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美保野キャンパスの木々が色づく晩秋
の 月 日、八戸大学創立 周年記念式
典が八戸大学会館にて挙行された。朝か
ら降り出した雨も午前中のうちにやみ、
穏やかな、まさに式典日和ともいうべき
気候に恵まれた。
大学の歩みの紹介と短大幼児保育学科
の学生らによる聖歌 ハレルヤ により
式典が始まり、国歌斉唱、人間健康学部
の木鎌耕一郎准教授（キリスト教概論）
による感謝の祈りに続き、参加者全員に
よる共同祈願が行われ、これまでの神の
恵みと導きに感謝し祈りを捧げた。

理事長は 幼稚園から大学に至るまで一
貫した指導原理によって導き、真に時代
が要請する有為な人材を育成する とし
た中村由太郎初代理事長の立体的総合学
園構想を紹介し、八戸大学を頂点とした
学院の更なる発展を誓った。
文部科学大臣からのメッセージの紹介
と、青森県知事（三八地域県民局長代
読）・八戸市長の祝辞に続き、これまで

の歩みの功績のあった日置孝次郎第 代
学長（欠席）、蛇口浩敬第 代学長、山
田政信後援会会長、柳町仁同窓会前会長
に感謝状が贈られた。記念事業として、
後援会・父母の会・同窓会から光星学院
イノベーションプログラムに
円（後援会 円、父母の会

円、同窓会 円）の
寄贈が行われた。

続いて鈴木宏一学長が 知財社会にお
ける 世紀型の港 としての大学の役
割を自覚し、 考える・学ぶ から 協
働し・創造する キャンパスづくりを目
指していきたい と式辞を述べ、中村覺



各団体の会長が 地域に根ざし、地域
とともに歩む大学として、更なる発展を
遂げるよう、有効に活用して欲しい と
中村理事長に目録を贈呈。これに対し中
村理事長は ご芳志に感謝し、教育研究
活動充実のため有効に活用する と御礼
の言葉を述べた。
最後に、高らかに学歌を斉唱し、式典
が終了した。
式典終了後に行われた記念講演では、
我が国におけるカトリック教育の第一人

者である学校法人上智学院理事長の高祖
敏明先生が 高等教育機関における心の
教育 と題し講演を行った。講演では 少
子化時代に突入し大学教育の質も変化し
ている。心の教育をどう活かすか、建学
の精神を確認し、選ばれる大学になるよ
う、教育・研究・社会貢献などを充実し
なければならない と心の教育の重要性
を説いた。
会場を移して行われた祝賀会では、山
田後援会長の挨拶に続き、小出秀文日本 私立大学協会事務局長から 建学の精神

のもと地域に根ざした教育研究活動を行
う八戸大学の更なる発展を祈念したい
と祝辞を賜り、短大生による祝奏が行わ
れた。
サプライズゲストとして前日のドラフ
ト会議において、楽天野球団の指名を受
けた硬式野球部の塩見貴洋投手と埼玉西
武ライオンズから指名を受けた秋山翔吾
外野手が登場。出席者から盛大な拍手が
贈られた。
橋本昭一八戸商工会議所会頭（当時）
の発声により、 人を越える参加者が
杯を上げ、その後は 年を振り返りなが
らの和やかな宴となった。



ムページによる広報にも携わっていま
す。高校・大学で学んだ会計関係、そ
して番組作りを通じて得た経験が様々
な形で活かせています。

大学生活は、自らが行動すること
で充実した日々を過ごせます。なんで
もやってみることが大事。いろいろな
ことを見てチャレンジし、そこからヒ
ントを得て、人が驚くようなオリジナ
リティのある何かをやってほしいです。
また、仕事にやりがいや生きがいを見
い出すことが出来なくても、仕事は社
会人としての責任を果たすこと、生活
をしていく上での糧を得るためとし、
趣味や日課に自分なりの目標を見い出
す生き方もあると思います。

七戸高等学校卒業、八戸大学 回生。
在学中は、サークル を
立ち上げラジオ番組を制作した。現
在は、 推進青森会議事務局に
て経理を担当。

ラジオ番組制作をしたことです。ス
タジオ見学から始まり、リクエスト受
付・ニュース確認などの 研修、八戸
中心街での生放送の経験を経て、自分た
ちの手で番組制作をしました。番組は、
コミュニティー 放送 で約
年にわたり放送されました。友人に誘
われ手伝ったことがきっかけでしたが、
やっているうちに“ものづくり”の楽し
さを知り、次第に誰もやっていないこと
をやりたいと思うようになりました。

経理を主に担当する他、会報やホー

平成 年 月 日八戸パークホテルに
て、 年に 度開催されている 同窓会
大会・同窓生交流会 が、大学の創立
周年と同窓会発足 年を記念して行われ
た。参加者は約 名で、北は北海道・

南は愛知まで多くの同窓生が参加した。
同窓会大会では、堤静子会長の挨拶に

平成 年度の父母の会 父母と教職員
の懇談会 が、 月 日に八戸大学会館
で開催され、約 名の父母が参加した。
始めに鈴木宏一学長が挨拶し、八戸大
学創立 周年事業に対する父母の会から
の寄付に対しお礼を述べた。また現在大
学を取り巻く状況や目下重点的に取り
組んでいる課題等について説明がなさ
れた。
次にビジネス学部と人間健康学部に分
かれて、各学部長と教務・学生・就職支
援委員会により、学部の現状や教育の取
り組み・学生生活・就職活動などについ
て説明がされた。

続いて父母の会向けの就職セミナーで
は、防衛省自衛隊青森地方協力本部八戸
地域事務所主任広報官 三田村 明治様
が 自衛隊の組織及び求める人材等につ
いて のテーマのもと講演した。
教員とのランチタイムでは、出席した
教職員が紹介され、昼食を取りながら父
母と教員が懇談した。
最後に行われた個人面談では、ゼミ担
当教員が春学期末までの成績や部活動の
状況・ゼミでの様子を父母に説明した。
面談した父母は、大学での学生の様子を
知ることができ、また教員や職員に直接
質問・相談をすることができて、満足し

