
12 月 12 日 ( 火 )、「高大接続シ
ンポジウム」が水戸キャンパス
で開催され、高校教員など 150
人が参加しました。
最初に文部科学省大学入試室室
長の山田泰造氏が登壇し、高大
接続と入試改革について説明。
その後は、茨城県教育研修セン
ター教科教育課長の辻武晴氏、
茨城県立並木中等教育学校長で

自らアクティブ・ラーニングの
実践的研究に取り組んでいる中
島博司氏、本学の木村競副学長
と学外での学修活動に取り組ん
だ学生が順次登壇し、それぞれ
の立場から「学力の三要素」に
関わる考え方や取り組みを紹介
しました。
後半のパネルディスカッション
では、アドミッションセンター
から泉岡明センター長・小泉淳
二副センター長も加わり、「入
試については、『選抜』ではな
く高校と大学をつなげる『マッ
チング』と考えるべき」、「『入
試は教育でも研究でもない』と
考えがちな我々大学教員の意識
改革も必要」といった活発な議
論が展開されました。
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今号の一枚

土浦二高・水戸二高で「1day キャンパス」
教員・学生が訪問し高校生たちと交流

地域

高大接続シンポジウムを開催
入試と高校教育のあり方探る

おもなメディア掲載
12/3 読 売 新 聞「 城 謎 解 き の 魅 力 紹 介　
茨城大で連携講座」 図書館
12/4 朝日新聞 「身の回りの地域 小中学
生が地図」 第 18 回いばらき児童生徒地
図作品展、教・村山朝子教授コメント
12/5 日本経済新聞 「水戸、観光客に優
しい街へ」 水戸市の古地図部分の作成に
教・小野寺淳教授協力
12/10 読売新聞 「ドローンで膨らむ夢　
常陸人」正田真悟さん（人文 3 年）
12/12 朝日新聞 「県アンサンブルコン」
大学部門で吹奏楽団最優秀賞
12/12 毎日新聞「温暖化に適した生活、
産業転換必要」毎日新聞社のサイエンス
カフェに三村学長出演
12/13 NHK 水戸『いばっチャオ』 “ つと
豆腐復興 ” 教・調理学研究ゼミ
12/15 読売新聞 「いじめ防止　即興劇で
考える」教・小川哲哉教授
12/16 東京新聞 「難民認定の問題知って　
支援の弁護士、茨大で特別講義」人社・
野田真里准教授
12/17 茨城新聞 「茨城大生が活動を報告　
地域参画、多彩な取り組み 13 日学生地
域活動発表会「はばたく！茨大生」」
12/18 日刊工業新聞「茨城県主要 8 大学
学長が語る」三村信男学長寄稿
12/19 茨城新聞 「茨城大混声合唱団　日
立で２３日演奏会」練習風景取材
12/20 読売新聞「大学入試ネット出願広
がる」茨城大、茨城キリスト教大
12/21 茨城新聞 「日立　サイエンスアー
ト「光のオブジェ」登場｣
12/27 茨城新聞  「旧那珂湊二高　住民と
交流活用探る」サークル ｢High!School」
12/27 茨城新聞 「県内教員ら成果発表」
大学院教育学研究科の大学院生も初参加
12/27 茨城新聞 「学生が栗商品を発売 マ
ルシェ・ド・カサマロン」COC プラス
12/30 茨城新聞 「弘道館の全貌ＣＧ化」
工・熊沢貴之研究室
12/30 茨城新聞  「茨城大生が大洗町に政
策提言」

●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

高校を会場として本学の魅
力を発信する「茨城大学

1day キャンパス」が、12 月 2
日 ( 土 )、茨城県立土浦第二高
等学校、水戸第二高等学校で行
われました。いずれも本学教員
と各高校出身の学生が訪問し、
講義やトークセッションを通じ
て高校生たちと交流しました。
このうち土浦二高では、同校の
1 年生 320 人が出席。本学から
は文系学部から 4 組、理系学
部から 4 組の教員・学生が訪れ、

1 学年の全 8 クラスに分かれて
「茨大研究入門ゼミ」を開講し

ました。これは教員や学生が自
らの高校・大学時代を振り返り
ながら研究内容を紹介するもの
で、高校生たちも時折質問を挟
みながら熱心に受講しました。
その後は体育館に会場を移し
て、5 学部 10 人の学生がトー
クセッションを行いました。高
校生たちにはクリッカーを配付
し、大学にどのような希望を
もっているか、留学に興味があ

工学部の教員・学生が作品の企
画・制作に携わった「サイエン
スアート」の展示・体験イベン
トが、11/18 ～ 1/8 の約 2 ヶ月
間、日立シビックセンター科学
館で開催されました。光や錯覚
の原理を利用したオブジェや、
最新の映像認識技術を活かした
空間作品など、アイディアを凝
らした展示を家族連れなどが楽
しみました。

地域

12 月 2 日 ( 土 )、本学を主催校
として第 10 回関東養護教諭学
生交流会が行われ、東京学芸大・
千葉大・埼玉大から養護教諭養
成課程の学生たちが水戸キャン
パスに集まりました。企画・運
営もほぼすべてを学生が担当。
生越達教育学部長の講演や事例
を用いたディスカッションを通
じて、交流を果たしました。

4大学の養護教諭養成課程の
学生たちが本学で交流

教育・学生

高大接続

日立シビックセンターで
サイエンスアート展

2人の人文学部生が水戸の梅大使に
杉原莉紗さん・米川緩さん

12 月 2 日（土）、茨城大学図書
館の土曜アカデミーと読売新聞
水戸支局との連携講座として、

「魅力！迫力 !! 茨城の城―埋も
れた中世遺跡がいま蘇る―」を
開催しました。読売新聞の紙面
で関連の記事が連日掲載された
こともあり、会場の講堂には県
内外から約 300 人が来場しま

した。
茨城県域には 1000 を超える中
世の城跡があり、大学や自治体
の研究者が発掘調査等に携わっ
ているだけでなく、趣味の一環
で城跡巡りをしながら、その知
見を本などにまとめている民間
の活動も活発です。今回の講座
は、そうした活動をしている茨
城城郭研究会のメンバーと、大
学等の研究者とが一同に会し、
中世城郭研究の意義と城歩きの
魅力について語り合う貴重な機
会となりました。
参加者からは「県内にも多くの
城があったことを改めて知っ
た」「中世研究には城跡の調査
が重要だと認識した」などの感
想が寄せられました。

茨城中世の城郭に注目
土曜アカデミーに 300 人

地域

るかといった質問に回答しても
らいながらトークを進めまし
た。学生たちも高校生当時のエ
ピソードを披露するなどして会
場を沸かせました。
一方、水戸二高では、1・2 年
生の生徒 20 人が出席しアット

ホームな雰囲気で進行しまし
た。大学側、高校側ともに出席
者全員が女性だったこともあ
り、大学生活や受験に向けた不
安や疑問だけでなく、女性とし
ての生き方・キャリアにも触れ
る内容となりました。


