
御手洗文部科学事務次官が本学を視察

御手洗文部科学事務次官は，6月 25日（金），本学を訪

問し，岩崎学長との懇談及び学内施設を視察しました。

懇談には，岩崎学長の他，工藤理事，磯田理事，油田理

事らが同席し，岩崎学長から本学の概要，法人化後 3ヵ

月を経過した大学の現状等についての説明を受けられま

した。また，懇談後は，朝永記念室，体育総合実験棟，

計算科学研究センター及び先端学際領域研究センターを

視察し，各施設の概況等の説明を受けられました。

佐伯年詩雄教授が代表，菊幸一助教授，仲澤眞助教授，

佐伯教授指導下の体育科学研究科5年稲葉佳奈子氏らが

グループメンバーを務める「スポーツの振興に関する社

会学的研究グループ」が秩父宮記念スポーツ医・科学賞

奨励賞を受賞

佐伯年詩雄教授（人間総合科学研究科）が代表，菊幸一

助教授，（同）仲澤眞助教授（同），佐伯教授指導下の体

育科学研究科 5年稲葉佳奈子氏らがグループメンバーを

務める「スポーツの振興に関する社会学的研究グループ」

が「第 7回秩父宮記念スポーツ医・科学賞」（日本体育

協会主催，読売新聞社共催）を受賞しました。生涯スポ

ーツの振興という視点から，スポーツライフスタイル構

想を核にした政策立案の方法論の提示など，長期的視野

に立ったスポーツの振興方策などの研究で成果を挙げた
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総合研究棟B竣工披露式

キャンパスリニューアル計画の一環として，大学院重点

化に対応する総合研究棟B（鉄筋コンクリート造り地上

12階地下 1階建て延床面積 18,673.75㎡）が竣工し，6月

23日（水）に記念式典が挙行されました。

式典は学内外から約120名の出席のもとに行われ，細見数

理物質科学研究科長の開式の辞の後，岩崎学長から，教

育研究活動の戦略的展開に欠くことのできない総合研究

棟の機能を最大限に活用し，大学院に重点を置いた，国

際的に存在感のある研究型総合大学として，更に発展し

たい旨の式辞が述べられました。続いて文部科学省大臣

官房文教施設企画部大島技術参事官からの祝辞，上田施

設部長の施設概要説明があり，建物玄関前で岩崎学長ら

関係者によるテープカットや施設見学が行われました。

式典後祝賀会が行われ，西村システム情報工学研究科長

の開会の辞，工藤副学長（総務・企画，広報）の挨拶の

後，藤澤つくば市長らの祝辞があり，総合研究棟Bの竣

工を祝うとともに今後の発展を祈念しました。
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ことが評価されたものです。

