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作新学院大学
作新学院大学女子短期大学部
● 飛躍を遂げる自転車部
● 赤十字幼児安全法
 短期講習会を実施

足利大学・足利短期大学
● 「みんなの体育館とエントランス
 前広場」利活用アイデア
 コンテストを開催
● 第26回
 ラ・ネッサンスを開催

関東職業能力開発大学校
● 第58回技能五輪全国大会に
　おいて学生１位から４位を獲得

文星芸術大学
● 「和紙でくるむ家̶古建築
 アートプロジェクト」

宇都宮共和大学
● 「大学生によるまちづくり提案」
 上位入賞

宇都宮大学
● 新ブランド「うぶ」誕生

小山工業高等専門学校
● 高専ロボコン2020全国大会
 にて悲願の初優勝（超優秀賞）

高校生起業家が
とちぎんビジネスプランコンテストで

特別賞(第3位)を受賞

第17回「学生＆企業研究発表会」代替事業
「2020年度大学コンソーシアムとちぎ

研究発表要旨集」作成

足利銀行、白鷗大学との
地方創生の推進に関する協定を締結
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TOPICS 小山工業高等専門学校のトピックス

ロボット製作チーム（Cチーム）

決勝での演技「幻想」計6台による、息の合ったパフォーマンスを披露

高専ロボコン2020全国大会にて悲願の初優勝（超優秀賞）

　「第33回アイデア対決・全国高等専門学校ロ

ボットコンテスト2020」の全国大会が、11月29日

(日)にオンラインで開催されました。地区大会に

は全国54校58キャンパスから150チームが出場

し、各地区で勝ち上がった28チームが全国大会で

頂点を競いました。この大会に、「シンクロシス

ターズ♪」で出場した本校ロボット製作チーム(C

チーム)が1位のチームに贈られる「超優秀賞」を

受賞し、本校史上初の優勝を勝ち取りました。

　今大会競技の「だれかをハッピーにするロボッ

トを作ってキラリ輝くパフォーマンスを自慢し

ちゃおうコンテスト(略称：はぴ☆ロボ自慢）」のテーマのもと、本校Cチームは「アーティスティックスイミング」

を題材に、会場の床を水面に見立て、リズミカルな音楽に乗せて、本物のシンクロナイズドスイミングさなが

らの、息の合った演技を披露し、この独創的なアイデアで会場中を魅了しました。

　全チーム2分間のパフォーマンスを行う予選では、唯一の40点台、42.2点(50点満点)を獲得し、首位で決勝

進出を決めました。予選上位6チームで競う決勝ラウンド(3分間の演技)では、「幕開け」、｢幻想｣、「集大成」を

テーマにした、壮大なパフォーマンスを披露しました。ロボットの豊かな表情や、人間と同じような関節の滑ら

かな動き、その精密な製造や操作の技術が高く評価され、本大会の最高得点46.2点(50点満点)を頂くことが

できました。予選ラウンドと、決勝ラウンドの合計点88.4点で1位となり、超優秀賞を受賞し、全国150チー

ムの頂点に立ちました。

　リーダーの舘野桜さんは「チームメンバーが一致団結し、たくさん練習した甲斐がありました。小山高専に初

優勝の歴史を刻むことができてうれしいです」と話しています。

　昨年度の全国大会では、決勝戦で相手チームと同点となり、判定負けという結果となってしまいました。そ

の悔しさをばねに真摯にロボット作りに励み、「悲願の初優勝」、「史上初のオンライン開催での優勝」、「25年

ぶりの関東甲信越地区出場校からの優勝」等、様々な記録を打ち立てた大会となりました。
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TOPICS 関東職業能力開発大学校のトピックス

TOPICS 文星芸術大学のトピックス

出場選手6名

作業に取り組む学生たち足利市通三丁目旧岡崎邸離れ

二宮拓務選手

第58回技能五輪全国大会において学生１位から４位を獲得
　愛知県国際展示場で、「第58回技能五輪全国大会」が令和2年11月13日(金)～15日(日)に無観客で行われ

