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大学コンソーシアムとちぎ
　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

発 

行

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！
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.tochigi-satellite.jp/　

県央産業技術専門校

佐野日本大学短期大学

足利大学・足利短期大学

作新学院大学
作新学院大学女子短期大学部

自治医科大学&宇都宮大学

●最先端先導的経営特別講演会
  を開催
●学生企画わいわいひろば
  子育て支援イベントを開催

●出張授業活動

●大学を超えた共同研究支援事業

●「Cacao Challenge Project」

第16回 受賞者一覧

第16回 
学生＆企業研究発表会

「ものづくり企業展示・商談会2019」
を開催

宇都宮大学発のベンチャー企業が
とちぎんビジネスプランコンテストで

優秀賞を受賞

●まちのにぎわい創出に取り組み
●足利長寿研究（横断研究）の結果、
  長寿者の認知機能低下の機序の
  一部が解明

●学生が活躍する子育て支援活動
 「親子遊びの会」

宇都宮共和大学

TOPICS



　令和元年10月17日、12月5日、12月19日の3日間、作新学院大学において、

地域協働広報センター主催、大学コンソーシアムとちぎ共催の最先端先導的経

営特別講演会を開催しました。

　今年度の第1回目はトヨタウッドユーホーム株式会社取締役相談役の中津正修氏をお招きして「第4次産業革

命への期待」をテーマに、第2回目は株式会社開倫塾の代表取締役社長で塾長でもある林明夫氏をお招きして

「地域経済の発展は人材育成から」をテーマに、第3回目は株式会社かましん代表取締役社長の若井禎彦氏をお

招きして「豊かな未来を拓く次世代スーパーマーケットを目指して」をテーマに講演していただきました。3講

演会とも学生と一般市民が参加して開催し、将来、産業界、教育関係、流通業界など先導的企業に就職を考えてい

る学生にとっては非常に役に立つ講演でした。作新学院大学では今後も講演会を一般市民に公開し、地域の皆さ

まのお役にたち、また栃木の学生の将来のキャリア形成につながる講演会を開催する予定です。
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作新学院大学で最先端先導的
経営特別講演会を開催しました

　幼児教育科2年生の授業「保育実習指導Ⅱ」「乳児保育Ⅱ」1年生の授業「児童文

化Ⅱ」の一環として、地域のお子様（0～3歳児）と保護者の皆様に向けた「学生企

画☆子育て支援イベント」を5月9日、5月16日、6月13日、11月28日、1月10日の

5回にわたって実施しました。

　「音楽と触れ合おう」では学生が考えた「歌遊び」「リズム遊び」合奏など、音楽

に合わせて体を動かし楽しんでいただきました。

　また、「手作りおもちゃがいっぱい」「児童文化財を親子で楽しもう」をテーマ

にした企画では、学生手作りのおもちゃやゲームにも興味をもって遊んでいた

だき、「ボールプール」「ピンボールバイキング」など学生が考えたゲームを楽し

んでいただきました。子どもたちとの触れ合いはもちろん、子育て支援の重要性

や保護者理解について、実践的に学びを深める貴重な機会となりました。

作新学院大学女子短期大学部で
学生企画わいわいひろば
子育て支援イベントを開催しました

中津 正修氏の講演（10/17） 若井 禎彦氏の講演（12/19）

音楽と触れ合おう・合奏

手作りおもちゃがいっぱい

林　明夫氏の講演（12/5）

作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部のトピックスTOPICS
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　宇都宮共和大学子ども生活学部には、地域社会貢献を担う「子育て支援研

