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Ⅰ　施設紹介Ⅰ　施設紹介

　弘前大学は「21世紀教育（教養教
育）」の目的を「21世紀を生きるうえ
で必要となる基本的な力を養うこと」
と定め、この目的を達成するための科
目を「21世紀教育科目」と呼んでいま
す。この21世紀教育科目を運営する
のが、2001年10月に設置された
「21世紀教育センター」です。このセ
ンターのもと、2002年4月から「21
世紀教育」が実施されています。
　21世紀教育センターの目的は、「全

学担当制による21世紀教育の実施に
関する企画、立案及び調整並びに教育
内容・授業方法の改善及び広報活動を
行うとともに、21世紀教育に関する
自己点検・評価を行い、本学における
教養教育の充実、発展に寄与するこ
と」にあります。21世紀教育センター
は、センター長1名、副センター長4
名、科目主任（当該領域または授業科
目の運営に関し中心的な役割を担い、
授業科目担当者グループをとりまとめ
る者）約100名で構成され、「21世
紀教育センターの管理・運営に関する

事項を審議するため」に「21世紀教育
センター運営委員会」が置かれていま
す。この運営委員会の委員が中心とな
り、「21世紀教育科目履修マニュア
ル」に基づき、21世紀教育ガイダン
スや履修相談が行われています。また、
総合教育棟1階の窓口で様々な相談に
応じているのが、学務部教務課教務グ
ループ「21世紀教育担当」です。さら
に「21世紀教育に関する具体的事項
を調査、企画、立案及び実施するため」

に21世紀教育センター運営委員会に
「専門委員会」（教務専門委員会、FD・
広報専門委員会、点検・評価専門委員
会）が、「21世紀教育の領域内授業科
目に係る授業計画の立案、授業担当者
の確保等を行う」ために「科目主任会」
が置かれています。科目主任は、学部
が責任を持って推薦する体制が整えら
れています。
　21世紀教育センターでは、教育の
質の向上や改善に取組んでいます。例
えば、成績評価が教員の裁量に過度に
依存することがないように、21世紀

教育科目の「成績評価の方法と基準」が
導入されています。また、FD・広報
専門委員会は「21世紀教育に関する
学生アンケート」を学期ごとに実施し、
授業科目ごとの理解度や満足度等の評
価や学習環境や運営体制に対する学生
の意見を、点検・評価専門委員会は「授
業担当実施報告書」により、担当教員
の授業改善に関わる意見・要望や、授
業の工夫に関する情報を集約し、21
世紀教育の質の向上や改善のための資
料として活用しています。また、「FD
ワークショップ（1泊2日の研修）」、
「講演会」、「高大連携シンポジウム」、
「4年生・卒業生アンケート」等、教育
の充実と質保証のため、教員の職能開
発（ファカルティ・ディベロップメン
ト（FD））が組織的に行われています。
なお、21世紀教育センターの活動や
自己点検・ 評価の結果は、「21世紀
教育センターニュース」・「21世紀教
育活動・評価報告書」・「21世紀教育
フォーラム」や弘前大学ホームページ
で公開されています。
　「弘前大学における英語教育に関す
る基本方針」（2008年3月 弘前大学
学士課程教育協議会）を受けて、「英語
の新カリキュラム（素案）」の概要が7
月に21世紀教育センター運営委員会
で報告されました。卒業時の外国語能
力の質保証を志向する取組みで、今
後、具体的な作業が始まります。また、
「学士課程教育の構築に向けて（答申
（案））」（2008年10月 中央教育審議
会大学分科会）を指針として、「三つの
方針」（①学位授与、②教育課程編成・
実施、③入学者の受入れ））の明確化を
図り、社会からの信頼に応えるため
に、教養教育と専門教育の有機的連関
を図りながら、学士課程教育の質を保
証することが必要です。

21世紀教育センター21世紀教育センター センター長　木村宣美
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　保健管理センターは、弘前大学のみ
なさんが「こころ」も「からだ」も共
に充実した大学生活を送ることができ
るようさまざまな援助やサポートを提
供する所です。
　1949年（昭和24）の弘前大学発
足当初、保健管理業務は厚生課保健係
が担当、健康診断は医学部附属病院が
担当していました。その後さまざまな
変遷 を経て、1967年（昭和42）に
保健管理センターとして新設され、翌
年施設が竣工。以後、学生・児童生
徒・教職員の健康管理はすべて保健管
理センターで行うようになりました。
　現在の保健管理センター（通称、ホ
ケカン）は、事務局と50周年記念会
館にはさまれた場所にある、2階建て
の建物です。入り口左側が受付になっ
てお り、受付窓口に声をかけると、
スタッフが「どうしましたか？」「どう
いったご用件ですか？」と対応してく
れます。

　「からだ」の健康に関しては、医師
や看護師などが健康診断、健康相談、
応急処置などを行っています。健康
診断証明書の発行も行っています。
その他にも、身体や健康が心配な人、
薬についての助言がほしい人、適切
な医療機関を紹介してほしい方はご
利用下さい。
　また、自分の健康は自分で管理する
ことも大切です。１階ロビーには、健
康状態を自分でチェックできるよう
に、自動血圧計、自動視力計、体脂肪
計、身長・体重計などが置かれていま
す。どうぞご自由にお使い下さい。
　休養室もあります。寝心地のよい
ベッドが二つあるので、急に体調が悪
くなった場合など、無理せずに立ち
寄ってみて下さい。
　「こころ」の健康に関しては、ホケ
カンでは、常勤カウンセラー２名、学
外カウンセラー（水曜の午後）１名が
相談に応じています。相談場所はホケ
カン2階、本町地区キャンパス医学部
基礎校舎１階、総合教育棟１階「学生
面談室」にあり、ゆっくりと話をする

ことができます。
　対人関係で悩んでいる、恋愛でここ
ろが揺れている、友人や家族に心配な
人がいる、気分をコントロールした
い、将来に不安があるなど、さまざま
なこころの悩みをお聴きしますので遠
慮なくお訪ねください。「相談すると
家族や指導教官へその内容が知られて
しまうのでは？」という質問を受ける
ことがあります。そのような心配は原
則的にはありません。「原則的には」
というのは、自傷他害の恐れがある場
合には保護義務者に連絡して協力を仰
ぐことがあるからです。つまり、その
ような危険性がない場合には、相談に
来た方の同意なしに家族等に連絡する
ことはないのです。
　「からだ」も「こころ」も自分で管
理することが大事です。しかし、管理
できるようになるためには、自分自身
の「からだ」や「こころ」に関する客
観的な情報を収集したり、専門家から
の助言を受けたりということが前提と
なります。ホケカンとうまく付き合っ
て充実した生活をお過ごし下さい。

准教授　田名部  美雪保健管理センター保健管理センター
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　総合情報処理センターの役目は、約
１万人の本学ユーザの情報基盤である
計算機とネットワークのシステムの保
守管理です。平成19年2月に稼動を
始めた現在の計算機システムは、機能
性能の強化、e-Learningの充実、ユ
ビキタス環境構築、セキュリティ強化、
省エネ、省スペース、メンテ作業の効
率化、防振などに配慮して導入され、
教育研究用システムとネットワークシ
ステムで構成されます。
　教育研究用システムには、21世紀
教育の情報科目で使う510台のパソ
コンとAV機器、各種サーバなどが含
まれます。これらのパソコンは、総情
センター内の実習室（休日や休暇期間
を除き8時30分から20時45分ま
で利用可）のみならず図書館、サテラ
イト教室に分散設置されています。ソ
フトウェアは受益者負担を原則とし、
フリーソフトウェアの使用を進めてい
ることから、21世紀教育ではStar 
Suiteを使用しています。この機能は

