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　茨城大学は、創立６０周年を機に、「茨城大学憲章」
を制定しました。
　茨城大学は首都圏北部、茨城県域にある公共の総
合大学です。創立以来６０年間、教育・研究とともに
地域連携を大切な役割と位置づけ、市民と社会から
の期待と要請に応える努力をしてきました。
　豊かな人間性、高い倫理性と社会性をもった人間
を育てることとともに、地域の自然や市民生活、社
会活動などに見出される等さまざまで、具体的な課
題に取り組むことによって、茨城大学は地域の教
育、科学・技術、芸術・文化及び産業振興の拠点と
しての役割を果たすことができると考えています。

そして、教育や研究活動などの成果を広く国際社会
と共有することによって、平和で、自然と共生した
持続可能な社会の創造に貢献できると考えていま
す。このような茨城大学の市民と社会に対する責務
についての認識をさらに高め、大学のあるべき姿を
内外に示すとともに、大学構成員の行動の指針とな
るものとして「茨城大学憲章」が制定されたのでし
た。
　国立大学法人としての茨城大学は、最初の６年間
の目標・計画期間を満了しつつあり、現在「茨城大
学憲章」の精神に基づいて、第２期に向けて力強い
歩みを進める計画を作っています。
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〒３１０－８５１２　水戸市文京２－１－１
電話：０２９－２２８－８００７　FAX：０２９－２２８－８０１９

茨城大学HP
　http://www.ibaraki.ac.jp/
茨城大学同窓会連合会HP
　http://www.ibaraki.ac.jp/rengou/
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茨城大学副学長（大学改革等）　小野　義隆

茨城大学憲章
《HP》http://www.ibaraki.ac.jp/all/kensho.htm

　連合会会報第４号をお届けいたします。連合会
が発足して３年目の今年は、茨城大学創立６０周年
の節目の年でもあり、記念式典が５月に開催され
ました。そこで「茨城大学憲章」が披露され、こ
れからの大学の方向性や学生・教職員の行動指針
が示されました。教育・研究、社会連携など活動

の様子は新聞等にも載っていますが、連合会とし
ましても、これらの活動を支援できるよう大学当
局と連携し会運営に努めていきたいと思います。
　また、学部同窓会や地域・職域同窓会の活動を
紹介することで、互いの情報交換に役立てたく会
報を編集していますので、是非寄稿方お願いいた
します。
 （代表幹事　佐藤　瑛一）

名誉会長　池　田　幸　雄（ 茨 城 大 学 長 ）
顧　　問　白　石　昌　武（ 茨城大学副学長 ）
顧　　問　松　田　智　明（ 茨城大学副学長 ）
会　　長　堀　川　賢　壽　（教育学部同窓会会長）
副 会 長　野　口　芳　男　（文理・人文学部同窓会会長）
副 会 長　鈴　木　昌　友（  理学部同窓会会長 ）
副 会 長　木　曽　正　明（  多賀工業会会長 ）

副 会 長　赤　塚　尹　巳（ 農学部同窓会会長 ）
代表幹事　佐　藤　瑛　一　（教育学部同窓会幹事長）
幹　　事　飯　塚　和　之　（文理・人文学部同窓会幹事長）
幹　　事　金　子　一　夫　（教育学部同窓会幹事）
幹　　事　佐久間　　　隆　（理学部同窓会常任幹事）
幹　　事　小　林　正　典（ 多賀工業会幹事長 ）
幹　　事　中　村　　　豊　（農学部同窓会幹事長）
会計監事　佐　藤　和　夫　（文理・人文学部同窓会幹事）
会計監事　鈴　木　忠　和　（理学部同窓会常任幹事）
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大学憲章を読み上げる池田幸雄学長
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茨城大学理事（事業担当）　

宇野　佑一

水戸キャンパス（改装が終了した人文学部棟） 水戸キャンパス（改装が終了した教育学部棟）
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　茨城大学は、平成２１年５月に
創立６０周年を迎え、「茨城大学
憲章」を制定いたしました。「茨
城大学憲章」において、本学の
進む方向を「教育」・「研究」・