究センター」があります。「親子遊びの会」はその事業の一つで、子どもの遊び

の支援、親子関係の支援、家族同士の繋がり作り支援を目的に様々な遊び・活

動を行っています。

　参加者は、地域の子育て家庭で、子どもの年齢は主に0歳～6歳です。活動

は、親子で過ごす時間、保護者と教員の懇談、子どもの遊びの時間で構成さ

れ、親子で過ごす時間には活動のテーマを設け、自主的に活動に参加してい

る学生ボランティアを中心に、活動の計画と準備、当日の運営、遊びの支援を

行います。

　2019年度は年間の活動テーマを『親子で楽しむ絵本の世界』とし、絵本に

ちなんだ活動、環境構成、教材を検討して、子どもも保護者も主体的に参加し

楽しめることを目標としてプログラムを作成しました。9月に行われた『絵

本の中の運動会』では、学生達は絵本の世界に入り込んで運動会を楽しむこ

とをねらいとして、絵本のストーリーにちなんだ競技を考案しました。

　「はらぺこあおむし障がい物競争」：子ども達があおむしになりきり食べ物

を貼ったトンネルをくぐり、蝶の羽をつけてゴール。その後も飛ぶ真似をし

て楽しむ姿が見られました（写真1）。「大きなかぶ綱引き」：カラーポリ袋に

枕を入れ、大きくとも安全な「かぶ」を作成。子どもたちに大好評で「もう

一回！」と言う声が沢山聞こえ、保護者も応援し一緒に楽しんでいました（写

真2）。「桃太郎玉入れ」：子どもたちは桃太郎になり、鬼役が背負う籠をめが

けて玉を投げます。鬼役は卒業生が行い盛り上げてくれました。運動会後に

絵本の読み聞かせをすると、子ども用の椅子、運動会の応援で使用したポンポン、絵本読み聞かせで使用した

赤いボタン（手作り）を使い『お風呂電車』という遊びが

子どもの発想によって展開されました（写真3）。

　幼児教育・保育を学ぶ学生が遊びプログラムを開発

する→参加した子どもがのびのびと遊ぶ→楽しそうな

子どもの姿に保護者が笑顔になる・子どもと学生が遊

ぶ間安心して子育て相談ができる→活動を通して学生

は環境構成、教材研究、子どもへの援助を学ぶ→実践力

をつけて保育者として現場に出ることができ、地域の

親子に還元できる。この循環が子ども・保護者・保育者

から「栃木を元気」にすると考え、今後もこの活動を続

けたいと考えています。

学生が活躍する子育て支援活動
「親子遊びの会」

2019年度「第16回学生＆企業研究発表会」で金賞受賞

写真1：はらぺこあおむし障がい物競争

写真2：大きなかぶ綱引き

写真3：お風呂電車

宇都宮共和大学のトピックスTOPICS

2019年度「第16回学生＆企業研究発表会」
地域人材育成分野金賞受賞



会場の様子 会場の様子 開会式

2019年11月12日(火)、マロニエプラザ大展示場（宇都宮市）にて足利銀行が主催する「ものづくり企
業展示・商談会2019」が、栃木県内の信用金庫･信用組合等との共催で行われました。
本商談会は、出展企業による技術・製品の展示の他、新たなビジネスパートナーを求める企業との個
別商談会が設けられるなど、地元製造業者のビジネスマッチングや取引先の販路拡大を支援する目的
で開催されています。商談会当日には、関東圏内の製造業者198社が一堂に会し、取引先やバイヤーな
ど約1,250人が来場されました。効率的な商談ができるよう予約制で行われた個別商談会には、例年よ
り多い343組が参加されました。特設ブースには、落下衝撃や巻き込まれ等の労働災害体感コーナー
「安全道場」や、RPA体験コーナーが設けられ、「ものづくり現場」における最新のソリューションを来場
者に体験していただきました。
商談会を企画している足利銀行営業推進部の桜井部長代理は、「本展示・商談会を通して、取引先の

ビジネスが大きくなり、延いては地域経済の発展に貢献していけたら嬉しい」、また、「栃木県内の色を
強く出すために、これからも新たな仕掛けを取り入れ、進化させていきたい」と話しています。
また、本商談会には、地域の企業を若者にも知ってもらおうと、宇都宮工業高校の１年生90人が招か
れました。商談会を見学した生徒からは、「栃木県内にこのような会社がある事を知れてよかった」、「企
業の方々が熱心に話してくださり、新鮮な体験ができた」等と様々な反応が寄せられました。技術力の
PRのみならず人材確保に悩む県内企業が、就職活動を控えた学生へ直接アピールできる貴重な機会
にもなったようです。
この他にも足利銀行では、銀行の内定者と一緒に地域の魅力をアピールしようと「地方銀行フードセ

レクション」に参加しました。参加した学生からは、「名刺交換や商談の場に立ち会えて貴重な体験に
なった」、「就職活動で学んだことを肌で感じることができて面白かった」等の声が聞かれ、就職を控え
た学生の皆さんに有意義な時間が提供されました。

足利銀行が「ものづくり企業展示・商談会2019」を開催
足利銀行（めぶきFG）
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受賞者のみなさん

最優秀賞受賞の荒井裕貴さん

学生＆企業研究発表会学生＆企業研究発表会
2019年11月30日(土)　作新学院大学 にて

6

第16回 

「第16回学生＆企業研究発表会」が2019年11月30日（土）、作新学院大学

にて開催されました。

今回新たに人材育成の分野を設け、当日は「地域社会貢献分野A」「地域社会

貢献分野B」「地域人材育成分野」「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6会場に分かれて70件の口頭発表が行われました。

また、ロビーでは19件のポスター発表が行われ、どちらも大変盛況でした。

恒例の企業発表では、県内企業から(株)足利銀行と(株)壮関の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。

最優秀賞には宇都宮大学 地域創生科学研究科修士1年の荒井 裕貴（あら

い ゆうき）さん 他7名が発表した「屋外環境における自律移動ロボットのゴ

ミ認識技術の開発」が選ばれました。

受賞された荒井さんは「この度は最優秀賞

(知事賞)にて表彰をして頂き、誠にありがと

うございます。このような大賞を受賞できた

のは、先生や先輩方のご指導のおかげであり、大変感謝しております。今後は

より一層気を引き締めて、ロボットの社会貢献を目指し研究

に励みたいです。」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。

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



学　　　校　　　名
発　　　表　　　者    　　　　   賞　　　　　名 テ　　－　　マ

受賞者一覧
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液滴内部の計測のためのバースト位相シフトディジタルホログラフィ