マイクロソフトと同等で、学校では無
料で使え、卒業後も廉価で使えます。
e-learningについては、現在Moodle
の 導 入 準 備 を 進 め て い ま す。
e-learningは自宅等からの学習も可
能なのですが、課題も多いようです。
このため、e-learningに関するFDワー
クショップを21世紀教育センターと
共催で行いました。各種サーバは各
ユーザに電子メールアドレスやWeb
メールを提供し、ウイルス・スパムゲー
トウェイシステムでスパムメールに対
処しています。Webメールは携帯電
話やPDAでも操作可能で、学外から
もメールの閲覧や送信が可能です。ま
た、Webメールは日本語だけでなく
韓国語、中国語、英語に対応させ、留
学生の便宜を図っています。
　ネットワークシステムは、認証ネッ
トワーク用機器、教育用端末接続用ス
イッチ、外部接続用ルータ、ファイア
ウォール、セキュリティ機器などで構
成されます。インターネットに関する

本学の位置付けは、学術情報ネット
ワークSINET3のエッジ拠点であり、
また、東北学術研究インターネットコ
ミュニティ TOPICの北東北地区の
ネットワークオペレーションセンター
NOCであります。このように、本学
はインターネットの最前線に位置し
て、世界に向けた発信と交流手段が確
立されています。一方、学内のネット
ワーク環境については、平成14年3
月の導入から6年が経過して、老朽化
によるネットワークトラブルリスクの
増大が懸念されます。有線ネットにつ
いてはこのような状況ですが、無線
LANに関しては全学にアクセスポイ
ントを張り巡らせ、持ち込みパソコン
へ対応しています。総情センター 1
階にも、自分のパソコンを持ち込んで
自由自在に使える広いスペースが用意
されています。
　ここで、本学ユーザへのお願いがあ
ります。総情センターのシステムに限
らずコンピュータやインターネットを

総合情報処理センター総合情報処理センター
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　弘前大学総合情報処理センター
とは、理工学部の東側にある「学
内共同教育研究施設として、セン
ターに置かれた情報処理システム
を整備運用し、弘前大学（以下「本
学」という。）における教育、研究、
学術情報サービス及び事務処理の
ための利用に供するとともに、効
率的な情報処理を行うことを目的
とする（弘前大学総合情報処理セ
ンター規程より抜粋 ）」施設です。
　我々学生は入学してまもなく、
この総合情報処理センターで情報
処理の授業を受けます。他にも、
PCを使用する授業の際はこのセ
ンターを使うことが多いです。授
業が行われていない時間帯には、
インターネットやレポートを書く
ためにこの施設を利用する学生も

少なくないように思います。
　また、年に一度、公開講座とい
う子供向けの楽しく情報処理を学
べる催しを開いたり、さらには大
学祭でも同じような催しを開き、
学生以外にも情報処理技術を知っ
てもらおうという取組みが為され
ています。
　さてここまで、さも身近な施設
のように紹介してきましたが、私
の所属している電子情報システム
工学科では、実はあまりこのセン
ターを利用しません。情報処理の
授業はほとんど理工学部1号館に
あるプログラミング演習室が使用
される為です。私自身も、一年生
のときに何度か入った程度で、そ
れ以後は研究室のゼミで利用する
までほとんど入ったことがありま

せんでした。
　この原稿の依頼を受けて改めて
センターに行ってみたのですが、
総合情報処理センターというだけ
あって2階、3階の教室にはたく
さんの PCがあり、また2階のス
ペースには情報処理関係の冊子が
たくさん置かれてあり、充実した
施設であることが分かりました。
しかし教室のなかをみると、あま
り利用している生徒の姿はなく、
寂しい様子でした。
　せっかくこのような施設が理工
学部に併設してあるので、私もも
う少し利用しようと感じ、またこ
の施設を他の学生も有効利用すべ
きだと実感しました。

センター長　深瀬政秋
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使用する際は、センター規則、モラル、
法律を遵守し、一流のマナーを実践し
てください。マルチメディアモバイル
インターネットの浸透で、国境のない
仮想社会が形成されつつあります。仮
想社会とはいえ、インターネットは人
間の営みに直結することから、知らな
かったでは済まされない事態も起こり

得ます。そこで、例えばセンター規則
では、ピア・ツー・ピア方式のファイ
ル交換ソフトは使用禁止です。これは、
著作権の問題と、学内ネットワークの
渋滞を引き起こし他のユーザに迷惑を
かけるというモラルの問題に配慮して
のことです。不正行為に対して個人情
報保護法が平成17年4月に施行され、

弘前大学には情報セキュリティポリ
シィがあります。

　経済発展と技術革新にともな
い、いまやパソコンとインタネッ
トは私たちの生活の中で欠かせな
い一部になりました。
　去年、中国から来たばかりの
時、アパートにインタネットがま
だ開通していなかったので、大学
ではインタネットを気軽に利用で
きることが幸いでした。すぐに家
族と母国の友達に連絡したいと思
うとき、私は留学生センターのパ
ソコンを使って、Webメールで
順調に中国語の手紙を出すことが
できました。これで私のことを心
配してくれている父母が安心でき
ると、本当にうれしく思いまし
た!!
　そのようなことを可能にしてく
ださっているのは、総合情報処理
センターです。
　センターは、理工学部１号館の
裏側にある四階建ての建物です。
目立たない建物ですが、大学で私

の好きな場所の一つです。
　センターを利用する時に、分か
らないことがあってたずねれば、
受付の方は家族的な温かさを感じ
させる応対をして下さいます。
　センターの２階、３階にある大
きな実習室には、教育用パソコ
ン、教材提示システム、プロジェ
クター、英語学習システム、プリ
ンタ管理システムといった教育用
の環境が整っています。3階の画
像処理解析室に置いているパソコ
ンにいろいろな画像処理に関連す
るソフトウェアが入っています。
専門的な勉強にも、基礎的な勉強
にも便利な環境を提供してくださ
います。私はいつもこの場所を利
用しています。
　勉強で疲れた時に、よく２階の
ラウンジで休んだり、雑誌を読ん
だりして気分転換をしました。
　情報処理センターの果たしてい
る役割は、目に見える部分もあれ

ば、目に見えない部分もありま
す。たとえば、各学部、各研究科
の建物の中で、ノート型パソコン
でインタネットを自由に利用でき
る無線LANの環境の提供や、大
学全体のITシステムの維持など、
さまざまです。
　いろいろな国から来た留学生の
みなさんは、それぞれ母国の
Webページを利用しています。
学内で学生が利用できるパソコン
であれば、全部同じ機能がついて
いるそうです。また、留学生たち
がその利便性を享受すると同時
に、日本人の学生も海外のWeb
ページへのアクセスなどが簡単に
できるから素晴らしい。
　国を離れて日本で勉強している
留学生として、このような思いや
りの行き届いたサービスを提供し
ている総合情報処理センターに対
して、感謝の気持ちを表したいと
思います。