「地域連携と国際交流」を三本柱として行動していく
ことが高らかに宣言されました。
　平成１６年の法人化以後、本学も大きな変革の波に
さらされて参りましたが、その間、特に地域連携に
ついて力を注ぐため学内外組織の充実を図り、平成
１８年９月には、かねてからの懸案であった、各学部
の同窓会を連合した「茨城大学同窓会連合会」を発
足させるにいたりました。
　この後、県内企業や自治体等との連携強化を図
り、地域連携・社会貢献の実績を積み上げて参りま
した。その証として、日本経済新聞社による「第４
回全国大学地域貢献度ランキング」において、本学
は全国の国公私立大学全体の総合ランキング第１４位
（国立大学のみでは第６位）にランクインしており、
全国的にも高く評価されているといえましょう。
　これも一重に、各界でご活躍されておられる卒業
生の皆様の力強いご支援の賜と深く感謝申し上げま
す。
　法人化以後、５年を経過し国立大学を取り巻く環
境はますます厳しさを増しております。この中で茨
城大学がさらに高みを目指すためには、同窓会連合
会の支援基盤強化がさらに望まれるところでありま
す。今後とも、力強いお力添えをよろしくお願い申
し上げます。

　茨城大学同窓会連合会会長

 堀川　賢壽
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　昨年９月２６日、茨城大学同窓
会連合会の第４回総会が茨苑会
館において開催され、来賓とし
て白石昌武理事・副学長をはじ
め多くの大学役員の皆様の出席

をいただきました。
　総会議事では、（１）平成２０年度事業及び会計報告
について、（２）平成２０～２１年度役員について、（３）平
成２１年度事業計画及び予算について、それぞれ原案
通り満場一致で可決承認されました。また、その他
の項（議題）において、「総会の開催時期について」の
提案がありました。総会の開催に当たっては「茨城
大学同窓会連合会会則」第１３条３項に基づき年１回、
会長が招集し議長となり、同条第２項第３号に掲げ
る「予算及び決算に関する事項」他を審議すること
になっており、一方で同会則第１６条に定める本会の
会計年度は、毎年１０月１日から翌年の９月３０日まで
となっています。本総会の開催時期については、例
年この時期（９月最終週の土曜日）に開催してきま
したが、次年度以降については会計監査の関係上、
本会の会計年度終了後に会計監査を実施した上で、
毎年１０月初旬の土曜日に開催することで了承を得ま
した。
　総会後の懇親会〔SHIEN〕においては、各学部の
代表からそれぞれ活発な活動情況が報告され大学側
の共感を得ました。さらに職域・地域同窓会役員か
らも、それぞれユニークな情報が語られるなど、各
学部一体となっての同窓会連合会ならではの親睦と
情報交換が十分に図られて、絆の強さと深さがいっ
そう高まりました。
　連合会が創立されてから、大学と同窓会の距離が
確かに縮まりました。母校創立６０周年、茨城大学憲
章に則り誠心誠意努めたいと思います。何卒ご支援
を賜りますようお願い申し上げます。
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　平成２１年９月２６日（土）に茨城大学茨苑会館にお
いて、午前１１時から第４回茨城大学同窓会連合会総
会が開催されました。
　総会は、堀川会長の挨拶にはじまり、議事として
①平成２０年度事業及び会計報告について　②平成２０
～２１年度役員について　③平成２１年度事業計画及び
予算について　④次年度以降の本総会の開催時期に
ついて、佐藤代表幹事及び事務局から説明があり、
審議の結果、次年度以降の本総会の開催時期につい
ては、１０月初旬の土曜日の開催とすることが満場一

致で承認されました。
　また、１２時からは会場を茨苑会館「SHIEN」に移
し、懇親会が開催され、茨城大学同窓会連合会、各学
部同窓会、職域・地域同窓会及び茨城大学の関係者
約４０名が出席し、茨城大学からの近況報告や各学部
同窓会及び職域・地域同窓会からの活動報告など、
終始和やかな中で情報交換を図ることができました。
　最後は、参加者全員で茨城大学校歌を斉唱し、今
後も同窓会と大学が密接な連携を保ちながら、活動
していくことを祈念して閉会となりました。