宇都宮市民50万人観光大使計画
～市民が宇都宮をもっと自慢するために～

外国籍の親を持つ子どもへの支援についての検討

栃木県・群馬県における雷雲監視網の構築

ポリマーの高精度・高スループットホログラフィック紫外レーザー加工

差動型センサを用いた水深測定システムの開発

JR宇都宮駅西口再開発構想
～栃木県を象徴する駅前景観の創造を目指して～

生体計測の自動化に向けた周波数コム計測と光コヒーレンストモグラフィの統合
（共同研究：グアダラハラ大学 メキシコ　ホエルセルバンテス）

ものづくり啓発活動に向けたメカニカルマーブルマシンの製作

幼児にからだのしくみを教える健康教育

廃校活用プロジェクト ～廃校×イベントによる県南の地域活性化～
（共同研究：中国伝媒大学　陳 曦）

加速度センサを用いた建造物のヘルスモニタリングと異常検知

ストレス性精神疾患に関与する新規脳内分子の探索
―フレジノキサンはストレス誘発ミエリン障害を改善する―

UTSUNOMIYA VALLEY計画
～起業促進策の検討と実践をとおして～

那須烏山市スイーツ詰め合わせによる商品開発
（共同研究：県立烏山高校１年烏山学研究チーム）

トリニティ戦略を活用したインバウンド観光
―未来をつかむ栃木県の在り方

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―

妊娠期のストレス曝露は子の遺伝子に負の刻印を残す

新規イオン性ポリアミノ酸ブロックポリマーの合成と医療分野への展開

烏山和紙の学習とワークショップを通じた若者への情報発信

「地域防災情報の見える化」による防災に強い街づくり支援

無線連携による地域防災のためのセンサネットワークの開発

ニホンウナギにおける雌化誘導因子cyp19a1遺伝子の脳・生殖腺発現解析
（共同研究：林屋川魚店、県立馬頭高校）

鉄系めっき電極の金属空気電池の空気極としての展開応用
（共同研究：日本プレーテック(株)）

子育て支援ひろば「わいわいひろば」における学生の学び

益子町における体験型観光の可能性

栃木県イベント民泊プロジェクト
～民泊による宿泊外国人観光客増加の可能性～

環境低負荷型ソフトマテリアルへの展開を目指した分岐型
PEG鎖を有する機能性ブロックポリマーの精密合成

トイレでの要介護者の転倒を防ぐ声かけシステムの開発

大谷景観復活プロジェクト　～宇都宮市大谷地区における
空き地の景観維持と観光拠点開発の実践活動を通して～

屋外環境における自律移動ロボットのゴミ認識技術の開発

大谷石に含まれるゼオライトの天然色素吸着特性
―化粧品用色材としての可能性―

宇都宮大学
地域創生科学研究科 計測・ロボット工学研究室 修士１年
荒井 裕貴（あらい ゆうき）　他７名
帝京大学
理工学部 情報電子工学科 蓮田研究室 ２年
飯田 雅裕（いいだ まさひろ）　他1名
小山工業高等専門学校
物質工学科 セラミックス化学研究室 ５年
三上 つき乃（みかみ つきの）
宇都宮共和大学
シティライフ学部 西山ゼミ ３年

小山工業高等専門学校
複合工学専攻 物質工学コース 飯島研究室 ２年

伊佐岡 蓮斗（いさおか れんと）　他７名

田崎 朱里（たさき あかり）
白鷗大学
経営学部 青﨑ゼミナール ３年
森岡 茉友美（もりおか まゆみ）　他５名

帝京大学
地域経済学科 観光まちづくり研究室 五艘ゼミ ３年
山川 夏希（やまかわ なつき）　他１２名

作新学院大学女子短期大学部
幼児教育科 ２年
高橋 あかり（たかはし あかり）　他５名

宇都宮大学
工学部 応用化学科 無機工業化学研究室 ４年
佐々木 慈生（ささき じう）
白鷗大学
経営学部 青﨑ゼミナール ３年
関根 未来（せきね みく）　他５名

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

藤井産業(株)

AIS総合設計（株）

(株)カナメ

日刊工業新聞社栃木支局

朝日新聞宇都宮総局

（一社）栃木県経営者協会

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

栃木銀行

フタバ食品(株)

烏山信用金庫

(株)ダイサン

（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

(公財)栃木県産業振興センター

(株)壮関

地域経済貢献賞

栃木県経済同友会賞

栃木県産業振興センター理事長賞

日刊工業新聞
モノづくり地域貢献賞

あしぎん賞

大高商事賞

金　　賞（ポスター）

朝日新聞社賞

ポスター最優秀賞

栃木県経営者協会賞

宇都宮機器賞

カゴメ賞

金　　賞

大学における子育て支援
―親子で楽しめる遊びプログラム開発の試み―

宇都宮共和大学
子ども生活学部 親子遊びの会 ２年
福田 有里（ふくだ ゆり）　他６名

金　　賞

最優秀賞（知事賞）

関東経済産業局長賞

金　　賞

金　　賞

未来賞

カナメ賞

フタバ食品賞

ナカムラ・キラリ賞

AIS総合設計賞

烏山信用金庫理事長賞

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

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

タスク賞

 