私
に
と
っ
て
の
総
合
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
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　弘前大学国際交流センターは、平成
16年の弘前大学の国立法人化に伴
い、平成19年4月以前の留学生セン
ターから新たな組織として設立されま
した。弘前国際交流センター（以後国
際交流センター）の主な職務は留学生
の向けの国際交流科目（日本語、日本
文化関係、経営、経済関連）の開講、
弘前大学学生の短期留学の推進、海外
からの留学生の受け入れ、協定校関係
にある海外の大学との交流強化などが
あり、近年の活発な活動により、北東
北地域において海外交流に重点を置く
大学として注目を集めるようになりま
した。
　今回はその活動の一つとして、留学
とは異なった形で比較的短期（10日
間程度）で海外研修ができる海外スタ
ディツアー立案・実施いたしましたの
でご紹介したいと思います。海外スタ
ディツアーとは外国に短期間滞在し、
その国の文化に交わることによって国
際感覚を養うことを目的としており、
弘前大学はこの海外スタディツアーを
国際交流科目として単位化し、単に国
際感覚を養うだけでなく、将来海外で

働くことも視野に入れた実践的な理解
を深めるため、下記のような内容を網
羅して立案しました。

１．現地日系企業で工場見学を行うこ
とで日本企業の国際的な活動を学
び、かつその職場で求められる人
材について理解する

2．現地在住の日本人と面談することによ
り異文化社会での共存の意義を学ぶ

３．現地で日本語を理解する人材と面
談することによって外国から見た
日本を理解する

４．現地大学生と交流することにより
同世代の考え型の違いを学び異文
化についての理解を促進する

　第1回目の本年度ツアーはタイ王国
で実施しました。タイ王国は過去5年
間日系企業が進出を希望する外国とし
て常に注目され、多くの日系企業が進
出 し 、 首 都 バ ン コ ク だ け で も
40,000人以上の日本人が長期滞在
しており、世界で第4番目に日本人の
人口の多い都市となっています。また
タイ王国は親日的な国で、国内では日

本製品が最も人気があり、タイ人はそ
れらの製品の質の良さから、日本に対
して好印象を持っており、あこがれを
抱くほど日本が好きといっても過言で
はありません。日本との関係が深く、
日本に好印象を持つ国タイ王国、第一
回目のスタディツアーとして最適な国
として選びました。
　募集は4月中旬から開始し、5月中
旬に定員の10人に達したので締切ま
した。その後数人の参加希望がありま
したが、受け入れ先の要望もあり人数
制限を致しました。もし2009年度
のスタディツアーにご興味の方がある
場合は早めに申し込まれることをお勧

国際交流センター国際交流センター 副センター長　大西  純
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　留学は、一言で言うと「神様か
らの贈り物」だ。
　私は13ヶ月間、タイ王国立チェ
ンマイ大学に留学していた。タイ
の言語はタイ語で、日本人と同じ
ようにほとんどの人がタイ語しか
使わない。タイ語未経験者の私は、
数を数える事も出来ないし、自己
紹介はおろか、「日本人です」とも
言えず、一人で生活が出来るまで
一ヶ月かかった。それでも専門で
ある考古学を勉強し、一生タイと
関わっていきたいと思える程タイ
を好きになたのは、タイ人の
「 マイペンライ（大丈
夫・気にしない）」の精神にとても
助けられたからだ。
　みんなでご飯を食べているとき
に、何も話せなくて笑っているだ

けの私に「マイペンライ」。授業で
先生が何を言っているかわからな
かった私に「マイペンライ」。ノー
トが取れない私にノートを貸しな
がら「マイペンライ」。とにかく何
でも「マイペンライ」。この言葉の
とおり、タイ人の友だちは私を大
らかな気持ちで受け入れてくれ
た。　
　日本にいた時、一人で何でも出
来る事がいいことだと思ってい
た。でも、タイに行って「人に助
けられて生きている」とか、「誰か
が困っていたら助けてあげたい」
とか、「人との出会いが自分を変
える」とか…そういう当たり前の
ことにちゃんと気づけるように
なった。そしてそれに気がつける
ようになって初めて、周りだけで

なく自分もしっかり見えるように
なってきた。日本で生活に追われ
ていると、どうしても自分や将来
のことを見つめ直す時間が少な
い。タイではそういう時間がたく
さんあった。
　留学は、言語や専門分野での成
長がある。私もそうだったように、
みんながそれを夢見て留学に踏み
切るのではないだろうか。しかし、
留学はスキル面だけでない精神面
での成長のきっかけを与えてくれ
る。
　「 マイペンライ」と
いう言葉と自分を見つめ直す時間
を与えてもらったという意味で、
私にとって留学とは「神様からの
贈り物」だった。
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めいたします。ツアーは9月9日から
18日の10日間に行われましたが前
にもタイに関する予備知識やタイ語を
学習するために、週一回の勉強会を行
いました。
　今スタディツアーではタイの主要都
市のバンコクとチェンマイで日系企
業、タイ大学訪問を行い、バンコクで
は日本語を理解するタイ人と懇親会の
時間を持つことができました。
　まず工場見学はバンコクでソニー
社、チェンマイで保谷ガラス社を訪問
いたしました。両者とも日本を代表す
る企業で、工場規模も設備もそれに相
応しいものでしたようでした。日系企
業の日本人管理職との懇談では海外で
働く充実感と難しさについて説明があ
り、学生からも多くの質問が出、改め
て海外で働くことへの関心が高まった
ようです。今回のツアーではソニー社
の好意により、取引関係にあるタイ航

空のスワナプーム国際空港の貨物ター
ミナルを見学することができました。
なかなか一般では見学のできない物流
の世界を垣間見ることができ、貴重な
経験でした。
　タイの大学はバンコクでタマサート
大学、ブラパー大学、チェンマイで
チェンマイ大学とパヤップを訪問いた
しました。大学構内見学後、同世代の
学生との交流の時間があり、タイ人の
学生から日本についていろいろな質問
があり、弘前大学の学生も改めてタイ
での日本関心度が高い事を理解したよ
うでした。タマサート大学の学生はツ
アーの自由時間になっている土曜日に
も弘前大学の学生を市内観光に連れて
行ってくれ、その後の両校の学生の友
好関係を深めるきっかけを作ってくれ
ました。
　バンコクで日本語を理解するタイ人
の方々との懇談では、ほとんどの方が

日系企業に勤める方であったので、タ
イ人側から見た日系企業について知る
機会がありました。関係の良い日本人
とタイ人でも文化の違いで摩擦が生じ
ることもあるようで、外国で働くこと
のむずかしさを理解させられた時でも
ありました。
　今旅行に参加した学生の事後リポー
トでは旅行日程が少し詰まっていたの
で疲れたが、とても充実した時間が過
ごせたと好評でした。ツアーに参加し
た学生の中にはタイへの留学を決めた
者もおり、他の地域への留学も含める
と半数近くの学生が短期留学を目指す
ことになり、今ツアーは国際感覚を養
うことに十分役に立ったと言えそうで
す。国際交流センターでは今後ともこ
のような形でスタディツアーを毎年実
行していくことにしていますので、ご
興味のある方はぜひ国際交流センター
へお問い合わせください。
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　私は現在弘前大学理工学部地球
環境学科に所属しています。今年
度３年生で、来年度１年間弘前大
学を休学し、弘前大学の国際交流
センターが募集している協定校の
カナダのトンプソン・リバーズ・
ユニバーシティ（TRU）に応募し、
09年5月より12月末まで２学期
留学する予定です。
　私が長期留学を考え始めたの
は、大学に入学した頃でした。中
学・高校時代に短期海外研修の機
会がありました。その時、行って
慣れ始めたと思う頃に帰るという
感じで遣り残したという思いがと
ても強くありました。“もっと勉
強してくれば良かった。”“もっと
長くいたい。”次に行くなら絶対
長期で留学したいと思いました。
また、大学生活を送っているうち
に論文・専門資料等、多くが英語
で書かれていて、英語の重要さを
再確認させられました。さらに、
仲の良い友達が、高校卒業後すぐ
アメリカの大学に入学しました。
よく連絡を取っていて、“新しい
ことばかりで毎日楽しい!!”、“世
界観が変わる!!”ととても楽しそう
にメッセージをくれます。彼女に

