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Ⅰ 主な教育活動
Ⅰ－１ 教育実践上の主な業績（過去３年）
（平成27年度）学会発表指導（東北地区高等専門学校専攻科産学連携シンポジウム平成27年12月仙台） 読書感想文コンクール応募作品421編より一次審査通過した42
編から最優秀作品と優秀作品を審査（全編採点した）。高専祭の進学ガイダンスで高専と図書館のPR(高専の歴史と沿革パネル展示、５０周年記念のパワーポイント、オリエ
ンテーション、電子図書館パソコン、図書館便りと双瞳のデジタル版等の特別企画展を実施。
（平成26年度）学会発表指導（日本素材物性学会平成26年度年会平成26年6月秋田）及び東北地区高等専門学校専攻科産学連携シンポジウム平成26年11月仙台）秋田
高専の中学のための科学博士シリーズ（公開講座）担当し、保護者等にも秋田高専紹介や進路相談等を実施した。秋田市立秋田東中学校に訪問し、進路指導担当および
校長（学年主任）に対して高専への進学説明を行った。本校の平成26年度創造教育支援経費に応募して採択された。読書感想文作品集「双瞳」の刊行、読書感想文コン
クール実施。
（平成25年度）中学生に対する一日体験入学、公開講座、見学を担当。中学生のための一日体験入学（約８０名）において「次世代エネルギーと宇宙の謎に迫る」をテーマ
に実施し、科学技術やエネルギーに対する興味関心を高めた。（プラズマ、超伝導、真空、太陽電池の実験を実施した。）本荘北中の電気情報工学科志望者に対し説明を
行った ２）秋田東中へ訪問し高専説明 英文ポスター作成指導 日本素材物性学会誌や表面科学学会誌に投稿指導
Ⅰ－２ クラブ指導における主な業績（過去３年）
（平成27年度）卓球部（主指導教員）（東北地区高専体育大会監督、県内高校、中学校との練習試合実施、秋田市中学校部活動外部指導者、高校総体中央支部大会及
び全県高校総体監督。市民卓球大会６チーム出場、秋田市中総体団体及び個人コーチ、東北中総体コーチ（八戸）、秋田県中学校総合体育大会男子個人準優勝。
（平成26年度）卓球部（主指導教員）（東北地区高専体育大会監督、県内高校、中学校との練習試合実施、秋田市中学校部活動外部指導者、秋田市内中学校男女卓球
部コーチ、高校総体中央支部大会及び全県高校総体監督。市民卓球大会３チーム出場、秋田県卓球協会カデットコーチ（全県ベスト４）
（平成25年度）高専大会、高校総体（中央支部大会、県大会、全県新人戦）、秋田市卓球選手権大会、県民体育大会、県内高校との練習試合、全県高校総体（個人戦）出
場、秋田市民スポーツ祭、秋田県学生卓球選手権大会、男鹿市民卓球大会出場
Ⅰ－３ その他の該当事項（過去３年）
（平成27年度）アクティブラーニング～その課題と可能性について考える～～秋田大学附属図書館アクティブラーニング推進委員会FD、50周年記念誌に図書館の歴史記
事記載、英語授業講義力強化プログラムＦＤ参加
（平成26年度）図書館運営委員会委員長として委員会開催や研究紀要編集部会を招集、図書廃棄基準の制定と図書館の整備、迅速で公正な運営、図書館時間外開館業
務勤務日誌のチェック、学外利用者増対策、土曜日利用者増、専攻科生による学習サポート、図書館談話コーナー改善、中期計画中期目標の検討、東北地区図書館長
会議の協議事項と照合事項検討、委員会議事録等、図書館業務に真摯に努めている。大学図書館の新しいかたち「ラーニングコモンズ」の研究。（ラーニングコモンズを学
習に結びつけるために）
Ⅰ－４ 校務担当(該当年度も含め過去３年)
（平成26～2７年度）図書館長、総務委員会、図書館運営委員会委員長、自己点検評価委員会、広報地域交流委員会、情報処理センター運営委員会、知的財産委員会、
情報処理センター運営委員会、創立５０周年記念式典等専門委員会、研究紀要及び図書館便り編集部会、読書感想文コンクール審査委員長、
（平成28年度）知的財産委員会、技術教育支援センター運営委員会
Ⅰ－５ 担当クラブ等(該当年度も含め過去３年)
（平成26年度～28年度）卓球部 （平成28年度）東北地区高専体育大会卓球競技総務委員長

