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大学の本質に立ち返ってビジョンを構想
「みんなの “イバダイ学 ”シンポジウム」開催

創立 70周年

大学の本質に立ち返りなが
ら本学のビジョンを構想

するため「みんなの “ イバダイ
学 ” シンポジウム」は、12 月
22 日に開かれ、教職員や学生、
地域住民など学内外から 150
人以上が参加し、大学をめぐる
議論を展開しました。
このシンポジウムは、本学の創
立 70 周年記念事業である「み
んなの “ イバダイ学 ” プロジェ
クト」のメインイベントとして
企画したもの。開催に向けては
15 人の教職員メンバーが議論
のテーマ（イバダイ学を考える

ための問い）を設定するなど準
備を進めてきました。
シンポジウム第一部は、オック
スフォード大学教授で社会学者
の苅谷剛彦氏が「大学で学ぶと
いうこと―エセ（忖度する）『主
体性』に絡みとられないため
に」と題して特別講演を行いま
した。知識の生産・再生産の一
角に参加する大学の役割につい
て鋭く提言した苅谷氏の講演に
来場者は熱心に耳を傾けていま
した。
第二部では、大学をめぐる 5 つ
の問い――「残る『知』とは何

茨城大学、茨城キリスト教
大学、常磐大学の三大学

は「茨城県の教員養成に関わる
三大学連携協議会」を結成し、
12 月 16 日、水戸市内で発足式
典を開催しました。

三大学はこれまでも多くの教員
を輩出するとともに、現職教員
の研修にも寄与してきました
が、今後は国公私立の枠組みを
超えた連携協議会の下、茨城県
教育委員会とも協力し、教員養

茨城大・茨城キリスト教大・常磐大の三大学
茨城の教員養成に関わる連携協議会を発足

地域 ･社会 成に関わる教育・研究の各種共
同事業を進めていくことによ
り、茨城県における教員養成機
能を強化していきます。
発足式典で茨城大学の三村信男
学長は、「超スマート社会や持
続可能な社会といった次の社会
を担うにあたって、子どもたち
はどういう能力を身につけなけ
ればならないのか、そのために
必要な手助けとなる教員を我々
は養成していくことができる
か。そうしたことを考えながら、
三大学で協議をし、今後茨城県
あるいは周辺の地域の未来のた
めに、幼児教育から高等教育に
至る教育の体制をしっかりとつ
くる必要がある」と述べました。　
また、式典には茨城県教育委員

会の柴原宏一教育長も来賓とし
て登壇し、「学部間の連携に留
まらず、大学同士が連携し、茨
城県の教員養成に関する様々な
取り組みをしてくれるというこ
とは、本当に頼もしく、期待し
ている」と語りました。
その他、発足式典においては、
各大学の代表学生が教育実習の
体験や学内での調査を踏まえた
報告を行い、大学間の有意義な
交流の場がさっそく創出されま
した。
具体的な事業についてはこれか
ら協議していくことになります
が、共同での講習会や研修会の
開催、茨城県の教員養成に関わ
る共同研究などを構想していま
す。

か？」、「大学における『学び』
とは何なのか？―過去・現在・
未来」、「いばらきのイノベー
ションと雇用―大学は何ができ
る？」、「グローバル化ってしな
きゃいけないんですか？」、「地
域空間と大学―キャンパスは進
化する？」―ごとのグループに

分かれ、参加型のディスカッ
ションを行いました。
今後プロジェクトでは、本シン
ポジウムでの議論を踏まえ、イ
バダイ学からの「仮説」として、
同大のビジョンを組み立て、今
年 5 月に開催する創立 70 周年
記念式典で発表する予定です。

農学部の附属農場である国
際 フ ィ ー ル ド 農 学 セ ン

ターが、12 月 10 日、農業生産
における食品安全、環境保全、
労働安全等の持続可能性を確保
するための生産工程管理が取り
組まれていることを示す GAP

（Good Agricultural Practice）
の認証を取得しました。
全国有数の農業産出額を誇る茨
城県において農業の国際化・高
度化が課題となっている中、本
学農学部は 2017 年 4 月に学部
改組を行い、世界と地域で活躍
する実務型農学系人材の育成を
目標に掲げた教育を進めていま
す。それに伴い、昨年 4 月に
は、従来の附属フィールドサイ