ました。関東職業能力開発大学校からは、「電子機器組立て」職種に職種最大の6名が出場し、社会人選手を除

いた学生選手の成績順位で1位から4位までを独占するという、快挙を果たしました。

　競技課題は全て当日公開であり、初日に実施された競技は、電子装置のC言語によるマイコンのプログラミ

ング、2日目に実施される競技では、電子装置の回路設計、その回路のCADによる回路図作成とプリント基板

設計、ユニバーサル基板への配線の技術で実力を競い合いました。3日目に実施された競技では、電子装置の

ハードウェアの修理、C言語プログラムの修復や測定など総合的なスキルを競いました。

　技能五輪にチャレンジするために本校へ進学をしたという、学生選手１位の二宮拓務選手(専門課程 電子情

報技術科１年)は「自分で設計して製作し

た回路が思い通りに動作した瞬間はとて

も嬉しかったです。今回の大会では惜し

くも敢闘賞を逃してしまいましたが、来

年は敢闘賞を獲得できるように、トレー

ニングを重ねていきたいと思います」と

話しています。

「和紙でくるむ家̶古建築アートプロジェクト」
　文星芸術大学が取り組む、「和紙でくるむ家̶古建築アートプロジェクト」は足利

市内で空き家になっている古建築を借り受け、学生と足利市の市民グループ「つな

ぐつむぐ会」の協力のもと、空き家の利活用を考え、リノベーションしていくプロジェクトです。2017年度から

活動を開始し、2017、2018、2020年度は栃木県から「大学・地域連携プロジェクト支援事業」に採択され補助

金を受けています。リノベーションをしている建物は足利市通三丁目旧岡崎邸離れで、昭和13年に建てられた

2階建ての古建築です。2017年度からの3年間は、その2階部分の改築を行ってきました。「和紙」に着目し、床・

壁・天井といった室内空間全体を和紙で包んでしまうというコンセプトで活動しました。そしてこの建物に「く

るみ亭」という愛称を付け足利の地で親しんでいただける空間を目指しています。日本に古くから伝わる自然

素材・伝統技法をつかい、足利がかつて織物の街であったことを彷彿とさせるリノベーションを試みました。

2020年度からは新たに「くるみ亭のアプローチを

アートする」をテーマに、くるみ亭に人々を引き寄せ

る仕組みをつくっていく活動がはじまりました。参

加学生は20名前後。制作班の他に取材班を設け、く

るみ亭が出来上がっていくストーリーをドキュメント

し映像化もはじめました。
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　2020年11月11日、足利銀行は、白鷗大学と「地方創生の推進に関する協定」を締結しました。今回の協

