


祥明大学校　 
(ソウル市)

カセサート大学 
(バンコク市)

慶北大学校　 
 慶尚北道大邱 
 広域市 

ダッカ大学 
(ダッカ市)全北大学校　 

(全羅北道全州市)

国立台湾師範大学　 
(台北市)

天安蓮庵大学校　 
(忠清南道天安市)

アジア工科大学　 
(バンコク市)

国立政治大学　 
(台北市)

モンゴル人文大学　 
(ウランバートル市)
モンゴル国立農業 
大学　 
(ウランバートル市)

ビクトリア大学 
(メルボルン市)

カリフォルニア 
州立大学LA校＊ 
 カリフォルニア州 
 ロサンゼルス市 
ノースダコタ大学 
 ノースダコタ州 
 グランドフォークス市 

ノーザンブリティッシュ 
コロンビア大学　 
(プリンス・ジョージ市)

エアランゲン・ 
ニュールンベルク・ 
フリートリッヒ・ 
アレクサンダー大学 
(ニュールンベルグ市)

東フィンランド大学 
(ヨエンスウ市)

ボゴール農科大学 
(ボゴール市) 遼寧科技大学 

(鞍山市)

釜慶大学校 
(釜山市)

イルクーツク 
国立言語大学 
(イルクーツク市)

国際連合大学＊ 
(東京)

   ※国際学部との交流協定校 
　※農学部との交流協定校 
　※工学部との交流協定校 
　※オプティクス教育研究センター 
　　との交流協定校 
（＊がついている大学については、 
　学術研究交流のみのため、学生 
　の派遣は行っていません） 

電子科技大学　 
(四川省成都市)

● 

復旦大学　 
(上海市)

● 

寧波大学　 
(浙江省寧波市)

● 

浙江師範大学 
(浙江省金華市)

● 

浙江大学　 
(浙江省杭州市)

● 

浙江工業大学 
(浙江省杭州市)

● 

香港大学　 
(香港)

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
オルレアン大学 
(オルレアン市)

● 

● 

パラツキー大学 
(オロモウツ市)

● 

● 

東華大学 
(上海市)
チチハル大学 
(チチハル市)
浙江省農業科学院 
畜牧獣医研究所＊ 
(浙江省)
華南農業大学 
(広州市)

● 

● 

● 

● 

● 

● 

キングモンクット 
工科大学 
(バンコク市)

● 
コリマ大学 
(コリマ市)

● 

● 

● 

中国 

韓国 

台湾 

バングラデシュ 
インドネシア 

オーストラリア 

カナダ 

フィンランド 

フランス 

チェコ 

中国 
ダマスカス大学 
(ダマスカス市)

アリゾナ大学＊ 
(ツ－ソン市)

ハバナ大学＊ 
(ハバナ市)

● 

● 

● 

シリア 

アメリカ 

キューバ 

ポンティフィシア 
カトリック大学 
(リマ)

セントラル・ 
ランカシャー 
大学 
(プレストン市)

● 

● 

ペルー 

イギリス 
日本 

モンゴル タイ アメリカ ドイツ 

韓国 

ロシア 
部局間交流協定校（学部を主とした交流協定校） 大学間交流協定校 

(               )
内蒙古農業大学 
 内蒙古自治区 
 呼和浩特市 

● 

(               )

(                )
(                )

国立曁南国際 
大学 
(南投県)
国立台北大学 
(台北県)
龍華科技大学 
(桃園県)

● 

● 

● 

台湾 

ベトナム 
ハノイ大学 
(ハノイ市)

● 

タイ 
メキシコ 

※ 

※ 

※ 

※ 
※ 

※ 

※ 

※ ※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※ 

※  







●小・中学校教員のための園芸技術講習会
学校の花壇や空き空間を生かした植物栽培の基礎知識やノウハウの伝授、さらにはコンサルテ

ィングまで、現場教員の皆さんの広い要望に対応しています。
■問い合わせ先 附属農場 TEL0285-84-2424 FAX0285-84-2425

E-mail fuznoujy@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp
●「森のがっこう」（小学生）

夏休みに1泊2日で実施しており、森林（里山）における動植物観察、林業体験をとおして自
然との触れ合い体験ができます。

■問い合わせ先　附属演習林　TEL0287-47-0158 FAX0287-47-0366
E-mail fuzensyu@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp

１【留学生センター】
外国人留学生に対し、必要な日本語・日本事情教育及び修学・生活上の指導助言を行うと

ともに、留学生交流の推進や海外留学を希望する学生に対する指導助言を行っています。
●交流協定締結校への留学

本学は、中国、韓国、アメリカをはじめ多くの外国の大学と交流協定を締結しています。交
流協定校への留学を希望する場合は、積極的にご相談ください。

■問い合わせ先 学務部留学生・国際交流課留学生担当　
TEL028-649-5099  FAX028-649-5115

E-mail ryuugaku1@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp
2【附属図書館】

附属図書館では、地域に開かれた知の拠点として、当館が所蔵する教育研究のために収集し

た貴重な学術情報資源を、地域の皆様の生涯学習を支援するために広く開放しています。
■問い合わせ先 学術研究部学術情報課　TEL028-649-5130 FAX028-649-5138

E-mail tossoumu@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp

3【放送大学栃木学習センター】
4【複合施設・学務部】

学務部事務室（修学支援課、学生支援課、留学
生・国際交流課、入試課)、コンビニ（ミニストップ）、
郵便局が入居してます。

5【大学会館】
学生食堂や売店、多目的ホールなどがあります。

6【総合メディア基盤センター峰分室】
レポート作成には必須の場所！

7【キャリア教育・就職支援センター】
●キャリア教育授業

1・2年生のうちから社会の状況に目を向けるとともに、自分や自分らしい生き方について考　
え、学生生活の目標を立て具体的な進路・職業選択ができる目を養います。

●進路・就職相談
「自分の将来について」「自分に向いている職業は？」「エントリーシートの書き方」といった
いろいろな相談に対応しています。

I N F O R M A T I O N
【国際学部】

●国際学部出張講義
国際化社会における相互理解への関心を高めるため、栃木県内や県外の高等学校へ本学部教員

が出向いて高校生に国際理解に関する講義を行っています。
●国際学部社会人特別選抜学生募集

広く社会人を学部学生として受け入れるため、小論文・英語読解・面接などによる特別選抜を
実施しています。

●国際学研究科博士前期課程社会人特別選抜学生募集
企業、自治体等で活躍している方、国際交流・貢献活動経験者等のキャリア・アップを目指す

方、社会貢献を考えている団塊の世代、主婦などの社会人を、大学院博士前期課程の学生として
受け入れるために、口述試験等による特別選抜を実施しています。勤務条件や通学時間を考慮し
た授業時期や時間を設けて、夜間や土曜日等にも開講しています。

●教育訓練給付制度の講座指定（国際社会研究専攻・国際交流研究専攻）
国際学研究科国際社会研究専攻生及び国際交流研究専攻生で、雇用保険の被保険者または被保

険者であった期間が3年以上の方（ただし、初回に限り、1年以上の者）は、博士前期課程修了
後、大学に支払った経費の20％に相当する額（上限10万円）の支給を受けられます。これは、
雇用保険の給付制度です。詳細はハローワークへお問い合わせ下さい。

●国際学部・国際学研究科講演会・シンポジウム
年数回、その時々に応じた講演題目で学生・教職員を対象に学外の多様な方の講演会等を開い

ています。一般の方も参加することができます。平成21年度には、宇都宮大学創立60周年記念
宇都宮大学国際学部設立15周年記念シンポジウムを開催しました。

●国際学研究科公開授業
ローカルな問題をグローバルな視点で捉えなおし、地球市民の立場から検討する公開授業を実

施しています。一般の方も参加することができます。
●多文化公共圏センター

栃木県内の自治体、国際交流協会、市民団体等及び海外の交流協定校とネットワークを形成し、

グローバル化に関わる課題に関する研究や実践的活動を行います。
■問い合わせ先 国際学部総務係　TEL028-649-5164  FAX028-649-5171

E-mail koksomu@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp

【教育学部】
●フレンドシップ事業（児童・生徒）

学生と子どもたちが直接ふれあい、体験を通して実践的に学ぶ機会を提供しています。科学実
験、野外活動、環境教育、まちづくり活動を行っています。

●授業見学（高校生及び保護者）
高校生に教育学部をよりよく知ってもらうために学部の授業見学を開催しています。

●大学院教育学研究科授業の夜間・休日等開講
大学院教育学研究科では、現職教員や社会人の専修免許状取得や自主的な研修に役立てるため、
多数の授業科目を夜間、土・日曜日、長期休業期間に開講しています。特に、カリキュラム開発
専攻と特別支援教育専攻は、夜間、休日等の授業を履修することによって、勤務を続けながら修
了することが可能です。

