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　地域連携事業委員会
　産学官連携サテライトオフィス事業委員会
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とちぎキャンパスネットの電子ブック版が見られます。とちぎキャンパスネットの電子ブック版が見られます。
サテライトオフィスのホームぺージをチェック！サテライトオフィスのホームぺージをチェック！
とちぎキャンパスネットの電子ブック版が見られます。
サテライトオフィスのホームぺージをチェック！
http://www.consortium-tochigi.jp/satellite/

作新学院大学

文星芸術大学

県央産業技術専門校

さくら市の観光PR用キャラクターを
文星芸術大学の学生が制作！

帝京大学 
ニホンウナギにおける
性分化調節機構の解明

第15回 受賞者一覧

第15回 
学生＆企業研究発表会

「めぶき『食』の商談会2019in宇都宮」
栃木・茨城両県の“食の魅力”を
国内外に発信！

「とちぎんビジネスプランコンテスト」で
宇都宮大学農学部の４年生が

優秀賞を受賞

足利大学
●全学応援団が栃木県青少年健全
  育成功労者等として表彰
●工学部機械分野3年次生が総務大臣杯 
  ALL Japan E-Drift Championship 2018で
  優勝

●防災士養成研修講座を開講
●外国人留学生による日本語スピーチ
  コンテスト開催

とちぎものづくりフェスティバル2018が開催！

宇都宮共和大学
学生による景観維持活動

「大谷景観復活プロジェクト」

TOPICS
宇都宮キャンパス
理工学部バイオサイエンス学科



【ウナギは不思議な動物？！】

　ニホンウナギは古くから食べられてきた日本人にはなじみの深い食
べ物であるが、現在食べているウナギのほとんどは養殖ウナギである。
実はこの養殖ウナギは卵から育てたものではなく、ニホンウナギの稚魚
であるシラスウナギを海から採取して育てたものである（図1）。近年で
はこのシラスウナギの不漁などニホンウナギの個体数減少が問題視さ
れている。2010年に国立研究法人 水産研究・教育機構がニホンウナギ
の卵から孵化させる完全養殖実験に成功したが未だ商業化は出来てい
ない。ウナギはヒトと同じように遺伝子による性決定がされている。水
温や集団性などの環境因子によって性分化が行われる可能性があると
考えられるが全くの不明である。

【本学の取り組み】

　我々は、性分化や性成熟のメカニズムが遺伝子の化学修飾機構である
メチル化を介した制御機構（エピジェネティクス＊）に起因していると仮
説を立て遺伝子の発現解析を行なっている。栃木県は内水面養殖業が盛
んであり、那珂川地区では、トラフグ、チョウザメ、ホンモロコの養殖も
注目されている。ニホンウナギについてもウナギの採卵実験を県立馬頭
高校で行っている。我々は産（林屋川魚店；栃木県那珂川町）学（帝京大
学、馬頭高校）の連携事業を立て、学術的成果を発信していくことで官
（栃木県、那珂川町）の地域振興や産学官のイノベーションになると考
え、昨年度は栃木県のコンソーシアムとちぎにて研究助成を受け、研究
をスタートさせた。栃木県独自の養殖を行うことを目指し、日本だけで
はなく世界に発信できる情報・技術を目標に頑張っている。

【これまでに分かってきたこと】

　研究ではウナギの脳と生殖腺で魚類において性転換する際の重要な
遺伝子を解析している。魚類では性分化や性転換は頻繁に起こる現象である。環境による影響を
被りやすい変温動物の進化過程において性決定遺伝子は、性決定システムの最上位遺伝子とし
て、雌雄を決定している。しかし、卵巣あるいは精巣形成の鍵となる遺伝子は進化的保存性を保つ
必要はなく、種によって多様化すると考える事ができる。これらの動物で鍵となるのは、性ホルモ
ン合成酵素の遺伝子と推測され、今回ターゲットにしている遺伝子はその鍵となる遺伝子の一つと考えている。このウナギ

の発生機構の環境や発生影響が遺伝子調節機構にあるのか興味のあると
ころである。「エピジェネティクス」という生物が持つ遺伝子の調節機構
を利用した養殖が可能かどうか新たな産業の開発を目指している。

注釈＊エピジェネティクスとは、栄養や環境などの後天的な因子によって、遺伝子の発

現調節が行なわれる仕組みでヒトでは生活習慣病やガンなどの生活習慣に関わる疾患

との関連性が指摘されている。と同時に、この仕組みは生命現象において生物界に共通

する仕組みである。
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ニホンウナギにおける
性分化調節機構の解明

帝京大学宇都宮キャンパス　
理工学部バイオサイエンス学科
准教授　平澤孝枝

図2　研究室で飼育中のウナギ

図3　ウナギ脳とキンギョ（和金）の脳

図1　ウナギの成長による変態
　　  どこで雌雄が決まるのか？



文星芸術大学
マンガ専攻４年　川島　徹也さんさくら市の観光PR用キャラク

ターを

文星芸術大学の学生が制
作！

さくら市は、シティプロモーション戦略の一環として、
氏家ルートと喜連川ルートの観光スポットをさくら市に縁
のある３人の姫たちと一緒に周遊するデジタルスタンプ
ラリー「嶋子とさくらの姫プロジェクト」を3月から開始し
た。さくら市氏家地区の勝山城にまつわる二人のお姫様
（紅葉姫と雪姫）とさくら市喜連川地区の大蔵ヶ崎城にま
つわるお姫様（嶋子姫）をキャラクター化し、それぞれが
観光スポットの語り部となって町をＰＲするもの。
キャラクターの制作は、地域の文化振興とクリエーター

