）

鹿島 梨彩（長者中）
溝口 遼河（白銀南中）
武藤亜珠香（階上中）
田端 睦美（大館中）
渡邉

有羽（湊中）

合格者メッセージ ━━━━

横浜市立大学国際教養学部合格
平山 夏熙（カレッジコース／江陽中）
ホームページで自分の番号を見つけたときは、
夢ではないかと思いました。でも、次の日、学
校の職員室で僕の目の前で拍手が起こってい
るのを見て、初めて合格の実感を持てました。大学では国際関係論
などを学び、将来、青年海外協力隊に入り、アフリカに行って教育
の支援活動を行いたいと思っています。

新潟大学工学部合格
北城 佑兼（カレッジコース／是川中）
受験当日、試験の出来があまりに悪く、絶
望でした。合格が分かったときは、素直にう
れしかったです。振り返れば、センター試験
が終わってから二次試験までの間は、不安ばかりでしたが、それで
も毎日登校しました。今の自分があるのは、一緒に頑張る友達や、
指導してくれる先生、そして今までずっと支えてくれた家族のおか
げです。大学でも感謝の気持ちを忘れずに新しいことに挑戦します。

北海道教育大学岩見沢校教育学部
芸術スポーツ文化学科合格
吉田 涼那（美術コース／市川中）
受験に向け、実技の練習をひたすら繰り返
し臨んだため、合格だと知った時はその努力
が報われたようで本当に嬉しかったです。３年間向上心を持ち取り
組んだ勉強や部活、委員会活動もアピールポイントとして、今まで
の経験を足掛かりにできた合格だと思います。大学では日本画を学
び、美術の教員を目指して頑張ります。

球児も一般入試で国立大学へ！
石戸谷晃成 岩手大学人文社会科学部合格
（写真左 カレッジコース／八戸二中）

對馬

先生
先生

颯 岩手大学理工学部合格

（写真右 カレッジコース／白山台中）

よろしくお願いします

悠輔（ほうりょう

━━━━

主な表彰者
◆理事長賞
吉田 悠馬（是川中）
◆生徒会活動功労賞
久保田妃菜（北稜中）
◆スポーツ特別功労賞
大前
愛（小中野中）
丸山 有翔（八戸東中）
千葉 栞太（下長中）
坂本 月奈（白銀中）
漆田 夏鈴（階上中）
◆文化特別功労賞
種市
萌（十和田中）
小保内亜海（北稜中）
◆特別活動功労賞
大村はるか（八戸三中）

ゆうすけ）先生

野球部のレギュラーメンバーとして活躍した２人が、そろって
岩手大学に合格。對馬君は
「野球部の活動に全力を尽くせたので、
引退後は気持ちを切り替え、一般受験に向けて勉強に取り組むこ
とができました。
」と語った。
Hachinohe Institute of Technology Press No.140
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さくら幼稚園

入園
「ようち
えんであ
そぶ
たのしみ の
だな！」

～

～登園の様子

入園式

。
のかな
がある るな♥」
と
こ
い
くす
たのし
わくわ
どんな

「

「おか
あさん
と
おはな いっしょに
しをき
いたよ
♫

園庭の芝生も日ごとに緑が蘇り、確実に春が巡ってきたことが感じら
れる。
本来であれば、気持ちも浮き立つ時期。しかし、今年は、新型コロナ
ウイルスのため卒園式を縮小して行ったこともあり、先が見えず不安な
日々を過ごしていた。保護者の方々も心配されていたことでしょう。
４月９日（木）
、内容を変更し短い時間ではあったが、無事に入園式
を行うことができた。席の間隔をあけ、保護者の膝に座っての参
加となった子どもたちは、年長組の歓迎のことばや紹介された
教職員をじっと見ていた。果たして担任の名前は覚えられた
かな。先の見えない不安はぬぐい切れないが、一日も早く幼
稚園は楽しいと思えるように教職員一同努めていきたい。目
の前の子どもたちを見ていると、普通の日常生活に戻れるよ
うにと願わずにいられない。
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」

園

木村

長

喜久子

˳᬴ܴ
年中・年長組

年少・年中・年長組

〜カワイ体育教室〜
マットや鉄棒を使って、正しい体の動
かし方を教えていただきました。

年長組

〜ヴァンラーレ八戸による
サッカー教室〜

〜八戸工大二高ＡＬＴ
アンディ先生による英語教室〜
歌をうたったり、色、形、数、動物など
様々な英語を教えていただきました。

「コーチのおはなしをよくきいて、
うまくなるぞ‼」

りー‼」
「うでのちからをつかって、ぶらさがりー‼」

「ドリブルやパスをして、ゴールをめざそう‼」

卒 園 式

Whic do you like, lions or cows ?」
「 Which

お別れ会

「そつえんおめでとう、
しょうがっこうにいっても がんばってね」

「えんぴつたてのおかえしに、すてきなバッチをもらったよ。
ねんちょうさん、どうもありがとう‼」

お別れ会

お別れ会

「ミッキーのえんぴつたて、ありがとう♥
「ミッキーのえんぴつたて、ありがとう♥
べんきょうがんばります。」

お別れ会

「ねんちょうのおにいさんといっしょに
きゅうしょくうれしいな。
」

よろしくお願いします
てらした

とも こ

いずみやま

のぶ か

寺下 智子 先生
泉山 伸郁 先生
「きしゃごっこでメダルもらっちゃった♥
「きしゃごっこでメダルもらっちゃった
♥うれしいな
うれしいな♥
♥」

Hachinohe Institute of Technology Press No.140

011

附属中学校
省エネに関するディベートに挑戦！

・「学校法人八戸工業大学資産運用規程」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」改正に関す
る件
・「学校法人八戸工業大学準教職員規程」制定に関する件
・「学校法人八戸工業大学有期雇用教職員規程」制定に関
する件
・各設置校の「学則」、「園則」変更に関する件
・「学校法人八戸工業大学高等学校奨学規程」制定に関す
る件
・八戸工業大学第一高等学校長及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令和２年度事業計画並びに予算に
関する件
・学校法人八戸工業大学評議員の選任に関する件
・学校法人八戸工業大学相談役の選任に関する件
表