エンス教育研究センターを改組
して附属国際フィールド農学セ
ンターを発足し、国際基準に準
拠した農業生産工程管理を有す
る教育・研究フィールドとして、
学生、教員、地域の農家や企業、
海外出身者などさまざまな農業
関係者の活用を促すため、国際
認証である GAP 認証の取得に
向けて準備を進めてきました。
今回同センターが取得したの
は、GAP の一種である「JGAP
青 果 物 2016」 と「JGAP 穀 物
2016」の認証です。JGAP の認
証にあたっては、農薬、肥料、水、
土、放射能などの管理の工程に
ついて、120 以上の基準項目に
基づいて第三者機関による審査

農学部附属国際フィールド農学センターが
GAP認証を取得　国際標準の食の安全を確保

地域 ･社会 が行われますが、同センターは
これらの基準を満たし、認証取
得に至りました。
小松﨑将一センター長は、「国
立大学の附属農場自体が GAP
認証を受けるのは、宮崎大学に
続き 2 例目であり、とりわけ
首都圏・関東地方において持続

可能な農業を支える人材や技術
を育てる上で、本学が果たせる
役割は大変大きなものになると
考えている」と話しています。
今後は、国際標準の農業生産シ
ステムに関わる教育・研究実践
を通じて、人材育成や地域農業
の発展に貢献していきます。



　

本学の若手職員 14 人を対象と
した企画立案型研修「若手テー
マ 学 習 会 」 の 最 終 報 告 会 が、
12 月 13 日に開かれました。
この研修は、新しい取り組みや
制度等の企画から実施までを一
貫して体験させることで、業務
改善・改革の意識や企画立案能
力の醸成を図るものです。
研修では、大学が抱える「働き
方改革」、「収入増加」、「地域連

携」、「業務効率化」、「学生サー
ビス向上」という 5 つの課題
をテーマに、グループに分かれ
て方策を立案。具体的には、「テ
レワーク制度の導入」、「学内の
クラウドファンディングプラッ
トフォームの構築」、「地域ゆか
りのアニメ作品等とコラボした
企画の開催」、「勤務時間管理シ
ステムの導入」、「学生サービス
向上・業務効率化（各種申請の
Web 化）」を企画案として設定
し、担当課の職員をオブザー
バーとしながら、企画の実現に
向けた検討を行いました。
報告会には約 100 人の職員が
参加し、活発な意見交換が行わ
れました。今回の研修で立案さ
れた企画の一部は、実現に向け
て準備が進められています。

●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

12 月 18 日、文科省の補助事業
である「ダイバーシティ研究環
境実現イニシアティブ事業（特
色型）」の中間総括シンポジウ
ム「戦略としてのダイバーシ
ティ推進とイノベーション創出
に向けて」を開催しました。
本年度が 6 年間に及ぶ事業計画
の中間年にあたることから、本
学の 3 年間の取り組みや成果
を報告するとともに、大学戦略
としてのダイバーシティ推進の
あり方と今後の展望を描くもの

として企画されました。
基調講演では、名古屋大学副理
事の束村博子さんが「組織活性
化の戦略としてのダイバーシ
ティ＆インクルージョンのすす
め」と題し、「生物学的な性の
成り立ちでは、男女に差はない。
戦略としての女性活躍促進を通
じた多様性（ダイバーシティ）
創出が組織を活性化させる」な
どと語るとともに、学内保育
園の設置や女性研究者のトップ
リーダーの顕彰など、同大にお
ける取り組みを紹介しました。
後半は、原口弥生ダイバーシ
ティ推進室長、金野満学長特別
補佐、大学院理工学研究科の飯
沼裕美准教授、株式会社日立製
作所研究開発グループの吉成清
美さんが登壇するパネルディス
カッションで、「女性研究者を
いかに増やすか」をテーマに活
発な議論を展開しました。