宇都宮大学
オプティクス教育研究センター 早崎研究室 博士前期１年

小山工業高等専門学校
機械工学科 今泉研究室 ５年

国際医療福祉大学
保健医療学部 看護学科 ４年

国際医療福祉大学
薬学部 薬学科 薬理学分野 ５年

小山工業高等専門学校
電気電子創造工学科 情報通信エネルギー研究室 ５年

宇都宮大学
オプティクス教育研究センター 早崎研究室 博士前期１年

宇都宮共和大学
宇都宮市創造都市研究センター 創造都市研究ゼミ ２年

作新学院大学
宇都宮市創造都市研究センター 創造都市研究ゼミ ３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

足利大学
工学部 創生工学科 電気電子分野 大気電気研究室 ４年

小山工業高等専門学校
電気電子創造工学科 情報通信エネルギー研究室 ５年

文星芸術大学
美術学部 美術学科 総合造形専攻 中村ゼミ ２年 

白鷗大学
経営学部 藤井ゼミナール ３年

国際医療福祉大学
薬学部 薬学科 薬理学分野 ５年

帝京大学
理工学部 バイオサイエンス学科 平澤研究室 ４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ゼミ ３年

帝京大学
経済学部 地域経済学科 ２年

小山工業高等専門学校
複合工学専攻 物質工学コース 飯島研究室 ２年

小山工業高等専門学校
電気電子創造工学科 情報通信エネルギー研究室 ５年

宇都宮共和大学
子ども生活学部 ４年

文星芸術大学
宇都宮市創造都市研究センター 創造都市研究ゼミ ３年

宇都宮大学
オプティクス教育研究センター  早崎研究室 博士前期１年

加藤 瑞樹（かとう みずき）

手塚 大貴（てつか たいき）

芳賀 大輝（はが ひろき）　他８名

阪本 さくら（さかもと さくら）　他５名

山本 輝弥（やまもと てるや）

島本 裕基（しまもと ゆうき）　他１名

遠藤 陸（えんどう りく）　他３名

松田 さりか（まつだ さりか）　他３名

松田 晃人（まつだ あきと）　他５名

星野 尚紀（ほしの なおき）　他２名

森尾 孟倫（もりお たけのり）

大塚 明維（おおつか はるい）　他５名

松本 真奈（まつもと まな）　他６名

本柳 ちひろ（もとやなぎ ちひろ）　他８名

原 秀磨（はら しゅうま）　他１名

田代 香蓮（たしろ かれん）　他１２名

勝 悠奈（すぐれ ゆうな）

大木 悠生（おおき ゆう）

川畑 未来（かわばた みらい）

車塚 穂乃香（くるまづか ほのか）　他３名

氏家 拓海（うじいえ たくみ）

草間 大輝（くさま だいき）　他１２名



自治医科大学＆宇都宮大学
大学を超えた共同研究支援事業

TOPICS

　自治医科大学と宇都宮大学は、大学コンソーシア

ムとちぎ「大学を超えた共同研究開発支援事業」と

して、介護や医療の現場で活躍する「臥床(がしょ

う)状態把握システム」（特許第5006018号、特許

第6468510号）の共同開発を行いました。

　本システムは、自治医科大学看護学部の川上勝 

准教授が中心となって、介護に携わるケアスタッ

フの心身的負担を軽減するために被介護者の体

動情報を計測し、身近な通信機器を使って情報が

伝達できるよう開発が進められました。計測器

は、ロボット開発の第一人者でもある宇都宮大学

工学部の尾崎功一教授の協力を得て製作されま

した。

　大学病院や介護老人保健施設で看護師として

働いた経験のある川上氏は、「ベッドからの転落

や転倒、夜間の徘徊を防ぐ離床センサーの必要性

を強く感じており、現場とケア用品のギャップを

埋めることで夜勤従事者の肉体的・精神的負担を減らすことができるのではないか」との思いから、介護現場

の変革に挑戦してきました。実際に現場事故の約8割が夜間に発生しており、看護師の目の届きにくい時間帯

に多発していることがケアスタッフの心身的な負担を増幅しているようです。

　開発した機器は、ひずみゲージを利用したセンサーをベッドマットレスの下へ設置し、体動検知パネルを

肩部と腰部にあたるように取り付けることで、見守り対象者の臥床時(ベッドなどで横たわっている状態)を

「臥床中」、「起上り」、「離床中」の3段階に判別することができます。センサーで判別ができるため、カメラ等で

の監視の必要が無く、夜間の見守り対象者のプライバシーを守った上で転倒事故を防ぐことができるという

特徴があります。実証実験の結果、状態判別率は90％を超えており、従来の機器に比べて高い効果が検証さ

れました。また、本システムをナースコールと連携させることで、新たな設備をせずに安価で耐久性に優れた

介護補助機器として、在宅介護を含め多くの現場で導入されることが期待されています。

　川上氏は「現在、学習機能（AI）による体動予測システムの開発にも挑戦しており、将来的に介護現場の働き

方改革や人材確保に繋がれば嬉しい」と話しています。
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センサーパネルシステム図