た様子だった。
懇談会は大学の状況を知り、また父母
と教員が面談を行う 年に 度の機会な
ので、今後も多くの父母の方々に参加し
ていただけるようにしていきたい。

続き、来賓祝辞として中村覺理事長と鈴
木宏一学長より、同窓生に対し温かいお
言葉をいただいた。
次に活動報告・記念事業紹介・イベン
ト用テントの目録贈呈が行われ、在学生
による大学の近況報告がなされた。
同窓生交流会は、 橋昌樹幹事長の挨
拶と学友会役員の挨拶に続き、山田政信
後援会会長の乾杯で始まった。全国各地
から参加した各回の同窓生は、久しぶり
に会う仲間や教職員と賑やかに親交を深
めた。軽音楽部の学生による演奏や同窓

会ホームページの取材も行われ、同窓生
在学生・教職員が絆を深めた。最後に
参加者全員で記念写真の撮影をして、
年後の再会の約束をし終了した。



月 日 、八戸商工会館において八
戸大学創立 周年記念 地域健康セミ
ナー が開催され、地域住民の方々、八
戸大学人間健康学部・八戸短期大学看護
学科の学生など約 名が参加した。

地域健康セミナー は、八戸大学創
立 周年・八戸短期大学看護学科開設
年目を記念して開催。聖マリアンナ医科
大学の統括看護部長 陣田泰子 先生によ
る基調講演 生命（いのち）と健康を支
える 看護の現場から と 日常生活
における自己健康管理（セルフコント

ロール） をテーマにしたパネルディス
カッションを行なわれた。
基調講演で陣田泰子先生は、 病の時

は生活を振り返り、人生を振り返り、こ
れからの暮らしを考え直す時。病気はマ
イナスではない 、さらに これからは
患者との“かかわりの技術”が大事。質
の高い看護師が必要 と話し将来の看護
を担う学生にエールを送った。

続いてパネルディスカッションでは、
パネラーとして陣田泰子先生、柿崎弘次
人間健康学部 専任講師（元青森県中央
児童相談所長）、中村令子短大看護学科
教授、三島隆章人間健康学部 専任講師、
コーディネーターとして吉田稔人間健康
学部 教授が参加。自己健康管理につい
て、医療、社会制度、運動・スポーツな
ど様々な視点でディスカッションした。

月 日 ・ 日 、総合研究所市内
オフィスにて 経営ビジネスセミナー
を開催した。本セミナーは、経営の革
新・業務改善や新規事業の展開などに取
り組もうとする経営者・管理職等を対象
とし、 八戸地域高度技術振興センター
と例年共催しているもので、今年度はの
べ 名が参加した。

月 日のセミナーでは、大谷真樹総
合研究所長が挨拶を行った後、ビジネス
学部日當光男准教授が 現代若者気質と

これからの人材育成 をテーマに講演を
行った。日當准教授は、高校大学での教
員経験を元に、自分たちの若いころと
現代若者の違いを紹介。さまざまな視点
で若者を見て良さを見つけてほしいと述
べた。

月 日のセミナーでは、坂本玲子
大学・短大非常勤講師が 職場に生かす
コミュニケーションスキル をテーマに、
“職場の人間関係”や“話を聞く技術”
などについて講演した。最後に 八戸地

域高度技術振興センターの阿部孝悦専務
理事が挨拶しセミナー終了。終了後の懇
親会では、参加者がセミナーの感想や今
後のセミナーへの要望など積極的に意見
を交換し、発展的な交流の場となった。

本学、八戸工業大学、八戸工業高等専
門学校の 校と八戸市によるシンクタン
ク 八戸市都市検討研究会 は 月 日、
八戸市庁で開いた会合で、八戸市 年
産業連関表を発表した。産業連関表は
年に 度、各都道府県が作成しているが、
青森県内での市町村レベルでの作成は初
めて。報告では市内生産額は約 兆

億円で、介護、医療などの分野が今後の
地域経済成長の鍵を握るとした。課題と
して情報通信や金融、エネルギー産業の
誘致、起業に力を入れるとともに波及効
果の高い介護、医療、保健分野の市場整
備が必要であると提言した。会のメン
バーである鈴木宏一学長は、 産業連関
表分析は市レベルでの作成は少なく今回、
東北で初めてであり構造的特徴を浮かび
あがらせている。資料を各所色々なとこ
ろで してほしい と話した。
検討会は地域課題の解決に向け専門性

の高い調査研究を行う地域シンクタンク
として昨年 月に設置された（座長は小
林眞市長）。研究テーマ毎に 校教員、
市職員でプロジェクトチームを構成し調
査研究活動を行っている。今回、本学か
らはビジネス学部田中哲教授、樺克裕准
教授がメンバーとして調査研究を行った。
現在は 低炭素地域社会の構築による
持続可能な地域づくり と若者の力を中
心街の活性化に生かす “学生まち活”
プロジェクト（仮） についての調査研
究が進んでいる。

月 日・ 日の 日間にわたり、総
合研究所市内オフィスと八戸商工会館を
会場に八戸大学人間健康学部 スポーツ
リーダー養成講習会 が開催された。人
間健康学部生 名を含む 名の受講者全
員がスポーツリーダーとして認定された。
本講座は自宅学習 時間と集中講義
時間の合計 時間のカリキュラムで、指
導者の役割、スポーツと栄養、受講者は
スポーツ指導者に必要な医学的知識と

いったスポーツリーダーに必要とされる
知識全般を学んだ（講習は人間健康学部
教員が講師を務めた）。資格は地域スポー
ツ団体やグループリーダーとして、基礎
的なスポーツ指導や運営に携わる方のた
めの 日本体育協会公認。
認定された方々には、今後地域でのス
ポーツ指導や振興、スポーツ指導者とし
ての活躍が期待される。



