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TOPICS
小山工業高等専門学校
●
「優勝」＆「ロボコン大賞」の

ダブル受賞で大会２連覇達成

文星芸術大学
●学生の作品で大谷に芸術の

息吹きを！

宇都宮共和大学
●第18回学生＆企業研究発表会

で4件の協賛企業冠賞を受賞

足利大学・足利短期大学
●大前キャンパスに新体育館

が竣工

●大学祭をオンラインで開催

作新学院大学
作新学院大学女子短期大学部
●税理士試験
「簿記論」
と日商

簿記１級に合格！

●作新学院大学女子短期大学部

で七夕祭りが開催されました

宇都宮大学
●
「地域とともに持続可能な社

会の形成を目指す」宇都宮大
学のSDGs

足利銀行 産学官連携への取組み

地域ESGへの挑戦
宇都宮市創造都市研究センター
4大学連携ゼミ
「アントレプレナー
研究グループ」の活動
第18回
学生＆企業研究発表会
第18回受賞者一覧

https://www.tochigi-satellite.jp/

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！

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

TOPICS

小山工業高等専門学校のトピックス

「優勝」
＆
「ロボコン大賞」のダブル受賞で大会２連覇達成
小山工業高等専門学校（堀 憲之 校長）は、2021年11月
に東京両国国技館で開催された第34回アイデア対決・全国
高等専門学校ロボットコンテスト2021において、
「優勝」＆
「ロボコン大賞」をダブル受賞し、2年連続で全国の頂点に
輝きました。
大会には全国から57校115チームが参加し、8地区に分か
れて予選会を行いました。小山高専Bチームは、関東・甲信越
地区で準優勝に輝き、26チームで競う全国大会への出場権
を得ました。本大会は「超絶機巧」
（すごロボ）という課題で、

集合写真

各チームが「こだわりの技術」と「挑戦したい新しい技」を駆
使して、自由なパフォーマンスを披露するものです。
小山高専チームは「クアッドアクセラー」という作品で出
場し、フィギュアスケーターを模した「アクセル姉さん」が、
ジャイロ（物体が自転運動すると姿勢を乱されにくくなる
現象）を利用し、優雅な手の動きを再現しながら、最後には
大ジャンプをするという演技に臨みました。最終演技者で
登場し、見事に満点を獲得して会場を沸かせました。

アクセル姉さん

今大会に出場した清水さん（4年生）は、
「コロナ禍で製作活動が制約され、アイデアを出し合う時間が少なく
難しかった。予選でジャンプに失敗してしまったので、決勝に向けてタイミングなどを工夫しました」と話して
います。同じく、木下さん（2年生）は、
「先輩たちが築いた伝統に気負い過ぎず、良いロボットを作りたいという
一心で製作に取組んできました」と話してくれました。
同校では、2016年からロボコンへの参加は部活ではなく単年度ごとのプロジェクト活動としており、学年に
関係なく参加することができます。
「プロジェクト内に審査会を設け、純粋に良いアイデアが採用されれば、例え
1年生でも大会に出られるチャンスを獲得できる仕組みを作っていることが本校の強みです」と、同校のロボコ
ンを約30年間にわたり指導する田中昭雄教授（電気電子創造工学科）は語っています。また「試合に勝つことよ
りも他と違う面白いアイデアを考
えることが重要です。製作活動を
通じて、チームワーク力やコミュ
ニケーション力が養われ、学生の
人間的な成長に繋がってくれれば
嬉しいです」と話してくれました。
製作の様子
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文星芸術大学のトピックス

学生の作品で大谷に芸術の息吹きを！

大谷石で有名な宇都宮市大谷地区の観光振興・地域活性化をめざした宇都宮共和大学
との共同プロジェクトに、
「文化・芸術の雰囲気が漂う街に」のテーマで当大学の美術学
部総合造形専攻が参加しています。大谷地区の空き地や空き家の有効活用を目指して進
められているプロジェクトで、アートを取り入れた環境作りによって町の活性化を図る
ことを目的とした活動です。互いの大学の得意分野を提供しあうことにより、
より大きな
効果を生み出すことができると考えています。
場所は大谷でも有名な地下空間を有する大谷資料館近く、大谷景観公園に面した私有地

作品設置の様子

をお借りしました。数年前に襲った台風の被害もあり実施が見送られていた期間も
ありましたが、当時の学生だった卒業生 鈴木亮翔（りょうか）君の作品「居然」
（高さ
190㎝）が設置されることとなりました。大谷石による抽象彫刻作品で、佇まいと
バランスが大谷観音を連想させる要素ももっており、地元の人たちにも愛される
作品に育っていってくれることを願いたいものです。栃木県内にある美術大学とし
て、県内の文化資産ともいえる大谷石の存在と、大谷の環境を取り入れたアート関
連の事業に積極的に参加することで、今後も地域連携活動の幅を広げる機会を
全員の集合写真