●音楽によるアウトリーチ活動
教育学部音楽教育専攻では、授業のなかで「音楽によるアウトリーチ」活動を行っています。
この活動は、地域の小・中学校、高校、施設などに出向き、出前授業（交流授業）、出前コンサ　
ート、ワークショップなどを学生自身が企画・実施しているものです。内容はそれぞれの学校等
の希望をもとに考えていきます。この活動にご興味があり、「ぜひうちの学校（施設）にも来て
欲しい！」とお考えの先生がいらっしゃいましたら、是非ご連絡ください。

●MOMENTS MUSICAUX～音楽教育講座の教員による演奏会
教育学部音楽教育講座の教員（教授・准教授・講師）の出品・出演による演奏会
「MOMENTS MUSICAUX」シリーズを、毎年開催しています。教育に携わるとともに、それ
ぞれ類稀なキャラクターを持った音楽家である本講座の教員たちが、日頃の研究成果を地域の皆
様にご披露する、大学と地域との文化交流の場です。

■問い合わせ先 教育学部総務係 TEL028-649-5242  FAX028-649-5244
E-mail kyisomu@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp

【農学部】
●農学部出張講義

宇都宮大学農学部における教育研究への関心及び「農」
に関する知識をより深めてもらうため、本学部教員が高
等学校へ出向き、生の講義をお伝えしています。

●農学部シンポジウム
年数回、学生や教職員、学外者を対象として、様々な

分野の国内及び国際シンポジウムを開催しています。
●アグリカレッジ

農学に対する向学心を深めるため、「農業を科学する」をメインテーマとして高校生を対象に
講義を行う、県立農業高校と宇都宮大学農学部の高大連携事業の一つです。

●スーパー・サイエンス・ハイスクール（SSH）及びサイエンス・パートナーシップ・プログラム（SPP)
文部科学省が開始した事業であり、そのお手伝いとして宇都宮大学農学部では、研究施設や教

育施設の開放及び公開講座を行っています。
●アグリ支援機構

日常にある「農」に関する疑問や講演・技術指導及び受託研究や共同研究の相談などをお受け
しています。

■問い合わせ先 農学部総務係 TEL028-649-5398 FAX028-649-5401
E-mail nousomu@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp

●「お米と果物とミルクの不思議体験教室」（小学生と保護者）
春から秋にかけて4～5回実施しており、田植えや摘果から収穫まで、また牛の乳しぼりなど

も体験できます。
●オープンエコファーム（開放農園）事業（社会人等）

有機栽培に取り組もうとする農家等に対して、野菜、畑作物等の有機農業を実践・実習及び指
導します。

峰キャンパス

●全学プログラム行事
1・2年生のうちからキャリアや就職について考え、体験してもらうために、全学の学生を対

象としたキャリアフェスティバル、学生支援プロジェクトといった行事を行っています。
●インターンシップ

企業や官公庁など、実際の職場で仕事を体験します。社員と同じような分野で働くなかで、企
業・仕事・働くことを理解するものです。

●就職ガイダンス・セミナー
合同企業・公務員等説明会、就職面接実践講座、自己理解セミナー、教員採用対策セミナーな
ど就職活動を行う学生に役立つプログラムを実施しています。

●就職情報の提供
就職支援システム（UU Career Navi）（下記ホームページから入れます。）を利用して、企業
情報や求人票の検索、進路相談・就職ガイダンスの予約ができます。
その他、後輩へのアドバイス、就職関連図書・雑誌などを取りそろえています。

■問い合わせ先 TEL028-649-5104  FAX028-649-5115
URL: http://www.career.utsunomiya-u.ac.jp

8【共通教育センター】
幅広い教養と豊かな人間性を養成する共通教育の企画運営をしています。ことに、「浴びる英　
語」をテーマとした英語教育プログラム（EPUU）の運営に力を入れています。