自治医科大学と宇都宮大学のトピックス

自治医科大学看護学部　川上勝 准教授

肩部 腰部

体動検知パネル

制御部
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　佐野日本大学短期大学栄養士フィールドでは、第1回「Cacao 

Challenge Project」の一環として、2019年12月21日（土）、「学生

自らの手でカカオの新たな可能性を創造しよう！」をテーマに、カカ

オを使った料理コンテストを開催しました。

　「Cacao Challenge Project」は、インドネシアにおけるカカオ

栽培や発酵の技術指導、最高品質カカオ豆の輸入やチョコレートの

製造・販売を手がけているDari K（ダリケー）株式会社の代表取締役

である吉野慶一氏（佐野日本大学高等学校卒業生）の協力を得て、今

年初めて開催しました。このプロジェクトは、吉野氏による基調講演

から始まり、カカオ豆がチョコレートになるまでを体験するワーク

ショップを実施、その体験をふまえて今回の料理コンテストのレシ

ピ考案にチャレンジするというものです。

　一次審査には、肉や魚・麺料理等にカカオの香りや食感を生かした

オリジナルレシピ44組の応募があり、その中から最終審査に進む

8組が選ばれました。最終審査には、カカオが発酵を経てチョコレー

トに加工されることをヒントに発酵食品である味噌と組み合わせて

料理に活用したものやインドネシア料理として有名な

ナシゴレンにカカオの皮の煮汁を使った「カカオゴレン」、

カカオの風味を生かした「カカオカカオニギリ」や「カカ

オミートソーススパゲッティ」などユニークなメニュー

が選ばれました。

　最終審査では、考案したメニューを学生自身が実際に

調理し、吉野氏、岡部正英佐野市長、長谷川弘佐野日本大

学学園理事長ら5名の審査員が実際に試食し審査を行い

ました。その結果「めかじきのソテーDari K風」を考案し

た松井靖子さん（栄養士フィールド1年）が見事優勝しま

した。優勝した松井さんには副賞として京都旅行「Dari 

K見学ツアー」が贈呈され、惜しくも優勝を逃した受賞者

たちにも、豪華な副賞が贈られました。

　野中春奈 栄養士フィールド講師は、「カカオへの吉野

氏の強い想いやカカオ豆からチョコレートが作られる

プロセスを理解した上でコンテストに挑めたことで、料

理に対する学生の意欲や自由な発想が引き出されたの

ではないか」と講評しました。

佐野日本大学短期大学
「Cacao Challenge Project」

佐野日本大学短期大学のトピックスTOPICS

〈優勝〉めかじきのソテーDari K風



　平成27年度からはじめた足利大学、足利短期大学合同の大学地域連携活動支

援事業「学生と地域による足利市中心市街地にぎわい創出計画」の一環として、

毎年、年に数回、夜のまちを竹あかりで演出し、にぎわいを創出するイベントを

実施しています。

　すべての作業は学生主導で実施しており、地域に群生する竹を刈取り、地域の

子どもたちと協働で製作した竹あかりを展示しています。この活動を通して、地

域社会（足利市）を舞台とした実践的なまちづくり教育を行っています。

　2019年11月23、24日には、足利市雪輪町内に200灯の竹あかりを設置し、ま

ちなか竹あかり回遊路を計画しました。回遊路の起点は足利大学建築学コース

の学生たちが改修した100年を超える古建築で、その内部では足利短期大学演

劇同好会による演劇が披露されました。地域のみなさんが古建築で演劇を楽し

み、竹あかりに照らされる町内の路地を散策し、足利の夜のまちを堪能するとい

う試みが学生たちの手によって実現されました。
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まちのにぎわい創出に取り組んでいます

　2018年3月から開始された足利大学看護学部と足利市との共同

研究である「足利長寿研究：足利市民の健康寿命の延伸を目指して」

が、85歳以上の95名（平均年齢92歳）の市民の参加のもと2019年

4月に終了し、その結果の一部が2019年9月12日に本城キャンパ

スで研究主任である看護学部　山門實学部長により市民の方々に

報告されました。長寿者の認知機能の低下にはまず活性酸素の消

去能が低下することにより生体内に炎症が生じ、その結果脳細胞

膜障害が生じ認知機能が低下するとする仮説です。現在、この仮説

の立証に介入試験（縦断研究）が行われています。足利長寿研究に

よる健康長寿の薦め10か条は、“1.食事は3回しっかりと　2.良質の蛋白質を摂る(肉・魚・豆腐)　3.野菜(足利

トマト)を摂る　4.健康食品としてのヨーグルト・納豆を摂る　5.生活リズムは規則正しく　6.外出をする　7.