この賞は，スポーツの宮様として国民に親しまれました

故秩父宮殿下のご遺徳を偲んで設置され，スポーツ医・

科学分野で際立った功績を残した研究者やグループを表

彰する賞です。

表彰式は6月22日，品川プリンスホテルで行われました。

守屋正彦教授が I.B.C（International Biographical Centre

of Cambridge，England）の“International Visual Artist

of  the Year 2004”を受賞

守屋正彦教授（人間総合科学研究科，

芸術学専攻，日本美術史）はI.B.Cの

“International Visual Artist of the

Year 2004”に選出されました。この

賞は昨年発刊された多くの人名録の中

から，芸術に関わる少数の個人に贈ら

れるもので，近年の日本美術に関わる

業績が評価されての受賞となりました。

加藤和彦助教授，大山恵弘氏及び加藤助教授指導下で平

成15年度システム情報工学研究科修了の神田勝規氏ら

が日本ソフトウェア科学会論文賞を受賞

加藤和彦助教授（システム情報工学研究科，コンピュー

タサイエンス専攻），大山恵弘氏（論文発表時，JSTさ

きがけ研究 21ポスドク研究員として加藤研究室所属）

及び加藤助教授指導下で平成 15年度システム情報工学

研究科修士取得の神田勝規氏（論文発表時に加藤研究室

所属），らが発表した論文「安全なソフトウェア実行シ

ステムSoftwarePotの設計と実装」（コンピュータソフ

トウェア, 日本ソフトウェア科学会，Vol. 16，No. 6，

pp. 2-12，2002年 11月）が，日本ソフトウェア科学会の

2003年度論文賞を受賞しました。

この賞は，過去 1年間に同学会の学会誌に掲載された論

文の中から特に優秀なものに与えられるもので，表彰の

件数は年間 2件以内と定められています。近年注目され

ているセキュリティ技術に関する重要な方式提案を行っ

ている点，実用に耐えられる完成度の高いソフトウェア

を実現している点が高く評価されました。

6月 9日に東京大学山上会館にて開催された第 21回通常

総会において表彰式が行われました。

亀田敏弘講師が地盤工学会の平成 15年度「土と基礎」

年間優秀賞を受賞

亀田敏弘講師（システム情報工学研究

科）は論文「GPS地殻変動計測への

新しい解析理論の応用」（「土と基礎」

平成15年2月号に掲載）に対して，平

成 15年度地盤工学会「土と基礎」年

間優秀賞を受賞しました。

この賞は地盤工学会学会誌「土と基礎」

に投稿された論文の中から優秀な論文に対して授与され

るものです。

5月 27日に地盤工学会（東京都文京区）において授賞式

が行われました。

橋本義輝助手が酵素応用シンポジウム研究奨励賞を受賞

橋本義輝助手（生命環境科学研究科）が，第 5回酵素応

用シンポジウム研究奨励賞を受賞しました。

受賞研究課題は「N-置換ホルムアミド代謝に関わる酵
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左から，クリスタルケース入りの賞状を持つ加藤助教授，大山氏，神田

氏

橋本助手の受賞シーン

受賞会場にて：左から仲澤助教授，佐伯教授，稲葉氏，菊助教授
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素の基礎解析および有用物質生産への応用」で，産業界