平成２１年度　茨城大学同窓会連合会予算
支　　　出収　　　入

備　　　考２１年度予算額２０年度決算額事　　項備　　　考２１年度予算額２０年度決算額事　　項

郵送代等
会報（第４号）５，５００部
同窓会封筒作成、HP管理運営費等

懇談会等経費
職域同窓会総会等経費

円

２０，０００
１５０，０００
５０，０００

５０，０００
５０，０００
９２１，２４２

１，２４１，２４２

円

４，２５０
１１６，０２５

０

５４，７００
０
０

１７４，９７５

１　管理費
　�　通信費
　�　印刷費
　�　事務費
２　事業費
　�　会議費
　�　交際費
３　予備費

合　　計

同窓会連合会会費
（@５万円×５学部同窓会）

円
９４０，２４２

２５０，０００

５０，０００

１，０００

１，２４１，２４２

円
８３８，５６５

２５０，０００

２６，０００

６５２

１，１１５，２１７

１　前年度繰越金

２　会 費 等

３　事 業 費

４　預金利息

合　　計

内　　　容開催場所等事　　業　　項　　目年 月 日
茨苑会館第４回同窓会連合会総会Ｈ２１／９／２６（土）

①会報（第４号）の発行について
②同窓会連合会第４回総会報告について事務局第２会議室第１０回同窓会連合会幹事会Ｈ２１／１２／３（木）

５，５００部事務局（総務課）同窓会連合会会報「第４号」発行Ｈ２２／３／
同窓会連合会事業活動について事務局第２会議室第１１回同窓会連合会幹事会Ｈ２２／６／
①大学運営に係る現状報告について
②各同窓会からの要望等について事務局第３会議室茨城大学役員と同窓会連合会との懇談会Ｈ２２／６／

同窓会連合会総会（第５回）について事務局第２会議室第１２回同窓会連合会幹事会Ｈ２２／８／

平成２１年度　茨城大学同窓会連合会事業計画

平成２０年度（Ｈ２０．１０．１～Ｈ２１．９．３０）　茨城大学同窓会連合会収支決算書
支　　　出収　　　入

備　　　考支出済額支出見込額事　　項備　　　考収入済額収入見込額事　　項

郵送切手代等
会報（第３号）５，５００部
同窓会封筒作成，HP管理運営費等
　
　
第３回懇親会経費
茨大役員との懇談会経費
茨城県庁同窓会平成２０年度総会経費

円

４，２５０
１１６，０２５

０

１１，５００
４３，２００

０

０

１７４，９７５

円

２０，０００
１５０，０００
５０，０００

５０，０００

５０，０００

８１９，５６５

１，１３９，５６５

１　管理費
　�　通信費
　�　印刷費
　�　事務費

２　事業費
　�　会議費

　�　交際費

３　予備費

　　合　　　計

同窓会連合会会費
（@5万円×５学部同窓会）

同窓会連合会第３回懇親会費

円
８３８，５６５

２５０，０００

２６，０００

６５２

１，１１５，２１７

円
８３８，５６５

２５０，０００

５０，０００

１，０００

１，１３９，５６５

１　繰越金

２　会　費

３　事業費

４　預金利息

合　　計

差引残額［収入］１，１１５，２１７円－［支出］１７４，９７５円＝［残額］９４０，２４２円（平成２１年度へ繰越）

内　　　容開催場所等事　　業　　項　　目年 月 日
茨苑会館第３回同窓会連合会総会Ｈ２０／９／２７（土）

①会報（第３号）の発行について
②会則第５条に規定する特別会員（職域同窓会）の加入について
③同窓会連合会第３回総会報告について

事務局第２会議室第６回同窓会連合会幹事会Ｈ２０／１２／４（木）

５，５００部事務局（総務課）同窓会連合会会報「第３号」発行Ｈ２１／２／２５（水）
同窓会連合会事業活動について事務局第２会議室第７回同窓会連合会幹事会Ｈ２１／６／４（木）
①大学運営に係る現状報告について
②各同窓会からの要望等について事務局第３会議室茨城大学役員と同窓会連合会との懇談会Ｈ２１／６／２２（月）