定は、「学術・研究・教育分野での相互の支援、協力」「地域振興、地方創生分野での協力連携事業創出」「出版、

情報発信分野での研究成果、コンテンツの相互提供」「講演等イベント、ワークショップの企画運営」の4分

野について連携をしていく内容となっております。これまでも各大学の特色を取り入れた協定を宇都宮大

学や作新学院大学など5校と締結をしており、様々な分野で連携を図っております。

　本協定は、主に栃木県を中心とする北関東を営業エリアとしている足利銀行と、北関東の学生が多く在

籍している白鷗大学が幅広い分野で相互に協力・連携し、それぞれが有している資源や機能を組み合わせ

ることにより相乗効果を高め、地域の活性化や発展、栃木県の次世代を担う人材の育成などに取り組んで

いくというものです。コロナ禍ということもあり取り組みを進めることが難しい部分もありますが、今後

は、足利銀行の行員が白鷗大学の講義への登壇や、論文誌や月報などへの相互寄稿、講演や学生とのワー

クショップなどを計画しています。

　足利銀行地域振興部の担当者は「現在足利銀行では、各自治体と連携し、地域経済の活性化や持続的発

展、地域の雇用創出など様々な課題を解決すべく、当行独自KPIを設定し地方創生に取り組んでおります。

特に、コロナ禍における『地方移住への見直しや、新しい働き方』は、重要視して取り組んでいかなければ

ならない課題だと思っています。今回、白鷗大学と協定を結んだことにより、銀行が持つ幅広いネットワー

クを活かし、学生にとって自分の能力・性格に合った仕事や、やりがいのある仕事のみならず、地元企業の

魅力を知り、北関東地域に就職する学生が増えていくことで、地域課題解決にも繋がっていくと考えてい

ます。今後はまず出来ることから、一つひとつ実績を積み上げていき、より良い信頼関係を築いていきた

いと思います。本事業を通して、今の若い世代に地元の魅力を感じてもらい、地域の発展に繋げていきた

いです」と話していました。

　今後、足利銀行と白鷗大学の連携により「地域に新しい地方創生の動き」が生まれることが期待されます。

足利銀行、白鷗大学との地方創生の推進に関する協定を締結
足利銀行（めぶきFG）
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　今年度の第17回「学生＆企業研究発表会」は新型コロナウイルスの影響により開催中止となりましたが、学

生たちの研究・学習への取り組みとその成果の公表と記録を残す機会として、研究発表要旨集を作ることにし

ました。

　研究活動が厳しい状況の中46件の参加があり、要旨集はサテライトオフィスのHP（https://www.tochigi- 

satellite.jp/）で公開しています。

　また、栃木県の活性化に繋がる研究活動を多くの皆様に知っていただけるよう、産学官金の関係各所へ要旨

集電子ブックのDVDを配布しました。

　研究発表要旨集への参加者は以下の通りです。

第17回「学生＆企業研究発表会」代替事業

環境エネルギー分野地域社会貢献・人材育成分野

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

2020年度大学コンソーシアムとちぎ
研究発表要旨集

研究発表一覧

医学・医療・福祉分野ものづくり分野
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TOPICS 宇都宮大学のトピックス