の発展に大いに影響を与える酵素の応用研究として選考

委員会での高い評価を受け今回の受賞となりました。

この研究奨励賞は，産業界に影響を与える可能性の高い

「酵素の応用研究」を行っている将来性のある研究者に

贈られるもので，5人が選ばれました。

受賞式は，6月 11日，名古屋名鉄ニューグランドホテル

での第 5回酵素応用シンポジウム（主催：天野エンザイ

ム株式会社）会場にて行われました。

中田英雄教授指導下の平成15年度教育研究科修了大森

圭貢氏が人類働態学会優秀発表賞を受賞

中田英雄教授（人間総合科学研究科，

教育開発国際協力研究センター長）指

導下の平成 15年度教育研究科修了大

森圭貢氏（カウンセリング専攻リハビ

リテーションコース）が，6月 12日，

13日に千葉工業大学津田沼キャンパ

スで開催された第 39回人類働態学会

において，優秀発表賞を受賞しました。

今回受賞対象となったのは，平成 15年度の修士論文を

まとめた「後期高齢呼吸器疾患及び心疾患患者における

歩行の自立と等尺性膝伸展筋力の関係」と題する研究で

す。75歳以上の男女高齢者 131名の等尺性膝伸展筋力を

測定し，歩行の自立度との関係を検討したもので，分析

の観点や独創性のみならず，見やすく，理解しやすく工

夫されたプレゼンテーションの両方が高く評価されまし

た。

大森氏は，東京キャンパスの夜間大学院修士課程を平成

16年 3月に修了し，現在，聖マリアンナ医科大学横浜市

西部病院リハビリテーション部に理学療法士として勤務

しています。

野村武男教授指導下の人間総合科学研究科4年若林斉氏

が日本生理人類学会発表奨励賞を受賞

野村武男教授（人間総合科学研究科）

指導下の人間総合科学研究科 4年若林

斉氏（体育科学専攻）は，平成 15年

10月 25日，26日に千葉大学で行われ

た日本生理人類学会第 50回大会にお

いて「保温水着着用が水浸安静時の放

熱量および熱遮断能に及ぼす影響」の

研究発表を行い，発表奨励賞に選ばれました。

この賞は研究内容とプレゼンテーションが審査され，若

手研究者を対象に行われるものです。

6月 15日，16日に北海道大学で行われた第 51回大会に

おいて授賞式が行われました。

附属小学校が，創立100周年「初等教育研究会　学習公

開・研究発表会」を開催　

6月17日，18日の両日，附属小学校において，恒例の学

習公開・研究発表会が開催されました。

今回の研究発表会は，明治37年に第1回が開催されて以

来，100年目に当たり，附属小学校の研究発表会として

「創立 100周年」を記念したもので，全国からの参加者

は約 1,300人に達しました。また，本学教育開発国際協

力研究センターへの研修者としてホンジュラスから 17

名の参加者もありました。

一方，「子どもの豊かさに培う共生・共創の学び」のテ

ーマで平成12年度より4年間の研究を重ねて最終年度と

なった今回の発表会では，その成果として，この研究に

基づくカリキュラムを作成し発表しました。これを「筑

波プラン」と称し，全 10冊の出版物として完成させ世

に問うこととしました。この研究は，学校に基礎を置く

カリキュラム開発にとって，大きな示唆を与える有用な

パラダイムを提供するものと期待されます。

また，特別企画として，本学元学長で現芝浦工業大学長，

（財）茨城県科学技術振興財団理事長であるノーベル物

理学賞受賞者の江崎玲於奈氏による「多彩な才能の開花

を」と題した講演が行われ，講堂に集まった約 1,000人

の参加者は，真剣に耳を傾けていました。

北アフリカ研究センターのメンバーがチュニジア・リビ

アで研究交流活動を展開

北アフリカ研究センターのメンバーを含む本学の教員・

研究員総計 19名が，5月末から 6月初めにかけて，チュ

ニジア共和国および社会主義人民リビア・アラブ国を訪

問し，活発な研究交流活動をおこないました。

チュニジアでは南部の都市スファックスで開催された

TJCST2004（2004年チュニジア日本，文化・科学技術

シンポジウム）に参加しました。

このシンポジウムは，エルーチ教授（スファックス大学，

国立工学院）と井田哲雄教授（システム情報工学研究科）

をプログラム委員長として組織されたもので，日本とチ

江崎氏による記念講演会の様子
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ュニジアの研究者の共同運営による 5回目のシンポジウ