の育成という観点から、さくら市と相互友好協力協定を
結んでいる文星芸術大学の学生に依頼されることになっ
た。キャラクター制作と背景画を手掛けるのは、在学中に
ＮＨＫのマンガドラマの作画経験もあり、作品の評価も高
い川島徹也さん（マンガ専攻４年）が、学内選考でマンガ専
攻科の教授から推薦を受けて担当することになった。
このプロジェクトは、氏家ルート２か所と喜連川ルート３

か所のラリーポイントに設置されている案内板を探し、Ｑ
Ｒコードをスマートフォン等でスキャンすると画面にキャ

ラクターが現れて、それぞれの観光スポットを紹介すると
いう仕組み。また、無料の専用ＡＲアプリをダウンロード
し、案内板にあるキャラクターのイラストをＡＲマーカー
でスキャンすると、キャラクターと一緒に記念撮影を楽し
めたり、姫キャラを集めるデジタルスタンプラリーに参加
することができる。５か所すべてのスポットを訪れ、スタン
プラリーをコンプリートすると、「道の駅きつれがわ温泉
入浴無料券」がプレゼントされる。
キャラクターを制作した川島さんは、「さくら市を最初

に訪れたとき、その自然の豊かさと、街並みに漂う懐かし
さが印象的でした。この魅力を表現したいと思い、実際に
何度も足を運びました。素晴らしい景色や歴史、文化を多
くの方に伝えるためにこのプロジェクトが架け橋となれば
幸いです。」と話している。
４月は市の名前であるさくらの綺麗な時期でもあり、そ
の後１０連休も訪れる。さくら市では、「多くの方にデジタ
ルスタンプラリーを楽しんでもらい、更にコンプリートし
て、道の駅きつれがわで温泉やグルメ、買い物を楽しんで
もらえることを期待している」としている。
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2019年3月～
スタート

！！2019年3月～
スタート

！ト！



めぶきフィナンシャルグループは2019年1月23日、宇都宮市のマロニエプラザで「めぶき食の商
談会2019 in宇都宮」を開催しました。3回目となる今回は、足利銀行と常陽銀行の取引先を中心とし
た242社が出展し、商談会としては北関東最大クラスの約3,000人が来場しました。この日は、県が地
域企業の海外販路拡大を支援するために招聘した東南アジアや欧州の6ヵ国7社を含む140社のバ
イヤーが国内外から参加し、512件の商談が行なわれました。
出展者からは、「新しく開発した商品を広く知っていただくことで、新たな取引に繋がる可能性を
得た」という意見や「地場の良い商品に出会えた」「今後につながる商談が多数あった」という感想が
寄せられています。中小企業にとって、県外の事業者との情報交換や新規での商談の場を得ること
は希少であることから、常陽銀行との連携による広域ネットワークを活用したこのような商談会は、
出展者にとって販路拡大の貴重な機会になっているようです。
商談会を企画している足利銀行営業推進部の髙原部長代理は、「取引先に販路拡大のチャンスを
提供することや新たなバイヤーとの出会いの場を創造することで、地域企業の発展やビジネスの拡
大に繋がれば嬉しい」、また「この展示会をもっと様々な企業、取引先の皆さまに利用してほしい」と
話しています。
足利銀行では、この他にも地域企業支援の一環として、宇都宮大学、茨城大学、群馬大学、埼玉
大学の4つの大学と連携し、『産学官金連携「めぶきFGひざづめミーティングwith 4u」』を開催しま
した。地域の食関連事業者と大学の先生方で新商品開発や技術課題解決等について「ひざづめ」（少
人数）で意見交換（ミーティング） を行い、アイデアの創出や、新商品開発、イノベーションに繋がる
研究などを支援しています。参加された事業者の中には、大学の先生方との個別相談に発展する
ケースもあり、銀行が研究機関である大学と地域事業者の橋渡し役を担うことで、企業の課題解決
や地域経済の発展を後押しする試みとして期待が高まっています。

宇都宮のマロニエプラザにおいて「めぶき食の商談会2019in宇都宮」が開催されました。出展企業は242社、参加バイヤーは140社、予約
商談件数は500件を超え、来場者は約3,000人となりました。昨年に引き続き、両行から入行2年目の行員（計118名）が”サポート・スタッフ”
として参加し、お取引先の出展ブースなどで来場者への商品提案を手伝いました。

栃木・茨城両県の“食の魅力”を国内外に発信！
足利銀行（めぶきFG）

「めぶき食の商談会2019
 in宇都宮」を開催し、
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「第15回学生＆企業研究発表会」が2018年12月1日（土）、

帝京大学 宇都宮キャンパスにて開催されました。

当日は「地域社会活性化分野A」「地域社会活性化分野B」

「環境エネルギー分野」「ものづくり分野」「医学・医療・福祉分

野」の５会場に分かれて口頭発表、ロビーではポスター発表

が行われました。

また企業発表も行われ、県内企業から(株)アイディと(株)

タスクの2社が参加し、それぞれの会社の取り組み等が紹介

されました。

最優秀賞には国際医療福祉大学 薬学部薬学科5年の佐古 

栞（さこ しおり）さん 他3名 が発表した「脳内ATP感受性カ

リウムチャネルが情動行動に及ぼす影響」が選ばれました。

受賞された佐古さんは「私たちの研究を評価いただき、多

くの方々に認知されることを嬉しく思います。貴重な経験を

させていただき、先生方や仲間たちに感謝いたします。今後

は、さらにリサーチマインドを育くみ、薬剤師として社会貢献

していきたいです。」と感想を述べてくれました。

その他の各賞受賞者は一覧（7ページ）の通りです。

第15回 学生＆企業研究発表会第15回 学生＆企業研究発表会第15回 学生＆企業研究発表会
2018年12月1日(土)　帝京大学 宇都宮キャンパスにて

受賞者のみなさん

主催：大学コンソーシアムとちぎ
学生＆企業研究発表会実行委員会
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最優秀賞受賞の佐古栞さん



