
本学の学生たちによる茨苑食堂
活性化プロジェクトチーム「日
本一つながる学食プロジェク
ト」が、茨城県天心記念五浦美
術館の企画展とコラボレーショ
ンしたお土産品を考案し、株式
会社坂東太郎の協力によって

「りゅうなんしぇ」として発売
されました。同美術館で開催さ

れている開館 20 周年企画展「龍
を描く―天地の気―」の期間
中（10 月 25 日～ 11 月 26 日）、
館内ミュージアムショップで販
売されます。商品は茨城県産の
お茶味のフィナンシェ（焼菓子
の一種）で、5 個入 1 箱 600 円

（税抜）。企画展が「龍」をテー
マとしていることから、龍をイ
メージして企画しました。茨城
県産の素材にもこだわり、岡倉
天心の『茶の本』に着想を得て
奥久慈茶と猿島茶を使用してい
ます。学生主体の美術展商品企
画は、国内でも大変珍しい取り
組みです。この「りゅうなん
しぇ」は、企画展終了後も水戸
キャンパス学生会館内の茨苑食
堂で販売される予定です。

2017/11
No.28

茨城大学ニュースダイジェスト
発行：茨城大学広報室

029-228-8008  koho-prg@ml.ibaraki.ac.jp

今号の一枚

理学部創立 50周年記念式典、華やかに開催
野依良治氏の記念講演には中高生も多数参加

式典

おもなメディア掲載
10/3 読売新聞 「教職員不祥事相次
ぎ会議」教・金丸隆太准教授講話
10/5 NHK( 水戸 )「茨城ニュースい
ば６」～ 10/6 NHK「おはようニッ
ポン関東甲信越」 「里川カボチャの
紹介」 人文・プロジェクト実習
10/13 日本経済新聞 「ＡＩ運用の開
発加速」工・鈴木智也教授を特任主
席研究員として招いた大和信託の取
り組みなどを紹介
10/15 茨城新聞 「放送大学茨城学習
センター２０周年祝い活動展」三村
信男学長らが来賓出席
10/15 読 売 新 聞 「 箱 根 駅 伝　 予 選
会」茨城大学も出場
10/16 朝日新聞 「第７２回関東合唱
コンクール」【大学ユース合唱】銅
賞＝茨城大学混声合唱団
10/17 日本経済新聞 「学生起業コン
テスト茨城大など創業支援事業」影
山俊男社会連携センター長コメント
10/17 読売新聞 「若者の投票促進企
画続々」学内に期日前投票所　人社・
馬渡剛教授コメント
10/22 茨城新聞 「笠間彩る菊まつり　
第 110 回開幕茨城大生の演出も」
110 回の節目に合わせ、茨城大の協
力による若者目線の展示
10/25 日本経済新聞 「茨城大、農産
物の加工実験設備」
10/27 読売新聞 「常陸の中心　実力
者の墓　舟塚山古墳」人社・田中裕
教授コメント
10/27 産経新聞 「トイレ混雑即時に
把握」水戸黄門漫遊マラソンで、工
学部と連携、ＩＣＴ利用実験

●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

理学 部 が 1967( 昭 和 42) 年
に当時の文理学部を改組

する形で創立されてから今年で
50 周年を迎えたことを記念し、
10 月 20 日 ( 金 )、水戸市内の
ホテル において理学部創立 50
周年記念式典が開かれ、集まっ
た教職員や学生、卒業生、元教
職員等が節目を祝いました。挨
拶の中で折山 剛 理学部長は、
理学部の歴史を概観した上で、
地域特性を活かした原子科学、
宇宙観測の分野などを現在の強
み・特色とし、若手の教員がの

びのびと研究できる環境づくり
を進めていることを説明しまし
た。
また、記念講演ではノーベル化
学賞受賞者の野依良治氏（科学
技術振興機構研究開発戦略セン
ター長）が登壇し、自身の科学
者としての歩みを語ったほか、
参加した若者たちに向けて「君
たちはいったいどこへ行こうと
しているのか。よく考えてほし
い」と問いかけ、地元の中高生
など約 400 名の参加者が熱心
に聞き入りました。

10 月 14 日 ( 土 )、東海サテラ
イトキャンパスで初めての一般
公開イベントを開催しました。
フロンティア応用原子科学研究
センターや理工学研究科量子線
科学専攻の研究分野をベースと
した実験コーナーなど、子ども
向けの企画を充実。近隣地域の
小学生の家族など 100 人以上
が来場し、身近に感じてもらう
ことができました。

地域

先進的または独創的な研究成果
により学会賞などを受賞した研
究者に贈られる学長学術表彰の
平成 29 年度授与式が行われ、
今 年 は 優 秀 賞 3 名、 奨 励 賞 4
名の計 7 名が表彰状を受け取り
ました。本学の教員による優れ
た研究成果を学内外に広めるた
め、11 月 29 日（水）には、今
回受賞した 6 名の教員による
講演会を開催します。

平成 29年度学長学術表彰
7名の教員に授与

研究

学生

東海サテライトキャンパス
で初の一般公開イベント

農学部学園祭「鍬耕祭」開催（10/28-29）
学生のアイディア「傘の道」で彩り

茨大生考案の菓子　天心
記念五浦美術館で販売

平成 29 年度の受賞者と主な研
究業績は下記のとおりです。

【優秀賞】
▶工学部　五十嵐 淑郎 教授

「超微量分析を志向する新規な化学
反応の発見と分析システムの創成」 

（日本分析化学会　「日本分析化学会
賞」）

▶工学部　呉 智深 教授
「高度化された繊維複合材料による

構造物の総合性能向上と長寿命化に
関する独創的な理論構築と革新的技
術開発」（建設に関する繊維複合材
料国際学会「IIFC メダル賞」）

▶工学部　那賀 明 准教授
「超大容量レイヤ統合トランスポー

トシステムの研究開発」（電子情報
通信学会「電子情報通信学会業績
賞」）

【奨励賞】
▶人文社会科学部　鈴木 俊晴 准教授

「労働者の傷病と産業医の関与につ
いての法政策」（日本労働法学会「日
本労働法学会奨励賞」）

▶理学部　大橋 朗 准教授
「超臨界二酸化炭素を抽出媒体とす

る新規な分離・検出系に関する研究」
（日本溶媒抽出学会「日本溶媒抽出

学会奨励賞」）

▶工学部　榎本 忠夫 准教授
"A study on viscous properties 
and small strain characteristics of 
undisturbed gravelly soils"（地盤工
学会「地盤工学会研究奨励賞」）

▶工学部　辻村 壮平 講師
「複数人による知識創造活動を行う

会議に及ぼす室内音環境の影響」（日
本建築学会「日本建築学会奨励賞」）