相談したら、“マイナスになるこ
となんてひとつもない。今しかで
きないんだよ。”と背中を押して
くれました。確かに社会に出てし
まってからでは長期留学のチャン
スは減ってしまうし、こんなに環
境のよいところもないと思い、思
い切って協定校交換留学にチャレ
ンジしようと思いました。まず、
両親に相談しました。“できるこ
と全部やって、結果が出たなら応
援するよ。”と言ってくれました。
学科長の先生にもずいぶん相談に
のってもらいました。“今、精一
杯やってみなさい。応援します。”
という言葉にとても勇気付けられ
ました。私にTOEFLのチャンス
は一度しかありませんでした。試
験の前、私は毎日毎日英語を聞
き、読み書きを繰り返しました。
試験時間はとても短く感じられ、
あっというまでした。その後すぐ
に、協定校留学に応募しました。
結果が出るまではとてもどきどき
していました。合格通知が来たと
きは、夢の中にいるようでした。
応援してくれた両親・先生方・友
達に報告したら、“本当におめで
とう。でも、これが始まりだよ。

がんばってね。”と言ってくれま
した。私は多くの人に応援しても
らっていることを改めて実感しま
した。留学が決まってからは、英
語の勉強に加え、国際交流科目の
履修や留学生との交流を楽しんで
います。国際交流科目は、留学生
と友達になれるだけでなく、自国
の日本を違った見方で再度捉える
ことが出来ます。ひとつの言葉だ
けではみんな理解できない状況で
の授業はとても大変ですが、毎回
新しい発見があるので楽しいで
す。留学生の友達もみんなとても
フレンドリーで明るく接してくれ
ます。今は、留学が待ち遠しくも
あり、不安でもあります。でも私
はこの留学を絶対自分のプラスに
したいと思います。多くの人と出
会い、話、そして、たくさんの新
しい私を発見したいです。
　留学をしたいと考えている皆さ
ん、まず国際交流センターに遊び
に行ってみてください。きっと、
もっと留学したいという気持ち
と、やる気が出てきます。そして、
センターにいる先生方・スタッフ
の方・学生に声をかけてみてくだ
さい。
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　弘前大学が国立大学法人になった
平成１６年４月１日に、学生就職支援セ
ンターが設置されました。各学部に
おける独自の就職支援を基本としな
がらも、学部間の情報交換、学部と
全学的立場の連携を中心になって行
う組織です。
　センターのメンバー構成を紹介しま
す。最初はセンター長の下、各学部
就職関連委員会の委員長を兼ねてい
るセンター兼任教員、学務部学生課
就職支援グループ、専任の就職相談
員２名による体制で、その後専任の副
センター長が着任し、学生課就職支
援グループが学務部就職支援室へと
改組をし、本年６月より就職相談員１
名増を経て学生の就職支援にあたっ
ています。
　就職支援事業への取り組みは、豊
富な企画を用意しており、それぞれを
体系づけて学生に対して有益な支援
を行っています。青森県内の様々な
立場で活躍中の社会人に講義をして
もらうキャリア教育「社会と私」、(本
年度は伊奈かっぺい氏の講義内容が
民放で紹介されました。）自己分析ガ

イダンス、インターンシップ、就職応
援ブックの配布、東京企業見学会・
弘前大学東京同窓会会員との懇談会、
業界研究会、個別企業セミナー・説
明会、弘前大学合同企業説明会、就
職相談（模擬面接を含む。）、公務員・
教員ガイダンス等々、内容は潤沢で
す。総合文化祭でセンターを見学に
来た他大学の学生が、驚愕していま
した。
　県内企業(青森地域、弘前地域、
八戸地域）との懇談会を開催し企業の
方々と情報交換をする他、県内・仙台
地域の企業や北海道地域商工会を訪
問しています。就職情報の収集と集積・
提示も大切な事業なので、本学のホー
ムページからの、明確な情報発信を
進めています。
　学部学生の就職率は平成15年度
79.8％、平成16年度89.4％、平成
17年度93.3％、平成18年度95.3％、
平成19年度卒業生については弘前大学
歴代1位となる97.2％へと向上しまし
た。
　「読売ウイークリー2008.8.3」に、
就職に「超」強い大学400という記事

がありますが、就職決定者300人以
上の大学で弘前大学は全国で48位
であり、学部別の集計だと教育学部
が全国で5位、人文学部が全国で6
位、農学生命科学部、理工学部も農
学部、理学部で集計されているので
表には掲載されていませんが、それ
ぞれの就職率を当てはめるとかなり
上位にランクされます。主役の学生の
がんばりの賜です。
　就職応援ブックや合同企業説明会
の冊子にりんごとハートのマークが印
刷されています。これはセンターのロ
ゴマークです。りんごは青森県を、赤
いハートは訪れる学生や企業の方々
へ応対するセンター教職員の精神を
象徴しています。
　今後も先ほど述べた企画を継続し
ます。日時等詳細はホームページで
確認してください。各学部の就職専
用の掲示板を見れば、ある程度の内
容は把握できます。
　以前連携していた就職支援サーク
ルの活性化、弘前大学生協との質の
高いコラボレーション(学生の経済的
負担を軽減する取り組み）は、今後の

学生就職支援センター学生就職支援センター
センター長　保田宗良
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　今の時期の三年生は自分自身の
将来を見据えてこれから本格化す
る就職活動について徐々に考えて
いるのではないかと思います。業
界や職種選び、勤務地や採用状況
等、様々な疑問や不安の中で自分
自身について改めて考えることが
必要となってくるでしょう。その
ような時、私の経験から、学内の
就職支援センターを利用すること
を勧めます。
　私は就職活動の間、就職相談を
利用し、特に相談員の岩澤さんに
は、幾度となくお世話になりまし
た。就職活動の合間にエントリー
シートなどの企業への提出書類の
書き方から面接での対応練習、最

終的に内定を承諾する企業選びま
で数多くのアドバイスをいただ
き、時には遅い時間までも一緒に
考えていただきました。私はこの
就職相談から、僅かながらも自分
自身を客観視することができ、今
現在の学生の視点に、企業側から
見られる社会人としてのあり方と
いう視点も加えた上で、社会を考
えることができたように思いま
す。また、就職活動に一番大切な
見聞を広げるきっかけをつくれま
した。毎日一喜一憂するような就
職活動を支えてくれたのが就職支
援センターです。
　最近は景気の低迷から就職活動
は一層困難になっているようで