●ＥＰＵＵ シアター
37席を備えた映画館。友達グループでいつでも観たい映画が観られます。ただし英語の映画
のみ。とにかく英語を聴きましょう！

●ＥＰＵＵ クリニック
予約をすれば、1人20分間ネイティブスピーカーから英語の個人指導を受けられます。
とにかく英語で話しましょう！

●ＥＰＵＵ リーディングラボ
英語の本が5000冊。簡単な絵本から専門の入門書まで。とにかく英語で読みましょう！

●ＥＰＵＵ DVDラボ（図書館3階）
英語の映画ＤＶＤが500枚。自分の好きな映画を選んでください。それを教材にして学ぶ

ＰＣが32台。とにかく映画で英語を学びましょう！
●ＥＰＵＵ CALL教室

授業用が2室、自習用が1室。TOEFL・TOEICの準備勉強、留学準備、発音矯正等々、全て
の教材がＰＣに組み込まれています。とにかく英語を学びましょう！

■問い合わせ先 TEL028-649-5091

9【保健管理センター】
一人暮しの学生の強い味方。無料で診察、薬を処方してもらえます。

10【生涯学習教育研究センター】
●公開講座（学生・一般市民）

平成22年度は72講座が開講予定となっており、どなたでも受講できます。詳細は別途発　
行している「公開講座開催案内」及び生涯学習教育研究センターホームページに掲載しています。

●社会教育主事講習（学生・教員免許保有者等）
社会教育主事になりうる資格を得るための講習（文部科学省主催）を行っています。

■問い合わせ先 TEL028-649-5144 FAX028-649-5145
E-mail：syougai@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp

複合施設

フランス式庭園

19）まなびの森保育園18）サークル棟「コスモス」

16）体育館

15）武道場

17）第2体育館

14）講堂

13）旧書庫

12）バイオサイエンス教育研究センター

11）雑草科学研究センター

10）生涯学習教育研究センター

9）保健管理センター

6）総合メディア基盤センター峰分室

5）大学会館

4）複合施設・学務部

3）放送大学栃木学習センター

2）附属図書館

1）留学生センター 7）キャリア教育・就職支援センター
8）共通教育センター

農学部
農学部

農学共通研究棟

本　部

国際学部

教育学部

教育学部

正　門

正門案内所

フランス式庭園

イギリス式庭園

グリーンスペース

グリーンステージ

カーゲート

学生等駐車場

駐輪場

テニスコート

陸上グランド

プール

野球場 他目的グランド

ATM

〒 ミニ

ストップ

ATM

ATM

東　門

南　門

11【雑草科学研究センター】
●公開セミナー（学生・一般市民）

センター教員、客員教授や国内外の著名な研究者を講師として、雑草科学や都市緑化、生活環
境の修復・保全に関連した内容で開催しています。

●シンポジウム（企業人・一般市民）
国内外の著名な研究者を招へいし、植生マネジメントに関するシンポジウムを開催しています。

●センターの一般公開（高校生・教員・一般市民）
大学のオープンキャンパス時にセンター研究棟、温室等の施設見学とともに研究内容の紹介を

行っています。同時に一般市民の方も対象にしています。強害雑草や寄生雑草、住居環境の緑化
に役立つ植物の展示を行い、雑草が私たちの生活にどのような影響を与えているか分かりやすく
説明します。当日は「雑草何でも相談室」を設けて雑草に関する相談に応じています。

■問い合わせ先 TEL028-649-5148 FAX028-649-5155
E-mail zasso@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp

12【バイオサイエンス教育研究センター】
●セミナーやシンポジウム（学生・教職員・一般市民）

本センターの各研究領域と関係の深い国内外の研究者や地元企業の研究者が講演します。
●バイオ研究支援やセンターの一般公開

バイオサイエンスに関する疑問や講演・技術指導、センターの見学などをお受けしています。
●科学実験講座（中学生）やバイオテクノロジー体験講座（高校生・高校教員）、出前授業（高校）