同窓会連合会総会（第４回）について事務局第２会議室第８回同窓会連合会幹事会Ｈ２１／８／１８（火）
①平成２０年度事業及び会計報告について
②平成２１年度事業計画及び予算について茨苑会館集会室第９回同窓会連合会幹事会Ｈ２１／９／２６（土）

平成２０年度　茨城大学同窓会連合会事業報告
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　この度、多賀工業会（工学部
同窓会）の会長に選任された木
曽正明でございます。工学部２９
年電気科の卒業生です。従来、
工業会の役員は、伝統的に学内
の先生の中から選ばれてきまし
た。しかし大学の法人化ととも

に先生方にノルマが課せられ、競争の中にさらされ
るようになり、全く余裕がなくなってしまいまし
た。そこで、前回から組織が変更になり、理事長制
から、会長制になり、工学部長経験の寺門先生が会

長になられました。今回は全く学内のキャリアのな
い私が選ばれました。その上浅学菲才その任にふさ
わしくないものですが、一生懸命に努めたいと思い
ますのでよろしくお願いいたします。
　多賀工業会の会員数は約３万人ですが、同窓会の
活動の大半は１４の地方支部の活動に依存していると
ころが多く、親睦、相互扶助、情報交換等でありま
した。しかし今回の工業会館の完成により、今後は
学生との交流、助成、卒業生による講座等に力を入
れていき、何とか母校の発展に寄与していきたいと
思っていますので、ご支援をお願いいたします。

　平成２１年６月２２日（月）１２時から、茨城大学事務
局会議室において、第３回茨城大学役員と茨城大学
同窓会連合会との懇談会を開催しました。
　この懇談会は、茨城大学同窓会連合会の事業の１
つである「茨城大学との連携及び協力」の一環とし
て、毎年１回開催しているものです。
　大学役員等関係者１３名及び同窓会連合会関係者１１
名の出席の下、池田学長から５月３０日（土）に開催
された「茨城大学創立６０周年記念式典及び地域貢献
シンポジウム」及び「大学憲章の制定」並びに「直

近の新聞報道等に基づく大学の活動状況等」につい
ての近況報告があり、引き続き、各同窓会会長から
各同窓会の近況報告や要望等の意見が提示されるな
ど、昼食をとりながら和やかに懇談が行われました。

多賀工業会会長　木曽　正明
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　平成１６年国立大学法人化と期を同じくして文理・
人文学部の県南同窓会として発足。まずは出来るこ
とから！と喫茶店での語らいの会や地元の小・中学
生の絵画展への協賛等からのスタートとなりました。
　また翌年からは、学部に拘らず地域の同窓が集ま
れる会に！と阿見にキャンパスを置く農学部同窓会
はじめ他学部の方にも声をかけ集まっていただきま
した。
　地域の小さな会ですから、必ずしも昔なじみの同
期生に出会ってとはまいりませんが、学部や年代、
卒業後の生活が異なっていても「同窓」を基軸に、
茨城大学の優れた研究や学生の活動状況に直接接

し、互いに話を交わし校歌を歌っている内に、皆同
じ茨城大学のサポーター仲間なんだ！と先輩・後輩
も含めての新しい繋がりが生まれ、また来年！と集
まってくる仲間の会です。
　６回目の今年の総会も、緑に囲まれた素敵な阿見
のキャンパス内で、直ぐ近隣の学校で活躍されてい
る同窓生にも多数参加いただく中で、現役の学生の
研究成果を見聞きし、楽しい会合が開催出来まし
た。これからも大学当局や各同窓会のご支援を頂き
ながら、より地域に密着した楽しい会に発展出来れ
ばと願っています。