す。しかし今は規模やブランド力
で企業を選ぶ時代ではないと思い
ます。自身の価値観や能力に合う
仕事、やりがいというものを感じ
られる企業はどこかを見極めてい
く必要があるのではないでしょう
か。
　就職支援センターには、就職に
関する相談場所以外にも整えられ
た多くの企業情報や企業説明会の
開催があるなど、学生と企業との
第一の接点があります。訪れた分
だけ手がかりが得られるような支
援を提供している場です。最大限
に活用することで、無難な就職活
動ではなく、希望を見出した就職
活動が進められると思います。
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検討課題です。就職後３年以内の早
期離職は大きな損失であり、学生時
代のキャリアデザインが不十分であっ
たと考えられるので、生協と「人間力」
の育成を検討しているところです。
　さて、団塊の世代の補充が終わり、
アメリカ経済の低迷等により企業は２
年後の人事計画が決められない状態
になっています。少しずつ氷河期に向
かおうとしています。学年が１つ違う

と採用人数が半減以上になる企業も
ありそうです。社会はより高い資質の
学生を求めています。進路について悩
みが生じたときは、センターまで来て
ください。共に進路を考えましょう。
世の中うまくできたもので、コツコツ
積み上げてきた人は必ず良い結果が
出ます。

 

村
上 

ま
み 

―
―    　

農
学
生
命
科
学
部
４
年

　私は神奈川県出身です。来年か
らは希望通り、地元神奈川の板金
加工機械メーカーに就職すること
になりました。私は充実した就職
活動を行えたと満足しています。

　２年生の頃、学内の就職支援セ
ンターが行っている「キャリアデ
ザイン研究会」というセミナーに
3年生に混じって参加していまし
た。そのため早い段階から具体的
に「働く」とは？「企業選び」とは？
と考えておくことができました。
　私は神奈川県での「地元就職」を
希望していました。しかし、東北
地方にいると関東の地元企業の採
用情報がなかなか入手しにくく苦
労しました。また、首都圏の学生

は活動が活発かつ迅速なため、リ
アルタイムで首都圏の就職活動に
「参戦」することは地理的に不利で
した。

　就職支援センターでは求人情報
の閲覧・先輩の体験談などを通し
て、弘前のアピールポイントを就
職活動で自己PRとして活用する
ことが出来ると考えるようになり
ました。また、希望の就職先に就
職するためには早め早めの活動が
大切だと気づきました。
　そこで、3年生の夏休みを利用
してインターンシップに参加しま
した。インターンシップを申し込
む企業は実際の就職活動を想定
し、具体的に条件を絞り込みまし

た。この段階から自分の企業選び
の優先順位を決め、勤務地や待
遇・社風など「入社したい企業」に
絞って申し込みました。

　結果として、インターンシップ
でお世話になったメーカーの人事
の方に気に入っていただき、この
企業に人事として入社できること
になりました。もちろんこの企業
以外の企業での就職活動も行って
いましたし、入社する会社を決め
る時はとても悩みました。しかし、
しっかりと自分のキャリアプラン
を考えておいたので、希望に合っ
た企業を選ぶことができ、満足し
た形で就職活動を終えることが出
来ました。
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『学生就職支援センターの室内風景』
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　昭和53年（1978）8月、人文学
部に着任して以来、私は研究・教育に
附属図書館（以後、本館と略記）を大
いに活用してきたし、館員の皆さんか
らはひとかたならぬお世話をいただい
てきた。本年４月、館長に任命され
て、現在、本館の抱えている問題点は
いったい何かという問題意識のもと、
日頃、本館を大いに活用しておられる
教員と院生（私は「図書館シンパの
方々」と称している）から、本館への
不満・意見・要望などを寄せてもらっ
た。率直なご意見は、瞠目に値するも
のばかりで、早速、それらを参考にし
て改善に乗り出した次第である。現
在、次の３点を主軸にした新たな試み
を実施している。

① 利用者の応対については、おおむ
ね良好とのご意見であったが、さら
に改善が必要との指摘もあった。私
たちはそれを率直に受け入れて、８

月上旬に人文学部准教授の森樹男先
生を講師にお招きして、館内でロー
ルプレイングを伴う職員研修を実施
し、利用者への対応に関して実戦的
な訓練をした。

② 本館の情報サービスに関して、つ
とに指摘されていたことであるが、
参考調査のセクションが昼休みの時
間に開いていないため、学生・教職
員の利用に不便であるとの苦情が
あった。授業を多く聴講している学
生にとっては、論文検索などの相談
をできる時間が限られていることか
ら、昼の時間帯に参考調査の窓口を
開いて欲しいとの要望は切実であっ
た。この件については、館員のシフ
ト体制を見直し、かつ館員全体の協
力もあって、６月から参考調査の窓
口を昼の時間帯も開くこととした。
大いに活用してもらいたい。

③　「キャンパス間図書貸出・返却
サービス」（本館と医学部分館・保
健学科分室との間の図書貸出と返
却）について。従来、文京町地区の
教職員・学生は本町地区の図書を借
用したい場合、直接分館・保健学科
分室に行って借用・返却を行わなけ
ればならず、本町地区の図書に関し
ては、逆に借用・返却のため文京地
区から本町地区へ赴かなければなら
なかった。特に冬期間は、積雪のた
め利用者に多大の不便をおかけして
いた。このたび、Webでの申し込
みによって相互の貸借を可能とする
システムを構築した。本年11月か
ら稼働しており、全学の教職員・学
生諸君には大いに活用していただき
たい（掲載のポスターを参照のこ
と）。

　以上に掲げたほかに、既に新聞・テ
レビなどを通じてご承知のことと思う

附属図書館附属図書館 館長　長谷川　成一

附属図書館の新たな試みと出発
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　日本古典文学ゼミに所属する私
は、主にゼミでの発表や卒業研究
の資料を検索するため、図書館を
利用させていただいています。
　大学に入学するまで、私にとっ
ての図書館とは、小説や物語な
ど、自分の趣味のために利用する
のが主でした。しかし、いろいろ
な専門性の高い図書を扱う大学の
図書館は、趣味の世界だけではな
く、新たな発見ができる場所だと
感じるようになりました。例えば、
ゼミの発表資料の作成のために単
語の意味や用例を調べたいとき
は、事典・辞書や古典文学全集な
どを参考にするのですが、それを
検討するために必要な材料が、図

書館にはたくさん揃えられていま
す。そのため、本から初めて知る
ことも多いですし、自分の考える
ことの裏付けを探す作業も楽しく
できます。ゼミに限らず、新たな
発見はその他の授業やサークルに
関することでも、楽しさをもたら
してくれると思います。
　また、論文を参考にするため、
旧書庫に出入りして本を探すこと
や、大学にない文献については申
請手続を行うようになりました。
旧書庫では目当ての本を探しに行
くと、自然に同じ棚の、別の本に
も目が惹かれ、興味の幅が広がり
ます。また、検索が苦手な私は、
論文を正確に探しだせずに申請手

続をしてしまうことがあるのです
が、職員やアルバイトの方々が親
切に教えて下さって、いつも感謝
しております。
　最後に、論文などはコピーを
し、書き込んでじっくり読みたい
のですが、現在の図書館のコピー
機が一台しかないために、人の渋
滞が起こってしまうことがありま
す。 迅速にコピーができ、時間
を有効に使うためにも、ぜひコ
ピー機を増やしていただけたらと
思います。私の在学期間は残りわ
ずかですが、これからもどんどん
図書館を利用させていただきたい
と思います。