植物やDNAに関する講義と実験を行います。
●遺伝子組換え実験講習会、動物実験にかかる教育訓練、放射線障害防止のための教育訓練

安全にバイオ研究を実施するため、法令等に定める教育・訓練を行っています。
■問い合わせ先 TEL028-649-5527 FAX028-649-8651

E-mail : c-bio@cc.utsunomiya-u.ac.jp

13【旧書庫】
大谷石造りの古い建物

14【講堂】
大正13年建築。映画の撮影に
使われることもある趣のある建物。

15【武道場】
スポーツジム並のトレーニングマ

シンがあります。

16【体育館】
17【第2体育館】
18【サークル棟「コスモス」】

天気がいい日はみんなで集まって、お昼ゴハンやおしゃべり！バンドが演奏しているときもあり
ます。

19【まなびの森保育園】

講堂

日本式庭園

駐輪場

北　門

馬場

工作実験室

サステーナブルビレッジ

駐輪場
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陽東キャンパス 6【地域共生研究開発センター】
●金曜イブニングセミナー（一般市民・企業人・学生・教職員）

最先端の科学技術や社会の出来事に関する話題を、分かりやすく講義し、楽しみながら学ぶ機会
を提供しています。年2～4回開催。

●各種講演会、研究会（一般市民・企業人・学生・教職員）
研究会の成果発表会や時代にマッチした技術、トピックスに関する研究会を開催しています。

●技術相談、共同研究、ベンチャー起業家の窓口
■問い合わせ先 TEL028-689-6316 E-mail chiiki@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp

7【ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー（地域共生研究開発
センターVBL部門）】

●ＶＢＬ部門成果発表会（一般市民・企業人・学生・教職員）
大学院ＶＢＬ部門の研究プロジェクトの研究成果を大学内外に発表し、産学連携の促進の場を提

供しています。

8【知的財産センター】
●知的財産権セミナー（一般市民・企業人・学生・教職員）

知的財産権に関する教育・啓発の場を提供しています。
●弁理士チャレンジ講座（一般市民・企業人・学生・教職員）

弁理士受験のための勉強法などを解説しています。
●特許相談（一般市民・企業人・学生・教職員）

特許出願相談、職務発明相談、共同研究契約など知的財産権に関するあらゆる相談に応じています。
■問い合わせ先 TEL028-689-6324 E-mail chizai@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp

9【オプティクス教育研究センター】
●オプティクス教育研究セミナー（一般市民・企業人・学生・教職員）

最先端の光科学技術に関するセミナーを開催しています。（年6回程度）
●海外短期研究留学制度

工学研究科前期・後期課程に在籍する学生を対象として、国際交流協定校 アリゾナ大学（米国）、
東フィンランド大学（フィンランド）等への短期研究留学の研究活動を推奨し、国際的視野に富む
高度技術者及び研究者の育成を行っています。

■問い合わせ先 TEL028-689-7074 E-mail core＠cc.utsunomiya-u.ac.jp

●科目等履修生制度
生涯学習の推進を図ることを目的とし、社会人等に対して学習機会を拡大する観点から設け

られた制度です。特定の授業科目の履修を希望する者に対して、授業に支障のない範囲におい
て選考の上、授業科目の履修を許可しています。また、特定の専門事項について研究指導を希
望する場合には、研究生制度があります。

■問い合わせ先 学務部修学支援課　　TEL028-649-5168

●社会人特別選抜入学試験
一度社会に出て、専門分野の必要性から大学入学を希望する人、また生涯学習という観点か

ら、定年を迎え再教育を受けて知識の習得を目指す人を受け入れています。
■問い合わせ先 学務部入試課　　TEL028-649-5112

工学部学生係　　TEL028-689-6003（大学院工学研究科）

●オープンキャンパス
毎年夏季に、高校生・受験生及び一般市民の方々を対象としたオープンキャンパスを開催し、
模擬授業、実験体験、研究室・施設公開、個別入試相談、サークルデモンストレーション等を
行います。平成22年度は8月1日（日）に開催します。

■問い合わせ先　 企画広報部企画広報課　　TEL028-649-8649

●大学祭（峰ヶ丘祭）
毎年11月に、大学祭実行委員会（学生団体）主催による大学祭が実施され、本学の教育・

研究、サークル活動などの各種の展示、研究発表、活動報告などを公開し、また各種シンポジ
ウム、模擬店などを開催しています。平成22年度は11月20日（土）～22日（月）に開催され
ます。