平成 年度から始まった教員免許更新
制度を受けて、今年も大学・短期大学に
おいて 月 日 から 日間の日程で講
習を開催した。この制度は教員免許の有

効期間を 年間とし、更新時には 年間
で 時間以上の講習受講を義務づけるも
ので、講習は文部科学省の認定を受けた
大学が実施、県内では本学のほかに弘前
大学等で開催されている。
青森県南はもとより岩手県北をも含め
たこの地域で、最も多くの種別の教員免
許課程を有する高等教育機関として昨年
に引き続いての開催となったが、徐々に
浸透してきたためか今年はのべ 名も
の先生方が受講、昨年の受講者とあわせ
ると既に 名を数える。
本学では今年度も必修 講習及び選択
講習を開講したが、定員充足等により

申し込みをお断りした講習もあったこと
から、今年 回目の講習として本年 月
にも開催するため、現在その準備作業を
進めているところである。

月 日に八戸第 ワシントンホテル
で 第 期起業家養成講座 修了証書授
与式が行われた。 年で 人の起業家
を青森から をテーマに今年 月 日に
第 期が開講、全 講義が終了し受講生
名が修了証書を受け取った。
この日、基調講演には本講座のドリー
ムチーム講師陣から、総合研究所客員研
究員の平石郁生氏（ ドリームビジョン
代表取締役）と、同じく客員研究員祐川
京子氏（著述家）が参加。平石氏は 自
分が持っている材料 、 自分の成功と
は 、 自分の強み などを企業実例とと
もに社会学者 ドラッカーの言葉を

交えて説明。祐川氏は、 会社や人物へ
のキャッチフレーズの大切さ 、 人と

第 期修了生の中から 月 日に起業家
が誕生した。

平成 年度からスタートする
ビジネス学部経営コース 農業
経営プログラム の開設に先立
ち、八戸市との間で 農業経営
者育成に関する協定 を締結し
た。農業経営プログラムはビジ
ネス感覚を持ち経営能力がある
中核的な農業経営者の育成を目
指すもので、実践農場として市
農業交流研修センターの施設を
利用する。農業後継者や農業で

起業を図る人をターゲットとし、経営や
会計に関する科目の他、インターネット
を使った通信販売の講義等を展開。卒業
後は総合研究所がサポートする。
月 日に行われた調印式には、鈴木

学長、丹羽ビジネス学部長、大谷総合研
究所長らが出席、小林八戸市長は 地域
特性を生かした新たな農業経営手法の研
究について連携し、農業による雇用創出
や所得の増大を目指す と抱負を述べた。

人とのつながりの大切さ を話
した。
その後、受講生らは半年かけ
て練り上げた起業案をプレゼン
テーション、フューチャーベン
チャーキャピタル のベン
チャーキャピタリスト外山和恵
氏から評価、アドバイスをいた
だいた。主任講師の大谷真樹所
長から この養成講座がゴール
ではなく、スタート地点である
などの激励の言葉が送られた。



八戸大学大学祭実行委員会主催の 秋
桜祭 が 月 日 ・ 日 の 日間

みんなで合わせる八大の
ピース をテーマに開催された。今年は
八戸大学創立 周年記念ということもあ
り、八戸大学の全員で 秋桜祭 を盛り
上げよう！という気持ちが込められてい
る。ステージイベントの充実、各学部の
紹介や研究発表、研究展示体験コーナー
など昨年好評だった企画をさらに創意・
工夫し進めてきた。模擬店広場では、焼
きそば・焼き鳥・たこ焼きなど毎年恒例
のものから、さばだしラーメン、八戸
バーガー・階上スイーツ販売、手作り
ぎょうざなど学生のサークル活動等で活
躍するメニューも増え、学生の出身地に

ちなんだきりたんぽ汁、玉こんにゃく、
ホタテ焼きなども登場し豊富なメニュー
で盛り上げた。模擬店の充実にはここ数
年の来場者数の増加により売り上げが
伸びたことで、今後ますます盛り上がる
ことが期待される。ステージイベントで
は、学生参加型のイベントが企画され、
軽音楽部による も
開催された。今年はお客様のおもてなし
と共に自分たちも楽しもうとする雰囲気
が強く感じられる大学祭であった。その
他にオープンキャンパス、八戸大学創立
周年記念ホームカミングデー、 周年

記念行事展、父母の会も同日開催され連
日多くの人で賑わった。大学祭終了後に
は昨年に引き続き後夜祭が開催され、

あいにくの雨にもかかわらず学生一色で
盛り上がった。大学祭実行委員一同、
テーマでもある八戸大学のピースを完成
させ満足の笑みと ありがとうございま
した という感謝の言葉で終えることが
できた。

プロ志望届を提出し、塩見貴洋投手
（ビジネス学部 年 帝京第五出）と秋
山翔吾外野手（ビジネス学部 年 横浜
創学館出）は 月 日 年度プロ
野球新人選手選択会議（ドラフト会議）
を迎えた。

塩見投手は北東北大学野球春季リーグ
戦で防御率 、先の東北大会代表決定
戦（対東北福祉大）においてノーヒット
ノーランを記録するなど、球のキレとコ
ントロールで勝負する、プロ注目の左腕。
一方、秋山外野手は、先の東北大会の

り暗くなったなか、総合実習館の 階エ
ントランスホールでは、 人を超える報
道陣と共にそのときを待つ教職員、学生
の姿があった。 巡目。ヤクルトとの抽
選の末、東北楽天ゴールデンイーグルス
が塩見投手との交渉権を得た瞬間、
ウォー という叫びにも近いざわめき

が起こった。
塩見投手の指名から遅れること 時間。
巡目。埼玉西武ライオンズの指名選手
が公表された瞬間、 やったー の歓声。
秋山外野手の名前が映し出されていた。
全国大会が控えているため、胴上げや、
騎馬乗りは自粛されたが、満面の笑顔で
握手する二人の姿が印象的であった。
ドラフト会議における 人同時指名は
青山浩二投手（楽天）、内藤雄太選手（横
浜）以来 度目。