新
た
な
発
見
の
楽
し
さ
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Ⅰ　施設紹介

が、本館郷土資料の中から、８月25
日に「津軽領元禄国絵図写」が発見さ
れた。当絵図は、従来の調査では現存
が確認されていなかった国絵図の写な
ので、今後、史学の研究に大いに寄与
するものと期待されている。加えて、
本学の前身である「官立弘前高等学校

資料」1055点も、大学院地域社会
研究科と人文社会科学研究科の院生の
協力を得て調査・整理を行った。
　４月以降、本館の利用に関するシス
テムの改善と本館所蔵資史料の整理を
平行して実施してきたが、いずれも館
員諸氏の厚い協力と全学的な支援が支

えとなって実現したものである。皆様
に感謝するとともに、上記の試みや事
業を踏まえて、新たな出発を志してい
る本館に対して、いっそうのご後援を
お願いしたい。

キキャャンンパパスス間間図図書書貸貸出出ササーービビスス開開始始！！
本館の図書←分館・分室より貸出申込  or  分館・分室の図書←本館より貸出申込

▼利用の方法・条件

図
書
貸
出
を
希
望
す
る
人

所
属
外
キ
ャ
ン
パ
ス

所
属
キ
ャ
ン
パ
ス
の
図
書
館

従来は医学部分館の図書は医学部分館へ、本館の図書は本館へ行かなければ、借りることが
できませんでした。この不便さを解消すべく、所属キャンパスで他キャンパスの図書の貸出
を申し込み、受け取りできるサービスを始めます。

申し込み 貸出依頼

受け渡し 貸出・発送

・申し込み方法
　Web依頼でのみ受け付けます。OPAC画面左側の「文献入手支援サービス」より利用可能です。

※最初に利用申請をして、パスワードを登録してください。学生も利用できます。

・貸出対象資料
　図書館内に配置されている貸出可能な図書（雑誌や研究室貸出図書は対象外）

・貸出期間
　所蔵館で直接借りた場合の日数とほぼ同じ（ただし、取りに来るのが遅ければ遅いだけ短くなります）

・返却方法
　①所属キャンパスの図書館から返却　または　②所属外キャンパスの図書館へ直接返却

問い合わせ先：弘前大学附属図書館 本館メインカウンター 内線 3162
 医学部分館カウンター 内線 5231
 保健学科分室カウンター 内線 5916
 E-mail:jm3162＠cc.hirosaki-u.ac.jp



　私は２００７年３月から２００８年２月
までの約１年間、韓国にある京畿大学
に交換留学生として留学しました。京
畿大学は韓国の首都であるソウルから
バスで３０分くらいのスウォンという
町にあります。スウォンは弘前市より
も大きな町で、デパートなどがたくさ
ん並び生活にとても便利な町です。ま
た便利なだけではなく自然もたくさん
あります。実際に私が通った京畿大学
も山の上にありました。私はこのよう
に恵まれた環境での１年間の留学を通
し、楽しいことや辛いことなどたくさ
んの経験をしました。
　私は韓国に着いたその日に大学の寮
に入寮しました。留学する前から、４
人部屋で韓国の学生と一緒に生活する
ということは聞いていたので、それな
りに心の準備はしていました。しかし
いざ入寮してみると、私以外の３人は
学年も専攻も違うのに非常に仲が良
く、私は１人だけ仲間外れになったよ
うな気がして韓国に到着したその日に
日本に帰りたくなりました。この寮で
やっていけるのだろうかと不安な気持
ちでむかえた次の日、ルームメイト３

人が、英語と辞書で調べた簡単な日本
語を使って私のための歓迎会を開いて
くれました。私はいっきに不安な気持
ちが吹き飛び、非常に嬉しく思ったこ
とを今でもはっきりと覚えています。
後で聞いて分かったのですが、ルーム
メイトも初めて一緒に暮らす外国人
だったため、何語で話したらよいかわ
からず１日目は声をかけることができ
なかったそうです。その日から私たち
は本当の家族のように生活しました。
風邪をひいたときにはずっと部屋で看
病してくれたり、私が授業で分からな
いことがあると一生懸命辞書を引きな
がら教えてくれたり、友達がたくさん
できるようにとたくさんの韓国の学生
に私のことを紹介してくれました。外
に遊びに行って夜遅くなると「危ない
から早く帰って来い」という電話がか
かってきたり、朝眠くても７時に起こ
され朝食を食べに食堂に連れて行かれ
たりと窮屈だと感じたこともありまし
たが、私はこれだけ親身になってくれ
るルームメイトと一緒に過ごすことが
できて本当に良かったと思います。
　また語学堂で行われている韓国語の
授業でも初めは寂しいおもいをしまし
た。私は初級のクラスから勉強を始め
たのですが、約２０人いるクラスメー
トの中で私以外の生徒が全員中国から
の留学生だったのです。韓国に留学し
たはずなのに、休み時間は中国語しか
聞こえないし、時には授業中にも中国
語で相談しあったりジョークを言って
いる声が聞こえます。みんなが笑って
いても何を言っているのか分からずと
ても寂しく感じました。しかし、だん
だんと韓国語の実力が伸びてくるとク
ラスメートも休み時間は韓国語で話し
てくれたり、韓国語で意思疎通ができ
ないときは絵をかいたりジェスチャー
でいろいろな話をしてくれました。幸
いにも日本も中国も漢字を使う国なの
でだいたいのことは漢字を使うことで
意思疎通することができました。週末
にはクラスみんなで飲みに行ったり、

Ⅱ　海外だよりⅡ　海外だより

留学体験記

教育学部４年

佐々木　麻未

　授業の一環の遠足での写真です。
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中国料理を作ってふるまってくれたり
と語学堂の友達ともたくさんの思い出
ができました。
　またその他にも日本語を教えるボラ
ンティアも経験しました。主に会話を
中心として教えていたのですが、学生
に質問されても答えられないことがよ
くありました。日本人なので日本語を
教えることは簡単なことだと思ってい
たのですが、文法などは知らないこと
が多く、日本語のボランティアの時に
はあらかじめ外国人向けの日本語の教
科書をよんでから取り組むようにして
いました。このことをきっかけに私は
今までなんとも思っていなかった日本
語に目を向けるようになり、そしてさ
らに日本という国自体についても考え
直すようになりました。
　今回の留学を通して、たくさんの人
と出会いたくさんのことを経験しまし
た。どの出会いも経験も私にとっては
貴重な財産です。日本にいたならばお
そらく体験することができなかったこ
とでしょう。１年間休学して留学する
ことは、学年も下がるし友達と一緒に

卒業することができなくなるので初め
は悩んだりしましたが、今となって考
えてみるとあの時思い切って決断して
良かったと思います。もし今留学を考
えている方はぜひ挑戦して見てくださ
い。きっと後悔はしないはずです。