受賞者一覧

 

学　　　校　　　名
発　　　表　　　者

国際医療福祉大学
薬学部 薬学科 薬理学分野 ５年

  

宇都宮大学
工学研究科 地球環境デザイン学コース 博士前期２年

  

文星芸術大学
美術学部 美術学科 アート専攻 中村寿生ゼミ ３年

  

小山工業高等専門学校
複合工学専攻 建築学コース 本多研究室 ２年

  

帝京大学
総合理工学専攻 河村研究室 修士２年

小山工業高等専門学校
物質工学科 反応工学研究室 ５年

宇都宮大学
農学部 柏嵜研究室 ４年

宇都宮共和大学
シティライフ学部 山島ゼミ＋都市アメニティ研究会 ３年

宇都宮大学
農学研究科 生物環境調節学研究室 修士１年

宇都宮大学
ｵﾌﾟﾃｨｸｽ教育研究ｾﾝﾀ ー 早崎研究室 博士前期１年

帝京大学
理工学部 情報電子工学科 蓮田研究室 ２年

宇都宮大学
工学研究科 依田研究室 博士前期２年

関東職業能力開発大学校
生産機械システム技術科 １年

宇都宮大学
ｵﾌﾟﾃｨｸｽ教育研究ｾﾝﾀ ー 早崎研究室 博士前期１年

宇都宮大学
ｵﾌﾟﾃｨｸｽ教育研究ｾﾝﾀ ー 早崎研究室 博士前期１年

宇都宮大学
農学部 農作業環境工学研究室 ４年

白鷗大学
経営学部 鈴木ゼミ 観光班 ３年

宇都宮大学
工学研究科 計測・ロボット工学研究室　博士前期１年

小山工業高等専門学校
機械工学科 山下研究室 ５年

足利大学
工学部 大気電気研究室 学部４年

宇都宮大学
工学研究科 計測・ロボット工学研究室 博士前期１年

小山工業高等専門学校
電気電子創造工学ｺｰｽ 情報通信ｴﾈﾙｷﾞｰ研究室 １年

足利大学

白鷗大学

工学部 出井研究室 ４年

経営学部 青崎ゼミ ３年

宇都宮共和大学
シティライフ学部 内藤マーケティング論研究室 ２年

宇都宮大学
工学研究科 計測・ロボット工学研究室　博士前期１年

作新学院大学
経営学部 那須野ゼミ ４年

国際医療福祉大学
薬学部 薬学科 中毒学研究室 ５年

帝京大学
理工学部 情報電子工学科 蓮田研究室 ４年

作新学院大学
経営学部 那須野ゼミ ４年

白鷗大学

白鷗大学

経営学部 青崎ゼミ ３年

経営学部 鈴木ゼミ ３年

国際医療福祉大学
薬学部 薬学科 薬理学分野 ５年

地域経済貢献賞 栃木県商工三団体協議会

(公社)栃木県経済同友会

栃木信用金庫

鹿沼相互信用金庫

 

栃木発，地ビールづくりを見える化する

医療観光による地域活性化　―留学生の視点より―

Instagramによる栃木の魅力発信の可能性

「和紙でくるむ家　古建築アートプロジェクト」

空き家有効活用方策の可能性　―足利市での実践―

栃木県経済同友会賞

栃木県産業振興センター理事長賞 (公財)栃木県産業振興センター

藤井産業(株)

AIS総合設計（株）

(株)カナメ

雨滴電荷計測に基づいた観測点直上の雷雲の簡易監視法の開発

自律型ロボットの設計製作とロボコン世界大会への挑戦

日刊工業新聞
モノづくり地域貢献賞

日刊工業新聞社栃木支局 反応性スパッタ法による膜質制御と光学素子への応用
（共同研究：（一社）光融合技術協会　大谷毅）

（共同研究：サンテック(株) 寺澤智行）

あしぎん賞

大高商事賞 日光の外国人宿泊者増加に向けた観光資源としての「おもてなし」概念
導入の有効性～「おもてなし」の戦略的活用～ 

金　　賞（ポスター） 高品質栃木産イチゴで世界に挑戦

石の街 大谷　―景観活用に向けて―

イチゴ果実のおいしさは見える化できるか

Ｖ-Ａ型小型ＡＣＶの運動特性と災害時利用に対する検討

（共同研究：自治医科大学 川上研究室）

朝日新聞社賞 朝日新聞宇都宮総局
「よしず」製造装置の開発―地元伝統工芸の活性化を目指して―

ポスター最優秀賞
水和性潤滑材ムチンをドジョウの粘液から回収する
～ムチンの新たな大量生産プロセスへの試み～

栃木県経営者協会賞 （一社）栃木県経営者協会 共焦点型表面検出を用いた細胞のフェムト秒レーザー加工

宇都宮機器賞 レーザー生成プラズマを用いた空間光変調

足利銀行

宇都宮機器(株)

カゴメ(株)

(株)大高商事

(株)中村製作所

金ナノロッド含有グリセリンを用いたボリュームバブルディスプレイ

カゴメ賞

金　　賞
インターンシップを通した宇宙用部品の開発と県内宇宙産業振興へのチャレンジ

（共同研究：(株)ﾃﾂｶｸﾘｴｰﾄ 鉢村高史、(株)ｲｰｱﾝﾄﾞｴﾑ 柴田靖宏、(株)大日光・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）　　              

賞    　　　　   名 テ　　－　　マ

最優秀賞（知事賞）

関東経済産業局長賞 空間価値を高めるための身近な環境シミュレーションの活用

金　　賞

金　　賞 もみがら灰のコンクリート用混和材としての利用に関する研究

栃木銀行 看護支援のための体動計測と深層学習による中途覚醒予測法の開発

未来賞 イチゴ収穫ロボットを用いた農業支援システムの開発

カナメ賞 バイオマス資源の地域リサイクル

フタバ食品賞 フタバ食品(株)