作っていきたいと考えています。

TOPICS

宇都宮共和大学のトピックス

第18回学生＆企業研究発表会で4件の協賛企業冠賞を受賞

昨年11月に行われた同研究発表会では、栃木県の大
学、短大、高等専門学校から60件の研究発表があり、宇
都宮共和大学は3分野で6件の研究テーマの成果発表
を行い、以下4件の協賛企業冠賞を受賞しました。
1）
【栃木銀行賞】
地域の就学前施設との交流保育（代表：子ども生活学部、田島愛さん）

交流保育：森の遊び

2）
【株式会社ファーマーズ・フォレスト賞】
宇都宮共和大学一期一会めっけ！プロジェクト（代表：シティライフ学部、舩山晃廣さん）

交流保育：夏の水遊び

3）
【AIS総合設計賞】
動画を使った大谷プロモーション事業〜大谷地区の新たな観光資源の発掘と発信〜（代表：シティライフ学部、大熊和輝さん）
4）
【烏山信用金庫理事長賞】
栃木県東部の隠れた魅力を引き出そうー子ども視点で地域活性化をー（代表：シティライフ学部、福田珠花さん）
1）の発表では、大学・就学前施設・家庭が連携・協働して地域全体で学び合い、育ちあう教育環境モデルを提示しました。
コロナ禍における社会環境や交流方法の変化においても、学生や子どもといった次世代の育ちを支え、栃木県を元気にす
る教育環境としての役割が評価されました。
2）の発表では、産学官連携の地産商品としてビール商品化について、現状把
握・分析からの商品企画、プロモーション活動、地域活性化・観光振興に繋がる活
動である点が評価されました。
3）、4）を含め6件の発表は、宇都宮共和大学が推進する ひとづくり と まち
づくり を学んだ学生たちの成果として各方面から大きな評価を得ています。
ビール商品化発表会
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足利銀行（めぶきFG）

足利銀行

産学官連携への取組み

足利銀行（頭取 清水和幸）では、地域に新産業・新事業を生み出し、将来の雇用創出や地域経済の活性化を
果たそうと様々な取組や協力を行っています。
そのひとつが、地域での産業創出を推進するとちぎテックプランター事業です。本事業では、全国有数の
ものづくり県である栃木県から産学官金が連携して新たな産業を創出すべく、栃木県や県内大学、足利銀行
等で「とちぎ次世代産業創出・育成コンソーシアム」を設立し、大学発ベンチャーを中心とした新産業の発
掘・育成事業を手掛けています。
とちぎテックプランター事業の一環として、栃木県内の大学を中心に、地域から世界を変えようとする
チームを発掘・育成することを目的とした「とちぎテックプラングランプリ」を毎年開催しています。
2021年3月20日に栃木県庁で実施された「とちぎテックプラングランプリ」最終選考会では、予選（応募
25組）の中から選出された9組がプレゼンテーションを行い、最優秀賞と足利銀行賞に、自治医科大学発ベ
ンチャーの株式会社IchiGooが開発した「左右非対称の力で漕ぐことができる自転車 パラサイクル 」が選
ばれ、事業化に向けての様々なサポートが約束されました。
株式会社IchiGooは、革新的なサービスを発掘することを目的としてめぶきフィナンシャルグループが
開催している「第5回めぶきビジネスアワード」においても高い評価を獲得し、大学発イノベーション賞に輝
きました。
足利銀行では、地域の内側から新たな産業が生まれ続ける土壌をつくることが重要だと考え、将来の地域
を支える人材を輩出すべく、地域企業と連携した技術シーズの実証化等を推進するなど、長期的な視点に立
ち将来的に地域の中核を担う企業の育成を目指していきます。

清水和幸頭取
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受賞式の様子

広告

5

学生＆企業研究発表会

第18 回

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

【 分 野 別 発 表 会 】 ２０２１年１１月１３日
（土）
〜１８日
（木）
【 最優秀賞選考会 】 ２０２１年１１月２７日
（土） 作新学院大学にて
「第18回学生＆企業研究発表会」を2021年11月13日（土）〜18日（木）および27日（土）に開催しました。
今回は新型コロナウイルス感染拡大防止のための新しい試みとして発表形式を一部変更し、分野別発表会は事前に
作成した発表動画をYouTubeを利用したオンデマンド形式で、最優秀賞選考会は従来の対面形式で、と2回に分けて
行いました。
発表は「地域社会貢献・人材育成分野A」
「地域社会貢献・人材育成分野B」
「環境エネルギー分野」
「ものづくり・医療・
福祉分野A」
「ものづくり・医療・福祉分野B」の3分野5グループに分かれて、計60件の研究発表がありました。
最優秀賞選考会は作新学院大学にて来場人数を制限した開催となりましたが、Zoomを利用したライブ配信を行い、
全発表のハイライトシーンや協賛企業の紹介などをまとめた動画も上映するなど、大学・職場・自宅等でも気軽に発表
会を見ていただけるよう工夫しました。
最優秀賞には白鷗大学 経営学部青﨑ゼミ3年の内谷結彩（うちや ゆい）さん他3名が発表した「ネットワーク型コン
パクトシティ
（NCC）に住んでみよう！〜すごろくで体験！公共交通機関の利便性〜」
が選ばれました。
受賞された内谷さんは「このような大賞を受賞でき誠に光栄です。意見の衝突やコロナ禍の研究で多くの壁に直面し
ましたが、教官や仲間の支えもあり乗り越えることが出来ました。本大会を通して得た力や自信を武器に今後様々なこ
とに挑戦していきます」と感想を述べてくれました。
その他の各賞受賞者は一覧の通りです。