ソウル大公園へ紅葉を見に行きました。

Ⅱ　海外だより

　２年前に弘前大学で出会った留学生と韓国で再会しました。

よく学校の帰りに食べに行った焼肉です。

　有名な観光地である景福宮での催し物です。

ソウルタワーから見たソウルの街です。
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きっかけはアンケート結果
　昨年前期末に行った「フランス語：
制度とシステムに関するアンケート」
（21世紀教育・フランス語Ⅰ学習者
対象 *アンケート集計結果もサイト上
に公開）の結果、条件が整えばフラン
ス語の学習を続けたいという希望が大
部分の学生にあることが判りました。
ところが、各学部の外国語の必修単位
を満たした後の語学の帯は、各学部教
育カリキュラムの過密もあって、尊重
されなくなっているのが現状です。そ
こで、後期開講のフランス語Ⅱの履修
方法を変更すると同時に、履修したく
ても履修できない学生のモチベーショ
ンを維持できるよう、ホームページを
立ち上げ、さまざまな情報を提供でき
ればと考えました。さらに、弘前大学
の学生のみならず、フランス語を「よ
り学びたい」地域の人達を応援し、学
びたい人同士のネットワーク創りや自
律学習の支援になればと考えていま
す。ホームページ効果が早くも表れた
のか、偶然の要因なのか、継続してフ
ランス語を履修した学生数は、本年度
後期、飛躍的に増えました。 

サイト名
　PLACE DE LA FRANCOPHONIE
のPLACE（プラース）は、「広場」の
意味です。環状に発達した歴史ある
ヨーロッパの都市で、３本以上の道が
交わることで自ずと生まれたのが「広
場」です。FRANCOPHONIE（フラ
ンコフォニー）は、「フランス語圏」、「フ
ランス語を話す人々」という意味の名
詞です。つまり、
　1母国語と第１外国語（日本では多く
の場合、英語でしょう）という交
差点に、フランス語という第２外
国語（第３外国語…）の道が交わる
ことで、どこか別の未知の場所と
つながり、拡がっていけるような
外国語学習の「拠点広場」にしたい 

　2「フランス語」「フランス（語圏）文
化」を接点に、学生、留学生、地
域に暮らしている人々を結ぶ、世
代・職業・国籍を越えた文化交流
ネットワークの広場にしたい

という願いが、このサイト名には込め
られています。

学生主体の運営を期待しつつ
　非常勤講師、専任講師含め、21世
紀教育フランス語担当スタッフ・人文
学部フランス語担当スタッフでボラン
ティア運営していますが、多忙をきわ
める日常の仕事も抱えているうえに、
パソコンよりもペン、E-mailよりも
手紙か飛脚、メール会議は苦手のため
通常のミーティングを好むというアナ
ログ集団のため、編集作業・更新作業
を依頼している弘大卒業生に多くを
負っています。とにかくオープンすれ
ば、ネット世界に強い最強の現役学生
達が、運営に携わってくれるのではな
いかと期待していましたので、原稿の
投稿はもちろん、ホームページ運営に
もどんどん参加してほしいと思いま
す。

PLACE DE LA FRANCOPHONIEPLACE DE LA FRANCOPHONIE
フランコフォニー広場フランコフォニー広場

フランス語ホームページ　http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/french/

住所表示板写真を加工して創った"21
区・フランコフォニー広場"の表示板デ
ザイン（実際のパリ市は20区まで．もち
ろん21世紀教育の含みも） トップページ：告知板/ Annonces

2008年4月1日、フランス語ホームページ「フランコフォニー広場」をオープンしました。［PLACE DE LA FRANCOPHONIE］
または［フランコフォニー広場］でGoogle検索できます。
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　構造の中核は、やはり「Espace 
Francophone / フランス語の世界」
ですが、弘大フランス語ホームぺージ
ならではの特徴は、「Point-Rencon-
tre Hirosaki/ 弘前＆ふらんすねっ
と」です。姉妹校からの留学生などが
執筆する留学生コラムの翻訳は、日本
人学生が取り組んでいます。「弘前ふ
らんす事情」では、弘前（地域）とフラ
ンス（語圏）文化との関わりを紹介し、
意外に近い「弘前」と「フランス（語
圏）」を感じてもらえればと思います。
「ふらんこふぃりー」には、弘大生以外

の地域の熱心なフランス語学習者か
らの投稿が寄せられています。
　サイドバー見出しにマウスを置く
と、日本語あるいはフランス語の吹き
出しが出ますが、実は、日本語とフラ
ンス語の関係は直訳ではありません。
たとえば、“電書”鳩通りのフランス
語は“受信箱”通りなど。“袋小路”,“参
道”,“ロータリー ”など、ややエスプリ
を効かせた命名が判るようになると、
フランス語レベルも向上している証
拠です。

最後に
　ホームページは現在人文学部サー
バー上にありますが、本来21世紀教
育サーバー上に多言語実習の一言語
として開設し、弘大ホームページから
直接アクセスできるページにしてい
くべきと考えています。多言語教育の
活性化の一つとしてフランス語教育
の振興を目指しているスタンスを「イ
ンタビュー＠国際交流センター」の
ページから、感じていただければ幸い
で す。 　　　　　　　　　　　　　
　　　[文責：人文学部　熊野真規子]

大枠の構造

Avenue des Informations / 告知板
・カリキュラム、仏検などの情報告知 
・囲み記事として「ピックアップ情報（欧州委員会ニュースやFrench Bloom Net 等の記事紹介など）」

Square des Interviews / インタビュー

Espace Francophone /フランス語の世界 
・フランス語スタッフによる思い出のフランス滞在記
・フランス語スタッフ・リレーコラム
・"電書"鳩通り（卒業生・在校生による、フランス語学習やフランス語圏留学の思い出、アドバイス
などのメッセージ）

Point-Rencontre Hirosaki/ 弘前＆ふらんすねっと
・留学生コラム
・弘前ふらんす事情
・Francofi lie /ふらんこふぃりー

フランス語受講生が翻訳に取り組んでいる留学生コラム インタビュー＠国際交流センターのページ
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　10月24日から26日の日程で行
われた、第59回弘大祭は「太陽」の
テーマのもと無事に終了することがで
きました。3日間を通して雨の予報と
なっていましたが1、2日目は雲間か
ら太陽が顔を出し、特設ステージで行

われたイベントも好評を博していまし
た。3日目は天気が崩れてしまったも
のの、最後の花火まで無事にやり遂げ
ることができ、3日間の総来場者数は
5500人を越えるという盛況ぶりで
した。

　「太陽」には笑顔の伝
でん

播
ぱ

という意味が
こめられており、来場してくださった
みなさまだけでなく、弘大祭に関わっ
た全ての方に笑顔になってほしいとい
う想いが込められています。私たちは
そんな弘大祭を目指して、春から活動

弘前大学学祭本部実行委員会

委員長　藤本真由

Ⅳ　総合文化祭報告Ⅳ　総合文化祭報告

第 59 回 弘 大 祭 を 終 え て

Opening Festivalの模様

近隣市町長による首長シンポジウム
「産学官連携による地域政策」

学内の狭いコ
ースを快走す

る駅伝ランナ
ー達

よさこい弘大に十和田市から参加した「とわだ馬花道」
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を行ってきました。当日は親子連れ
や学生など様々な年齢層の方が見ら
れ、なかには3日間通して来てくだ
さった方もいるほどです。弘大祭が昨
年以上に地域に根ざした大学祭になっ
ていっていることが実感できます。
　総合文化祭は、学生が主催する弘
大祭と教職員が主催する学術文化祭
が一体となった、全国でも希な大学
祭です。今年で第8回目を迎え、模
擬店やイベントも毎年規模が大きく

なっていっています。そしてもう一
つの特徴が、学祭期間中は構内全面
禁酒・禁煙を徹底しているという点
です。ほとんどの学生は禁酒・禁煙
を守り、安全な弘大祭が実現してい
る状況です。ですが外部への告知が
今ひとつ足りないらしく、外部から
の来場者の中には知らなかったとい
う方もいらっしゃいます。来年は今
以上の告知と、みなさまのご協力が
必要になってくると考えています。