「うぶ」のデビューを飾る
「ゆうだい21」の新パッケージ

「ゆうだい21」を原料として
開発した「甘酒」

附属農場長の長尾慶和教授

宇都宮大学 新ブランド「うぶ」誕生

　宇都宮大学では、大学の総合農場としては日本一の広さを有する農学部附属農場（真岡市下籠谷）で、教育

研究成果品として生産された様々な農畜産物を販売しています。このたび、乳製品分野の「純牧」シリーズに続

く新ブランドとして、乳製品以外の農場オリジナル製品のロゴマークを「うぶ」に統一して販売することを発表

しました。

　「うぶ」の名前の由来は「Utsunomiya University Brand」の頭文字から来

ており、同時に「新鮮さ」を表現しています。ロゴマークは、鳥が産声をあげる

瞬間をイメージして図案化されました。今後、「宇大ブランド」としてパッケー

ジを一新し、宇都宮大学の農産品＝「うぶ」としてPRしていく計画です。「うぶ」

の商品には現在、宇大農場で育種選抜した水稲新品種「ゆうだい21」を筆頭

に、農場産の小麦「農林61号」を100％使用した「宇どん（うどん）」、附属農場

産二条大麦「ニューサチホゴールデン」やサツマイモ「ベニ

ハルカ」を原料とした本格焼酎「宇大浪漫」、「ゆうだい21」

を原料として開発した「甘酒」などがあります。今後、農場

で栽培している果物や野菜、ワインなどの加工品にも「う

ぶ」ブランドのロゴマークを使用していく考えです。

　附属農場長の長尾慶和教授は、新ブランド立ち上げの効

果として、「安心、安全で高品質な製品として『うぶ』が世の中に流通することで、農場職員

のモチベーションを高め、さらに良い製品づくりに挑戦しようとする士気が高まり、実習や

研究の質が向上する好循環が生み出されるのではないかと期待しています。今後、贈答用

や農産物のセット品等をECサイトでも販売し、宇都宮大学の取組みを地域の方々に広く

知っていただきたい」と話しています。

　また、「宇都宮大学農学部

では、人や動植物、環境に

優しい農畜産業の実現を目

指しており、『ゆうだい21』

を栽培する水稲分野と乳牛

および肉牛分野が、それぞれ持続的な農業生産

と食の安全を推進する国際規格『ASIAGAP』

と日本版規格『JGAP』に大学では初めて認証

されました。今後も『食・生命・環境』を意識しな

がら、GAPやSDGsにつながる取組みを継続

し、質の高い人材育成と研究を実践していきた

い」と抱負を語ってくれました。



9

TOPICS 足利大学・足利短期大学のトピックス

クワイアチャイム演奏の一コマ

「CG・VR・AR」部門、最優秀賞動画作品の一部

「みんなの体育館とエントランス前広場」
利活用アイデアコンテストを開催しました

第26回ラ・ネッサンスを開催しました

　足利大学大前キャンパスでは、

2021年7月に新体育館が竣工予定

です。そこで、楽しい学園生活を彩

るみんなの体育館とすることを目的

として、新体育館を利用するすべて

の学生を対象とした「みんなの体育

館とエントランス前広場」利活用ア

イデアコンテストを開催しました。

　「デザイン」と「CG・VR・AR」の2

部門に分けて広くアイデアを募集、

そして審査の結果、両部門において

最優秀賞1名、優秀賞3名、佳作1名が選ばれ、令和2年10月7日にその表彰式が開催されました。右上の図は、

「CG・VR・AR」部門で最優秀賞に選ばれた動画作品の一画面を示したもので、新体育館の周りの状況をも正

確に表現した素晴らしいものでした。

　“ラ・ネッサンス”はフランス語で“誕生”を意味します。足利短期大学で保育者を目指す学生は、自分の表現

力を高めるために１年間、創作ダンス、身体表現リズム体操、クワイアチャイム演奏、器楽アンサンブル、造形

展示等の勉強をし、舞台発表やロビー展示を行うことで、保育における表現活動の第一歩を踏み出しています。

　これまで、足利市の公共施設の足利市

民プラザで一般公開の形で実施していま

したが、コロナ禍の状況を考慮し、今回は

令和2年12月26日に足利短期大学・足利

大学本城キャンパスのロビーや教室で実

施し、その映像を配信する形で開催しま

した。

　限られた練習時間そして発表環境でし

たが、学生達が日ごろの勉強そして練習

成果を遺憾なく発揮し、素晴らしい発表

会となりました。
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TOPICS 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

作新学院大学自転車部は数々の大会で好成績を収めています 飲食店の支援活動にも参加しました

AEDを用いた心肺蘇生法乳児の心肺蘇生を学ぶ１年生ホットタオルの作り方を学ぶ2年生

飛躍を遂げる作新学院大学自転車部

　作新学院大学の自転車部は、県内4プロスポーツチームとの連携協定に基づき、宇都宮ブリッツェンと連携

し、地域に根差し、地域に期待される「自転車のまち宇都宮」として全国からも注目される自転車部を目指して

います。

　2020年度から作新学院大学の強化部に指定され、活躍が期待されるなか、インカレ代替大会として開催さ

れた「2020全日本大学自転車競技大会」では、床井選手が第8位、大山選手が第9位、村山選手が第18位と好

成績を収めました（※学連登記選手順位）。

　さらに、「シマノレーシング」、「群馬グリフィンレーシングチーム」、そして地元の「宇都宮ブリッツェン」といっ

たプロチームに加入し、活躍する学生も増えています。

　また、コロナ禍の中で、経営に苦慮する地元飲食店を支援するため、テイクアウト情報のチラシを自転車で

配布する支援活動に参加するなど、地域貢献にも積極的に取り組んでいます。

作新学院大学女子短期大学部で
赤十字幼児安全法短期講習会を実施しました

　令和2年12月に、幼児教育科の学生を対象に、災害救護訓練の一環として日本赤十字社主催の「赤十字幼児

安全法短期講習会」を実施しました。本年度は新型コロナウイルス感染症の流行により、災害救護訓練の総合

演習は見送られましたが、学年を3つに分けて実施するなど感染防止対策を取りながら本学の災害発生時の対

応を確認し、2年生は「災害時の乳幼児支援について」、1年生は「乳幼児の一次救命処置(心肺蘇生法・AED・気

道内異物除去)」と「けがの手当て」を学びました。
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栃木県内9店舗・埼玉県内4店舗・宮城県内1店舗
栃木県内10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栃木城内店
■TSUTAYA宇都宮駅東口店 ■TSUTAYA益子店
■TSUTAYA宇都宮戸祭店 ■TSUTAYA矢板店
■TSUTAYA宇都宮東簗瀬店 ■TSUTAYA自治医大店
■TSUTAYA宇都宮テクノ店