文理・人文学部県南同窓会幹事長　地頭所　惇

《文理・人文学部県南同窓会HP》　http://suikoukai.web.infoseek.co.jp/kennan_index.htm
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　平成２１年９月２６日（土）に茨城大学茨苑会館にお
いて、午前１１時から第４回茨城大学同窓会連合会総
会が開催されました。
　総会は、堀川会長の挨拶にはじまり、議事として
①平成２０年度事業及び会計報告について　②平成２０
～２１年度役員について　③平成２１年度事業計画及び
予算について　④次年度以降の本総会の開催時期に
ついて、佐藤代表幹事及び事務局から説明があり、
審議の結果、次年度以降の本総会の開催時期につい
ては、１０月初旬の土曜日の開催とすることが満場一

致で承認されました。
　また、１２時からは会場を茨苑会館「SHIEN」に移
し、懇親会が開催され、茨城大学同窓会連合会、各学
部同窓会、職域・地域同窓会及び茨城大学の関係者
約４０名が出席し、茨城大学からの近況報告や各学部
同窓会及び職域・地域同窓会からの活動報告など、
終始和やかな中で情報交換を図ることができました。
　最後は、参加者全員で茨城大学校歌を斉唱し、今
後も同窓会と大学が密接な連携を保ちながら、活動
していくことを祈念して閉会となりました。

平成２１年度　茨城大学同窓会連合会予算
支　　　出収　　　入

備　　　考２１年度予算額２０年度決算額事　　項備　　　考２１年度予算額２０年度決算額事　　項

郵送代等
会報（第４号）５，５００部
同窓会封筒作成、HP管理運営費等

懇談会等経費
職域同窓会総会等経費

円

２０，０００
１５０，０００
５０，０００

５０，０００
５０，０００
９２１，２４２

１，２４１，２４２

円

４，２５０
１１６，０２５

０

５４，７００
０
０

１７４，９７５

１　管理費
　�　通信費
　�　印刷費
　�　事務費
２　事業費
　�　会議費
　�　交際費
３　予備費

合　　計

同窓会連合会会費
（@５万円×５学部同窓会）

円
９４０，２４２

２５０，０００

５０，０００

１，０００

１，２４１，２４２

円
８３８，５６５

２５０，０００

２６，０００

６５２

１，１１５，２１７

１　前年度繰越金

２　会 費 等

３　事 業 費

４　預金利息

合　　計

内　　　容開催場所等事　　業　　項　　目年 月 日
茨苑会館第４回同窓会連合会総会Ｈ２１／９／２６（土）

①会報（第４号）の発行について
②同窓会連合会第４回総会報告について事務局第２会議室第１０回同窓会連合会幹事会Ｈ２１／１２／３（木）

５，５００部事務局（総務課）同窓会連合会会報「第４号」発行Ｈ２２／３／
同窓会連合会事業活動について事務局第２会議室第１１回同窓会連合会幹事会Ｈ２２／６／
①大学運営に係る現状報告について
②各同窓会からの要望等について事務局第３会議室茨城大学役員と同窓会連合会との懇談会Ｈ２２／６／