最優秀賞 白鷗大学 内谷結彩さん他3名

賞

名

最優秀賞（知事賞）
関東経済産業局長賞
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賞

金

賞

金

賞

受賞者一覧
学
発

校
表

名
者

白鷗大学 経営学部 青﨑ゼミ ３年

内谷 結彩（うちや ゆい）他３名
小山工業高等専門学校 機械工学科 山下研究室 ５年

山田 千乃（やまだ ちの）
宇都宮大学 農学部 作物栽培学研究室 ４年

橋本 叡信（はしもと まさあき）他２名
宇都宮大学 地域創生科学研究科 早﨑研究室 修士２年

小野寺 遼（おのでら りょう）
帝京大学 宇都宮市創造都市研究ｾﾝﾀｰ ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟB ３年

趙 志浩（ちょう しこう）他６名

全発表分の予稿集はサテライトオフィスのHP
https://www.tochigi-satellite.jp/presentations で公開しています。

テ

−

マ

ネットワーク型コンパクトシティ
（NCC）
に住んでみよう！
〜すごろくで体験！公共交通機関の利便性〜
葉物野菜調整装置の試作
リン局所施用に応答したコムギの根の繁茂を利用した
生育改善効果
インシステム最適化を用いたビーム成形と
フェムト秒レーザー加工への適用
宇都宮をスマートで創造的な街にしよう
〜LRTx路線バス オリジナルアプリの開発〜

賞

名

学

校

名

発

表

者

地域経済貢献賞

栃木県商工三団体協議会

足利大学
工学研究科 情報・生産工学専攻 平石研究室 修士２年

栃木県経済同友会賞

(公社)栃木県経済同友会

白鷗大学
経営学部 青﨑ゼミ ３年

栃木県経営者協会賞

（一社）栃木県経営者協会

足利大学
工学部 松村研究室 ４年

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

Li Yuchuan（り いくせん）

加藤 颯泰（かとう そうた）他３名
青栁 仁斗（あおやぎ にいと）他１名

小山工業高等専門学校
専攻科 機械工学コース 今泉研究室 ２年

長尾 健史（ながお けんじ）

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

小山工業高等専門学校
物質工学科 反応工学研究室 ５年

朝日新聞社賞

朝日新聞宇都宮総局

帝京大学
理工学研究科 植物生理学研究室 修士２年

NSKナカニシ賞

(株)ナカニシ

宇都宮大学
地域創生科学研究科 無機工業化学研究室 博士２年

あしぎん賞

足利銀行

作新学院大学
宇都宮市創造都市研究ｾﾝﾀｰ ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ ３年

宇都宮機器賞

宇都宮機器(株)

小山工業高等専門学校
機械工学科 山下研究室 ５年

カゴメ賞

カゴメ(株)

宇都宮大学
農学部 作物栽培学研究室 ４年

大高商事賞

(株)大高商事

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

栃木銀行賞

栃木銀行

宇都宮共和大学
子ども生活学部 きょうわ×こどもプロジェクト ４年

ナカムラ・キラリ賞

中村技研（株）

小山工業高等専門学校
複合工学専攻 電気電子創造工学コース ２年

渡邉 江利子（わたなべ えりこ）
平山 朔也（ひらやま さくや）
古賀 優志（こが ゆうじ）

安野 巧真（やすの たくま）他４名
藤本 一毅（ふじもと かずき）

平田 裕大（ひらた やすひろ）他１名
落合 勇稀（おちあい ゆうき）
田島 愛（たじま めぐみ）他６名
岡野 礼夢（おかの らいむ）

縁をつないでいくこれからも賞 藤井産業(株)

小山工業高等専門学校
複合工学専攻 物質工学コース 反応工学研究室 ２年

フタバ食品賞

フタバ食品(株)