初戦でもチームに
勢いを与えるホー
ムランを放つなど
勝負強い打撃と強
肩、俊足が備わっ
た 走、攻、守
のバランスがとれ
た選手。
今年から、開始
が午後 時となっ
たドラフト会議。
日もおち、すっか



平成 年 月 日 と 月 日 の
日間にわたり、第 回八戸短期大学 光
華祭 が盛大に開催された。今年度は、
光華祭に沢山の人が来て欲しいという願
いから 八短 来てみて、すぐ！
続きは光華祭で というテーマを掲げ、
学生祭実行委員会を中心に約 ヶ月間に
わたり準備をしてきた。

光華祭 の内容は、学科企画では、
子ども百貨店、ピアノコンサート、附属
幼稚園作品展示、ニュースポーツ体験、
デジカメ印刷工房、親子料理教室、キャ
ンパスラジオ、利き脳調べ、メタボ予防
ヘルスチェック、白衣体験、正しい手洗
いの仕方、在宅看護体験、ハンド・フッ
トケア アロマテラピーの企画を揃え各
学科の特徴を出した。特にキャンパスラ

ジオを運営したライフデザイン学科の学
生達は、その様子を随時放送。大学と短
大の学生祭を盛り上げていた。ゼミナー
ル単位で運営した模擬店では、焼きそば、
たこ焼き、せんべい汁、豚汁、アイスク
リームやジュースなどの模擬店が揃い、
学生達が競って腕を振るっていた。ス
テージ企画では、アンパンマンショー、

ウィンドアンサンブルコンサート、ゼミ
ナール発表やチアリーディング
など親子連れでも楽しめる企画を幾

つも揃えた。
今年度も来場してくださったお客様が
笑顔で帰っていただけるよう、学生たち
は精一杯のおもてなしをし、満足のいく
学生祭を終えることができた。

平成 年 月 日 に平成 年度父母
の会（八戸短期大学父母の会主催）が開
催され、 名の保護者に参加いただいた。
例年、公共施設で開催をしていた父母の
会懇談会は、今年度は会場を本学に移し、
各学科の特色を活かすために学科毎に報
告会を行った。
各学科の報告事項では、各委員会（教
務委員会、学生委員会、就職支援委員会）
も取組み状況等の報告が行われた。特に
就職支援委員会から 就職活動 に関す

る就職支援計画（就職ガイダンス）の取
組みについてや夏期資格講座の結果報告
など、参加者は熱心に耳を傾けていた。
個人面談では、ゼミ担当者の教員が前
期までの成績や学生生活の状況、ゼミ活
動の様子などを父母に説明。普段知るこ
とができない短期大学での様子を知った
父母は、満足した様子であり、有意義な
時間となったようである。
父母の会事務局では、年 回の主催と

なるため、もっと多くの父母が参加して

いただけるよう内容を充実していきたい
としている。



月 日 午後 時 分の号砲ととも
に、八戸市の夏祭り到来を告げる第 回
八戸小唄流し踊りに八戸短期大学 年生
約 名が、昨年度に引き続き参加し、
若さあふれる彩りを添えた。
本番を前に幼児保育学科、ライフデザ
イン学科、看護学科の学生が体育の時間
を利用し本番へ向けた練習を体育館で
行ってきた。流し踊りの講師には、体育
の専任講師を中心に踊りの基本から手ほ
どきした。最後のまとめとして、毎年指
導していただいている泉流日本舞踊師範
の泉紫峰氏と泉彩菜氏らから、踊りの指
導をしていただいた。練習に取り組んだ

学生たちは 背筋を伸ばし、目線を遠く
に や 指先に気を配って美しく踊りま
しょう など、カモメや波の動きを表現
する優雅な振り付けを熱心に踊っていた。
緊張しながらも、いかに美しく踊るかの
細かいアドバイスを受け、のみ込みの早
い学生たちは踊るたびに上達していった。
当日は天候にも恵まれ、約千人の踊り
手たちが号砲を合図に十三日町の三春屋
前をスタートし、七夕飾りの下をゆっく
り進んだ。哀調を帯びた八戸小唄の調べ
に合わせ、市連合婦人会を先頭に日本舞
踊の団体が次々と登場。普段着から着慣
れない浴衣へ身を包んだ学生たちは、色

鮮やかな浴衣姿で中心街を彩っていた。
緊張しながらも学生たちは、沿道で見
守っていた市民の方からも拍手が出るほ
ど、八戸短期大学生が若さあふれる華や
かな踊りを披露した。

平成 年 月 日 にライ
フデザイン学科のボランタリ
ディが開催された。毎年恒例
のボランタリディは、ライフ
デザイン学科としてスタート
した平成 年度から毎年行っ
ている。
今年度は、八戸市中心街の
清掃活動と八戸市内の松舘療
護園と階上町の見心園から
名の方々をお招きし、 級ご
当地グルメの祭典 グ
ランプリ 出場チームの八戸

せんべい汁研究所と十和田バラ焼きゼミ
ナールの方々からのご指導を下に、自ら
作った昼食をご馳走した。昼食後は、施
設の方々と中心街を散策し、歩道と車道
の境目などでは、思うように車いすを押
せない場面も見受けられた。
学生達はこの交流を深め、貴重な体験
をしたようである。今後は、街中に要改
善の発見や気がついた点をレポートにま
とめ市に提案し、誰もが共存できる街づ
くりの大切さを目指していく。



八戸市環境・健康フェスタ “健康
まつり 環境展”は、 月 日秋晴れの
もと八戸市公会堂で開催されました。
平成 年より参加している八戸大学人
間健康学部に、今年から八戸短期大学看
護学科の学生も加わり“あなたの体力大
丈夫？”コーナーと題して、体組成計に
よる体脂肪率や筋肉量などの測定、握力
計による体力チェック、看護学科学生に
よるペーパークラフトを実施しました。