紙

八戸工業大学令和２年入学式
坂本禎智新学長就任

学校法人八戸工業大学 広報

H. I. T. Communication
八戸工業大学入学式
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▲
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新型コロナウイルスの猛威は、日本全国に深刻な影
響を与えています。
学校法人八戸工業大学では、学生・生徒・園児及び教
職員等の安全確保並びに感染拡大防止の社会的責任を
果たすことを基本とし、
様々な検討・対策を講じています。
しかし、法令に基づく緊急事態宣言の発令により、
教育の現場にあっては、保育を含め教育・研究活動に
対して、より厳しい状況にあります。
法人内の各設置校では、国及び自治体の要請を尊重
しつつ、各校で取りうる対応を検討し、学生・生徒及
び園児の皆さんの安全の維持と教育機会の確保のた
め、日々刻刻と変化する状況に緻密に対応し、最善の
策を講じているところです。
新型コロナウイルス感染症への対応は、各校のホー
ムページのお知らせに掲載していますので、ご確認く
ださい。

理事会・評議員会（１月から 3 月に開催の主な内容）
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新型コロナウイルスへの対応

２月７日、全校生徒を対象として薬物乱用防止教室を実施
した。
この教室のねらいは、喫煙や飲酒の害について学び、心
身の成長期にあたる自分の健康への意識を高め、中学生とし
て望ましい生活態度を養うことにあり、養護教諭による講話
とDVDの視聴を交えながら指導を行った。
薬物などには依存性があり、一度やってしまうと止められ
なくなることや、煙草の害については、特に受動喫煙につい
て触れ、煙草を吸わない人にも大きな悪影響をもたらすこと
を学んだ。生徒は「自分だけではなく家族など周りの人にも
注意していきたい。
」と感想を述べ、その害から自分や周り
の人を守ることを決意した。
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12月７日、三浦特許商標事務
所の弁理士である三浦誠一氏を
迎え、知財創造力育成授業が行
われた。この授業は、知的財産
に関する講話や身近な材料から
テーマに沿った自由なアイデア
を生み出す発想力トレーニング
を行い、知的財産制度の理解を
促し、生徒の科学的な創作能力
を育てるものである。
最初に三浦氏から、身近にある知的財産についての権利を
分かりやすく説明して戴いた。次に、発想訓練として、生徒
が二人一組になり、用意された材料を使って高い塔を作り、
頂上にボールを載せる課題に取り組んだ。最後は、工作授業
を行い、おもりの重量に耐えられる紙の塔をできるだけ高く
作る課題に挑戦した。塔が完成して頂上におもりが載ると歓
声が沸き起こり、さらに夢中になって取り組んでいた。今回
の授業で、発想力をもっと身につけたいと感じた生徒もおり、
ものづくりに対する興味関心をもつ良いきっかけとなった。

薬物乱用防止教室

Hachinohe Institute of Technology Press SOUKYU

知財創造力育成授業

自分たちの意見を主張していたが、
どの提案も具体性があり、
よく考えられていた。本校生徒にとっても、エネルギーに対
する見識を深める良い機会となった。
提案テーマ：
「学校のコンパクトシティ化～省エネ実践校
に交付金～」
提 案 内 容：学校の電気・水道使用料金を「見える化」し、
児童生徒にエネルギー消費について意識さ
せる。雨水の汲み置きやグリーンカーテン
の設置など、省エネに取り組んでもらう。そ
の成果を学校がホームページで公開するこ
とを義務化する。省エネ実践校に交付金を
交付することで、さらに省エネが進むと考
える。

［発 行］学校法人八戸工業大学 http://www.hi-tech.aomori.jp 〒031－8501 青森県八戸市大字妙字大開88－1 ダイヤルイン案内（0178）
25－3111 FAX（0178）25－2769
八戸工業大学 http://www.hi-tech.ac.jp 八戸工大一高 http://www.kodai1.ed.jp 八戸工大二高 http://www.kodai2-h.ed.jp 八戸工大二高附属中学校 http://fuchu.kodai2-h.ed.jp さくら幼稚園 https://sakura.hi-tech.aomori.jp

１月12日、
「第１回中学生・高校生による省エネ政策提案
型パブリックディベートコンテスト東北大会」が東北大学川
内北キャンパスにて行われ、
千葉枇奈さん（２年／白銀南小）
、
寺澤愛菜さん（２年／新井田小）
、中島千彩瞳さん（２年／
城北小）の３名が中学校の部に出場した。（学年は2019年度）
この大会は、省エネルギーと豊かな生活を両立するライフ
スタイルの普及を実現するための政策を考え、未来の省エネ
ルギー提案としてまと
め、それぞれの提案を
基にしてディベートを
行うものである。
ディベートでは、お
互いの提案に質問をし、
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育成授業／薬物乱用防止教室

ｐ12

理事会・評議員会／新型コロナウイルスへの対応