宇都宮大学
農学部 生物資源科学科 作物栽培学研究室 ４年

AIS総合設計賞

AIS総合設計（株）

宇都宮共和大学
シティライフ学部 西山ゼミ ３年

カナメ賞

(株)カナメ

小山工業高等専門学校
複合工学専攻 建築学コース 堀研究室 ２年

鹿沼相互信用金庫理事長賞

鹿沼相互信用金庫

作新学院大学
宇都宮市創造都市研究ｾﾝﾀｰ ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ ２年

烏山信用金庫理事長賞

烏山信用金庫

宇都宮共和大学
シティライフ学部 西山ゼミ ２年

ダイサン企画奨励賞

(株)ダイサン

足利大学
看護学部 サークルMoiré ２年

タスク賞

（株）
タスク

岡 悟史（おか さとし）

青木 博光（あおき ひろみつ）

大熊 和輝（おおくま かずき）他４名
江島 ありさ（えじま ありさ）

−

マ

座圧センサによる疲労軽減型座布団の効果検証
「オタクベース」
プロジェクト
〜エンターテインメント活用による収益源多角化の可能性〜
足利まちなかにぎわい創出
〜放置竹林から竹灯り、そして竹チップブロックへ
静電駆動型MEMSスイッチの微細構造設計
ムチン懸濁液による介護服と人工皮膚間の
摩擦低減効果について
接ぎ木の効率化と技術革新を目指した基礎研究
Snめっき電流波形のウィスカ成長に対する抑制効果
田川活性化プロジェクト
〜昼は楽しく夜も明るい文化・創造都市宇都宮〜
段差および斜路対応手動車いすの試作
中耕による雑草抑制を介したソバの収量改善
（共同研究：農研機構 原貴洋、豊後高田そば（株）中野幸輔）
水害時の浸水エリア把握に向けたマルチスペクトル画像に
よる水域検出の検討
地域の就学前施設との交流保育
スモールビークルのエネルギー効率改善に関する研究
異なる培養条件下における海洋性Anammox細菌の示す
窒素除去能
低リン耐性の高いダイズ系統の選抜および根系形質
の評価(共同研究：北海道大学 丸山隼人）
動画を使った大谷プロモーション事業
〜大谷地区の新たな観光資源の発掘と発信〜
剛性マトリクスの固有値操作について

山内 祥輝（やまうち よしき）他１名

とちぎから社会の若きリーダーを生み出す
―学生・若者のチャレンジ応援コミュニティづくり―

福田 珠花（ふくだ みか）他８名

栃木県東部の隠れた魅力を引き出そう
―子ども視点で地域活性化を―

村上 乃衣（むらかみ のえ）他５名

新型コロナ感染に対応したピアエデュケイション活動の
実践報告 〜性教育の視聴覚教材を工夫して〜

小山工業高等専門学校
専攻科 機械工学コース 今泉研究室 ２年

五十嵐 大夢（いがらし ひろむ）

ものづくり奨励賞

(株)テラクリエーション

帝京大学
理工学部 室研究室 ４年

栃木信用金庫理事長賞

栃木信用金庫

帝京大学
理工学部 蓮田研究室 博士前期２年

服部 友紀子（はっとり ゆきこ）

静電容量型脈拍測定センサに関する基礎研究
単一光ファイバを用いた小型分光器の研究

尾崎 慶悟（おざき けいご）他１名

農薬噴霧ロボットによるうどんこ病のパターン認識と
薬剤噴霧

舩山 晃廣（ふなやま あきひろ）他７名

宇都宮共和大学
一期一会めっけ！プロジェクト

鳴海 奈都羽（なるみ なつは）他４名

短大生による気になる子どもの行動支援計画の
作成に向けて

株式会社ファーマーズ・フォレスト賞 (株)ファーマーズ・フォレスト

宇都宮共和大学
シティライフ学部 渡邊ゼミ ３年

フェドラ賞

作新学院大学女子短期大学部
幼児教育科 矢野担任会 ２年

(株)フェドラ

テ
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足利大学・足利短期大学のトピックス

足利大学・・・大前キャンパスに新体育館が竣工
令和3年11月15日に新体育館「AUG
ARENA」が竣工しました。AUG ARENA
は 1 階 に 武 道 場 、クラ ブ 部 室 、2 階 に は
フィットネスルームとシャワー室完備の更
衣室があり、パステルカラー系のおしゃれ
なデザインの体育館です。
新体育館は、電源自立型空調GHPを備
えており、停電時でも冷暖房、照明の継続
利用が可能です。また、足利市との包括連
携協定により地域の方々の緊急避難場所
になります。12月20日には、足利市長、足
利市議会議長をはじめとする市議会議員
の皆様ほかに視察いただきました。

新体育館「AUG ARENA」

足利大学・足利短期大学・
・
・大学祭をオンラインで開催
新型コロナウイルス禍の第5波におそわれた令和3年、足利大学の第53回わたらせ祭および足利短期大学の
第39回織姫祭をオンラインで開催しました。