新聞・テレビをみる　8.よく眠る　9.たばこはすわない　10.いつも笑顔で”です。

足利長寿研究（横断研究）の結果、
長寿者の認知機能低下の機序の
一部が解明されました

足利大学・足利短期大学のトピックスTOPICS
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株式会社栃木銀行（黒本淳之介 取締役頭取）は、地域の将来を担う中核企業の発掘や育成を目的に、創業
を目指す個人および創業5年以内の事業者を対象とした「第4回とちぎんビジネスプランコンテスト」を開
催しました。
本コンテストは、「地域発！羽ばたく起業家」をテーマに男女問わず幅広く募集を行い、栃木銀行の営業エ

リア内から51名の応募がありました。書類選考、面接、プレゼンテーションの審査を通過した5名が2019
年10月に宇都宮大学峰が丘講堂で開催された最終選考会に選ばれました。審査は、事業の独自性や新規
性、成長性などのほか、実現可能性、熱意やプレゼンテーション能力などを総合的に判断し、厳正に審査さ
れます。受賞者には、資金調達をはじめ士業などの専門家の紹介、企業とのビジネスマッチングや創業に向
けた様々な支援を受けられる特典があります。
最終審査会の結果、2015年の3月まで宇都宮大学農学部の教授だった村井保社長が起業したベンチャー
企業、株式会社アグリクリニック研究所が優秀賞を受賞しました。村井氏は、植物の葉の裏に寄生するハダ
ニに農薬が効きにくく、農作物の育成に甚大な被害を及ぼしていることに着目し、高濃度炭酸ガスを使った
防虫装置の開発に取り組んできました。化学物質を使わずに高い防虫効果が得られることが確認できたこ
とから、安心、安全な「フリー苗」として、イチゴ生産農家やイチゴ観光農園などへの普及に尽力しています。
　栃木銀行法人営業部地域創生室の根本主任調査役は、「本コンテストは、過去に4名の現役大学生がチャ
レンジし4名すべてが2次審査に進み、更に3次審査を経て2名がファイナリストとなっております。その一
人である小泉泰英氏は、発酵の力で未来の子供たちを健康にしたいと在学中に㈱アグクルを設立し、現在、
大変ご活躍されております。ですから大学生など
の若い人たちにもこのチャンスを生かし積極的に
チャレンジしてほしい」と話しています。

＊本コンテストの入賞者上位2名が、中小企業庁が主催する

「Japan Challenge Gate 2020～全国ビジネスプラン

コンテスト～」に推薦されました。全国から集まった応募者

の中から村井氏が、第一次審査を見事突破し、1月末に実施

された二次審査でファイナリスト8名には届きませんでし

たが、全国の20名に選ばれました。

現在、村井氏の事業は順調に拡大し、新農場計画が進んでおり、

生産体制増強による更なる飛躍が期待されております。

宇都宮大学発のベンチャー企業が
とちぎんビジネスプランコンテストで優秀賞を受賞

宇都宮大学発のベンチャー企業が
とちぎんビジネスプランコンテストで優秀賞を受賞
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優秀賞を受賞した村井保氏（左）

村井氏のプレゼンテーション

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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　県央産業技術専門校は、ものづくりの技術・技能を

習得し、将来産業界で活躍できる人材を育成する県立

の職業能力開発施設です。県央校（宇都宮市）の他に県

北校（那須町）と県南校（足利市）があります。県央校で

は主に中学･高校の新卒者を対象とした2年間の施設

内訓練、求職者を対象とした委託訓練、在職者を対象

にさらなるスキルアップを図る在職者訓練が行われ

ており、新卒者対象の訓練においては、きめ細やかな

指導によって優秀な技能者を育成し、多くの県内企業

へ送り出しており、高い就職率となっています。

　ものづくり分野という専門的な技術・技能を習得す

る県央産業技術専門校での訓練は、高校生にとって馴

染みが薄いといった印象を受けるかもしれません。そ

こで、県央産業技術専門校ではそのようなイメージを

払拭しようと本校の職業訓練指導員が講師として県

内の各高校に出向いて行う出張授業や、オープンキャ

ンパスにおいて魅力的なものづくり体験の場を提供

するなど様々な取り組みを行っています。 　2019年7月に行われた烏山高校や真岡北陵高校への

出張授業では、「実験からエアコンの原理を学ぶ」「イン

ターネットの開通作業」「自動車のメンテナンス作業」

など、日常生活に身近な技術についての体験講座を行

いました。

　また、9月には烏山高校の生徒にLED電球を光らせる

という内容のプログラミングに関する出張授業を行い

“ものづくり”の楽しさを体験していただきました。参

加した生徒からは「パソコンを立ち上げるところから

電球にライトをつけるところまで自分で行うことがで

き、プログラミングの楽しさを理解することができま

した。また、制御プログラムは細かいところまでしっか

りできていて、いろいろなことに役立っていることが

分かりました。」などの感想が寄せられました。 

　出張授業の講師を務めた川島先生は「今後も出張授

業などの活動を通し、未来を担う高校生達へ“ものづく

り”の楽しさを体験してもらい、本校への進学を将来の

選択肢の一つとしてもらえたら。」と話しています。

県央産業技術専門校の出張授業

県央産業技術専門校のトピックスTOPICS

2019オープンキャンパス

烏山高校出張授業

真岡北陵高校出張授業

一日体験

設備配管 設備エアコン据付け
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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 

