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10月のiP-U講座

最優秀賞-県議会議長賞-
黒杭功祐さん 白鷗大学足利高 2年

研究タイトル

「アリジゴクの蛹化要因と臨界サイズの特定」

開講日 授業科目　受講者数　講師

光るクラゲの光るワケ（24名）

大庭　亨教授　工学部基盤工学科物質環境化学コース

作物の根を見てみよう（6名）

神山 拓也助教　農学部生物資源科学科

《必修科目》EC-Lab 5回目・６回目（延べ60名）

Keith Rodger先生, Nebiyu Bachore先生,Michael Ward先生,
 Ben Jansson先生,Joel Neff先生【基盤教育センター(EPUU)教

員】

レーザーと医療（5名）

東口 武史教授　工学部基盤工学科情報電子オプティクスコース

デザイン力実践Ⅲ（26名）

大庭　亨教授　工学部基盤工学科物質環境化学コース

松田　勝教授　バイオサイエンス教育研究センター

出口　明子准教授　共同教育学部自然科学系理科

《連続講座》海洋プランクトン化石から

　　　　　　　過去の環境と進化を探るⅠ～Ⅳ（延べ20名）

相田 吉昭　宇都宮大学名誉教授

 天文学研究の最先端（20名）

菊田 智史氏　筑波大学計算科学研究センター　

 空中ディスプレイの製作（12名）

山本 裕紹教授　工学部基盤工学科情報電子オプティクスコース

 感性工学入門（8名）

石川 智治教授　工学部基盤工学科情報電子オプティクスコース

《連続講座》放射線を測定しよう（6名）

岩井 秀和助教　工学部基盤工学科物質環境化学コース

夏目 ゆうの助教　共同教育学部自然科学系理科

【必修科目】イノベーティブデザイン入門 (23名)

橋本 優⼦ ⽒　宇都宮美術館専⾨学芸員

 ガラス細工体験講座 (4名)

⻑⾕川 和壽 技術専⾨職員　機器分析センター 

 花の形を制御する遺伝子について (16名)

黒倉 健 講師　農学部生物資源科学科

 学生フォーミュラから学ぶ工学倫理と自動車工学(2名)

・・・加藤 直人 助教　大学院地域創生科学研究科・・

・・・・・・工農総合科学専攻機械知能工学プログラム

原 紳 助教　工学部附属ものづくり創成工学センター

月川 淳 技術班長　工学部技術部情報領域班

　　《 化学ｼﾘｰｽﾞ》医療に貢献する化学1

  大庭　亨教授　工学部基盤工学科物質環境化学コース
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GSC全国受講生研究発表会は、 GSC事業を実施する大学及び