栃木県内TSUTAYA店舗一覧
■タリーズコーヒー獨協医科大学病院前 ■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ベルモール店 ■タリーズコーヒー宇都宮駅東口店
■タリーズコーヒー矢板店 ■タリーズコーヒー作新学院前店
■タリーズコーヒー自治医大駅前店 ■タリーズコーヒー宇都宮テクノ店
■タリーズコーヒー栃木城内店 ■タリーズコーヒー宇都宮駅ビルパセオ店

うさぎや株式会社 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
 TEL028-612-8855

■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

公式HP QRコード公式HP QRコード

1枚から
  注文OK！

オリジナル
Tシャツ
プリント

Original T-shirts Print
ウェア持込
もOK！

ポロシャツ、スタッフジャンパー他・・・
素材も豊富。お気軽にご相談を。

1枚
（税別）¥1,500～

（Tシャツ代込、フルカラー、ワンポイント［9.9cm×10.5cm］）
※Tシャツの種類や印刷範囲の大きさによって価格は変動します。詳しくはおたずねください。

フルカラーで写真もキレイ♪

028-637-9779
営業時間  9：00 -18：00 

TEL.
株式会社アイディ

お問合せ・ご注文はお電話またはメールでどうぞ

お電話で

メールで
お問合せフォームよりどうぞ！

クラスで♪チームで♪サークルで♪

チームウエア受付中



12

法人営業部
根本主任調査役

特別賞を受賞した舘野知紘さん

コンテスト受賞者の方々

高校生起業家が
とちぎんビジネスプランコンテストで特別賞(第3位)を受賞

　（株）栃木銀行では、「第5回とちぎんビジネスプランコンテ

スト」を開催しました。5回目となる本コンテストは、「地域発！

羽ばたく起業家」をテーマに募集を行い、計46件の応募があ

りました。書類選考の1次審査、リモート面談による2次審査、

リモートプレゼンテーションの3次審査を通過した5名によ

る、非公開でのプレゼンテーション最終審査が、2020年10

月22日（木）に実施されました。

　今回、特別賞を受賞したジェンダーフリーアパレルメー

カー、株式会社Blanc.C（ブランドットシー）代表取締役の舘野知紘さんは、高校3年生であった2019年9月に会

社を設立。既存のファッションが男らしさ・女らしさといった社会規範によって、制限されていることに対する課

題感から、新たなブランドの発案に至っています。学校制服における明確な男女区別をはじめとするこうした現

状は、特にセクシャルマイノリティ(性的少数者)とされる人々にとって障害となる場合が多く、今後自社のアパレ

ル展開によって問題解決を目指しています。ブランドはカジュアルスタイルを取り扱う「Cレーベル」と、制服スー

ツ等のフォーマルスタイルを取り扱う「Fレーベル」を展開し、デザインは中性的なものを主軸として、全商品を

男女兼用規格で製作販売します。今年9月に、イギリスの服飾関係の大学へ進学するという舘野さん。今後も海

外からの情報発信、事業活動を継続していきます。そこでの学びや経験を将来の力にし、ファッションの視点か

らジェンダーバイアスの改善に取り組んでいく彼女の活躍に、目が離せません。

　ビジネスプランコンテスト主催者の、栃木銀行の担当者である法人営業部の根本主任調査役は「舘野さんの発

表を聞いて、私たちでは考えられない発想と行動力を持ち、社会的課題に立ち向かう姿に衝撃を受けました。

本コンテストの目的は、10年後の地域の中核企業に発展するような、将来の起業家育成などが目的です。また、

これをきっかけに様々な企業や人との関わり合いによって、さらに新たなビジネスが生まれることを期待して

います。今までとは違う目線で、新しいビジネスを組み立てていけるような人を、これからも応援していきたい

です」と話しました。
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TOPICS 宇都宮共和大学のトピックス