同窓会連合会総会（第５回）について事務局第２会議室第１２回同窓会連合会幹事会Ｈ２２／８／

平成２１年度　茨城大学同窓会連合会事業計画

平成２０年度（Ｈ２０．１０．１～Ｈ２１．９．３０）　茨城大学同窓会連合会収支決算書
支　　　出収　　　入

備　　　考支出済額支出見込額事　　項備　　　考収入済額収入見込額事　　項

郵送切手代等
会報（第３号）５，５００部
同窓会封筒作成，HP管理運営費等
　
　
第３回懇親会経費
茨大役員との懇談会経費
茨城県庁同窓会平成２０年度総会経費

円

４，２５０
１１６，０２５

０

１１，５００
４３，２００

０

０

１７４，９７５

円

２０，０００
１５０，０００
５０，０００

５０，０００

５０，０００

８１９，５６５

１，１３９，５６５

１　管理費
　�　通信費
　�　印刷費
　�　事務費

２　事業費
　�　会議費

　�　交際費

３　予備費

　　合　　　計

同窓会連合会会費
（@5万円×５学部同窓会）

同窓会連合会第３回懇親会費

円
８３８，５６５

２５０，０００

２６，０００

６５２

１，１１５，２１７

円
８３８，５６５

２５０，０００

５０，０００

１，０００

１，１３９，５６５

１　繰越金

２　会　費

３　事業費

４　預金利息

合　　計

差引残額［収入］１，１１５，２１７円－［支出］１７４，９７５円＝［残額］９４０，２４２円（平成２１年度へ繰越）

内　　　容開催場所等事　　業　　項　　目年 月 日
茨苑会館第３回同窓会連合会総会Ｈ２０／９／２７（土）

①会報（第３号）の発行について
②会則第５条に規定する特別会員（職域同窓会）の加入について
③同窓会連合会第３回総会報告について

事務局第２会議室第６回同窓会連合会幹事会Ｈ２０／１２／４（木）

５，５００部事務局（総務課）同窓会連合会会報「第３号」発行Ｈ２１／２／２５（水）
同窓会連合会事業活動について事務局第２会議室第７回同窓会連合会幹事会Ｈ２１／６／４（木）
①大学運営に係る現状報告について
②各同窓会からの要望等について事務局第３会議室茨城大学役員と同窓会連合会との懇談会Ｈ２１／６／２２（月）

同窓会連合会総会（第４回）について事務局第２会議室第８回同窓会連合会幹事会Ｈ２１／８／１８（火）
①平成２０年度事業及び会計報告について
②平成２１年度事業計画及び予算について茨苑会館集会室第９回同窓会連合会幹事会Ｈ２１／９／２６（土）

平成２０年度　茨城大学同窓会連合会事業報告
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　この度、多賀工業会（工学部
同窓会）の会長に選任された木
曽正明でございます。工学部２９
年電気科の卒業生です。従来、
工業会の役員は、伝統的に学内
の先生の中から選ばれてきまし
た。しかし大学の法人化ととも

に先生方にノルマが課せられ、競争の中にさらされ
るようになり、全く余裕がなくなってしまいまし
た。そこで、前回から組織が変更になり、理事長制
から、会長制になり、工学部長経験の寺門先生が会

長になられました。今回は全く学内のキャリアのな
い私が選ばれました。その上浅学菲才その任にふさ
わしくないものですが、一生懸命に努めたいと思い
ますのでよろしくお願いいたします。
　多賀工業会の会員数は約３万人ですが、同窓会の
活動の大半は１４の地方支部の活動に依存していると
ころが多く、親睦、相互扶助、情報交換等でありま
した。しかし今回の工業会館の完成により、今後は
学生との交流、助成、卒業生による講座等に力を入
れていき、何とか母校の発展に寄与していきたいと
思っていますので、ご支援をお願いいたします。

　平成２１年６月２２日（月）１２時から、茨城大学事務
局会議室において、第３回茨城大学役員と茨城大学
同窓会連合会との懇談会を開催しました。
　この懇談会は、茨城大学同窓会連合会の事業の１
つである「茨城大学との連携及び協力」の一環とし
て、毎年１回開催しているものです。
　大学役員等関係者１３名及び同窓会連合会関係者１１
名の出席の下、池田学長から５月３０日（土）に開催
された「茨城大学創立６０周年記念式典及び地域貢献
シンポジウム」及び「大学憲章の制定」並びに「直

近の新聞報道等に基づく大学の活動状況等」につい
ての近況報告があり、引き続き、各同窓会会長から
各同窓会の近況報告や要望等の意見が提示されるな
ど、昼食をとりながら和やかに懇談が行われました。

多賀工業会会長　木曽　正明
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　平成１６年国立大学法人化と期を同じくして文理・
人文学部の県南同窓会として発足。まずは出来るこ
とから！と喫茶店での語らいの会や地元の小・中学
生の絵画展への協賛等からのスタートとなりました。
　また翌年からは、学部に拘らず地域の同窓が集ま
れる会に！と阿見にキャンパスを置く農学部同窓会
はじめ他学部の方にも声をかけ集まっていただきま
した。
　地域の小さな会ですから、必ずしも昔なじみの同
期生に出会ってとはまいりませんが、学部や年代、
卒業後の生活が異なっていても「同窓」を基軸に、
茨城大学の優れた研究や学生の活動状況に直接接