人間健康学部の 健康マイスター
取得者をはじめとした学生の真摯な
対応のお陰もあり年々参加者も増え
続け、今年は 名近くの人出で賑
わいました。また、看護学科学生は、
青森県看護協会三八支部コーナーに
も参加させて頂き市内の看護師との
協働という貴重な体験ができました。
学生らの緊張した表情が市民との
交流のなかで、自然な笑顔へと変わ

る瞬間は感動的でした。また、
参加した学生の 楽しかった。
来てくださった人達から元気
をもらった という言葉から、
人は人によって育てられる、
学生達は市民によって育てら
れているという実感で胸が熱
くなりました。皆様に学生ら
の成長を報告するとともに、
応援・御協力してくださった
関係方々に心から感謝を述べ
させて頂きます。

平成 年 月 日 に看護学科がス
タートして初めての就職相談会が、大学
会館で開催された。この就職相談会は、
来年度から本格的に就職活動を行う 年
生と各施設の概要などを知ろうとする
年生が参加した。一方、事業所は県内を
中心に 施設が出席した。八戸市内の八
戸市立市民病院、八戸赤十字病院などを
はじめ、十和田市、三沢市、むつ市、五
戸町の各施設および聖マリアンナ医科大
学に出席いただいた。
着慣れないスーツ姿でしかも初めての
就職相談会であったため、最初は緊張し
ていた学生が多く見られたが、看護学科
教員のアドバイスをいただきながら、
徐々に緊張もほぐれ積極的にブースを訪
問していた。担当者の熱心な説明に耳を
傾け、各施設の特徴、環境、研修制度な
どそれぞれの業務内容の理解に努めてい
た。この就職相談会が今後の就職活動に
繋がることを期待している。



自動車科の単独行事、第 回安全ラ

リー大会が 月 日 に行われました。

専攻科自動車科の学生と教員の 人が

月 日 、東運動公園から美保野の専

攻科校舎までの、日ごろ通学に利用する

ルートで清掃奉仕活動を行いました。

環境美化に貢献し、まちをきれいに

しよう と本年度、はちのへクリーン

パートナーへ登録。今回が初めての活動

となりました。

東運動公園駐車場をスタートし、第

ルートは 年生全員で国道 号線の歩道

両側を、第 ルートは 年生 班で第一

養護学校付近を通り美保野グリーン牧場

から専攻科までのルートを、そして第

ルートは 年生 班が鮫駅付近から専攻

科までの清掃活動でした。

学生と教員はゴミ袋を手に、道路脇で

空き缶やタバコの吸い殻を拾い集め、普

段自動車やスクールバスで通学している

際には気づかなかったゴミの多さにびっ

くりするとともに、 街がきれいになっ

ていくのは気持ちが良い と充実感たっ

ぷりでした。

どのコースもおよそ の距離、約

時間の清掃奉仕活動で拾い集めたゴミの

量は、燃やせるゴミ 、燃やせないゴ

ミ もあり、ポイ捨てがいかに多いか

を実感した一日でした。

この大会は、交通規則を守る運転により、

安全運転に対するモラルの向上 を目的

に毎年開催していま

す。 チーム

名が 台の車両に乗

り、スタート直前に

渡される制限速度や

距離、交差点が記入されたコマ地図を見

ながらゴールを目指し、あらかじめ決め

られたタイムにいかに近いタイムでゴー

ルできるかによって競われます。

大会当日はあいにくの雨でしたが、予

定通り チームがスタートしました。途

中、地図を見間違え、道に迷うチームも

ありましたが、全チーム

が無事にゴールすること

ができました。

昼食は恒例のチームご

とのバーベキューを楽し

み、その後の表彰式で各

区間賞と順位が発表され、

今年度のラリー大会は終

了しました。



月 日から 月 日までの約 ヵ月
間、 カ所の介護施設と介護事業所で実
習を行いました。
その中で特に障害者支援施設が印象に
残りました。そこでの利用者には知的発
達障害があり、意志疎通が出来にくい方
がいます。私はその施設で二つのことを
学びました。

一つは、コミュニケーション技術です。
利用者理解のためのコミュニケーション
には、勉強不足のためとても苦労しまし
た。
私には何を伝えたいのか全く受け取る
ことができませんでした。
コミュニケーション技法のうなづきや
相づちをしながら、利用者の方に興味・

者の方と友達のようになれなれしく話し
てしまい、自分が介護する立場だという
ことを忘れてしまいました。
そこで気づいたことは、自分を客観的
に見るということです。
利用者の方に失礼のないよう適度な距
離を置き、利用者の方のプライバシーを
傷つけないようにしたいと思います。
今後も学校で学んだ技法を実践し、自
分を磨いて利用者の気持ちにそった暖か
い介護福祉士を目指します。

光星学院専攻科支援三団体の役員およ
び理事の方々による親睦会が、 月 日
に八戸プラザホテルのアーバンホール

において開催されました。
今回は、三団体の方々と山西副校長は
じめ教職員合わせて 名の参加でした。
最初に椿鉄男 後援会会長より、
専攻科の教育事業を後援および発展に

寄与する目的の三団体親睦会は、今回で
回目を数えます。世間の不景気を忘れ、

専攻科の発展を願い今日は交流を深めま
しょう。 とのあいさつに続き、山西副
校長からは、専攻科をはじめ法人全体の
近況報告と、常日頃のご支援に感謝の言
葉がありました。
梶浦春光 会長の乾杯で始まった
親睦会は、各テーブルとも話題が絶える
ことなく終始和やかに進行し、あっとい
う間に予定の時間となりました。
最後に杉本陽子 後援会副会長よ

り、 景気上昇の願いを込めて、三本締
めを右肩上がりで行いましょう。これか
らも専攻科のますますの発展を願い、皆

様のご協力をお願いします。 とのお言
葉をいただき、シャシャシャン、シャシャ
シャン、シャシャシャンシャン、ホッ！！
と、会場全員が右肩を上げての三本締め
を行いお開きとなりました。