2年渡邊ゼミの大谷での活動 3年西山ゼミの宇都宮市街地での活動

大学生によるまちづくり提案2020

「大学生によるまちづくり提案」上位入賞

　2020年12月18日（金）に宇都宮市による「大

学生によるまちづくり提案2020」が開催され、

「FANがつなげるFUNな街」をテーマに発表が行

われました。

　本学シティライフ学部では、3年西山ゼミの「若

者が楽しめる『シティクエスト』～with＆afterコ

ロナ時代のまちあるき～」が第2位に、2年渡邊

ゼミの「FAN×FUN OHYA～グリーンツーリズ

ムで大谷にファンを～」が第3位に、それぞれ入

賞しました。

　西山ゼミでは、都市に潜む素朴な歴史や文化

を掘り起こし、若者に宇都宮の魅力を知ってもらうための活動を行っています。8月から10月にかけて、市内

中心部をくまなく歩き、興味を持った場所やモノでクイズを作成。郷土史家や市役所、商店主、NPOなどにご

協力をいただき、その解説動画を制作するとともに、YouTubeに掲載しました。また、「シティクエストin宇

都宮」と題した市民参加のイベントを開催し好評を博したため、来年度からはまちづくり推進機構の事業とし

て継続することになりました。

　渡邊ゼミでは、宇都宮市随一の観光地であり、大谷石の採掘で知られる大谷地区において、新たな観光資源

の開発に取り組みました。大谷石に関連した観光資源はよく知られているものの、それ以外の魅力はほとんど

知られていません。そこで、大谷地区の農産物や農家ならではの食文化を生かしたグリーンツーリズムの開発

を行うことにしました。まずは、本学留学生を対象にモデルツアーを企画し、ゼミ生の実践力を発揮すること

ができました。

　指導教員である渡邊瑛季先生は、公益社団法人日本都市センター主催の「都市経済研究グランプリ(CR-１グ

ランプリ)」において優秀賞を受賞、西山弘泰先生も日本都市学会論文賞を受賞し、学生への励みにもなりまし

た。
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宇都宮共和大学・宇都宮短期大学
 すみれ祭 宇都宮シティキャンパス
 ゼミ研究発表・展示、ビンゴ大会、模擬店等

問い合わせ先：028-650-6611（宇都宮シティキャンパス）

  彩音祭 長坂キャンパス
  演奏会、研究発表・展示、長坂サンマ祭り、模擬店等

問い合わせ先：028-649-0511（長坂キャンパス）
 わくわく春の大学体験講座 長坂キャンパス
 体験講座、キャンパス体験、進学ガイダンス等

問い合わせ先：028-649-0511（長坂キャンパス）

    オープンキャンパス
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）        　

産学官連携サテライトオフィスHP

主な配布先［約300ヵ所］
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 

または 検索https://www.tochigi-satellite.jp/

キャンパスネット40号 2021年3月10日発行
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』
〒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  Tel/Fax 028-667-0001
株式会社ダイサン