機関の受講生が、研究活動の研鑽の場として日頃の研究成果を

発表し交流し合うものです。第９回目の今年は、一次審査がzoom

を使って10/16に、最終審査は東京の会場で11/6に行われました。

次世代の科学者に求められる科学的探究能力の獲得度合いや、

研究の専門的達成水準のほか、研究の意義や貢献を適切にア

ピールできたかなどについて審査が行われ、上記の賞のほかに文

部科学大臣賞、審査員特別賞、優秀賞が決定しました。

また、 iP-Uからは、優れた３つの研究成果を一次

審査にて発表しました。

科学技術振興機構理事長賞

大岡千帆さん 宇都宮女子高校 2年

発表タイトル

「凝集誘起発光を目指した新規蛍光色素の合成 」

日本学生科学賞は、 1957年にスタートした中学生、高校生を対

とした歴史と伝統のある日本最高峰の科学コンクールです。まず

は、都道府県ごとに審査が行われます。栃木県では9/22に審査

が行われ中学生、高校生それぞれから3名の最優秀賞が選ばれ

ました。（10/21の読売新聞に掲載）現在、選ばれた最優秀賞作

品は中央審査（全国）に進んでいます。

審査員特別賞

鷲足祐香さん 宇都宮短期大学附属高1年
研究タイトル

「磁気分離を利用した生物学的水処理における

安定性の検証」

2002年からスタートした「磁気力制御・磁場応用夏の学校」は、箱根，筑波，大阪，宇都宮，新潟，神戸，宇都宮，福井と会場を移しながら毎年

開催されています。電気工学、超伝導工学、磁気科学、応用化学、環境科学 、工学と様々な分野の学生･ 社会人が集い、活発な討論を行うこと

がこの夏の学校の大きな特徴となっています。

▲各賞の受賞者はこちら

才能育成プラン受講生 活動の成果（10・11月）

黒杭功祐 白鷗大学附属足利高 2年

「アリジゴクの蛹化要因と臨界サイズの特定」

先川杏樹 伊奈学園総合高 2年

「国産山わさびに感染している

カウリモウイルスの検出と遺伝子解析」

結城真優香 宇都宮東高 2年

「アルカリフォスファターゼ阻害剤の探求」

iP-U受講生が１次審査で発表した研究

令和4年度 GSC全国受講生研究発表会

第66回 日本学生科学賞栃木県審査

2022 磁気力制御・磁場応用夏の学校


７・８月



				開講日 カイコウビ		授業科目 　受講者数(ゼミナール生を含む)　 講師 ジュギョウカモク ジュコウシャスウ セイ フク コウシ

				7/23㈯		 コーチング入門 (26名) ニュウモン メイ

						稲垣友仁氏　共創コーチング株式会社  イナガキトモヒト シ キョウソウ カブシキカイシャ

				7/24㈰		【必修科目】デザイン力実践Ⅰ (42名) ヒッシュウカモク リョク ジッセン メイ

						⼤庭 亨 教授　⼯学部基盤⼯学科物質環境化学コース 

						松⽥ 勝 教授　バイオサイエンス教育研究センター 

						出⼝ 明⼦ 准教授　共同教育学部⾃然科学系理科  カ

				7/30㈯		【必修科目】グローバルコミュニケーション (22名) メイ

						Josh Kidd先⽣   Keith Rodger先⽣   Nebiyu Bachore先⽣ 

						宇都宮⼤学基盤教育センターEPUU 

				7/31㈰		 食と健康の科学 (13名) ショク ケンコウ カガク

						⼤森 玲⼦ 教授　地域デザイン科学部コミュニティデザイン学科 

						【必修科目】EC-Lab 1回目・2回目・3回目 (延べ90名) カイメ カイメ カイメ ノ

						宇都宮⼤学基盤教育センターEPUU講師 

				8/3㈬		 ⽣殖科学実験講座〜卵⼦と精⼦の様々な出会い〜 (10名)

						⻑尾 慶和 教授　農学部附属農場 

						 連続講座：⼟の「呼吸」を測ってみよう︕

						　　〜定量実験から眺める⼟の物質循環〜 (12名)

						早川 智恵 助教　農学部⽣物資源科学科 

				8/6㈯		 産業技術総合研究所および国⽴科学博物館の訪問⾒学 (20名)

						相⽥ 吉昭 宇都宮⼤学名誉教授 

				8/8㈪		 10代からのアンチエイジング・美肌科学

						　　〜失敗しない⾼校時代の肌のケアーと過ごし⽅〜 (28名)

						芋川 ⽞爾 特任教授　バイオサイエンス教育研究センター 

				8/8㈪		 惑星科学への招待ー系外惑星探査が拓いた惑星形成理論(26名)

						榎本 晴⽇ ⽒　東京⼯業⼤学理学院地球惑星科学科 

				8/9㈫		 コンピュータで探る物質の起源 (17名) メイ

						吉⽥ 聡太 特任助教　基盤教育センター 

				8/10㈬		 バイオイメージングの世界 (11名)

						児⽟ 豊 教授　バイオサイエンス教育研究センター

				8/10㈬		 CT、MRI、がん治療量⼦線などの⼤型医療機器のしくみ (23名)

						東⼝ 武史 教授　⼯学部基盤⼯学科情報電⼦オプティクスコース 

				8/20㈯		【必修科目】イノベーティブデザイン (17名)

						橋本 優⼦ ⽒　宇都宮美術館専⾨学芸員 

				8/27㈯		 ナノの世界をのぞいてみよう(⾛査形電⼦顕微鏡体験講座) (5名)

						⻑⾕川 和壽 技術専⾨職員　機器分析センター 

				8/28㈰		 メダカのDNA鑑定 (21名)