ナカムラ・キラリ賞

AIS総合設計賞 伝統的建造物群保存地区における地震防災システムの開発

栃木県南への観光客誘致計画 ～日本版DMOを活用して～

烏山信用金庫理事長賞 烏山信用金庫

(株)壮関

(株)ダイサン

栃木銀行賞

鹿沼相互信用金庫理事長賞

縁をつないでいくこれからも賞

（株）タスク

(株)テラクリエーション

(株)ファーマーズ・フォレスト

(株)フェドラ

(株)ハヤブサドットコム

障がい児たちの未来
―子供たちの未来の道しるべを作る―

那須烏山市『山あげ野外劇場』建設について

（共同研究：県立烏山高等学校「烏山学」研究チーム）

夜間観光の重要性　―時間マーケティングの視点より―

ストレス性精神疾患に関与する新規脳内分子の探索

アジア市場に向けた栃木県農産物の原産国イメージ再構築プロモーション

―Leukemia inhibitory factor の役割―

モデルの検討　～セグメント毎の最適モデル導出に向けて～

近赤外・可視領域カメラを用いたイチゴの非接触品質検査装置の開発

ハヤブサドットコム賞

フェドラ賞

株式会社ファーマーズ・フォレスト賞

ダイサン企画奨励賞

栃木信用金庫理事長賞

ものづくり奨励賞 マイコンを駆使した生活を豊かにするアイデア製品の開発

タスク賞

脳内ATP感受性カリウムチャネルが情動行動に及ぼす影響

（共同研究：栃木県産業技術ｾﾝﾀｰ 岡本竹己、(株)ﾌｧｰﾏｰｽﾞ･ﾌｫﾚｽﾄ 山下創、栃木ﾏｲｸﾛﾌﾞﾙﾜﾘｰ 横須賀貞夫）

佐古 栞（さこ しおり）　他３名

松山 大介（まつやま だいすけ）

石井 花奈（いしい かな）　他５名

須藤 綾華（すとう あやか）

矢島 夏海（やじま なつみ）

山本 悠（やまもと ゆう）　他１名

田中 都（たなか みやこ）

三浦 誠（みうら まこと）

髙橋 大地（たかはし だいち）　他４名

漆原 陸（うるしばら りく）

爲我井 和也（ためがい かずや）　他２名

千葉 泰誠（ちば たいせい）　他１名

加藤 隼人（かとう はやと）

安田 彩乃（やすだ あやの）　他１名

小堀 詩（こぼり うた）　他８名

板谷 翔太（いたや しょうた）　他３名

荒川 直輝（あらかわ なおき）　他２名

野中 知（のなか さとし）　他１名

斎藤 貴大（さいとう たかひろ）　他３名

山口 拓海（やまぐち　たくみ）

熊木 雄也（くまき ゆうや）　他２名

稲毛 基（いなげ もとき）　他４名

大野 ありあ（おおの ありあ）　他４名

久保 敬太郎（くぼ きょうたろう）　他８名

中村 翔平（なかむら しょうへい）　他１２名

古谷 彩乃（ふるや あやの）　他４名

荒井 裕貴（あらい ゆうき）　他１名

DO VAN HAI（ドー バン ハイ）　他７名

渡辺 麗香（わたなべ りか）　他３名

畠 大輝（はた だいき）　他７名

根本 雅也（ねもと　まさや）　他３名

福田 好古（ふくだ よしふる）　他８名

尾形 柚太朗（おがた ゆうたろう）　他３名
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　防災士とは、防災・減災に関する一定の知識と技能を習得

し、組織や地域のリーダーとして活躍する民間資格です。防災

士の資格を取得するには「防災士養成研修講座」受講が必要

条件となりますが、作新学院大学は、栃木県内の大学で防災

士養成研修講座を開講している唯一の大学です。これまで作

新大生を含む大学生、社会人、一般人あわせて延べ２３４名

の方が受講しました。

　２日間の研修会の講師は栃木県防災士会理事長の稲葉茂

氏ら、防災や災害対応、気象の専門家が務め、ハザードマップ

を利用したグループ形式による災害図上訓練、空気の重さを

測る実験やペットボトルや水槽を利用した水の流れの実験な

ども行われました。２日目の講座終了後は、日本防災士機構

による防災士資格取得試験が実施され、合格後、救急救命講

習修了証を含む必要書類を日本防災士機構に提出し、資格

審査をクリアすれば、晴れて防災士として認証されます。

　作新学院大学では、本学に在籍している外国人留
学生による日本語スピーチコンテストが毎年開催さ
れます。今年度も外部団体「宇都宮東ロータリークラ
ブ」、「栃木県国際交流協会」、「いっくら国際文化交流
会」、「宇都宮市国際交流協会」などを招待し、一部の
方には審査員を務めていただきました。他にも本学
と交流のある企業の担当者様方、清原地区住民の方
にもお越しいただきました。
　新たな試みとして、過去５年間に本学を卒業した
留学生を「留学生OB・OG懇談会」に招待し、現在
日本で勤めている9名（東京、埼玉、群馬、茨城）に
お越しいただき、在学生との交流を深めました。今年
度は10名の学生がスピーチを行い、国籍は中国、
ベトナム、ネパールの3か国の学生が出場し、それぞれが日本に来て感じたことなどを発表しました。スピ
ーチの後は学生会館へ移動し、「留学生との交流会」および、スピーチコンテストの表彰が行われました。

作新学院大学で外国人留学生による日本語スピーチコンテストを開催

 作新学院大学で防災士養成研修講座を開講
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表彰式の後　全員での集合写真