企画・発行

連 絡 先

編集・印刷

［年1回］

3万部発行（無料配布）

足利大学 足利短期大学 宇都宮大学 宇都宮共和大学 宇都宮短期大学

TEL  028-650-6611
http://www.kyowa-u.ac.jp/

TEL  0284-62-0605
https://www.ashitech.ac.jp

TEL  0284-21-8242
https://ashikaga.ac.jp/

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

TEL  028-648-2331（音楽科）
　　　028-649-0511
　　　（人間福祉学科・食物栄養学科）
http://www.ujc.ac.jp/

TEL  028-625-3737
http://www.bunsei.ac.jp/UBJC/

TEL  0282-22-5511
https://www.kokugakuintochigi.ac.jp/tandai/

TEL  0283-21-1200
https://sanotan.jp/

TEL  0282-86-1111
https://www.dokkyomed.ac.jp

TEL  0287-24-3000
https://otawara.iuhw.ac.jp/

TEL  028-667-7111
https://www.sakushin-u.ac.jp/

TEL  0285-58-7045（医学部）
　　　0285-58-7447（看護学部）
https://www.jichi.ac.jp

TEL  0285-22-1111
https://hakuoh.jp

TEL  0285-20-2197
https://www.oyama-ct.ac.jp/

TEL  028-627-7111
http://www.teikyo.jp/utsunomiya/

TEL  028-689-6374
http://www.tochigi-it.ac.jp

TEL  028-625-6888
http://www.bunsei.ac.jp

TEL  0285-31-1711
http://www3.jeed.go.jp/tochigi/college/

TEL  028-667-7111
https://www.sakushin-u.ac.jp/sjc/

TEL  028-632-0572
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/tochigi/

國學院大學
栃木短期大学

佐野日本大学
短期大学

獨協医科大学 宇都宮
文星短期大学

国際医療福祉
大学

自治医科大学 白鷗大学 小山工業高等
専門学校

作新学院大学 帝京大学
宇都宮キャンパス

文星芸術大学 関東職業能力
開発大学校

作新学院大学
女子短期大学部

栃木県立県央
産業技術専門校

放送大学
栃木学習センター

イベント情報とちぎ20大学とちぎ20大学 新型コロナウイルスの感染状況等により、中止または内容を変更する場合がございます。
詳細は各学校のHPや、電話にてご確認ください。

小山工業高等専門学校
   学校入試説明会

問い合わせ先：0285-20-2141（学生課入試係）

  工陵祭
問い合わせ先：0285-20-2147（学生課学生係）

 リコ★キャリプロジェクト「サイエンスキャラバン」
問い合わせ先：0285-20-2197（総務課企画係）

 オープンキャンパス
問い合わせ先：0285-20-2141（学生課入試係）

国際医療福祉大学

  風花祭（大学祭） 大田原キャンパス

     オープンキャンパス
問い合わせ先：0287-24-3210（入試広報室）

10/31
Sun

11/1
Mon

作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部

 作新祭　　　　問い合わせ先：028-670-3641（学生課）
    オープンキャンパス

問い合わせ先：028-670-3655（入試課）4月以降全12回実施

栃木県立県央産業技術専門校
 産技大祭
 訓練製作物の展示、催し事。
    オープンキャンパス
    訓練内容の体験及び見学。

問い合わせ先：028-689-6374（本科部）

4/17
Sat

5/9
Sun

6/5
Sat

7/4
Sun

帝京大学
 理工系進学体験イベント、エンジョイ！カガク！！
 宇都宮キャンパス
 ものづくり・研究に関わる体験型プログラムが満載！！

問い合わせ先：028-627-7106（総務グループ）

  帝京大学宇都宮キャンパス学園祭〈帝祭-MIKADO SAI-〉
  宇都宮キャンパス
 芸能人ライブやビンゴ大会、模擬店等楽しいイベントが盛りだくさん！

問い合わせ先：028-627-7123（学生サポートチーム）

     オープンキャンパス     宇都宮キャンパス
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・入試相談コーナー（個別）等。

問い合わせ先：028-627-7123（学生サポートチーム）

9/5
Sun

11/6
Sat

11/6
Sat

11/7
Sun

10/9
Sat

6/6
Sun

8/21
Sat

8/22
Sun

9/5
Sun

10/2
Sat

10/10
Sun

6/13
Sun

7/18
Sun

8/7
Sat

8/8
Sun

関東職業能力開発大学校
 恵風祭（学園祭）
 模擬店・ものづくり体験

     オープンキャンパス

  ポリテックビジョン
  2/16 小山市立文化センター・2/19 関東職業能力開発大学校
  会場：2/16小山市立文化センター・2/19学校内
  発表内容：2/16開発課題実習・2/19総合制作実習

