
1 月 18 日 ( 水 )、テーマに沿っ
て新聞記事を選びグループで語
り合う「新聞マルシェ ワーク
ショップ〈ニューステーブル〉」
を茨城新聞社とともに開催しま
した。
大学生のほか、茨城県立那珂高
等学校の生徒約 30 人も参加。

参加者には前日と当日の二日分
の茨城新聞が配られ、図書館の
新聞マルシェスペースに設置さ
れた新聞とあわせて複数の紙面
を広げながら、「地方創生」「若
者」「大学」「就職」「アメリカ」
の中から指定されたテーマに
沿って気になる記事を選択。グ
ループごとにメンバーが選んだ
記事を読みあい、特に共感した
記事、印象に残った記事を話し
合いや投票で決めました。
今回の企画には、茨城新聞の現
役記者もオブザーバーとして参
加しました。そのひとりで同大
卒業生でもある松原芙美記者は

「記事の選び方、感じ方が新鮮
で、取材をする上で勉強になり
ました」と講評を述べました。

1 月 26 日 ( 木 )、「ダイバーシ
ティ研究環境実現イニシアティ
ブ（特色型）」のキックオフを
記念し、「女性研究者がさらに
輝き、活躍するために」と題し
たシンポジウムを開催。教職員
を中心に 83 人が参加しました。
科学技術振興機構プログラム
主管の山村 康子 氏や九州大学
男女共同参画推進室教授の上

瀧 恵里子 氏による発表、本学
教員を含めたパネルディスカッ
ションを通して、女性採用枠な
どのポジティブ・アクションに
ついての議論を交わしました。
パネラーを務めた農学部の西脇 
淳子 助教は、自らの体験から
女性限定公募への理解を訴えま
した。また鈴木 義人 学長特別
補佐は「無自覚な偏見が変わら
ないと、ポジティブ・アクショ
ンへの反発は小さくならない。
女性研究者の割合の数値目標に
対して、ひとつひとつの施策が
どの程度効果があるかをシミュ
レーションし、理解を広げる必
要がある」と指摘。登壇者から
の具体的な助言などもあり、参
加した教職員たちも熱心に耳を
傾けていました。
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今号の一枚

センター試験　緊張の面持ち

道の駅ひたちおおたとの連携で
茨城県北 6 市町の物産展を企画・運営

いばらき地域づくり大学・高専コンソーシアム

研究環境のダイバーシティ 
実現へ向けたシンポジウム

おもなメディア掲載
1/1 毎日新聞 「干拓された千波湖」 
教育・小野寺淳教授
1/1 茨城新聞 「『つと豆腐』復興へ」 
教・石島恵美子准教授
1/5 茨城新聞 「仲間の中で知る『自
分』」 人文・西野由希子教授
1/6 茨城新聞 「大学改革で目立っ
た成果」 学長 インタビュー
1/9 茨城新聞 「『地域元気に』学生
奮闘」 学生参画プロジェクト
1/11 日本経済新聞 「返済不要の
修学支度金」ほか、茨城・毎日・
東京各紙にも掲載
1/13 NHK( 水戸 ) 「学生が選んだ
県北特産品を PR」 大学コンソ・
道の駅ひたちおおた 物産展
1/14 NHK( 水戸 ) 「センター試験
始まる」 茨城大 センター試験会場
1/15 毎日新聞 「働きながら論文
執筆」 人文大学院生・杜螢さん
1/18 日本農業新聞 「茨城県北の魅
力伝える」 道の駅ひたちおおた 
1/18 NHK( 水戸 ) 「自主避難へ問
われる支援」 人文・原口弥生教授
1/21 茨城新聞 「地方 14 紙 読み比
べ」 茨城大新聞マルシェ
1/26 NHK( 水戸 ) 「茨城大学で “ ロ
ボコン ”」 工・住谷秀保助教
1/28 NHK 「ブラタモリ～水戸黄門
は なぜ人気があるのか？～」教・
小野寺淳教授 理・安藤寿男教授
が案内人として出演

●内容についてのお問い合わせや情報提供は、茨城大学広報室（koho-prg@ml.ibaraki.ac.jp ／ 029-228-8008）まで

1 月 14 日 ( 土 ) ～ 15 日 ( 日 )
の 2 日間、「いばらき地域づく
り大学・高専コンソーシアム」
と道の駅ひたちおおたの連携事
業として、県北地域 6 市町の
物産展を開催しました。同コン
ソーシアムからは茨城大のほか
茨城高専、茨城女子短大、常磐
大の学生が参加しました。

「地元学生 Presents　今 HOT な
モノでホッとする　県北冬の物
産展 in 常陸太田」と題したこ
の物産展は、県北地域の振興を

目的に学生たちが企画・運営。
商品の選定についても学生自身
が現地まで足を運んで製造者と
直接交渉し、チーズの味噌漬け
( 日立 ) や、しらす in やりいか
( 北茨城 ) などユニークな品揃
えとなりました。
当日は多数の来場者に混じって
スーパーのバイヤーも視察。売
り切れ品も続出し、地元の常陸
太田産の野菜や肉を使用したキ
ムチ鍋とあわせて好評を得てい
ました。

1 月 18 日 ( 水 )、文科省初等中
等教育局教職員課長の佐藤 光
次郎 氏を招き、「茨城大学教員
養成 FD 今後の教員養成の動向
について」を開催しました。
全学部の教職員に茨城県教育
庁関係者を加えた 300 名以上
(VCS 含む ) が参加。教員養成
の現状と課題、免許法改正に伴
う再課程認定の内容について説
明を受け、理解を深めました。

文部科学省教職員課長を
招き教員養成 FD 実施

FD

社会連携

1 月 21 日 ( 土 )、COC の授業科
目「地域社会と異文化コミュニ
ケーション」と茨城県国際観光
課の協力で、本学の留学生約
60 名を対象とした県内観光モ
ニターツアーを実施しました。
日本人学生たちが考案した笠間
焼体験や袋田の滝見学などの
コースを巡り、参加者たちは感
想などを SNS で発信しました。

留学生約 60 名が参加
県内観光モニターツアー

教育・学生

ダイバーシティ

選んだ記事をシェアして語る
新聞マルシェワークショップ


