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岩手大学創立 70 周年記念講演会・記念式典
卒業生・修了生と学長との懇談会
祝賀会
岩手大学 震災復興活動展 2019
インフォメーション

令和元年 10 月 19 日
（土）

岩手大学創立 70 周年
記念講演会・記念式典を挙行
岩手大学は、本年で創立 70 周年を迎えました。このことを記念し、令和元年 10 月 19 日（土）
、
岩手大学第一体育館を会場に記念講演会・記念式典を挙行いたしました。会場には、日頃からお世
話になっている皆様、本学卒業生の皆様をはじめ、近隣地域の皆様及び一般のお客様など総勢約 600
名の方々にお越しいただき、盛大に本学 70 周年という記念すべき日をお祝いすることが出来ました。
記念講演会では、本学教育学部卒業生であり、第 58 回芥川賞受賞作家でもある若竹千佐子氏をお
招きし『おらはおらにしたがう〜自己決定権を持つ生き方〜』というタイトルでご講演頂きました。
若竹さんの軽妙な語り口に会場は時折笑いに包まれ、温かい雰囲気の中での講演会となりました。
その後行われた記念式典では、ご来賓からご祝辞を頂戴した後、日頃、本学の教育研究及び社会
貢献活動に多大なるご貢献、ご尽力を頂いている方々に感謝の気持ちを込め、感謝状を贈呈させて
いただきました。
また、式典の最後には 70 周年を記念し新たに制作した曲・歌の披露を行いました。特設合唱団に
は岩渕学長も加わり、盛況のうちに閉会することが出来ました。

〇ご祝辞を頂戴した方々
文部科学大臣 萩生田 光一 様
※代読：文部科学省高等教育局
国立大学法人支援課企画官 後藤
復興庁岩手復興局長 内田 幸雄 様
岩手県知事 達増 拓也 様
※代読：岩手県副知事 千葉 茂樹 様

教至 様

〇感謝状を贈呈させていただいた方々
公益財団法人 尚志社 様
公益財団法人 本庄国際奨学財団 様
公益社団法人 経済同友会 様
佂石市長 野田 武則 様
元盛岡市議会議員 守谷 祐志 様
元岩手大学客員教授 山内 晧平 様
元岩手大学客員教授 長濱 嘉孝 様

『おらはおらにしたがう
〜自己決定権を持つ生き方〜』
講師 若竹 千佐子 氏
（教育学部卒業生、第 158 回芥川賞受賞作家）
聞き手 教育学部教授 今野 日出晴

岩手大学学生歌
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岩手大学学生歌 ♪
作詞：平田 肇
作曲：千葉 了道
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岩手大学創立 70 周年記念歌
♪

虹の翼

♪
作詞：照井
作曲：大場

翠
陽子

咲く前の 花の蕾の くれないに
誰もが生きたことのない
今日を朝日が生み落とす
憧れ胸に燃えたたせ
いのち一輪咲かせたい
ただひとり 何かを求め 旅に出る
あの日浜辺で目に留めた
虹のかけらを懐に
シャツ一枚の帆をあげて
大海原を航（わた）りゆく
肩撫でて 白い翼を 広げよう
一度は破れかけた夢
繫ぎあわせて虹の橋
すべての扉開かれて
翔びたつ風を待っている

照井 翠 氏
教育学部卒業生・俳人・
岩手県立北上翔南高校教諭
大場 陽子 氏
教育学部准教授・作曲家

同日開催

卒業生・修了生と学長との懇談会

岩手大学同窓会連合と岩手大学の共催で全国各地を会場に平成 20 年から継続的に開催している『卒業生・修了生と
学長との懇談会』ですが、第 12 回となる今回は同窓生の皆様にも 70 周年を一緒に祝っていただきたいとの思いから 70
周年記念式典と同日に、岩手大学総合教育研究棟（教育系）北桐ホールを会場に開催しました。
当日は、多くの同窓生にお集まりいただき、岩渕明学長及び小笠原義文同窓会連合会長兼北桐会会長の挨拶の後、担
当理事、各学部長等から大学・各学部及び学部を越えた取組について説明を行いました。さらに現役学生 3 名から留学
経験や学内カンパニーの活動の様子について説明を行いました。併せて、会場の皆様と岩手大学の教育・研究・社会貢
献について懇談・意見交換も行いました。同窓生の皆様と大学執行部が直接意見交換を行う大変有意義な機会となりま
した。