し、互いに話を交わし校歌を歌っている内に、皆同
じ茨城大学のサポーター仲間なんだ！と先輩・後輩
も含めての新しい繋がりが生まれ、また来年！と集
まってくる仲間の会です。
　６回目の今年の総会も、緑に囲まれた素敵な阿見
のキャンパス内で、直ぐ近隣の学校で活躍されてい
る同窓生にも多数参加いただく中で、現役の学生の
研究成果を見聞きし、楽しい会合が開催出来まし
た。これからも大学当局や各同窓会のご支援を頂き
ながら、より地域に密着した楽しい会に発展出来れ
ばと願っています。

文理・人文学部県南同窓会幹事長　地頭所　惇

《文理・人文学部県南同窓会HP》　http://suikoukai.web.infoseek.co.jp/kennan_index.htm
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　茨城大学は、創立６０周年を機に、「茨城大学憲章」
を制定しました。
　茨城大学は首都圏北部、茨城県域にある公共の総
合大学です。創立以来６０年間、教育・研究とともに
地域連携を大切な役割と位置づけ、市民と社会から
の期待と要請に応える努力をしてきました。
　豊かな人間性、高い倫理性と社会性をもった人間
を育てることとともに、地域の自然や市民生活、社
会活動などに見出される等さまざまで、具体的な課
題に取り組むことによって、茨城大学は地域の教
育、科学・技術、芸術・文化及び産業振興の拠点と
しての役割を果たすことができると考えています。

そして、教育や研究活動などの成果を広く国際社会
と共有することによって、平和で、自然と共生した
持続可能な社会の創造に貢献できると考えていま
す。このような茨城大学の市民と社会に対する責務
についての認識をさらに高め、大学のあるべき姿を
内外に示すとともに、大学構成員の行動の指針とな
るものとして「茨城大学憲章」が制定されたのでし
た。
　国立大学法人としての茨城大学は、最初の６年間
の目標・計画期間を満了しつつあり、現在「茨城大
学憲章」の精神に基づいて、第２期に向けて力強い
歩みを進める計画を作っています。
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〒３１０－８５１２　水戸市文京２－１－１
電話：０２９－２２８－８００７　FAX：０２９－２２８－８０１９

茨城大学HP
　http://www.ibaraki.ac.jp/
茨城大学同窓会連合会HP
　http://www.ibaraki.ac.jp/rengou/
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茨城大学副学長（大学改革等）　小野　義隆

茨城大学憲章
《HP》http://www.ibaraki.ac.jp/all/kensho.htm

　連合会会報第４号をお届けいたします。連合会
が発足して３年目の今年は、茨城大学創立６０周年
の節目の年でもあり、記念式典が５月に開催され
ました。そこで「茨城大学憲章」が披露され、こ
れからの大学の方向性や学生・教職員の行動指針
が示されました。教育・研究、社会連携など活動

の様子は新聞等にも載っていますが、連合会とし
ましても、これらの活動を支援できるよう大学当
局と連携し会運営に努めていきたいと思います。
　また、学部同窓会や地域・職域同窓会の活動を
紹介することで、互いの情報交換に役立てたく会
報を編集していますので、是非寄稿方お願いいた
します。
 （代表幹事　佐藤　瑛一）

名誉会長　池　田　幸　雄（ 茨 城 大 学 長 ）
顧　　問　白　石　昌　武（ 茨城大学副学長 ）
顧　　問　松　田　智　明（ 茨城大学副学長 ）
会　　長　堀　川　賢　壽　（教育学部同窓会会長）
副 会 長　野　口　芳　男　（文理・人文学部同窓会会長）
副 会 長　鈴　木　昌　友（  理学部同窓会会長 ）
副 会 長　木　曽　正　明（  多賀工業会会長 ）