台風やコロナ禍のために2年連続で中止となっていました大学祭ですが、両大学とも大学祭実行委員会の
熱意と努力により開催、そして成功裏に終了しました。
8

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

税理士試験「簿記論」
と日商簿記１級に合格！
経営学部経営学科4年加藤由紀さんが令和3年度（第71回）税理士試験において「簿記論」
（会計学に属する科
目）と第159回日本商工会議所主催簿記検定試験1級に見事合格しました。加藤さんが資格取得の勉強を始め
たのは大学生になってからで、学内の資格取得支援室に通い合格することができました。
作新学院大学では、学生のみなさんの様々な資格取得をサポートするための資格取得支援室を開設していま
す。将来のために簿記の資格を取りたい人や税理士、会計士試験や公務員試験などの勉強をしたい人達が朝か
ら夜まで自由に支援室を利用できます。資格取得支援室には専門の教員が
常駐していますので、資格取得の相談をしたり、アドバイスを受けることも
可能です。また、対象資格(※)を取得した学生に対して、学長からの表彰状を授
与すると共に、取得した資格に応じた奨励金を給付しています。
※対象資格
・ 公認会計士

短答式二次試験合格 （金融庁）

・ 税理士試験

1科目以上科目合格 （国税庁）

・ 日商簿記検定

1級、2級、3級 （日本商工会議所）

資格取得支援室での日商簿記検定講座

・ 全経簿記能力検定 上級、1級、2級、3級 （全国経理教育協会）
・ ITパスポート

（情報処理推進機構）

・ 基本情報技術者

（情報処理推進機構）

・ 応用情報技術者

（情報処理推進機構）

広告

奨励金授与式の学長(中央)と加藤さん(右)

作新学院大学女子短期大学部で七夕祭りが開催されました
令和3年7月1日に、保育者をめざす幼児教育科の学生による「七夕祭り」が開催されました。学内に展示され
た壁面飾りの数々は、子どもたちに喜ばれる素材やデザインを工夫しながら、学生がクラス毎に協力して制作
したものです。当日は浴衣姿で過ごすことで、日本らしい季節感や文化を学びました。七夕祭りの行事を学ぶこ
とは、将来の保育者として、子どもたちに日本の伝統文化を伝えるための貴重な経験となりました。

学生が制作した壁面飾り

浴衣姿で
「体育」
「情報処理」の授業を受ける学生
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宇都宮市創造都市研究センター 4大学連携ゼミ

「アントレプレナー研究グループ」の活動
宇都宮市創造都市研究センターは、宇都宮市内私立4大学（宇都宮共
和大学、作新学院大学、文星芸術大学、帝京大学宇都宮キャンパス）に
加え、宇都宮市、NPO、民間事業者などが連携し、宇都宮都市圏が創造
都市として発展することを目指すプラットホームです。2017年10月
に発足し、国の補助事業である「私立大学等改革総合支援事業（タイプ
3）」の採択を受け、地域活性化のための研究・教育、産業育成、生涯学
習、文化芸術イベントの開催等を行っています。
その事業の一環として、2020年9月にまちづくりに関心のある4大
宇都宮駅西口の現地調査の様子

学の学生が集まり
「アントレプレナー研究グループ」を発足しました。専

攻分野の異なった学生が集まり、若者の視点で、新たな振興施策を実行することが目的です。
4大学からの学生9名が、現地視察や様々な団体との意見交換などを
経て、2021年5月から3つのグループで活動を開始しました。今回はそ
の中の１つ 宇都宮駅前を流れる田川の活性化 を紹介します。
この活動は、河川を活用して人が集える楽しい空間を創造すること
を目的に、最初は遊歩道上の川砂の除去から始めました。7月18日に4
大学の学生60名と地元自治会や企業にも参加、協力していただき、総
勢70名で土嚢600個、計8トンもの砂の除去を行うことができました。
整備された遊歩道の利活用を目指し、10月2日には田川に架かる幸
橋の橋脚に映画を投影し、映画を鑑賞する「田川ブリッジシアター」を

田川ブリッジシアターにおける映画上映の様子

開催しました。この事業のユニークな点は、橋脚や河川などの既存の空間や施設を最大限活用したことに加え、
除去し残した砂を座席などとして利用したことです。また、1945年7月の宇都宮大空襲を後世に伝えようと、自
主制作映画を作り、それを上映しました。地域の方を中心に40名の方々にお越しいただき、大盛況となりました。
なお、当事業は11月まで計3回実施しました。
その後も、遊歩道を使ったマルシェ＆音楽ライブイベント
「学店マル
シェ」を11月に、そして12月には宇都宮共和大学西山ゼミと連携し、
遊歩道沿いに2基の大型イルミネーションと150本の竹あかりを設置
しました。本活動は同月に開催された宇都宮市主催の「大学生によるま
ちづくり提案」において第1位を獲得し、活動を大いにPRすることがで
きました。
宇都宮市創造都市研究センターでは、文化の香る魅力ある都市を目指
学店マルシェの様子
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し、将来を担う県内の高校生や大学生など若者が集まり、これからも創
造的なまちづくりを目指した事業を展開していきたいと考えています。