祝 賀 会

会場：ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING

同時期開催

岩手大学震災復興活動展２０１９

【期
間】令和元年 10 月 16 日
（水）
〜 11 月 15 日（金）
【会
場】岩手大学図書館 1 階 アザリアギャラリー
【開館時間】10：00 〜 16：00
※休館日/毎週月曜日、国民の祝日
【展示内容】
地域とともに歩み続けてきた岩手大学の、今日までの復興支援活動を、震災発災からの時間経過に沿って展示しています。写真や
パネルのみならず、佂石サテライトで保有している試作品（コバリオン製品）や三陸沿岸地域で栽培を進めている園芸作物等の実物
展示も行い動きのある展示内容となっております。さらに不来方祭実施期間中（10 月 19 日
（土）〜 20 日（日））は動物移動診療車「ワ
ンにゃん号」も展示され、たくさんのご来場を頂きました。
併せて、岩手日報社様ご協力のもと、図書館ロビーにて震災復興関連写真展を同時開催しています。
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レポーターの真田さん
︵左︶
と大友さん︵右︶

「ガンダイニング」今年も放送中！
岩手大学を紹介するテレビ番組、
「ガンダイニン
グ」を今年も放送しています。10 月から 12 月にか
け、岩手大学の様々な活動や魅力にスポットを当
て、学生生活・研究・地域貢献や東日本大震災か
らの復興への取組などの情報を、地域の皆様に発
信していきます。

放送日：10 月 1 日（火）〜 12 月 24 日（火）
（全 13 回）
毎週火曜日 18:55 〜 18:58 放送
（再放送 24:55 〜 24:58）
IBC 岩手放送（TBS 系列）
岩手県在住の方以外にもご覧いただけるように、
後日公式 YouTube に動画を掲載します。

ホームページに関するアンケートへのご協力について
現在、ホームページに関するアンケートを行ってお
ります。本学のホームページをより良いものとし、皆
様により快適に利用していただくため、ぜひアンケー
トへのご協力をお願いします。
実施期間：令和元年 8 月 1 日〜令和元年 11 月 30 日
（期間延長）

ホームページに関するアンケート：
https://www.iwate-u.ac.jp/enquete-form.html
お問い合わせ先
総務部総務広報課 広報グループ
019-621-6015 kkoho@iwate-u.ac.jp
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編集後記
10 月 19 日の 70 周年記念講演会では、講師の若竹千佐子
さんが『岩手大学が震災復興支援活動に尽力してきたこと
を卒業生として誇りに思う。』とおっしゃいました。
卒業生が誇りに思う大学であり続けるため、岩手大学は
前進を続けます。変わらぬご支援をよろしくお願いいたし
ます。

Hi! こちら岩手大学
岩手大学公式ソーシャルメディアのご案内
岩手大学公式 Facebook、YouTube、学長 Twitter を更新中！ Facebook には、学内カンパニー『i-Connect』の学生が取材した
記事も掲載しています。ぜひ覗いてみてください。
岩手大学公式 Facebook：
https://www.facebook.com/iwate.

岩手大学公式 YouTube チャンネル：
https://www.youtube.com/channel/
UC8ua2BprbPkSvGSMYwK1aOA
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岩手大学総務部総務広報課
2019 年 10 月 発行
〒 020‑8550 盛岡市上田三丁目 18‑8
電話 019‑621‑6015 FAX 019‑621‑6014
E-mail:kkoho@iwate-u.ac.jp https://www.iwate-u.ac.jp/
本誌へのご意見・ご感想をおまちしております。

岩渕学長 Twitter：
https://twitter.com/iwate̲u̲ai2016
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