
　　

人文社会科学部では、高校生
が茨城県内の地域の魅力を探
求して製作した動画やスライド
ショーを募集する「茨城の魅力
を探求し発信する高校生コンテ
スト」を初めて企画し、進行し
ています。茨城県議会や茨城県

教育委員会の後援のもと 10 月
現在で約 500 人・75 チームが
既にエントリーしています。
10 月 18 日に茨城県庁で開いた
記者会見には、コンテストの運
営に参加し、高校生たちの訪問
相談にも対応している学生も出
席。４年生の猿田倫美さんは、

「コンテンツのアイデア出しか
ら携わっているが、高校生が楽
しんでいることが印象的。そう
して見つけた地域の魅力を発展
させていくのが自分たちの役割
と考えている」と想いを述べま
した。公開発表会は来年 2 月
15 日に水戸キャンパスで行わ
れます。

10 月 26 日、創立 70 周年記念
講演会を東京都内の学術総合セ
ンターで開催し、約 200 人が
参加しました。
例年ホームカミングデーを学内
の会場で開催していますが、今
回は創立 70 周年を記念して初
めて東京都内でイベントを開
催。
三村信男学長、外山彬茨城大学
同窓会連合会会長がそれぞれ挨
拶を述べたあと、佐川泰弘副学

長が、本学のあゆみと記念事業
に関するプレゼンテーションを
行いました。
記念講演は、理学部の岡田誠教
授による「チバニアンと地質時
代」。千葉県市原市の地層「千
葉セクション」の GSSP 認定に
向けた申請活動の裏話にも触れ
ながら、活動の背景や地質学の
おもしろさについて１時間にわ
たって講演し、参加者は興味深
く聞き入っていました。
講演会終了後は懇親会も催さ
れ、各学部の同窓会長による挨
拶のほか、5 月に行われた創立
70 周年記念式典の記録映像上
映、在学生による歌のパフォー
マンスなどが披露され、会場は
大いに盛り上がりました。最後
に参加者全員で声高らかに校歌
を斉唱し、盛会のうちに幕を閉
じました。
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今号の一枚

台風 19 号災害支援チームを発足
学生ボランティア支援、災害調査団結成も

地域・社会

70 周 年 記 念 講 演 会 を 
都内で開催 約 200 人集う

おもなメディア掲載
10/1NHK( 水戸 )『いば 6』「JCO 臨界事故から
20 年　教訓をどう語り継ぐ　続く模索」工・
熊沢紀之准教授らが想い語る
10/1 日本経済新聞「社会人学び直し 好感触　
受講内容充実、今後の課題 ／ 茨城大で再編半
年、企業は「満足」」
10/4 日刊工業新聞「地球温暖化の被害額　今
世紀末 GDP の 8.6％　国環研など試算」ICAS
田村誠准教授ら研究成果
10/5 毎日新聞「 気 候 変 動 理 解 深 め て　 茨
城大で 8 日 グレタさんの演説「語る会」」
10/9NHK( 水戸 )「水害への備え考えるワーク
ショップ」ICAS、地域気候変動適応センター
主催の豪雨災害対策ワークショップ
10/10 朝日新聞「先月の気候行動サミット　グ
レタさん演説　茨大生らが議論」
10/11 朝日新聞「日韓関係の未来を両国の学生
ら語る　23 日 茨大・水戸キャンパス」
10/18 読売新聞「那珂市と茨城大が協定　市職
員に学び直す機会提供」連携協定結び那珂市
職員を対象としたリカレント教育を開始
10/19NHK「＜台風 19 号＞茨城大学生のチー
ムがボランティア」
10/21 日本経済新聞「＜台風 19 号、想定超す
被害＞治水や避難、自治体に課題　予測・監
視体制、見直しも」人社・伊藤哲司教授
10/23 茨城新聞「＜台風 19 号被害＞茨城大 三
村信男学長　防災力超える気象の激化　変動
抑える緩和策必要」共同通信への寄稿記事
10/24 読売新聞「 茨 大 で 日 韓 関 係 語 り 合 う　
悪化懸念、教員ら企画」
10/31NHK( 水戸 )「ベトナムからの留学生がボ
ランティア」日越大学気候変動・開発プログ
ラムの学生たちが災害ボランティアに参加
10/31 茨城新聞「茨城大が災害調査団　台風
19 号 被災地研究、支援へ」

●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

日立キャンパスの正門周辺景観
整備にあたり、バス待合所の
設計デザインの学生向けコン
ペティションが行われ、10 月
1 日に公開審査が実施されまし
た。コンペには工学部の学部生・
大学院生による 8 つのチーム
が参加。オーノ JAPAN 代表の
構造家・大野博史氏らが審査委
員を務めました。
学生たちは模型や CG を使いな
がら自らの設計意図を説明。い
ずれも工学部の成り立ちや地域
の状況を踏まえたレベルの高い
提案で、審査員からの安全性や
素材、コストなどについて厳し
い質問にも真摯に対応していま
した。
審査の結果、建築敷地の形をト
レースするように象った大きな
屋根が特徴的な、理工学研究科
博士前期課程 2 年の中根央喜
さんの作品「Connecting roof」
が最優秀賞を獲得。今後予算内
での実現に向けて調整を進め、
年度内の完成をめざします。ま
た、12 月 7 日に開催する日立
キャンパス正門周辺環境整備の
竣工記念式典において表彰式を
行う予定です。

日立キャンパスの新バス停
学生向け設計コンペを実施

教育70 周年

日韓関係の未来へ向けたスピーチ
多様な学生が想いを提言

高校生が茨城県の魅力を
探求するコンテスト

教育

10 月 12 日から 13 日にかけて
日本各地で猛威をふるった台
風 19 号。本学のキャンパス近
辺も大規模な浸水被害に見舞わ
れました。茨城大学では、発災
後すぐに、被災した学生・教職
員・受験生の支援や、学生等の
ボランティア派遣、災害調査等
の対応方針を決定し、三村信男
学長を座長とする「令和元年台
風 19 号災害支援チーム」を設
置しました。
10 月 16 日 に 災 害 復 旧 ボ ラ ン

ティアを希望する学生向けの説
明会を開いたところ約 250 人
の学生が出席。大学では週末の
バス借り上げなどボランティア
の被災地への移動支援などを実
施しました。
また、10 月 23 日には、「被災
過程解明」「農業・生態系」「情
報伝達・避難行動」「住民ケア
支援」「文化財レスキュー」の
5 つのグループによる調査団も
発足。今後グループにとらわれ
ない調査活動も公募し、多角的

に調査にあたります。
その他、来日中の日越大学の気
候変動・開発プログラムの学生
たちも災害ボランティアに参
加。復旧・復興へ向けて引き続
き本学として多様な支援・調査
を進めていきます。


