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謹賀新年【センター長

大谷真樹】

明けましておめでとうご 容の改革を行い、４月に
ざいます。
は受け身の総合研究所か
昨年は大変お世話になり、ら提案型地域課題解決型
ありがとうございます。 の地域連携研究センター
本年もよろしくお願いい に改称改組しました。
たします。
地域のご理解を得ながら
校名を変えて早くも２年 多くの産学官連携事業を
経ちます。やっと新しい 試みる事が出来き、マス
校名への馴染みとともに コミには多くの教職員学
改革の実感が出てきまし 生達が様々な形で登場い
た。
たしました。おかげ様で
校名変更に続いて教育内 地方都市の少子化の中、

本学はこの三年間学生が
増え、女子学生の活躍も
あってキャンパスはとて
も活気が出てきました。
本年も地域の課題解決を
提案し、地域の未来を担
う逞しい人材を育ててい
きます。どうぞ引き続き
ご支援をよろしくお願い
いたします。

バトルｉｎ八戸を開催。
教育業界にとっても活字離れ
は大きな問題であり、地域で
この課題を解決する取組みと
してデーリー東北新聞社様と
一緒に企画・運営を行いまし
た。９月の予選会、１１月の
決戦大会を無事に終えること
が出来ました。
特にゲストバトルでは、小林
市長、石原南郷図書館長、ブ
ログ書評家の聖幸さん、女優
の中江有里さんと著名な方々
にご参加頂き、この場をお借
りして感謝申し上げます。

連携事業報告（八戸市、階上町、新郷村）
新郷村連携協定の一環 に芸術家が磨きをかけ 力を合わせて地域に貢
として、「しんごうホ た作品が多数出来上が 献する活動を行います。
ワイトイルミネーショ りました。
ン２０１４」のフラッ その他にも階上町の階
グやイルミネーション 上健康レシピの開発・
デザインの監修を八戸 実習や八戸市のジュニ
学院短期大学幼児保育 アサッカー強化事業な
学科の飯田ゼミの学生、ど、様々な事業や教育
教員が行いました。
活動を企画実施してお
飯田先生は彫刻家でも ります。
あり、学生の若い感性 今後も学生・教職員が
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八戸と本は深い関わりがあり
ますので、今年も地域の皆様
のご支援をいただきながら、
継続してゆきたいと考えてお
ります。
次年度にむけて、近日中に関
係団体と連絡協議会を行い、
要項等を決める予定です。
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主催：八戸学院大学×
デーリー東北新聞社
協力：八戸市、
八戸テレビ放送、
BeFM
後援：ビブリオバトル普及
委員会、青森県教育
委員会、青森県図書
館連絡協議会、青森
県学校図書館協議会、
岩手県北教育事務所、
岩手県図書館協会、
岩手県学校図書館協
議会
以上の団体で第１回ビブリオ
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ビブリオバトルｉｎ八戸活動報告
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2014年度 イベントカレンダー

10日 第５回宣誓式特別記念講演
28日 新郷村チャレンジデー

1日 第１回 東北 英語応用言語学サミット
1日 うみねこウォーク ～自然との共生～
7日・8日 階上町「臥牛山まつり」
14日・15日 リレー・フォー・ライフジャパン八戸
19日 階上ジェラート（商品開発）
22日 第７回かいごの学校２０１４
30日 八戸市都市研究検討会 第６弾ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議 第１回
2日 第１０期起業家養成講座 第１回
3日 階上ジェラート（商品開発）
6日 八戸ふるさと検定初級
10日 階上ジェラート（商品開発）
13日 ジュニアエコノミーカレッジ２０１４ｉｎ八戸
13日 ジェシカ・ロドリゲスさん歓迎会
16日 第１０期起業家養成講座 第２回
25日 教育・研究・社会貢献後援会総会
25日 岡崎朋美氏講演会
（教育・研究・社会貢献後援会/スポーツ連携事業）
25日 教育・研究・社会貢献後援会懇親会
26日～27日 階上町「いちご煮祭り」
30日 第１０期起業家養成講座 第３回
4日 八戸市都市研究検討会 第６弾ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議 第２回
5日・6日 階上町防犯・交通安全少年球技大会
20日 第１０期起業家養成講座 第４回
20日 田子町観光資源掘り起し事業ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 第１回
2日 地域活性化人材育成塾
3日 第１０期起業家養成講座 第５回
3日 商店街を中心とした課題解決型街づくり支援セミナー
4日 活路検討事業委員会講習会
9日 八戸市都市研究検討会 第６弾ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議 第３回
12日 東北税理士会 集中講義
17日 第１０期起業家養成講座 第６回
20日 ビブリオバトル（予選会）
21日 あおもりツーリズム創発塾（調査測定）
26日 八戸市都市研究検討会 第６弾ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの中間報告

八戸学院大学・八戸学院短期大学
地域連携研究センター
〒031-8588 八戸市美保野13-98
TEL：0178-25-2789 FAX：0178-25-1968
http://research.hachinohe-u.ac.jp/
https://www.facebook.com/hachigaku.rcrc
https://twitter.com/8uri

1日 第１０期起業家養成講座 第７回
2日 活路検討事業委員会講習会
5日 ジュニアエコノミーカレッジ２０１４ｉｎ八戸
6日・7日 八戸学院フェスタ
10日 ジュニアサッカー教室 第１回
11日 あおもりツーリズム創発塾（パネルトーク）
12日 あおもりツーリズム創発塾（モニターツアー）
12日 第２８回新郷ふるさとまつり
15日 第１０期起業家養成講座 第８回
18日・19日 日本体育協会スポーツリーダー養成講習会
24日 ジュニアサッカー教室 第２回
25日・26日 学園祭（秋桜祭・光華祭）
29日 第１０期起業家養成講座 第９回
30日 地域医療セミナー（人間健康学部・看護学科）
1日 ビブリオバトル（決勝）
1日 階上町民文化祭
2日 新郷村民文化祭
5日 第１０期起業家養成講座 第１０回
6日 人間健康学部創立１０周年記念特別講演会
11日 人口減少下における企業戦略（公開セミナー）
12日 地域再生フォーラム（講演会）
12日 起業のアートと科学（公開セミナー）
13日 種差海岸と国立公園に関する公開講義
14日 ジュニアサッカー教室 第３回
19日 第１０期起業家養成講座 第１１回
19日 田子町観光資源掘り起し事業ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 第２回
21日 水産加工高度衛生品質管理モノづくり支援事業
24日 楽天球団シーズン報告会
28日 ジュニアサッカー教室 第４回
3日 第１０期起業家養成講座 第１２回
5日 ジュニアサッカー教室 第５回
6日・7日 田子町観光掘り起し事業（農家民泊）
7日 青少年健全育成三戸町民会議（講師派遣）
7日 しんごうホワイトイルミネーション事業（点灯式）
17日 第１０期起業家養成講座 第１３回
19日 ジュニアサッカー教室 第６回
14日 第１０期起業家養成講座 第１４回
23日 よそ者が語る八戸の魅力（公開講座）
24日 第１０期起業家養成講座 第１５回
修了式・最終日懇親会
5日～7日 八戸市農業ビジネスナイトセミナー
6日 ジュニアサッカー教室 第７回
13日 清水宏保講演会
13日 ジュニアサッカー教室 第８回
18日 八戸市都市研究検討会 第６弾ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ最終報告
第７弾プロジェクトテーマの検討
7日 人間健康学部・看護学科 公開講座