災害図上訓練の様子

栃木県防災士会理事長・稲葉茂氏の講義

作新学院大学 防災士養成研修講座を開講

作新学院大学トピックス
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　2018年11月12日、本学の全学応援団が、平

成30年度栃木県青少年健全育成功労者等表彰

式において、栃木県青少年育成県民会議表彰 優

良青少年団体部門で表彰を受けました。全学応

援団がこれまでに行ってきた寄付やチャリティ

ー活動をたたえたものです。  

　全学応援団は、1973年の創団以来、「人を応

援するに足る自分を創る」を基本理念として、よ

り多くの人々に愛され、親しまれ、皆様に必要と

される応援団を目指し、日々活動しています。そ

の一環としてボランティア活動をしており、こ

れまでに、社会福祉法人中央共同募金会、社団法人日本善行会、社団法人栃木県経済同友会、社会福祉法人

足利市社会福祉協議会、栃木県知事、足利市長などから表彰されています。  

　他の学生の模範になるよう今後の活躍が期待されます。

　工学部機械分野3年次生 吉波 隼君が、2018年
11月23日（金）～11月25日（日）に中部国際空港 
セントレアホールで開催された総務大臣杯ALL 
Japan E-Drift Championship 2018（ラジコン
カーのドリフト部門の全日本選手権大会）において
、参加者約150名の中からAWDクラスとRWDク
ラスで優勝しました。  
　吉波君は、オランダで開催されたWorld Cham-
pionship RC Driftにおいて、2016年、2017年と
2年連続で優勝しています。2017年の同大会の参
加者は、30ヶ国から262名が参加していました。  
　他の学生の励みになることと思います。   
　以上の功績をたたえ、2018年12月21日（金）に全学応援団と吉波 隼君を学長表彰しました。

工学部機械分野3年次生 吉波 隼君が
総務大臣杯 ALL Japan E-Drift Championship 2018で
優勝しました   

全学応援団が栃木県青少年健全育成功労者等として表彰されました

(写真左一番上が松本全学応援団長です)

応援団が栃木県青少年健全育成功労者等として表彰されま

足利大学トピックス



学生による景観維持活動
「大谷景観復活プロジェクト」
学生による景観維持活動
「大谷景観復活プロジェクト」

昨年4月、西山ゼミで、観光地として注目が集まっている「大谷の観光
振興に関する調査・研究」をテーマに活動がスタートしました。宇都宮共
和大学シティライフ学部では、実践的な課題発見・解決力を養うため、
街に出ることを奨励しています。学生は大谷の現状を把握するため、
5～7月にかけて数回にわたる現地視察を行いました。そうした中、ある
学生の「私有地の草を刈ったら面白いんじゃないか！？」という一言か
ら「大谷景観復活プロジェクト」が始動したのです。大谷には手入れが行
き届いていない空き地が無数に存在します。学生らが草刈りを行うこと
で、大谷の景観復活を始めていくことになりました。
学生は、7月上旬に企画書を作成し、関わっていただけることになっ

た宇都宮市や地元のまちづくり団
体、造園会社などとの十数回にわたる打ち合わせ、現地視察の末、8月13
日に大谷街道沿い4か所の私有地で草刈りを実施することになりました。
はじめは「単なる草刈り」という軽い気持ちで企画、準備をはじめたのです
が、実施までの1か月間は苦難の連続でした。そもそも空き地が誰の所有
なのかわかりません。草刈り機の調達、草の処分、参加募集など、次から次
へと高い壁が立ちはだかったのです。まず学生は「言うは易く行うは難し」
ということを身をもって学びました。しかし彼らは自身で解決できない壁
にぶち当たる度に、市役所や地元のまちづくり団体などに足しげく通い、
アドバイスや手助けをしてもら

い、課題を解決していきました。そして迎えた当日。学生と市役所、地
元のまちづくり団体の方々50名が集まり草刈りを実施。無事終える
ことができました。
今回の活動で大切なことは、学生自ら地域を歩き、課題を見つけ、
それを行動で示したことです。課題は、外部の方々との緊密なコミュ
ニケーションの中から、一つ一つの壁を乗り越えていきました。8月

の草刈りは景観
維持の観点から
は小さなことか
もしれません。し
かし、本プロジェ
クトで得られた成功体験は、学生の心に深く刻み込まれ、就
職活動やその後の職業人生における糧となるはずです。
本プロジェクトを通して、大谷に関わる方々との信頼関係
も築くことができました。このご縁を大切にし、来年度も大
谷の地域振興のため、教職員も学生とともに汗を流してい
きたいと考えています。宇都宮市主催の「学生によるまちづくり提案発表会」で当プロジェクトが第1位を獲得宇都宮市主催の「学生によるまちづくり提案発表会」で当プロジェクトが第1位を獲得

現地視察の様子現地視察の様子

まちづくり団体との打ち合わせの様子まちづくり団体との打ち合わせの様子

8月13日に実施された草刈りの様子8月13日に実施された草刈りの様子
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株式会社タスク
TSK  LABORATORY, JAPAN

本社/栃木県栃木市惣社町1510-1
TEL/0282-27-0005(代表)
www.tsklab.co.jp

　株式会社タスクは国内の生検針・特殊針メーカーです。ISO認定の
クリーンルームが完備された工場にて医療機器の製造・販売・輸出を行
っております。
　主な取扱製品は、生検針、美容針、骨髄穿刺針、骨髄生検針、TSK骨髄
移植針、ほか検査用針、またOEM製品、その他各種の製品です。