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/

httpｓ://www.dokkyomed.ac.jp

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

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

https://www.oyama-ct.ac.jp/

TEL  028-649-8649
https://www.utsunomiya-u.ac.jp

（人間福祉学科・食物栄養学科）

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20大学とちぎ20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

11/8
SUN
恵風祭（学園祭） 模擬店・ものづくり体験

工学部ミニオープンキャンパス コーガク体験
6/6
SAT

9/5
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7/19
SUN   問い合わせ先：028-649-5109（アドミッションセンター事務室）

獨医祭10/11
SUN

10/12
MON

オープンキャンパス6/21
SUN

7/12
SUN

8/9
SUN

8/30
SUN

9/27
SUN   問い合わせ先：0285-31-1722（学務課）

ポリテックビジョン
2/25
THU

2/27
SAT

工学部オープンキャンパス7/19
SUN

8/1
SAT

8/22
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
7/18
SAT

3/27
SAT

    問い合わせ先：0284-62-9982（入試広報課）

    問い合わせ先：0284-62-9984（わたらせ祭実行委員会）

場所：足利大学本城キャンパス

看護学部小論文対策講座
8/23
SUN

場所：足利大学本城キャンパス

第52回わたらせ祭(大学祭)
場所：足利大学大前キャンパス

看護学部一般選抜対策講座
12/13
SUN

場所：足利大学本城キャンパス

峰ヶ丘祭
11/21
SAT

7/28
TUE

7/29
WED

11/22
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 場所：白鷗大学本キャンパス

場所：白鷗大学本キャンパス

入試説明会場所：白鷗大学大行寺キャンパス

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

7/19
SUN

8/7
FRI

問い合わせ先：0285-31-1722（学務課）

  問い合わせ先：0285-31-1722（学務課）

  場所：2/25 小山市立文化センター・2/27 関東職業能力開発大学校

 2/25 開発課題発表・2/27 総合制作発表

11/7
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

9/12
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
6/7
SUN

7/26
SUN

8/22
SAT

7/29
WED

5/30
SAT

6/21
SUN

10/10
SAT

10/11
SUN

7/4
SAT

7/19
SUN

9/12
SAT

10/3
SAT

1/16
SAT

2/20
SAT

8/8
SAT

8/21
FRI

9/26
SAT

10/24
SAT

3/21
SUN

3/20
SAT

宇都宮共和大学・宇都宮短期大学

8/7
FRI

6/20
SAT

8/8
SAT

すみれ祭11/8
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・宇都宮文星短期大学

※7/25は文星芸大・8/1は文星短大のみの実施

文星芸術大学・宇都宮文星短期大学

問い合わせ先： 028-627-7123(学生サポートチーム)

帝京大学
6/14
SUN

7/19
SUN

8/9
SUN

8/2
SUN

http://www.tochigi-satellite.jp/　

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：028-649-5097（学生支援課）

ミニ体験会4/25
SAT

6/13
SAT

5/31
SUN

7/25
SAT

8/1
SAT

8/23
SUN

場所：宇都宮文星短期大学

彩音祭（学園祭）
11/14
SAT

11/15
SUN

場所：宇都宮共和大学 長坂キャンパス

    問い合わせ先：028-625-3737（広報入試課）

北斗祭（学園祭）
10/31
SAT

11/1
SUN

場所：文星芸術大学・宇都宮文星短期大学

    問い合わせ先：028-625-6888（キャリア・学生支援センター）

文星アーツ・デイ
6/9
TUE

場所：文星芸術大学
県内高校生向け大学授業体験

トチギ・デッサングランプリ
7/19
SUN

場所：文星芸術大学
高校生対象のデッサンコンクール

    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6/6

SAT
7/18
SAT

8/22
SAT

10/3
SAT

学内進学相談会
場所：文星芸術大学・宇都宮文星短期大学4/25

SAT
6/13
SAT

9/19
SAT

10/31
SAT

11/1
SUN

11/28
SAT

12/12
SAT 問い合わせ先：028-625-6888（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）/028-649-0511（長坂キャンパス）

    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（本科部）

ゼミ研究発表・展示、ビンゴ大会、模擬店等風花祭(大学祭)10/10
SAT

10/11
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3/20
SAT

2021

体験講座、キャンパス体験、進学ガイダンス等

）会談相試入（）祭化文（祭もかみ10/31
SAT

11/1
SUN

  問い合わせ先：0283-21-2332（入試事務室）

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、無料学食ランチ体験、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

演奏会、研究発表・展示、長坂サンマ祭り、模擬店等

足利短期大学

國學院大學栃木短期大学

織姫祭（学園祭）
10/31
SAT

11/1
SUN

場所：足利短期大学

場所：足利市民プラザ大ホール

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

場所：足利短期大学5/23
SAT

7/4
SAT

7/18
SAT

8/1
SUN

9/5
SAT

3/28
SUN

6/13
SAT

7/12
SUN

9/26
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。

ラ・ネッサンス（表現活動発表会）12/26
SAT

オープンキャンパス
場所：佐野日本大学短期大学

入試説明会
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） 

場所：作新学院大学

詳細はHPでご確認ください

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

理工系進学体験イベント「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(総務グループ)