広告

類︶
︵書

を
始
化
め
子
ました
電
の

紙

＊オフィスにたまった大量の書類も電子化！＊

重要書類
人事労務書類

☞ 契約書・領収書・請求書など

☞ 履歴書・年末調整書類・郵便物など

マーケティング書類

一般書類

。

☞ 見積書・注文書・報告書など

営業関連書類

☞ カタログ・チラシ・提案書・名刺など

☞ アンケート用紙・申込書・名簿など

＊貴重な本や資料を非破壊でそのまま電子化！＊
非破壊書類

☞ 一般書籍・雑誌・社内報・広報誌・研究論文・古書・記念誌・アルバムなど
※スキャン対応範囲：A3 サイズ以下、600dpi 以下

＊サービス内容＊
Case1

Case2

各種書類をスキャンして
データ化します

＊万全のセキュリティ体制＊

OCR 処理で印刷された文字から
デジタル文字を作成します

Case3
デジタルブックの作成と
デジタルアーカイブを構築します

紙の書類には取り扱いに注意が必要な情報も含まれます。私たちダイサンは、プライバシーマークと ISO27001
（情報セキュリティマネジメントシステム）を取得しております。

ご不明な点や詳細説明依頼など、お気軽にお電話ください♪

DAISAN PRINTING

https://www.daisan-print.co.jp/

GIJP-0372-IC
ISO/IEC 27001:2013

［ 営業時間 月曜〜金曜 9：00〜18：00 ］

■本 社 ・ 工 場 〒329-1334 栃木県さくら市押上 755-1 TEL028-682-1311
■那 須 事 業 所 〒329-2733 那須塩原市二区町 352-125 TEL0287-36-8101
■宇都宮事業所 〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷 2-6-9 TEL028-637-9211
■小 山 事 業 所 〒323-0028 栃木県小山市若木町 1-23-4 TEL0285-30-5625
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地域ESGへの挑戦
栃木銀行（黒本淳之介 頭取）では、
「豊かな地域社会づくりに貢献す
る」との経営理念に基づき、
「地域経済の持続可能性を向上させるた
めには、地域が抱える課題の解決に取組む必要がある」との考えか
ら、2019年より環境省が公募する地域ＥＳＧ金融促進事業に挑戦し続
け、3年連続で支援金融機関に採択されました。
地 域 E S G と は 、E n v i r o n m e n t ( 環 境 ) 、S o c i a l ( 社 会 ) 、
Governance（統治）の頭文字をとったもので、地域企業がグローバ

地域ESG会議の様子

ルな環境変化や社会の変化に晒される中で、経営基盤とする地域の資源を見極め、それらを活用す
ることで地域課題を解決し、持続可能な地域社会を築きあげていこうとする考え方です。
企業にとっては、新たな事業領域に取組むことで企業価値が向上することが期待でき、それらが
差別化要因となることで企業の持続可能性を高めることにつながり
ます。一方で、地域金融機関には、企業が環境変化を乗り越えやすい
ように持続可能な方向へ導いていくコンサルティング機能や新しい
ファイナンス、事業性評価の導入等が求められています。
栃木銀行では、その地域に関わるステークホルダーが集まるプラッ
トフォームを作り上げ、それぞれの力を集結して地域課題を解決する
ステークホルダーの皆さまとの会議の様子

新たなビジネスを作り上げようと奮闘してきました。

一つの事例を挙げると、2021年に、県南地域の特産品であるトルコ桔梗において、規格外となり廃
棄していたものを何かに利用できないかとの相談を受け、コロナ感染の影響を受けている県央の温
浴施設で「桔梗風呂」として活用するプロジェクトを企画しました。
このプロジェクトによって生産者
は新たな市場を開拓することができ、温浴施設では新たな取組みを創造する
ことができました。プラットフォームを通じて栃木銀行がハブとなり、事業者
同士のネットワークが構築された事例となりました。
法人営業部地域創生室の大塚調査役は、
「これまでは、企業ごとに課題を解
決していくスタンスで取引先を支援してきましたが、地域ESGに取組むように
なってからは、
より広い視点で地域課題解決を図ることが、企業の持続可能性
にもつながることが分かりました。新たな顧客接点の場として、また、ビジネ
スアイデア創出の場となることを目指して、営業店全体にこの活動を拡げて
いきたいです」と今後の抱負を話してくれました。
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桔梗風呂

広告
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宇都宮大学のトピックス

「地域とともに持続可能な社会の形成を目指す」
宇都宮大学のSDGs

宇都宮大学（池田宰 学長）では、
「持続可能な社会の形成を促す研究を中心
に、高水準で特色のある研究を推進すること」という理念・方針を掲げ、2016
年よりESD（持続可能な開発のための教育）を基にした全学的な改革を展開
してきました。2018年には関連する組織を発展的に改組し、SDGsに関連し
た多彩な活動を推進しています。
2020年度から、全学部で「SDGs 入門」を1年次の必修授業としており、シ
ラバス（授業案内）では、全ての科目で各ゴールとの関連性を確認することが
できるようにしました。学生がSDGsの基礎知識を学ぶことで、持続可能な社
会とのつながりを意識し、専門的な研究の基盤としていくことを狙いとして
おり、全学部の教員が文理横断的に連携していくことで、SDGsと専門的な学
びが、どの部分と関連するのかを理解しやすいように工夫しています。
SDGsを題材とした取組事例の一つに、大学院地域創生科学研究科による
農学部と国際学部のプログラムを活用した事業「アフリカの潜在力と日本の