社　名：株式会社タスク
　　　　（英語名：TSK LABORATORY, JAPAN）
創　業：1974年10月17日
資本金：3000万円

　春の花見や秋の社員旅行、誕生月社員昼食会など、
社内行事も盛り沢山。
　また、会社負担で社員にガン保険を付保、社員の資
産形成のためのNISA手当支給など、イベント以外の
福利厚生も充実しています。

栃木を愛する、地元企業です

新卒採用ページQRコード

リクルート

会社概要

最高品質の医療機器を
栃木から世界へ

社員数：260名
主な製品：生検針、骨髄針、特殊針、
　　　　  OEM製品
販売先：国内150社、海外約30ヵ国



　株式会社栃木銀行（取締役頭取　黒本淳之介）は、起業家の輩出と事業化・販売支援等によって地域経
済の発展と活性化に貢献しようと「第3回 とちぎんビジネスプランコンテスト」を開催しました。過去の2
回のコンテストでは応募対象を女性に限定していましたが、第3回目となる今回は、「地域発！羽ばたく起業
家」をテーマに、男女問わず広く“起業家”を募集しました。
一次審査には前回を上回る57名が応募し、3次審査までを通過した5名がファイナリストとして一般公開
による最終審査（プレゼンテーション）に臨み、「糀（こうじ）×赤ちゃん＝新しい離乳食」を発表した小泉泰
英さん（宇都宮大学農学部4年）が見事に優秀賞（とちぎんリーシング賞）を受賞しました。

小泉さんは、農家へ研修に行った際にインターネットで甘酒の販売を経験しましたが、「農業に付加価値
を付けるのは難しい」と悩んでいる農家の方の悩みを聞き、同じ原料のお米でも、発酵させた糀を使えば甘
酒以上に付加価値の高い商品が作れる可能性があるのではないかと感じ、研究を重ねてきました。2018
年5月に株式会社アグクル（資本金100万円）を起業し、糀を使った発酵調味料「おりぜ」を開発しました。糀
には必須アミノ酸やビタミン類が豊富に含まれており、安心・安全な食品として、また、赤ちゃんの新しい離
乳食として商品化できるのではないかと考え、今回のビジネスプランコンテストに応募しました。
優秀賞を受賞したことについて小泉さんは、「最高賞を受賞できなかったことで多少は“悔しい”と感じま

したが、一人でも多くの人に自分の想いを伝えたいという気持ちで応募したので、今ではファイナルの舞台
に立てたことを嬉しく思います」、「賞金は全額、原材料であるお米の仕入れに使いました」と話しています。

「おりぜ」は、今回の受賞を契機にインターネッ
ト（ECサイト）とアンバサダー（ネットワーク型販
売員）によって発売を開始し、順調に売上を伸ば
していますが、お米の乾燥時間や発酵時間、品種
を替えることによる品質への影響などについて
研究を重ね、より高品質な商品に改良しようと
日々奮闘しています。小泉さんは「売る仕組みづ
くりを新たに考えて、発売1年目を迎える2019年
10月までに、累計1万個を販売したい」と意気込
んでいます。

「とちぎんビジネスプランコンテスト」で「とちぎんビジネスプランコンテスト」で
宇都宮大学農学部の４年生が優秀賞を受賞宇都宮大学農学部の４年生が優秀賞を受賞
「とちぎんビジネスプランコンテスト」で
宇都宮大学農学部の４年生が優秀賞を受賞
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優秀賞を受賞した小泉泰英さん（左）

糀を使った発酵調味料「おりぜ」

ビジネスプランコンテスト受賞者と審査員の皆さん
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とちぎものづくりフェスティバル2018が
本校にて開催！

SANGI  NEWS
栃木県立  県央産業技術専門校

●「とちぎ技能五輪・アビリンピック2017」の開催成果
を継承し、若年技能者の育成を図ることを目的とし
て、昨年11月に「とちぎものづくりフェスティバル
2018」が本校で開催されました。
●イベント内で開催された「とちぎものづくり選手権」では、
本校学生が8種目に出場し3種目で金賞を獲得しました。
●併せて、「小中学生ものづくりコンテスト」や「ものづ
くり体験コーナー」、とちぎマイスターによるデモン
ストレーション・作品展示などが開催され、当日訪れ
た約3,000人の来場者がものづくりの楽しさを体験
していました。
●今年は11月2日（土）・3日（日）に開催されます。



キャンパスネット38号 2019年3月11日発行
大学等の高等教育機関１９校、県内すべての高等学校、栃木県立県央産業技術専門校、栃木県
産業振興センター、栃木県産業技術センター、ベンチャープラザ烏山、県庁、宇都宮市各市民セ
ンターおよび図書館、栃木県中小企業団体中央会、栃木県商工会議所連合会（全10ヶ所）、栃木
県商工会連合会（全40ヶ所）、栃木県経済同友会、栃木県経営者協会、那須烏山市役所、烏山図
書館、栃木銀行、足利銀行、鹿沼相互信用金庫、烏山信用金庫、栃木県高校教職員組合、その他
県内の小売店、企業など 

大学コンソーシアムとちぎ
『産学官連携サテライトオフィス事業委員会』
『地域連携事業委員会』

企画・発行

連 絡 先

株式会社ダイサン編集・印刷

〒321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜1-5-40
産学官連携サテライトオフィス

産学官連携サテライトオフィスHP

主な配布先［約300ヵ所］

または 検索

Tel/Fax 028-667-0001
［年1回］

3万部発行（無料配布）

http://www3.jeed.or.jp/tochigi/college/

http://ashikaga.ac.jp/

http://hakuoh.jp
TEL  0285-20-2197

https://www.sc.ouj.ac.jp/center/tochigi/

http://www1.oyama-ct.ac.jp/

TEL  0287-24-3210

TEL  028-627-7111

https://www.iuhw.ac.jp/

http://www.teikyo.jp/utsunomiya/
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とちぎ2020大学大学とちぎ2020大学大学とちぎ20大学