　来年はどんな弘大祭になるので
しょうか？まだ来年の弘大祭のカ
ラーは見えませんが、今年以上に盛
り上がりの見られることは間違いあ
りません。学生のみなさん、来年も
ぜひ弘大祭に参加してください！そ
して弘大祭をみんなの力で盛り上げ
ていきましょう!!来年が今から楽しみ
です♪

弘前大学YOSAKO
Iサークル　hirod

ai 焔舞陣

小学生に独楽回しを教える大道芸サークルの学生

賑わいを見せるお祭りストリート

音楽系サーク
ルによるコラ

ボコンサート
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Ⅶ　編集後記Ⅶ　編集後記

　「学園だより」を毎号待ちに待っている人は皆無に違いな
い。前号の編集後記にも書かれていたが、読みたいという魅
力的な内容でないからである。
　大学の広報誌であるので、大学にとって少しでも都合の悪
いことは書いてはいけないらしい。しかし良い事ばかりでな
く、それと同じあるいはそれ以上に好ましくないことがある
のも事実である。良い事ばかりを集めるから、内容が陳腐に
なり、真実性の乏しい面白みのない雑誌になってしまうので
はないかと思う。米国の業界誌には「読者の声」というよう
なページがあり、会社にとって都合の悪いことも積極的に載

せているものがある。10数年前、Adobe社が1－2年間無料
でAdobe Magazineを送ってきてくれたが、私は毎号その
ページを楽しみにしていた。多くの好ましくないことを自ら
世間にさらけ出し、それらを教訓として会社発展の土台を作
り上げたのだろう。そのような社風であるからこそ、世界一
級の会社に育ったとも言えるのではないか。
　教職員・学生が無記名で自由に意見を述べる場があったら
と思う。大学の一部の規則が好ましくないと思う人も多くい
るかもしれないし、上からこのようにするからと言われたが
実際には全く違うように報告され、強い不信感・不快感を
持ったりする人もいるかもしれない。良い事は言うまでもな
く、問題点も皆で出し合い、大学をより良くしていくための
媒体として、この「学園だより」を真の広報誌として利用し
てみるのはどうであろうか。　　　　　　　　　　　(KH）

平成20年度

Ⅵ　けいじばんコーナーⅥ　けいじばんコーナー

　日本考古学研究室の講師に着
任した上條です。専門テーマ
は、先史時代における食料加工
技術の研究です。当時の人達
が、どのように生きてきたの

か、特に食べることを中心に研
究しています。ここ青森には、
三内丸山遺跡や亀ヶ岡遺跡など
日本を代表する遺跡が数多くあ
ります。海外研究や実験、自然

科学的分析の経験を生かし、先
生や学生とともに、この地域の
具体的内容を明らかにしていき
たいと思っています。よろしく
お願いいたします。

人文学部
文化財論講座　講師　上條信彦

弘前大学芸術祭弘前大学芸術祭

弘前大学劇研マップレス弘前大学劇研マップレス　ユニット「劇団キリトリ」
公演公演『だってここにはあのひとがいた』『だってここにはあのひとがいた』
　　　　　平成21年１月23日（金）17時40分～19時00分
　　　　　平成21年１月24日（土）12時40分～14時00分
　　　　　　　弘前大学 大学会館 ３階 303集会室　　　　　　　　弘前大学 大学会館 ３階 303集会室　
入場無料

弘前大学混声合唱団　弘前大学混声合唱団　第46回定期演奏会第46回定期演奏会
平成21年１月24日（土）18時～20時

　　　　　　　　　　　　　　弘前文化センター　ホール弘前文化センター　ホール　　

（入場料　当日券500円　前売り券400円（入場料　当日券500円　前売り券400円

弘前大学教育学部美術教育講座弘前大学教育学部美術教育講座
平成20年度卒業研究・制作展平成20年度卒業研究・制作展

　　　　　　　学内展
　　　　　　　平成21年２月５日（木）10時～19時
　　　　　　　平成21年２月６日（金）10時～19時
　　　　　　　平成21年２月７日（土）10時～17時
　　　　　　　平成21年２月９日（月）10時～13時
　　　　　　　　　　弘前大学 大学会館 ３階　　　　　　　　　　弘前大学 大学会館 ３階
学外展
平成21年２月21日(土)～22日（日） 11時～19時
　　スペース・デネガ（ギャラリー&スタジオ）　　スペース・デネガ（ギャラリー&スタジオ）
　　　　　弘前市上瓦ヶ町１１－２

入場無料

入場無料

　弘前大学芸術祭実行委員会　弘前大学芸術祭実行委員会
　　　【事務担当】学務部  学生課 課長補佐　三 浦 信 義
　　　電話 0172－39－3112  FAX 0172－39－3119
　　　jm3112@cc.hirosaki-u.ac.jp　



弘前大学生協は KES審査登録KES審査登録 を完了しました

　弘前大学生協は12月6日（土）にKESステップ１の審査登録を完了しました。
　KESとはKyoto（京都）Environmental（環境）Standardの略語で、ISO14001と同様、環境改
善活動ツールのことをいい、審査登録の完了はその規格基準を満たしていることの証明です。
　KES審査登録完了は、「人と地球にやさしい社会の実現」を目標として環境活動に取組んできた生
協にとって、一つの嶺を超える輝かしい事績です。弁当容器回収や
レジ袋削減等で一緒に活動してきた生協組合員や、諸々のご指導を
賜りました弘前大学の皆様と共に祝いたいと思います。
　生協は今後、KESステップ2審査登録へのチャレンジや、植樹イ
ベントの開催・生協食堂の廃棄食材循環システムづくりなどを通し
た、キャンパス環境活動の推進・発展に貢献していきます。関係す
る皆様のなお一層のご協力、ご参加をお願い申し上げます。

【生協学生委員会の割箸リサイクルとキャンパス美化活動】 【KES審査登録票】

出資金返還手続出資金返還手続きはきは
もうお済みですか？もうお済みですか？

生協ではご卒業される皆さんの出資金返還の手続
きを受付中です。

【手続日と返還振込日】
　2009年3月31日までの手続きを完了された方
　　⇒2009年5月26日のお振り込み

【手続き受付店舗】
　・シェリア店、たびSHOP
　・医学会館店
　・経理店（組合員センター 2階）

【手続き時に必要なもの】
　・組合員証（Ｔupカードまたはメンバーズカード）
　・振込先口座番号がわかるもの（通帳等）
なお、弘前大大学院進学などで引き続き組合員加
入される方は、身分変更の手続きが必要ですので、
手続き受付店舗にお申し出下さい。

＜お問い合わせ先＞
　　弘大生協総務経理
　　　　0172－34－4806（担当）児玉、横山

オリジナルグッズオリジナルグッズ
ニューフェイスをよろしくニューフェイスをよろしく

ひろだいひろだい
 アップルケ

ーキ
 アップルケ

ーキ
弘前大学藤崎農場で育った弘前大学藤崎農場で育った
りんごをシロップにつけて、りんごをシロップにつけて、
ほくほくのアップルケーキほくほくのアップルケーキ
に焼き上げましたに焼き上げました

1ヶ 1ヶ 180 180 円円
サリジェ、シェリア、医学店にて取り扱っております。サリジェ、シェリア、医学店にて取り扱っております。
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