副 会 長　赤　塚　尹　巳（ 農学部同窓会会長 ）
代表幹事　佐　藤　瑛　一　（教育学部同窓会幹事長）
幹　　事　飯　塚　和　之　（文理・人文学部同窓会幹事長）
幹　　事　金　子　一　夫　（教育学部同窓会幹事）
幹　　事　佐久間　　　隆　（理学部同窓会常任幹事）
幹　　事　小　林　正　典（ 多賀工業会幹事長 ）
幹　　事　中　村　　　豊　（農学部同窓会幹事長）
会計監事　佐　藤　和　夫　（文理・人文学部同窓会幹事）
会計監事　鈴　木　忠　和　（理学部同窓会常任幹事）
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大学憲章を読み上げる池田幸雄学長
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茨城大学理事（事業担当）　

宇野　佑一

水戸キャンパス（改装が終了した人文学部棟） 水戸キャンパス（改装が終了した教育学部棟）
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　茨城大学は、平成２１年５月に
創立６０周年を迎え、「茨城大学
憲章」を制定いたしました。「茨
城大学憲章」において、本学の
進む方向を「教育」・「研究」・

「地域連携と国際交流」を三本柱として行動していく
ことが高らかに宣言されました。
　平成１６年の法人化以後、本学も大きな変革の波に
さらされて参りましたが、その間、特に地域連携に
ついて力を注ぐため学内外組織の充実を図り、平成
１８年９月には、かねてからの懸案であった、各学部
の同窓会を連合した「茨城大学同窓会連合会」を発
足させるにいたりました。
　この後、県内企業や自治体等との連携強化を図
り、地域連携・社会貢献の実績を積み上げて参りま
した。その証として、日本経済新聞社による「第４
回全国大学地域貢献度ランキング」において、本学
は全国の国公私立大学全体の総合ランキング第１４位
（国立大学のみでは第６位）にランクインしており、
全国的にも高く評価されているといえましょう。
　これも一重に、各界でご活躍されておられる卒業
生の皆様の力強いご支援の賜と深く感謝申し上げま
す。
　法人化以後、５年を経過し国立大学を取り巻く環
境はますます厳しさを増しております。この中で茨
城大学がさらに高みを目指すためには、同窓会連合
会の支援基盤強化がさらに望まれるところでありま
す。今後とも、力強いお力添えをよろしくお願い申
し上げます。

　茨城大学同窓会連合会会長

 堀川　賢壽
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　昨年９月２６日、茨城大学同窓
会連合会の第４回総会が茨苑会
館において開催され、来賓とし
て白石昌武理事・副学長をはじ
め多くの大学役員の皆様の出席

をいただきました。
　総会議事では、（１）平成２０年度事業及び会計報告
について、（２）平成２０～２１年度役員について、（３）平
成２１年度事業計画及び予算について、それぞれ原案
通り満場一致で可決承認されました。また、その他
の項（議題）において、「総会の開催時期について」の
提案がありました。総会の開催に当たっては「茨城
大学同窓会連合会会則」第１３条３項に基づき年１回、
会長が招集し議長となり、同条第２項第３号に掲げ
る「予算及び決算に関する事項」他を審議すること
になっており、一方で同会則第１６条に定める本会の
会計年度は、毎年１０月１日から翌年の９月３０日まで
となっています。本総会の開催時期については、例
年この時期（９月最終週の土曜日）に開催してきま
したが、次年度以降については会計監査の関係上、
本会の会計年度終了後に会計監査を実施した上で、
毎年１０月初旬の土曜日に開催することで了承を得ま
した。
　総会後の懇親会〔SHIEN〕においては、各学部の
代表からそれぞれ活発な活動情況が報告され大学側
の共感を得ました。さらに職域・地域同窓会役員か
らも、それぞれユニークな情報が語られるなど、各
学部一体となっての同窓会連合会ならではの親睦と
情報交換が十分に図られて、絆の強さと深さがいっ
そう高まりました。
　連合会が創立されてから、大学と同窓会の距離が
確かに縮まりました。母校創立６０周年、茨城大学憲
章に則り誠心誠意努めたいと思います。何卒ご支援
を賜りますようお願い申し上げます。