9/6
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）公演・展示・模擬店など 

6/28
SUN

7/18
SAT

未定

7/19
SUN

8/9
SUN

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

5/23
SAT

8/1
SAT

8/21
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
※10/11、10/12は、医学部学生による個別進学相談となります。

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

佐野日本大学
短期大学

放送大学
栃木学習センター

問い合わせ先：0282-22-5511(学生課）

問い合わせ先：0282-22-5511(学生課）

白鷗祭10/31
SAT

11/1
SUN

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）

2021

2021 2021

2021

2021

4/18
SAT

5/10
SUN

6/6
SAT

7/5
SUN
オープンキャンパス
訓練内容の見学

小山工業高等専門学校
8/22
SAT
オープンキャンパス

10/31
SAT

11/1
SUN 工陵祭    問い合わせ先：0285-20-2147（学生課学生係）

    問い合わせ先：0285-20-2142（学生課教務係）

4月以降全12回実施予定

体験学習、なんでも相談、サークルイベント、学食無料体験等

保育者を目指す学生が、その成果を舞台や展示により発表します。入場無料。 

AJCエクスペリエンス（一日学生体験）4/29
WED

6/27
SAT 本学の学生とともに普段の授業を受講してみましょう。 

進路決定のための
相談を中心とした
見学会です。

学校説明・入試説明・授業体験・キャンパスツアー・入試相談会など

2021 2021

展示や模擬店

2021

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！

10/11
SUN

10/12
MON



広告
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栃木県内9店舗・埼玉県内4店舗・宮城県内2店舗 栃木県内9店舗・東京都内1店舗・埼玉県内2店舗・群馬県内1店舗

■TSUTAYA作新学院前店
■TSUTAYA宇都宮駅東口店
■TSUTAYA宇都宮戸祭店
■TSUTAYA宇都宮東簗瀬店
■TSUTAYA宇都宮テクノ店

■TSUTAYA栃木城内店
■TSUTAYA益子店
■TSUTAYA矢板店
■TSUTAYA自治医大店

うさぎや株式会社
■本社　栃木県宇都宮市元今泉7丁目3番13号　

　　　　TEL028-612-8855

〒321-0954 栃木県宇都宮市元今泉7丁目3番13号　
TEL028-612-8855

栃木県内 TSUTAYA店舗一覧
■タリーズコーヒー東武宇都宮店
■タリーズコーヒー宇都宮駅東口店
■タリーズコーヒー作新学院前店
■タリーズコーヒー宇都宮テクノ店
■タリーズコーヒー宇都宮駅ビルパセオ店

■タリーズコーヒー宇都宮ベルモール店
■タリーズコーヒー矢板店
■タリーズコーヒー自治医大駅前店
■タリーズコーヒー栃木城内店

ラパン株式会社
■本社　栃木県宇都宮市元今泉7丁目3番13号　MSビル2F　
　　　　TEL028-689-3000

栃木県内タリーズコーヒー店舗一覧

うさぎや株式会社

求人情報サイトQRコード 求人情報サイトQRコード

うさぎやHP

宇都宮に本の光を灯すブックフェス

UTSUNOMIYA
BOOK  LIGHTS
2020
ウツノミヤブックライツ

4.18 [SAT] 19 [SUN] 
1 1 : 00 - 17:00 バンバひろばにて  
宇都宮市馬場通り4丁目1番1号　主催者｜ウツノミヤブックライツ実行委員会
※本イベントは変更・中止になる場合もございます。 ※本イベントは雨天中止です。 
※出店・出演者は予定です。変更・中止になる場合もございます。

出店者（50音順）　

【新刊出版社】亜紀書房●朝日出版社●アリス館●絵本館（19日のみ）●木楽舎●左右社
タバブックス（18日のみ）●トランスビュー●夏葉社（19日のみ）●ナナロク社（18日のみ）

ニジノ絵本屋●ビーナイス●本の雑誌社（18日のみ）●ミシマ社●雷鳥社　and more

【古書店】analogbooks●風花野文庫（18日のみ）●ダコーブックス
bullock books●SATELLITE CITY BOOKS

【飲食店・雑貨】AanaJaana●PIYO PIZZA●CAFÉOWL●模様制作室 くもりの日

ブックライツミニシアター
     』クッラトスーダンワ『 －00:11）土（日81

』プッョシクッブイマ『 －00:51                   
   』ぐ捧にスンキーパ者集編ーラセトスベ『 －00:11）日（日91

』密秘の会書読の島ージンーガ『 －00:51                   

LIVE出演    
安生正人 中山浩実

  B O O K
  G O O D S
  M O V I E
  M U S I C

うさぎや株式会社

SATELLITE CITY
BOOKS

イベント情報は
Twitterで

ご案内致します。