専攻科支援各団体の相互の親睦が図れ
たことと、ますますの活性化を認識し大
変有意義な親睦会を終えることができま
した。

関心を持ち耳を傾ける
と 家に帰りたい と
か思い出話を聞くこと
ができました。
少しですが利用者理解
に成果を見ることがで
きたと思います。
このことから、根気
強く諦めずに相手の目
を見て関わることに
よって、ニーズをとら
えることができるよう
になりました。
二つめは、介護者側
の態度です。私は利用



今年の光星祭は、他の高校と文化祭の
日程が重なっていながら、昨年と同じよ
うに、 日間で 千人を超える来場者を数
え、盛況のうちに終了することができた。

今、光れ！青春のとき を新テーマ
に、 日、 日の日程で開催された光星
祭は、各科・各部の趣向を凝らした展示
部門、体育館と中庭でのイベント、生徒
会館を利用した保護者参加の 展、
朝市のみなさんと各部による模擬店の
つをベースに構成されている。この他に

も、小さいこどもを対象にしたクイズラ
リー、ペイントコンテストは昨年以上の
参加者があり、あらためて今年の光星祭
が盛り上がった感がある。
新校舎となり、 年目の光星祭は、中

庭を会場とする中夜祭が一つの伝統とな
りつつある。今年の中夜祭は、生徒が郷
土芸能を披露する郷土芸能祭をメインに、
かがり火をたき雰囲気を出し、さらには
ライトアップ、披露する場をかえるなど
の工夫がなされてあり、幻想的で素晴ら

しい中夜祭だった。
光星祭は、今年で 回を迎えたが、こ

れまで途中開催できなかった時代があっ
た。生徒達の熱い思いが光星祭を復活さ
せ、現在に至ると聞いている。その熱い
思いが伝統となりさらに光星高校を盛り
上げる要因となることを願うものである。
最後に、光星祭に携わっていただいた
全ての方々に感謝すると同時に、来年は、
さらに内容を充実させ、誰もが心に残る
ものにしたいものである。

映画監督の秋原正俊氏をお迎えしての
講演会が、 月 日、光星高校体育館を
会場に開催された。
秋原氏は、東京で活躍をされている映
画監督であるが、八戸大学キャンパスを
映画のロケーションとして撮影されてい
る縁で講演会が実現した。
講演内容は、第一部として、高校時代

から受験・東京大学入学からサラリーマ
ン時代、第二部として、独立から映画監
督までの 部で構成されたものであった。
また講演の合間には、生徒からの質問に
熱くこたえ、メッセージとして やれば
できる という可能性を生徒全員に残し、
有意義な講演会が終了した。



春季青森県大会、夏の甲子園予選を準
優勝と大変悔しい想いをして引退した三
年生のためにも必ず優勝するんだという
強い気持ちをもって挑んだ今回の秋季青
森県大会では、圧倒的な力の差を見せつ
けて優勝することができました。
今大会に出場するメンバーは、昨年の
秋季大会からメンバーとして経験を積ん
できた選手が多数おり、下馬評では優勝
候補の筆頭でしたが、それを現実にする
ため、猛練習をしました。技術的には非
常に高いレベルに成長してくれましたが、
ここ一番での精神力そして絶対に負けて
たまるかという強い気持ちを育てるため
に、練習試合で負けるとふらふらになる

まで走らせました。その甲斐あって選手
達は、厳しい練習をやり抜き非常に強く
逞しくなりました。
さらに、 月 日から 日に山形県中

山町の野球場で行われました東北大会で
は、準決勝で優勝候補の仙台育英高校を
対 で破り勢いがついたのですが、残

念ながら決勝では東北高校に惜しくも敗
れ、準優勝でした。しかし春の選抜大会
への出場が有力となっったことは、これ
からに弾みをもたらしたと思います。
学校、保護者を含む野球部を応援して
いただける周りの方々そして現場の気持
ちが強く重なり合って三年連続秋季青森
県大会優勝・東北大会準優勝という栄光

を手に入れることができました。今後も
この結果に満足せず、努力を続け皆様か
ら愛される野球部になるよう頑張ります。

去る 月 日に普通科 年生（特進
コース以外）が、高校生活を過ごした街
についてもっと多くのことを知りたいと
いうことで校外研修を実施しました。午
前中は、ボランティアガイドさんと八戸
市史跡根城の広場、八戸市博物館を見学
し、今私たちが身近で使用しているもの
が既に縄文時代には形になっていること

や青森県の国宝 点はすべて八戸から発
見されていること、東門の乳金具の意味
など多くのことに生徒達はあらためて感
嘆していました。午後は、プラザホテル
で八戸の昭和を語る会の 小瀧勇 氏（元
八戸港貿易センター専務取締役）による
八戸を拓く というテーマで、八戸の

治水、漁業、交通などの歴史的背景に沿っ
て新しい街づくりがなされてきたことを
古い文献や写真を用いて講演して頂きま
した。特に八戸の電力不足を ホヤ が
救ったことや、日本で初めて沈潜防波堤
をつくったこと、北米航路においては東
京より 日のメリットがあり物流で重要
な地点であることなど興味深いお話を伺
いました。更に教科書に登場する福沢諭
吉や大隈重信などの人物が登場してきた

内容には大変驚かされました。小瀧氏は
その地区の土木工事の経緯を調べるこ
とにより、我々は人間性や新たなる企画
力そして創造力を導き出せる と言う言
葉で締めくくられ、社会に飛び立とうと
する若人に感動と勇気を与えたすばらし
い講演でした。

写真は秋季青森県大会

写真は秋季青森県大会



この大会は、県内の認定職業訓練生に
よる技能競技大会ですが、誰でも出場で
きるものではなく、県内各地区から推薦
された者だけが出場できるものです。出
場者はこの競技大会のために日夜練習に
励んできた人ばかりで、日ごろ培った も
のづくりの腕 を試すのです。
河村君は、今年の春本校工業技術科を