関東職業能力開発大学校

足利大学

イベント情報

宇都宮大学

佐野日本大学短期大学

11/10
SUN
恵風祭（学園祭） ものづくり体験教室、露店等
ポリティックビジョンin栃木

工学部ミニオープンキャンパス コーガク体験6/8
SAT

9/7
SAT

場所：足利大学大前キャンパス

夏のオープンキャンパス7/15
MON   問い合わせ先：028-649-5201（企画広報課）

獨医祭10/13
SUN

10/14
MON

オープンキャンパス6/23
SUN

7/21
SUN

8/4
SUN

8/25
SUN

9/29
SUN

8/3
SAT

8/7
WED

7/31
WED

9/30
MON

8/24
SAT

9/21
SAT

10/5
SAT

4/20
SAT

5/18
SAT

6/1
SAT

6/15
SAT

7/6
SAT

7/15
MON

  問い合わせ先：0285-31-1722（学務課）

工学部オープンキャンパス7/27
SAT

8/3
SAT

8/24
SAT

場所：足利大学大前キャンパス

看護学部オープンキャンパス
7/20
SAT

3/28
SAT

    問い合わせ先：0284-62-9982（入試広報課）

    問い合わせ先：0284-62-0950（学生支援課）

場所：足利大学本城キャンパス

小論文対策講座
8/18
SUN

場所：足利大学本城キャンパス

第51回わたらせ祭
場所：足利大学大前キャンパス

一般入試対策講座
12/15
SUN

場所：足利大学本城キャンパス

さくらフェスタ
4/6
SAT

4/7
SUN

場所：宇都宮大学陽東キャンパス

峰ヶ丘祭
11/23
SAT

11/24
SUN

場所：宇都宮大学峰キャンパス

オープンキャンパス
場所：国際医療福祉大学大田原キャンパス

オープンキャンパス2019
場所：白鷗大学本キャンパス

オープンキャンパス
場所：帝京大学宇都宮キャンパス

自治医科大学

宇都宮
キャンパス

7/21
SUN

8/9
FRI

問い合わせ先：0285-31-1722（学務課）

11/9
SAT
作新祭

問い合わせ先：028-670-3641（学生課）

県央産業技術専門校

作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部

9/14
SAT 産技大祭（学校祭）

問い合わせ先： 0287-24-3210(入試広報室)

国際医療福祉大学
6/9
SUN

7/28
SUN

8/17
SAT

3/8
SUN

7/31
WED

5/25
SAT

6/9
SUN

10/13
SUN

10/14
MON

7/13
SAT

7/28
SUN

8/10
SAT

8/25
SUN

9/21
SAT

10/26
SAT

3/22
SUN

3/22
SUN

宇都宮共和大学・宇都宮短期大学

8/3
SAT

8/4
SUN

すみれ祭11/3
SUN

  問い合わせ先：028-650-6611（事務局）

場所：宇都宮共和大学 宇都宮シティキャンパス

問い合わせ先：0120-890-001（入試部） 

白鷗大学

オープンキャンパス
場所：文星芸術大学

文星芸術大学・宇都宮文星短期大学

問い合わせ先： 028-627-7123

帝京大学
3/23
SAT

6/16
SUN

8/11
SUN

8/18
SUN

7/21
SUN

http://www.consortium-tochigi.jp/satellite/

桜の名所である陽東キャンパスで、満開の桜に合わせて市民の皆さ
んとの交流イベントを開催。ロボットや電気自動車などの体験・展
示のほか、農場物産販売、サイエンスカフェ、ミニコンサート、子供向
け工作教室など、幅広く楽しんでいただけるコンテンツを用意して
おります。

学生主体の大学祭が開催されます。サークルによる模擬店や研究発
表、野外特設ステージでは音楽やダンスのパフォーマンス、お笑い
ライブなどさまざまな企画がございます。