Ⅱ 主な研究活動（著書・論文等の名称） (過去７年以上．専攻科様式第５号形式とする)
単著
発行又は発表の年月
共著

発行所，発表雑誌
(及び卷号数)等の名称

１．ⅡーⅥ化合物半導体表面の低速電子エネ
ルギー損失分光に関する研究（博士論文）

単著 昭和５６年３月

東北大学

２．ＺｎＴｅの表面状態の解析（修士論文）

単著 昭和５３年３月

東北大学

１．光触媒技術情報

共著 平成２３年２月

神奈川科学技術アカデミー光触媒オープンラボＮｏ．６
９，ｐｐ．２３７～２４４．

藤嶋昭（責任者），植澤裕史，
浅野清光

２．学科横断型プロジェクト研究「ナノテクノロ
ジーを用いた次世代生産技術の創生」研究報
告書（その他６件,平成24年3月作成資料参照）

共著 平成２１年３月

秋田工業高等専門学校，ｐｐ．１～８１．

浅野清光（研究代表），落合雄
二，成田章，田中将樹

1.可視光応答型高効率光触媒酸化チタン薄膜
の開発

共著 平成１９年３月

素材物性学雑誌Ｖｏｌ．２０，Ｎｏ．１，ｐｐ．１～５．

佐々木夢公，浅野清光

２．電気的特性による金属薄膜／ＧａＡｓ接触界
面の研究（その他30件,平成24年3月作成資料
参照）

共著 平成１５年６月

素材物性学雑誌Ｖｏｌ．１６，Ｎｏ．１，ｐｐ．１～６．

佐々木亨，浅野清光

共著 平成28年2月

秋田工業高等専門学校研究紀要 第51号 ｐｐ．１７～２
４．

保坂直寿 ,浅野清光

共著 平成26年2月

秋田工業高等専門学校研究紀要 第４９号 ｐｐ．３３～４
萩野博,浅野清光
０．

著書・論文等の名称

編者･著者名（共著のみ）

Ⅱ－１ (学位論文）

Ⅱ－２ （著書）

Ⅱ－３ （学術論文）

Ⅱ－４ （研究紀要）
１．電気的特性による Er, Sm 薄膜 /4H-SiC
（0001）接触界面に関する研究
2.色素増感フレキシブル太陽電池の開発(その
他１７件,平成24年3月作成資料参照）

Ⅱ－５ （国際学会等発表）予稿集，会議論文集があれば付記のこと
１．Fabrication of Very Thin Glass Film on
Planer High Density Polyethylene by RF
Magnetron Sputtering for Novel High-Pressure 共著 平成25年11月
Hydrogen Gas Container Liner

Proceedings of 20th Regional Symposium on Chemical
Engineering, 2013.11.(RSCE2013Bohol Philippines),
D6, pp.106～111.

T.Sato, M. Miyawakia, K.
Asano, T.Oue and R. Nonaka

共著 平成２０年１２月

Ｔｈｅ ６ｔｈ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ ｏｎＭｅａｓｕｒ
ｍｅｎｔ Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ ｆｏｒ ＭｕｌｔｉｐｈａｓｅＦｌｏｗｓ，Ｎａｈ Ｈ．Ｈａｓｅｇａｗａ，Ｈ．Ｋａｔａｏｋａａ
ａ，Ｏｋｉｎａｗａ，Ｊａｐａｎ，Ｄｅｃ．１５～１８，２００８，ｐｐ．１～ ｎｄ and Ｋ．Ａｓａｎｏ
８．

1.Ｅｒ/n型４H-SiC(0001)接触界面のショットキー
障壁

共著 平成２６年6月

日本素材物性学会平成２６年度（第２４回）年会
2014.6.26.講演要旨集pp.21-22.

２．電気的特性によるＭｏ，Ｐｔ／４Ｈ－ＳｉＣ（０００
１）接触界面に関する研究（その他４０件以上多
数,平成24年3月作成資料参照）

共著 平成２４年３月

平成２３年度日本表面科学会東北北海道支部講演会講
進藤怜史，浅野清光
演予稿集０－07，ｐｐ．１７～１８．

単著 平成１２年６月

真空，特集号 解説記事Ｊ．Ｖａｃ．Ｓｏｃ．Ｊｐｎ．Ｖｏｌ．４３，
Ｎｏ．６，ｐｐ．６６０～６６６．

単著 平成２３年１月

特許第４６５９５１７号

１．光機能性ナノ複合積層薄膜の開発と実用化
研究，ナノテクノロジーを用いた次世代生産技
術の創生

単著 平成２２年９月

秋田高専地域共同テクノセンター第１０回技術研究会講
演，研究公開，成果報告，地域共同テクノセンター報，
第８号，ｐｐ．６４～６５．

２．ナノテクノロジーを用いた次世代生産技術の
創生（その他４０件以上多数,平成24年3月作成
資料参照）

単著 平成２１年１２月

秋田高専産学協力会会報，第４２号，

2．Ｅｆｆｅｃｔ ｏｆ Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｏｆ Ｍｉｃｒｏｂｕｂｂｌｅｓ
ｏｎ Ｏｚｏｎｅ Ｄｉｓｓｏｌｕｔｉｏｎ(その他５０件,平成24
年3月作成資料参照）
Ⅱ－６ （国内学会等発表）