■問い合わせ先　 学務部学生支援課　　TEL028-649-5097

10【図書館分館】
工学系の図書や雑誌がたくさんある！

11【総合メディア基盤センター】
●情報通信関係特別講演会

情報技術の新しい動向や最新技術についての講演会を実施しています。
■問い合わせ先　 TEL028-689-6340 FAX028-689-6342

E-mail sec@cc.utsunomiya-u.ac.jp

12【石井会館】
学生食堂や売店が入っています。峰キャンパスの学生食堂と味比べをしてみては？

13【キャリア教育・就職支援センター分室（進路相談室）】
14【体育館】

その他にも宇都宮大学には様々な取組があります
●栃木科学・技術シンポジウム（企業人・一般市民）

栃木県や宇都宮市・県産業振興センターなどと共に新しい科学技術についての普及啓発を図
るために、講演会やパネル討論などを実施しています。

■問い合わせ先 学術研究部産学連携課　　TEL028-649-5019

陽東キャンパス前の通り

オプティクス教育研究センター

Formula-SAEプロジェクト

陽東キャンパス北側に位置する

「ベルモール（総合ショッピングセンター）」

13）キャリア教育・
就職支援センター分室

12）石井会館

11）総合メディア基盤センター

1）学際先端システム学専攻棟

6）地域共生研究開発センター

5）工学部附属ものづくり創成工学センター

4）保健管理センター分室

3）留学生センター工学部分室

2）アカデミア・ホール

7）ベンチャー・ビジネス・
ラボラトリー

8）知的財産センター

9）オプティクス教育研究センター

10）図書館分館

14）体育館

情報工学科

機械システム工学科
電気電子工学科

共通専門教育

建設実験棟

応用化学科

機械・電気実験室

総合研究棟

建設学科

テニスコート

野球場

北　門

正門案内所

案内版

駐輪場

バイク通用門

正　門

案内版

駐輪場

駐輪場

学生等駐車場

駐輪場

駐輪場

カーゲート

サッカー・ラグビー場

峰キャンパスへ

↓

西　門

I N F O R M A T I O N
【工学部】
●工学部体験教室（小学生～高校生）

実験や授業をとおして身近に工学に触れることによる知的啓発を進めています。
●産学連携シンポジウム（一般市民）

産学連携の積極的推進を図るためのシンポジウムを開催しています。
●最先端技術特別講演会（学生・教職員・一般市民）

情報工学分野を中心とした最先端技術を外部の著名な方々を講師に招いて、分かりやすく
解説します。

●工学研究科社会人特別選抜入試制度
社会人を大学院博士前期課程及び博士後期課程の学生として受け入れるために、研究計画

書による口述試験・書類審査等の特別選抜を実施しています。勤務条件を考慮した授業時期
や時間を設けて、夜間や土曜日等にも開講しています。

●工学研究科外国人留学生特別選抜制度
留学生を大学院博士前期課程及び博士後期課程の学生として受け入れるために、研究計画

書による口述試験・書類審査等の特別選抜を実施しています。
■問い合わせ先 工学部総務係　TEL028-689-6005  FAX028-689-6009

E-mail kousomu@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp

1【学際先端システム学専攻棟】
ここに工学部学生係があり、各種手続きや相談ができます。

2【アカデミア・ホール】

3【留学生センター工学部分室】
4【保健管理センター分室】

具合が悪いときは休養したり、薬を処方してもらえます。

5【工学部附属ものづくり創成工学センター】
●インターンシップ

工学部と工学研究科の学生を対象に推進しています。
●学生プロジェクト支援

ものづくりプロジェクトを学生が企画して申請すれば、審査して支援します。
昨年はFormula-SAE、コンクリートカヌー、電気自動車、つくばチャレンジの4つのプロジェ
クトを支援しました。

●機械使用ライセンス制度
学生や教職員がライセンスを取得すれば、工学部の機械加工設備を使って自由にものづく　

りができます。
●ものづくり技能セミナー

栃木県の高度熟練技能者「とちぎマイスター」からものづくりの技を見せていただきます。
●子どもものづくり体験教室

小中学生を対象にしたものづくり体験教室を開催しています。
■問い合せ先 TEL/FAX 028-689-7070  E-mail  icree@cc.utsunomiya-u.ac.jp

URL http://www.icree.utsunomiya-u.ac.jp

学際先端システム学専攻棟及びアカデミア・ホール
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 ＊学年はアンケート回収時点（2010年2月） 
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