    問い合わせ先：028-689-6004（工学部総務係）

    問い合わせ先：028-649-5097（学生支援課）

北斗祭（学園祭）
10/26
SAT

10/27
SUN

5/26
SUN

7/14
SAT

7/15
SUN

8/18
SUN

2月
詳細未定

場所：文星芸術大学・宇都宮文星短期大学

彩音祭（学園祭）
11/16
SAT

11/17
SUN

場所：宇都宮共和大学 長坂キャンパス

    問い合わせ先：028-625-6888（広報入試課）

    問い合わせ先：028-625-6888（広報入試課）

オープンキャンパス
場所：宇都宮共和大学 宇都宮シティキャンパス・宇都宮短期大学 長坂キャンパス6/1

SAT
7/20
SAT

8/24
SAT

9/28
SAT

体験授業・施設見学・入試相談等
場所：宇都宮文星短期大学5/26

SUN

2/9
SUN

3/22
SUN

7/14
SAT

8/18
SUN

    問い合わせ先：028-625-3737（広報入試課）

    問い合わせ先：028-649-0511（事務局）

    問い合わせ先：028-649-0511（事務局）

    問い合わせ先：028-650-6611（宇都宮シティキャンパス事務局）/028-649-0511（長坂キャンパス事務局）

    問い合わせ先：0284-21-8242（事務室）

    問い合わせ先：028-670-3655（入試課）
    問い合わせ先：028-689-6374

ゼミ研究発表・展示、ビンゴ大会、模擬店等
風花祭(大学祭)10/12

SAT
10/13
SUN

  問い合わせ先：0287-24-3003（学生課）
模擬店、コンサート、サークル活動紹介等

わくわく春の大学体験講座3/21
SAT

2020

体験講座、キャンパス体験、進学ガイダンス等
みかも祭（文化祭）11/2

SAT
11/3
SUN

  問い合わせ先：0283-21-0875（学生支援課）

場所：佐野日本大学短期大学

学科体験入学、キャンパス見学ツアー、入試ガ
イダンス、学食無料ランチ体験、入試&キャン
パスライフ個別相談コーナーなど※内容は変
更する場合があります

各学部学科の見学・体験学習、個別・進路相談、
キャンパスツアー、サークル紹介等

各種コンサート ・体験・イベント ・展示・模擬店・学部・学科コーナー ・共和巻
狩鍋・長坂のサンマ祭り(1８日）

足利短期大学

國學院大學栃木短期大学
織姫祭（学園祭）

10/26
SAT

10/27
SUN

場所：足利短期大学

ウェルカムキャンパス

オープンキャンパス

オープンキャンパス

留学生対象オープンキャンパス

場所：足利短期大学5/25
SAT

7/6
SAT

7/27
SAT

8/4
SUN

9/7
SAT

6/15
SAT

7/21
SUN

9/28
SAT

在学生の案内によるキャンパス見学・体験ツアー、在学生とのフリートーク、学食ランチ体
験、ピアノ体験、入試説明会、個別相談など、イベント体験型のオープンキャンパスです。

展示や模擬店

オープンキャンパス
場所：佐野日本大学短期大学

医学部オープンキャンパス
場所：自治医科大学

問い合わせ先：0283-21-2332（入試事務室） 

問い合わせ先：0285-58-7045（学事課入試広報係） 

全フィールドの体験学習、面接・小論文対策、なんでも相談、学食
体験、キャンパスツアーなど

場所：作新学院大学

場所：作新学院大学

【事前予約制】本学HP専用フォームよりお申込みください。

各学部・学科の教員による学科紹介や、模擬講義、学科棟・研究室案内、
実験・演習体験、入試説明会・AO相談・入試相談コーナー（個別）等

理科離れ対策イベント「エンジョイ！カガク！！」
場所：帝京大学宇都宮キャンパス

問い合わせ先： 028-627-7106(学生サポートチーム)

9/8
SUN

若年層における「理工系離れ」傾向への対策および初等中等教育における「科学
技術・理科教育振興策」への協賛事業として理工系学問分野の体験型イベント。

オープンキャンパス

斯花祭（このはなさい・大学祭）

6/29
SAT

7/20
SAT

11/3
SUN

11/4
MON

7/21
SUN

8/3
SAT

学科・フィールド説明、入試説明、授業体験、入試相
談コーナー、キャンパスツアー、学食体験

部・サークル・ゼミなどによる、公演・展示・発表・模擬店等 

大学説明会、模擬講義、各種相談、施設見学、昼食無料提供、大学
紹介ＤＶＤ上映、募集要項説明会

5/18
SAT

7/27
SAT

8/23
FRI 看護学部オープンキャンパス

場所：自治医科大学

問い合わせ先：0285-58-7447（看護学務課） 

学部説明会、模擬授業、各種相談、施設見学、学生寮見学、図書館
見学、学部紹介ＤＶＤ上映

獨協医科大学
7月
下旬 医学部オープンキャンパス

場所：獨協医科大学

医学講演、実習体験・見学、入試説明、個別進学相談、施設案内、学食体験

8月
上旬 看護学部オープンキャンパス

場所：獨協医科大学

問い合わせ先：0282-87-2108（学務部入試課） 
学部・学生生活紹介、体験講義、学食体験、施設見学、体験演習、個別相談

「お笑いライブ」や「トークショー」など

佐野日本大学
短期大学

放送大学
栃木学習センター

作新学院大学女子短期大学部

問い合わせ先：０２８２－２２－５５１１（入試係）

問い合わせ先：０２８２－２２－５５１１(教学部）

白鷗祭11/3
SUN

11/4
MON

学生による様々な企画や人気アーティストの
LIVEが目白押し！

大学祭：医学講演、医学展示、ドクターヘリ見学会、
花火、お笑いライブ、落語、歌合戦、模擬店等

問い合わせ先：０２８５－２２－９８７２(白鷗祭実行委員会）

問い合わせ先：0282-87-2109(学務部学生課）

2020

2020

2020

2020

2019 2019

2020

4/20
SAT

5/12
SUN

6/1
SAT

7/7
SUN

オープンキャンパス
施設の見学および各科の実習の
見学ができます。
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〈小山中央〉
小山市城山町2丁目3-1
TEL：0800－7003110
営業時間：10：00～19：00
定休日：第4火曜日
（但し祝日の場合は翌平日）

足利銀行

冨士屋
西口

小山中央

4

26331

264
東
北
本
線

東
北
新
幹
線
J
R
小
山
駅

小山
市役所

〈小山羽川〉
小山市羽川517-3
TEL：0800－7001272
営業時間：10：00～19：00
定休日：第4木曜日
（但し祝日の場合は翌平日）

J
R
小
金
井
駅

カンセキ

小山羽川 東
北
本
線

4

44

〈小山城南〉
小山市西城南3-18-9
TEL：0800－7001271
営業時間：10：00～19：00
定休日：第4水曜日
（但し祝日の場合は翌平日）

洋服の青山

二木ゴルフ

小山城南

50

191

339東
北
本
線

ロ
イ
ヤ
ル

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー

スーパー
スポーツゼビオ〈宇都宮一条〉

宇都宮市一条1-3-32
TEL：0800－7001263
営業時間：10：00～19：00
定休日：第4水曜日
（但し祝日の場合は翌平日）

東
武
宇
都
宮
駅

セブン
イレブン

いちょう通り

大通り

宇都宮一条

東
京
街
道

※掲載している画像は実際と異なる場合がございます。※本広告の内容は他の地域では実施していない場合があります。※本広告掲載の内容は、2019年3月10日現在の情報です。