保坂直寿、浅野清光

Ⅱ－７ （解説・総説）
１．オゾン化超純水洗浄
Ⅱ-８ （特許）
１．光触媒の製造方法（その他７件,平成24年3
月作成資料参照）
Ⅱ－９ （その他）

Ⅲ 学内外の主な競争的資金の獲得(採択されたものに限る)（過去７年）
Ⅲ－１ 競争的資金の名称
校長裁量経費、創造教育支援経費、秋田県受託研究、インテリジェントコスモス研究機構新事業創出グループ育成事業、ＪＳＴ秋田県地域結集型共同研究事業，文部科
学省科学研究費補助金基盤研究－展開研究（Ａ）（共同、研究代表者 中西彊 名古屋大学大学院理学研究科教授，マルチバンチスピン偏極電子ビーム源の実用化）、
国立高等専門学校教育改善充実プロジェクト、 あきた企業活性化センター共同研究、文部科学省高エネルギー加速器研究機構との共同研究（リニアコライダー用拡散接
合加速管の高電界化に関する研究，研究代表）、民間企業との共同研究、東北大学金属材料研究所研究部共同研究、あきた企業活性化センター産学官連携研究会支援
事業、秋田大学工学資源学部との学術交流協定に基づく共同研究、その他

Ⅳ 学会等及び社会における主な活動
Ⅳ－１ 所属学会（記載時）
電気学会，応用物理学会，日本材料科学会，日本素材物性学会，日本加速器学会，日本真空協会，日本表面科学会，高エネルギー物理学研究者会議，ＣＥＲＮ ＣＯＵ
ＲＩＥＲ
Ⅳ－２ 外部団体からの受賞および表彰（過去７年）
日本素材物性学会山崎賞受賞
Ⅳ－３ 外部委員会の委員等（過去３年）
（平成27年度）日本素材物性学会常任委員会委員（2015.7～）、第8回素材物性学会国際会議組織委員会委員2016.2～）、青葉工業会秋田県支部高専分会長兼代表幹
事、国際科学技術財団日本国際賞受賞候補者推薦委員
（平成26年度）日本素材物性学会役員会委員、青葉工業会秋田県支部高専部会長兼幹事、国際科学技術財団日本国際賞受賞候補者推薦委員
Ⅳ－４ その他の該当事項（過去７年）
（平成27年度）国境なき医師団及び自然科学研究機構より感謝状。
（平成26年度）国境なき医師団より感謝状。（平成20年度）財団法人東北大学研究教育振興財団理事長西澤潤一氏並びに国立大学法人東北大学総長井上明久氏より感
謝状、（平成２２年度）独立行政法人国立高等専門学校機構論文集「高専教育」編集委員会委員，（平成２３年度）ＡＳＡ ＰＡＲＫ No.47 ５月号 第２７回秋田市立秋田東
中学校卓球部（女子）篇（発行元 ＡＳＡ千秋公園）、東北大学創立百周年記念事業推進実行委員会委員、秋田卓球会館スポーツ尐年団育成会会長，秋田市内中学校部
活動外部指導者、独立行政法人国立高等専門学校機構高等専門学校教員研修（クラス経営・生活指導研修会,機構理事長）修了証書，その他

Ⅴ 担当教科（該当年度を含め過去3年）
Ⅴ－１ 専攻科(該当年度も含め過去３年)(生産：生産システム専攻，環境：環境システム専攻)と略記
(平成２８年度）電子物性（専１生産），生産システム工学特別実験（専１生産）
（平成26年～27年度）電子物性（専１生産），生産システム工学特別実験（専１生産），特別研究（生産指導教員，生産副指導教員），校外実習
Ⅴ－２ 本科(該当年度も含め過去３年)(M：機械工学科，E：電気情報工学科，C：物質工学科，B:環境都市工学科)と略記
（平成２６年～28年度）電気磁気学（４Ｅ），電子回路（４Ｅ），基礎研究（４Ｅ），物性工学（５Ｅ），電気情報工学実験Ⅱ（５Ｅ），卒業研究（５Ｅ）