シラバス検索

科学技術融合によるSDGs貢献人材育成プログラム」
（2020年文部科学省「大学の世界展開力強化事業」に採択）
があります。本事業は、
アフリカの地域社会の理解に基づく潜在的な在来知や在来資源の発掘、
スマート農業技術
等を活用して食料生産を飛躍的に向上させる高生産性農業を確立することで、地域社会の持続的発展に貢献で
きる高度専門的人材の育成を目指すものです。
宇都宮大学でSDGsの活動が活発化した背景には、2019年に創立された「宇都宮大学3Ｃ基金飯村SDGs推進
奨励金」の存在があります。地元企業の寄附を原資に、学生や教職員が行うSDGsにつながる取り組みを表彰す
るもので、特に地域貢献・課題解決型プロジェクトでは、学生や教職員が、県内の自治体、
ＮＰＯ、地域の学校等と
共同でSDGs達成に寄与した活動を表彰することで、地域とともに持続可能な社会の形成を目指す姿勢が鮮明
になりました。
松金公正 副学長は、
「世の中には一方向の見方では解決のできない問題が多くあります。専門的な知識だけで
解決できない時には世界標準であるSDGsが考え方のヒントを与えてくれると思います。本学の学生には、広い
視野を身に付けることで、俯瞰的にものごとを見る力を養ってほしいと思っています」と話しています。

SDGs推進奨励賞授与式
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学生の活動

ロールプレイの練習

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。

イベント情報

足利大学

宇都宮大学

10 月 第５4回わたらせ祭 大前キャンパス
中旬 わたらせ祭実行委員を中心に感染対策をした楽しいイベントです。
問い合わせ先：0284-62-0950
（学生支援課）
5/ 22 6/11
Sun
Sat