卒業したばかり。そして内定していた八
戸市内の 工藤板金工業さんに就職しま
した。高校在学中は工業技術の基礎を学
びましたが、プロを目指す専門技術とな
ると、やはりその技術はかけ離れていま
す。彼は自らこの世界に飛び込んでいっ
たのです。そしてわずか半年で県
という偉業を達成したのです。これは取
りも直さず本人の努力の賜と言えるで
しょう。さらにこのような場合、その分
野が好きで仕事に興味を持ち、目標が明
確だということも大きな要因となります
が、彼はまさにこの通りの人間でした。
ものづくり技術において、若者を育て

るために日々ご指導下さって
おられる 工藤板金工業さん
には頭が下がる思いです。そ
してこのような機会を与えて
下さったことに感謝申し上げ
ます。貴社の益々の御発展を
お祈りすると共に、本人の
益々の活躍を期待します。

陸上競技部のエースの 年生 大下
稔樹（おおした としき）君が 月 日
に行われた第 回 日本体育大学長

距離競技会の 第 組において 分
秒 （その組で 位）の記録を樹立。

このタイムは、今現在、今期高校生日本
人ランキングにおいて 位に相当。青森
県歴代記録では、 位に相当する素晴ら

しいタイムを出した。
その他、 の活躍も素晴らしく、関

東インカレでは、帝京大学 年の蛯名聡
勝君が に出場。東京農業大学 年
の木村翔太君がハーフマラソンで 位に
入賞。同じくハーフマラソンに拓殖大学
年の舘石盛行君が出場を果たしている。
また、 月 日に行われた 全国大学

選抜 出雲駅伝 では、本校卒業の木村
翔太君（東京農業大学 年）が 区アン
カーの で快走。チームの 位入賞に
大きく貢献した。正月の定番の箱根往復
駅伝予選会（ 月 日）では、拓殖大学
から舘石盛行君（ 年）、堅谷真君（ 年）
が出場し見事予選 位で、正月の本戦出
場を手にした。

喜びに沸く大下稔樹



去る 月 日から 日までの 日間、
野辺地西高校を主会場に青森県高等学校
教育研究会総合学科部会が開催された。
県内における年に一度の総合学科の教員
の研修会ということで、加盟 校の教員
名の参加者を集めた。
初日は午後より開始され、研究大会と

して全体会、分科会に分かれて研修を

行った。全体会では、本校の島田博美教
諭が 本校総合学科の歩みと今後 につ
いて、の題で発表を行った。本校の沿革
や総合学科の歩みを簡潔にまとめ、 顧
客満足度 をキーワードとして、保護者
や生徒の意識も探りながら本校の今後の
課題や意気込みを語る発表であった。
つに分かれた分科会においても、活発な
議論が交わされた。
日目は会場をまかど温泉富士屋ホテ

ルに会場を変え、前日の分科会の内容の
発表と講演が行われた。
特に、講演は八戸大学教授の内海隆氏
によるもので、 魅力ある学校と地域を
つなぐ 活動のビタミン の題で、
教育全般の話題から地域における教育力
の問題や の組織や運営に関する提

言など、広範囲にわたる興味深い講演を
繰り広げた。
今回の研究大会は、全参加者の研修に
寄与したことはもちろんであるが、 重
要な部分で本法人の職員が貢献したこと
が顕著である と、関係者より評価を頂
いた模様である。

月 ・ 日、第 回野西高祭が開催
された。
展示内容は、 年次生が担当した各系
列の内容を紹介する総合学科展。 年次
生は、各クラスでテーマを決めクラス展。
組の ゲゲゲの鬼太郎 のユニークさ

や、 組のモザイクアート 葛飾北斎
神奈川沖浪裏 の繊細さなどが目を引い
た。 来年は写楽に挑戦する と意気込
んでいる。 年次生は学年全体で統一
テーマ 生徒紹介 で展示し、生徒一人
ひとりの好きな食べ物、好きなことばな
どを紹介した。文化部展では、写真、美
術、物づくり、ボランティア、生徒会の
各部門で工夫を凝らした展示がみられた。

その他のイベントでは、毎年恒例のち
びっこレスリングが本校体育館で開催
され、ちびっ子の応援団を含めて 名
ほどの参加者があり、熱戦が繰り広げら
れた。
模擬店は、運動部が試合などで出店で

きなかったが、 年次生を中心に やき
とり もつ煮込み ポップコーン な
どのメニューに舌鼓を打っていた。また、
天候に恵まれたため、熱気球の試乗会も
行われ、大空からの景観に爽快感を味
わっていた。



月 日 前期を締めくくる行事とし
て、体育祭が行われた。生徒と教師共に、
赤軍、白軍に別れ総合優勝をかけて熱戦
が繰り広げられた。
開始前から雨模様で実施が危ぶまれた
が、 時 分の選手入場から徒競争、騎
馬戦、綱引き、各軍対抗リレーなど、小
雨がぱらつく中、生徒たちの熱気で各種
目とも盛り上がり無事日程を消化できた。

月 ・ 日 次予選、 月 ・ ・
日、 次予選を勝ち抜いて、全国高校

サッカー選手権大会青森県大会準決勝へ
と駒を進めた。
今年度、東北プリンスリーグに参戦し、
東北の強豪チームと対戦できたことが大
きな自信となり、粘り強く、最後まで諦
めないチームに成長した。

月 日 三本木農業高校と準決勝が

また、今回は 年ぶ
りに立て看板が復活し、
各軍で思考を凝らした
作品が設置され体育祭
に彩を添えた。
今年度は、白軍が総
合優勝で有終の美を
飾った。

行われた。前半 対 とリードして折り
返したが、後半 点を取られ惜しくも決
勝進出を逃した。
部活動の生徒を中心とした 名ほど

の応援に後押しされながら精一杯頑張っ
たが、後一歩とどかなかった。
部員、指導者一丸となった価値あるベ
スト である。



造形教室で、年中 クラスが八戸短期
大学の飯田先生にご指導いただいている。

月 日には 自分の大きさを感じて、
絵を描いてみよう と題して、等身大の
自分自身を描くことに挑戦した。先ず最
初に、子どもが模造紙の上に寝て、黒い
マジックインキで先生に輪郭線をなぞっ