今号の一枚

第 14 回茨城学生国際会議を開催
学生・留学生・高校生など 166 人の Ring

国際

おもなメディア掲載
12/2 読売新聞「新時代の食と農 考 
える 茨城大で読売連携講座」
12/2 茨城新聞 「『いばらき児童生徒
作品展』地図製作し環境学ぶ　水戸　
甲野藤君（茨城大付属小）最優秀賞」
12/3 毎日新聞 「三浜駅伝　茨城大
が男子総合 V」那珂湊・平磯・大洗
を駆け抜ける第 73 回三浜駅伝競走
大会 小野隼太選手が 8 人抜き
12/5 NHK『いば６』 「空き家を活用
で茨大生が改修作業」工学部の学生
が空き家をシェアハウスに改修
12/5 茨城新聞 「県議選×学生アン
ケート（茨大・筑波大・常磐大）」
人社・佐川泰弘教授コメント
12/6 茨城新聞「『障害の同僚、見守っ
て』サポーター養成講座 臨床心理
士が説明」本学図書館で行われた職
員研修の模様を取材
12/13 茨城放送『ミツコ de リラッ
クス』 「ほっとボイス／みんなの “ イ
バダイ学 ” シンポジウム」佐川副学
長ほかスタジオ生出演
12/13 日本経済新聞 「茨城大、付属
農場で『GAP』取得」
12/13 茨城新聞 「地域資源の活用探
る　行方で茨城大生　ファーマーズ
ヴィレッジ現地見学、取り組み学ぶ」
人社・地域行政課題特講の一環
12/14 茨城新聞 「3 大学、教員養成
へ協議会　キリスト・茨城・常磐　
16 日発足、機能強化」
12/17 NHK『いば 6』 「地球温暖化対
策 茨城大 三村学長に聞く」COP21
を受けたインタビュー
12/19 日刊工業新聞 「茨城特集／県
内大学発ベンチャーがつくる未来」
本学教員のベンチャー 2 社を紹介
12/21 茨城新聞 「地域貢献 学生が報
告 茨城大 8 グループ 被災地支援、
空き家活用策」はばたく茨大生取材
12/23 茨城新聞 「＜ " イバダイ学 "
シンポ＞茨城大の理想像探る　水戸 
特別講義やチーム討論」

学生による学生のための「第
14 回 茨 城 学 生 国 際 会 議

（ISCI）」 が、 １2 月 1 日・2 日
の 2 日間にかけて開催されま
した。
今回は、人と人とのつながりが
小さな輪から大きな輪へと広が
るように、ISCI を通して学生ス
タッフと参加学生のつながりを
国境を越えた繋がりへと発展さ
せたいという考えから、テー
マを「Ring Link ～ Beyond the 
border ～」に設定しました。

会議には、2 日間で茨城大学の
学生・留学生のほか、県内の高
校生を含む 166 名が参加。2 日
目には、ドキュメンタリー映画

『happy ～しあわせを探すあな
たへ』の上映会及び本映画プロ
デュサーである清水ハン栄治氏
を招き、参加学生との意見交換
会を行いました。高校生を含む
多くの参加者が手を挙げ、活気
に溢れたディスカッションとな
りました。
また、昨年度開かれた第 13 回

若手職員企画立案型研修
大学の課題に意欲的な提案

ガバナンス

ダイバーシティ

冬のキャンパスほのかに灯す
手づくりのイルミネーション

ダイバーシティ推進事業
中間総括シンポジウム開催

と同様に、2 日目の午後に水戸
市内でエクスカーションを実
施。高校生・留学生を含む 68
名が参加しました。徳川ミュー
ジアムツアーでは、日本人参加
学生が展示品について留学生に
英語で説明する場面が多く見ら

れました。水戸市国際交流協会
では、常磐高校茶道部のボラン
ティアによる茶道、本学学生の
ボランティアによる書道、けん
玉のブースで日本文化を体験
し、互いに交流を深めました。

地域・社会

図書館読売新聞連携講座
茨城の新しい農 ･食を発信
12 月 1 日、図書館土曜アカデ
ミーの「読売新聞連携講座・茨
城から考える新たな時代の食と
農業」を開催しました。
講座では、農学部の宮口右二教
授の進行のもと、県の農産品の
輸出を積極的に進めているジェ
トロ茨城所長の木ノ本知弘さ
ん、農学部が連携協定を結んで
いる守谷市において農業を核と
した新しい地域づくりに取り組
んでいる「もりあぐ」の伊東明
彦さんが、それぞれの最新の活
動を紹介しました。
また、農学部の成澤才彦教授は、
植物の根などに棲む菌類「エン
ドファイト」の特性を活かした
新しい農法について説明。会場
に集まった生産者などから、具
体的な技術等について多くの質
問が出されていました。
会場では、守谷市の実験圃場で
エンドファイト農法によって栽
培されたトマトを来場者にプレ
ゼント。おいしくほおばる姿を
見ながら、栽培した新規就農者
の並木大輔さんも喜んでいる様
子でした。