						松⽥ 勝 教授　バイオサイエンス教育研究センター 



7/31㈰・

8/7㈰･21㈰

 8/5㈮
8/21㈰




9月

		開講日 カイコウ ビ		授業科目　受講者数　講師 ジュギョウカモク ジュコウシャスウ コウシ

		9/4㈰
		デザイン力実践Ⅱ（29名） メイ

				大庭　亨教授　工学部基盤工学科物質環境化学コース
松田　勝教授　バイオサイエンス教育研究センター
出口　明子准教授　共同教育学部自然科学系理科

		9/10㈯		つくって観察 細胞モデル１・２回目（計10名） カンサツ サイボウ カイ メ ケイ

				夏目 ゆうの助教　共同教育学部自然科学系理科 ナツメ ジョキョウ

		9/10㈯		粒子・反粒子と物質の起源（17名）

				小池 正史准教授　工学部基盤工学科情報電子オプティクスコース キバンコウガクカ

		9/11㈰		 起業家RPG～会社をつくろう～（10名）

				青木 圭太氏 ㈱アオキシンテック代表取締役・　　　　
とちぎアントレプレナー・コンテスト実行委員長 

		9/18㈰		ミジンコの生態〜その驚くべき環境適応能力〜（24名）

				宮川 一志准教授　バイオサイエンス教育研究センター

		9/19㈪		《必修科目》EC-Lab ４回目（20名） ヒッシュウ カモク カイメ

				Michael Ward先生,  Ben Jansson先生  センセイ

				【基盤教育センター(EPUU)教員】

		9/19㈪		原子と原子の結合を考える１回目（7名） ゲンシ ゲンシ ケツゴウ カンガ カイメ

				井本 英夫　宇都宮大学名誉教授　 ウツノミヤダイガク

		9/23㈮		《連続講座》放射線を見てみよう（9名）

				岩井 秀和助教　工学部基盤工学科物質環境化学コース
夏目 ゆうの助教　共同教育学部自然科学系理科 イワイ ヒデカズ ジョキョウ ナツメ ジョキョウ

		9/23㈮		レーザープラズマで作る高エネルギー加速器（6名） ツク コウ カソクキ

				大塚 崇光 助教　工学部基盤工学科情報電子オプティクスコース

		9/24㈯		コーチング入門２回目（４名） ニュウモン カイメ

				稲垣 友仁氏　共創コーチング株式会社

		9/24㈯		 ナノの世界をのぞいてみよう(⾛査形電⼦顕微鏡体験講座) (4名)

				⻑⾕川 和壽 技術専⾨職員　機器分析センター 

		9/25㈰		《必修科目》グローバルコミュニケーション（20名）

				Keith Rodger先生,  Josh Kidd先生,  Nebiyu Bachore先生 センセイ センセイ センセイ

				                    【基盤教育センター(EPUU)教員】

				《連続講座》プレゼン力養成講座（全５回） ゼン カイ

				幸運をつかむコツ（科学的発見のケーススタディ）

				光るクラゲの光るワケ

				《化学ｼﾘｰｽﾞ》さあ化学を始めよう

				《化学ｼﾘｰｽﾞ》長篠合戦の化学

				  大庭　亨教授　工学部基盤工学科物質環境化学コース



オンデマンド

(　月　日まで配信中）
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10月

				開講日 カイコウ ビ		授業科目　受講者数　講師 ジュギョウカモク ジュコウシャスウ コウシ

				10/1㈯		光るクラゲの光るワケ（24名）

						大庭　亨教授　工学部基盤工学科物質環境化学コース

				10/1㈯		作物の根を見てみよう（6名）

						神山 拓也助教　農学部生物資源科学科

						《必修科目》EC-Lab 5回目・６回目（延べ60名） ヒッシュウ カモク カイメ カイメ ノ

						Keith Rodger先生, Nebiyu Bachore先生,Michael Ward先生, 

						 Ben Jansson先生,Joel Neff先生【基盤教育センター(EPUU)教員】

				10/2㈰		レーザーと医療（5名）

						東口 武史教授　工学部基盤工学科情報電子オプティクスコース

				10/8㈯		デザイン力実践Ⅲ（26名） メイ

						大庭　亨教授　工学部基盤工学科物質環境化学コース
松田　勝教授　バイオサイエンス教育研究センター
出口　明子准教授　共同教育学部自然科学系理科

						《連続講座》海洋プランクトン化石から

						　　　　　　　過去の環境と進化を探るⅠ～Ⅳ（延べ20名）  ノ

						相田 吉昭　宇都宮大学名誉教授

				10/9㈰		 天文学研究の最先端（20名） テンモンガク ケンキュウ サイセンタン

						菊田 智史氏　筑波大学計算科学研究センター　 キクタ サトシ フミ シ

				10/10㈪		 空中ディスプレイの製作（12名）

						山本 裕紹教授　工学部基盤工学科情報電子オプティクスコース

				10/15㈯		 感性工学入門（8名）

						石川 智治教授　工学部基盤工学科情報電子オプティクスコース

				10/22㈯		《連続講座》放射線を測定しよう（6名） ソクテイ

						岩井 秀和助教　工学部基盤工学科物質環境化学コース
夏目 ゆうの助教　共同教育学部自然科学系理科 イワイ ヒデカズ ジョキョウ ナツメ ジョキョウ

				10/23㈰		【必修科目】イノベーティブデザイン入門 (23名) ニュウモン

						橋本 優⼦ ⽒　宇都宮美術館専⾨学芸員

				10/29㈯		 ガラス細工体験講座 (4名) ザイク

						⻑⾕川 和壽 技術専⾨職員　機器分析センター 

				10/30㈰		 花の形を制御する遺伝子について (16名) ハナ カタチ セイギョ イデンシ

						黒倉 健 講師　農学部生物資源科学科 

				10/30㈰		 学生フォーミュラから学ぶ工学倫理と自動車工学(2名) ガクセイ マナ コウガクリンリ ジドウシャコウガク

						・・・加藤 直人 助教　大学院地域創生科学研究科・・　・・・・・・工農総合科学専攻機械知能工学プログラム
原 紳 助教　工学部附属ものづくり創成工学センター
月川 淳 技術班長　工学部技術部情報領域班 

						　　《 化学ｼﾘｰｽﾞ》医療に貢献する化学1 イリョウ コウケン

						  大庭　亨教授　工学部基盤工学科物質環境化学コース
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