て貰う。できるだけ大きく画面に入るよ
うに、足や体を曲げて寝そべる。髪の毛、
手の指先、足の形などをできるだけ忠実
になぞる。なぞったものをもとに、頭、
首、手、腹、足などの各部位を確認して、
足りないものは何？ と問いかけて絵

を進める。子どもたちは、クレヨンで色
を塗って完成を目指し、
完成したら、輪郭の黒い
線のところで切り分けて
いく。

月 日の造形教室で
は、運動が得意で絵は好
きでないという子も、顔
が肩まで大きく広がって
いる素敵な作品を完成さ
せ、みんなが楽しく活動
した。
飯田先生の造形教室の
大きなテーマは 自我の

今年度は、従来の展示会から一変。そ
れぞれの思いで飾られた親子作品。実に
ユニークで驚く作品ばかり。そして、子
供の気持ちや親子で作った様子、選んだ
理由などの素敵なコメント。まさに 聖
アンナ美術館の誕生！ です。

保護者から 最初はどうかなと思いま
したけど、作るまでの過程が面白かった。
親子で本当にいい思い出です という感
想が聞かれた。沢山の方が どれもいい
ね。みんなすごいね。見方が変わる。
実はこれも目的のひとつです。石ころひ

解放 。製作の時の子どもの話をよく聴き、
肯定し、のびのびと楽しい活動の中で、
子どもたちが、造形をとおして 何かを
発見 したり、自分の中に、 できた！
という気持ちをもてる活動を行っている。
次回以降の造形教室では、紙版画の版
作り（刷りは先生）や、粘土に、割り箸
や鉛筆を使って引っ掻いて絵を描き、石
膏を流し込んで作品を創る、という活動
などを予定している。

とつでも見方に
よって美術的にな
り精神性を肥えさ
せることになるの
です。競争ではな
く相手の作品をみ
て認め、お互いに
美術的感覚に触れ
鑑賞するほうも目
が肥えていく良さ
があります。当日
は 会と
の有志による出店、
ミニコンサートな

どが花を添え楽しい一日となり、外部か
らも好評でした。子供は規制されること
がなく自由に絵を描くことが好きです。
感じるままにしていくことで大きくなる
につれ育っていく絵に変化していくので
はと思うのです。今回は、もっと 美術
的環境を と模索した結果です。美術的
冒険です。植えつけるのではなく何でも
影響を受ける子どもたちだから見方は感
じるままにしてほしいと願っています。



保護者の方から、携帯メールアドレス
は子どもの頃に読んだ絵本の題名にして
います。というお話を聞きました。なん
て夢のある事でしょう。 絵本 の文字
を見て皆さんは何を思いだしますか。幼
い頃のお母さんのひざの上、夜お布団に
入ってお父さんから聞いた昔話でしょう
か。幼稚園の生活の中でも、子どもたち
が自分の世界を膨らませたり、夢をみた
りする楽しみの時間は先生からの絵本を
読んでもらう時ですね。 あっ、そのお

ンター様にお願いし、未就園児教室時に
良い絵本、読み聞かせて欲しい絵本をご
紹介頂き、子ども達と楽しんでいます。
また先日の保育参観時には、保護者の皆
様へ新しい絵本や読みついで欲しい楽し
いお話を紹介頂きました。
学期になり年長組では、一人ずつが

お気に入りの場面を描きながら あかず
きんちゃん のお話づくりを楽しみまし
た。主人公に対するそれぞれの思いが伝
わりなんとも楽しいものになりました。
絵本作家のとよたかずひこ氏は、子ど
もの絵本の評価は 年 年たってやっと
定まる。子どもの本の価値は親子の思い
出の共有である。と書いておりました。
私たちは、子ども達が絵本を読んだり、
聞いたりすることをとおして、自分の気
持ちを表現したり、それを受けとめても
らう喜びそして家族の暖かさを感じる気
持ちが育って欲しいと願っています。

月 日 、野辺地保育園、野辺地カ
トリック幼稚園、八戸短期大学附属びわ
の幼稚園の 園合同によるサッカー親善
交流大会が初めて野辺地保育園のグラン
ドを会場に開催されました。
この大会は、スポーツを通して体を動
かすことの大切さと子供たちがサッカー
に慣れ、親しみそして交流することによ
りコミュニケーションの輪を創り、広げ
ることをねらいとし、 園合同で開催す

ることとしました。
当日は天候に恵まれ、絶好のスポーツ
日和のなか、野辺地保育園年中児 名、
野辺地カトリック幼稚園年長児 名、び
わの幼稚園年長児 名の合計 名が各園
で準備したビブス（ゼッケン）を着用し
集合しました。
選手たちは準備運動の後、
さっそく はい、おでこ 、は
い、おなか 、はい、おしり
等の指示を受け、からだの一
部をサッカーボールにくっつ
ける運動に取り組みました。
親善試合は一試合約 分程

度で運営され、 チーム 人
程度の人数で編成された各
チームの選手がゴールを目指
し、元気いっぱいにボールを
追いかけました。
特に、ゴールが決まった瞬

話知ってる と得意げに話しながらも、
最後までじっくりと、耳で聞いたり、心
で聞いている姿はなんとも嬉しい光景で
す。園では毎年数十冊、子ども達に手に
とって読んでほしい絵本を園文庫に増や
しています。今年度の読み聞かせベスト
を先生方と調べてみると、おばけ、わ

んぱく団、動物のシリーズでした。お気
に入りの絵本が見つかりいつも同じ絵本
を選び読んでいる子どももいるようです。
今年は国民読書年。八戸市図書情報セ

間、子供たちからの大きな歓声、そして、
それ以上の応援席からの熱い声援をいた
だき、無事、一人の怪我人も無く 園合
同によるサッカー親善交流大会が終了し、
参加した園児は 今日のサッカー楽し
かった。またやりたい と話しておりま
した。



発行 学校法人光星学院
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