問い合わせ先：0285-31-1722（学務課）

11/7
Sun

6/20
Sun

7/11
Sun

8/7
Sat

8/29
Sun

9/26
Sun

獨協医科大学
  獨医祭
  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：0282-87-2109（学務部学生課）

10/10
Sun

10/11
Mon

佐野日本大学短期大学
  みかも祭
  問い合わせ先：0283-21-0875（学生支援課）

  オープンキャンパス

   入試説明会
 サノタンナイトツアー
 問い合わせ先：0283-21-2332（入試事務室）

10/30
Sat

10/31
Sun

4/25
Sun

5/9
Sun

5/22
Sat

6/6
Sun

6/19
Sat

7/10
Sat

7/18
Sun

8/1
Sun

9/23
Thu

8/21
Sat

9/4
Sat

12/10
Fri

10/16
Sat

白鷗大学

  白鷗祭 本キャンパス

 オープンキャンパス
問い合わせ先：0120-890-001（入試部）

自治医科大学

   医学部 オープンキャンパス

学部説明会、模擬講義、各種相談、施設見学、学生寮見学、学部紹介
DVD上映。ウェブオープンキャンパスも実施予定。

問い合わせ先：0285-58-7045（学事課入試広報係）

   看護学部 オープンキャンパス
学部説明会、模擬授業、各種相談、施設見学、学生寮見学、学部紹介ＤＶＤ上映。

問い合わせ先：0285-58-7447（看護学務課）

7/18
Sun

8/6
Fri

10/10
Sun

5/22
Sat

10/30
Sat

10/23
Sat10/31

Sun

8/20
Fri

8/21
Sat

文星芸術大学・宇都宮文星短期大学

  北斗祭（学園祭）

オープンキャンパス（文星芸大のみ）
●来場型：5/9(日）・7/25（日）・8/22(日)・3/27（日）
　Web：4/24（土）・5/22(土)・6/19（土）

問い合わせ先：028-625-6888（広報入試課）

10/30
Sat

10/31
Sun

5/9
Sun

7/25
Sun

8/22
Sun

4/24
Sat

5/22
Sat

6/19
Sat

宇都宮大学

  峰ヶ丘祭 峰キャンパス
  問い合わせ先：028-649-5097（学生支援課）
 夏のオープンキャンパス

問い合わせ先：028-649-5109（アドミッションセンター事務室）

11/20
Sat

未定

未定

11/21
Sun

11/7
Sun

11/13
Sat

11/14
Sun

6/5
Sat

7/17
Sat

8/21
Sat

10/2
Sat

足利大学
 第５３回わたらせ祭 大前キャンパス
 コロナウイルス感染症の状況で大きく変わりますが、わたらせ祭
 実行委員会を中心に３密を避けた楽しいイベントを計画します。

  工学部 コーガク体験
  ●9/4は特待生入試対策講座

   工学部 オープンキャンパス

     看護学部 オープンキャンパス
●8/21は小論文対策講座・12/12は一般選抜対策講座

問い合わせ先：0284-62-9982（入試広報課）

6/5
Sat

10月
中旬

6月

7月

10月 12月

9/4
Sat

7/11
Sun

7/31
Sat

8/7
Sat

6/19
Sat

7/18
Sun

8/21
Sat

12/12
Sun

3/26
2022

Sat

3/19
2022

Sat

3/19
2022

Sat

2/16
2022

Wed
2/19
2022

Sat

3/27
2022

Sun

3/5
2022

Sat
3/20
2022

Sun

1/22
2022

Sat

足利短期大学

  織姫祭（大学祭）

     オープンキャンパス
   オンラインオープンキャンパス同時開催

   ウェルカムキャンパス
   （ミニオープンキャンパス、相談会）
  AJCエクスペリエンス（一日学生体験）

問い合わせ先：0284-21-8242（事務室）

10/30
Sat

10/31
Sun

5/22
Sat

7/3
Sat

7/17
Sat

6/12
Sat

7/11
Sun

4/29
Thu

7/22
Thu

9/25
Sat

8/1
Sun

9/4
Sat

未定
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