工学部 体験型オープンキャンパス

問い合わせ先：0284-62-9982
（入試広報課）

7/10 7/30
Sun
Sat

8/7
Sun

9/3
Sat

工学部 オープンキャンパス

2023

3/ 26
Sun 9月3日は特待生入試対策講座

問い合わせ先：0284-62-9982
（入試広報課）

11/19 11/20
Sat
Sun

未定

足利短期大学
10/8
Sat

未定

10/ 9
Sun

問い合わせ先：028-649-5109（アドミッションセンター事務室）

みかも祭

問い合わせ先：0283-21-0875
（学生支援課）

2022

4月〜 2023 3月 全17回予定

開催スケジュールは足利短期大学HPでご確認ください。
問い合わせ先：0284-21-8242
（事務室）

作新祭

北斗祭（学園祭）

ＨＰをご覧下さい。
10/22 10/23
Sat
Sun 問い合わせ先：028-625-6888
（キャリア・学生支援センター）

デッサン講習会

未定

5/8
Sun

2023

オープンキャンパス（文星芸大のみ）

7/31 8/ 21 3/ 26
Sun
Sun
Sun 来場型オープンキャンパス・模擬授業・

WORKSHOP・施設見学・入試相談
完全予約制（HPをご覧ください） 問い合わせ先：028-625-6888（広報入試課）

10/29 10/30
Sat
Sun

詳細はHPをご覧ください。
問い合わせ先：0282-87-2109
（学務部学生課）

12/3
Sat

学校説明会

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）

オープンキャンパス

問い合わせ先：0285-20-2141
（学生課入試係）

白鷗祭

関東職業能力開発大学校

オープンキャンパス

11/ 6
Sun

恵風祭（学園祭）展示、模擬店等

問い合わせ先：0285-31-1722
（学務課）

2023

ポリテックビジョン

8/7
Sun

8/ 28 9/ 25
Sun
Sun 施設見学・体験授業・個別相談等

11/ 6 2/ 22 2/ 25
Sun
Wed
Sat ものづくり体験、
発表会、作品展示等

宇都宮共和大学・宇都宮短期大学

問い合わせ先：0285-31-1722
（学務課）

すみれ祭

宇都宮シティキャンパス
11/ 6
Sun 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）

6/19 7/10
Sun
Sun

オープンキャンパス

問い合わせ先：0285-31-1722
（学務課）

問い合わせ先：028-649-0511
（長坂キャンパス）

風花祭（大学祭）

大田原キャンパス
10/ 9
Sun 模擬店、
コンサート、サークル活動紹介など
7/10 7/31 8/11
Sun
Sun
Thu

獨医祭

彩音祭

2023

問い合わせ先：0287-24-3003
（学生課）

6/5
Sun

10/8
Sat

長坂キャンパス
11/12 11/13
Sat
Sun 演奏会、
研究発表・展示、長坂サンマ祭り、模擬店等

国際医療福祉大学
10/8
Sat

6/26
Sun

2023

問い合わせ先：028-625-6888
（広報入試課）

オープンキャンパス

2023

学科体験入学、入試ガイダンス、
8/ 21 9/ 23 3/ 25 キャンパス見学ツアー、
Sun
Fri
Sat 入試＆キャンパスライフ個別相談コーナーなど

問い合わせ先：0287-24-3210
（入試広報室）

わくわく春の大学体験講座

長坂キャンパス

3/ 25
キャンパス体験、進学ガイダンス等
Sat 体験講座、

問い合わせ先：028-649-0511
（長坂キャンパス）

6/4
Sat

7/16 8/ 20 9/ 24
Sat
Sat
Sat

オープンキャンパス

小山工業高等専門学校

本キャンパス
11/ 6
Sun 日時および内容等未定のため、
HPをご覧ください。

日時および内容等未定のため、HPをご覧ください。
問い合わせ先：0120-890-001
（入試部）

2023

3/18
Sat 宇都宮キャンパス

獨協医科大学

8/ 6
Sat

白鷗大学

（文星芸大のみ）
6/18 9/17 10/29 2/18
Sat
Sat
Sat
Sat 無料のデッサン講習会
2023

看護学部 オープンキャンパス

最新情報をご確認ください。
問い合わせ先：0285-58-7447
（看護学務課）

オープンキャンパス

8/7

Sun

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・入試相談コーナー等。
問い合わせ先：028-627-7123
（学生サポートチーム）

10/ 9 10/10
Sun
Mon

5/ 21 8/19 8/ 20 3/ 27
Sat
Fri
Sat
大学ホームページで
Mon 詳細については、

11/5
Sat

8/ 6
Sat

医学部 オープンキャンパス

4月以降全12回実施 問い合わせ先：028-670-3655（入試課）

文星芸術大学・宇都宮文星短期大学

帝京大学宇都宮キャンパス学園祭〈帝祭-MIKADO SAI-〉

開催日程決定後、詳細は大学HPでご案内いたします。
問い合わせ先：0285-58-7045
（学事課入試広報係）
2023

問い合わせ先：028-670-3641
（学生課）

11/ 6

Sat
Sun 宇都宮キャンパス
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

自治医科大学
未定

11/5

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）

詳細はHPでご確認ください。
問い合わせ先：0283-21-2332
（入試事務室）

問い合わせ先：0284-21-8242
（事務室）

オープンキャンパス

Sun

6/12 7/ 24
Sun
Sun

10/22 10/23
Sat
Sun 文化祭・模擬店・入試相談会 等

織姫祭（大学祭）

作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部
11/12
Sat

オープンキャンパス

佐野日本大学短期大学

6/12 7/ 23 8/11 12/11 3/ 25
●8月11日は小論文対策講座・
Sun
Sat
Thu
Sun
Sat

12月11日は一般選抜対策講座
変更する可能性がございますので、HPを確認してください。
問い合わせ先：0284-62-9982
（入試広報課）

峰キャンパス

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）

看護学部 オープンキャンパス

2023

峰ヶ丘祭

帝京大学
エンジョイ！カガク！
！
9/11 理工系進学体験イベント、

オープンキャンパス

栃木県立県央産業技術専門校
8/ 24
Wed

未定

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）

一日体験 授業の体験
産技大祭

4/17 5/14
Sun
Sat

6/5
Sun

問い合わせ先：028-689-6374
（総務部）

ものづくり体験、模擬店等
問い合わせ先：028-689-6374
（総務部）
7/ 2
Sat

オープンキャンパス 施設、授業見学等

問い合わせ先：028-689-6374
（総務部）

足利大学

足利短期大学

宇都宮大学

宇都宮共和大学

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

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

TEL 0283-21-1200
TEL 0282-22-5511
https://www.kokugakuintochigi.ac.jp/tandai/ https://sanotan.jp/

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

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

帝京大学

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

小山工業高等
専門学校

作新学院大学

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

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

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

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

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

文星芸術大学
TEL 028-625-6888
http://www.bunsei.ac.jp

関東職業能力
開発大学校

TEL 0285-31-1711
TEL 028-667-7111
http://www3.jeed.go.jp/tochigi/college/ https://www.sakushin-u.ac.jp/sjc/
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（人間福祉学科・食物栄養学科）

http://www.ujc.ac.jp/

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

宇都宮キャンパス

栃木学習センター
TEL 028-632-0572
https://www.sc.ouj.ac.jp/center/tochigi/
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『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
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http://www.bunsei.ac.jp/UBJC/

宇都宮短期大学
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3万部発行（無料配布）

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
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