ムとなります。

今年は，情報学，海洋・環境科学，バイオ関連科学，人

文社会科学の 4分野を含み，参加者 160名，総計 90の発

表からなる，これまでにない大規模なものとなりました。

日本からは本学の 19名を含む，7大学 1研究所計 36名の

参加者がありました。なおこのシンポへの参加について

は，日本学術振興会による国際学術会議参加旅費支援を

受けることができました。さらに同センターの一行は，

5月 29日にチュニジアの高等教育･科学研究･技術省，5

月 30日にリビアのアル・ファタ大学，5月 31日に同じ

くリビアの高等研究院への公式訪問をおこない，今後の

研究協力体制について議論を交わしました。とくにリビ

アでは，同国を訪れた初めての日本の学術団体として厚

い歓迎を受けました。

このほかにチュニジアでは，5月 17日～ 22日，28日の

INSAT（国立応用科学技術研究大学）での情報学連続

講義，5月 25日のJoussour Ehawassaol協会・大学環

境協会訪問，5月 27日のボルジュセドリアテクノパーク

見学，5月 28日のチュニス大学での確立解析分析ワーク

ショップ・INAT（国立農業研究所）でのバイオ=環境

学ミニシンポ・ISLT（国立高等外国語研究所）での人

文系ワークショップなど，活発な研究交流活動を展開し

ました。また駐チュニジア，駐リビア両日本大使館から

歓迎レセプションを受け，北アフリカ地域と本学を中心

とする日本側との広範囲な学術交流の継続･発展に期待

が寄せられました。

平成 16年度第 1期情報化研修（パソコン入門・初級コ

ース）を実施

平成16年度第1期情報化研修として，パソコン入門・初

級コースを実施しました。

パソコン入門・初級コースは，6月22日～24日の3日間，

学術情報メディアセンター実習室を会場に開催され，19

名が受講しました。このコースは，Windows，表計算

（Excel）及びワープロ（Word）の 3コースを併せた総

合的な入門コースですが，日常使うのには十分な講習内

容となっています。

土浦市水郷プール・砂沼サンビーチの利用について

教職員レクリエーション行事の一環として，下記の施設

の入場料一部補助（筑波キャンパス）及び団体割引券の

発行を次のとおり実施します。

施　　　設：◆土浦市水郷プール

土浦市大岩田町601（霞ケ浦総合公園内）

◆砂沼サンビーチ

下妻市大字長塚乙4-1（砂沼広域公園内）

利 用 期 間：7月17日（土）～8月31日（火）

利 用 区 分：

○入場料一部補助

◆土浦市水郷プール　800円

・補助金額　　　　500円

・個人負担金　　　300円

◆砂沼サンビーチ　　880円

・補助金額　　　　580円

・個人負担金　　　300円

※教職員1名につき各施設共1回に限ります。

また，入場料の一部補助のできる人数は両施設合

わせて300名までです。

○団体割引

TJCST2004開会式で，北アフリカ研究センターについて説明をおこな

う安部征雄北アフリカ研究センター長

パソコン入門・初級コースの研修風景

リビアのアル・ファタ大学長から校章の贈呈を受ける安部センター長



◆土浦市水郷プール

・大　　　人　　 900円→800円

・高　校　生　　 500円→400円　

・小・中学生　　 300円→250円

・幼児（4歳以上） 100円（割引なし）

◆砂沼サンビーチ

・大　　　人　 1,100円→880円

・小・中学生 500円→400円

・幼児（3歳以上） 300円→240円

申込方法等：

7月 12日（月）～ 8月 20日（金）までの間に所定の申

込書に現金を添えて，人事課福利厚生室福祉第一係へ

申し込んでください。

なお，前売券を購入するため，未使用の「利用券」で

も払戻しは出来ませんのでご注意ください。

問 合 せ 先：人事課福利厚生室福祉第一係

（TEL2097，2098）

東京ディズニーランド及びディズニーシー観光募集人数

変更のお知らせ

6月 9日発行の本誌（第 11号 5ページ）に募集掲載しま

した，東京ディズニーランド及びディズニーシー観光の

募集人数を，次のとおり変更したのでお知らせします。

※250名→400名

問合せ先：人事課福利厚生室福祉第一係

（TEL2097，2098）

受験生のための筑波大学説明会の開催に伴う構内駐車場

の取扱い等について　　　　－入試課・資産管理課－

平成16年度「受験生のための筑波大学説明会」が，7月

27日（火），28日（水）の両日に開催されます。

当日は，かなりの混雑が予想されますので，事故防止等

にご協力ください。（日程等詳細については 9，10頁を

参照ください。）

○構内駐車場の取扱いは次のとおりです。

大学説明会の開催期間中は，参加者送迎のための自家

用車，貸切りバス及び臨時バス等の駐車場確保のため，

構内駐車場の一部を次のとおり取り扱うこととします

ので，ご理解，ご協力の程よろしくお願いいたします。

◆次の駐車場は，参加者送迎用（自家用車）車両も利

用します。

・16 本部外来駐車場（終日，ゲートオープン）

・54 医学北駐車場（同）

・K5 仮設本部棟南駐車場（同）

・K7 仮設体芸西駐車場（同）

・K25仮設第三学群北駐車場（同）

・図書館情報専門学群駐車場

◆バス専用駐車場とするため，車両の駐車を禁止とし

ます。

・23 中地区駐車場

※上記駐車場が指定駐車場となっている許可車両

は，「16 本部外来駐車場」又は「K5 仮設本部棟

南駐車場」を利用願います。

◆バス専用駐車場とするため，敷地の半分を駐車禁止

とします。

・37 南地区駐車場

学術情報メディアセンターからのお知らせ

○平成16年度大規模利用制度後期募集について

研究上の理由から大規模な科学技術計算の実施を必要

とするユーザーの計算需要に応え，センターのスーパ

ーコンピュータシステムの有効利用を図ることを目的

として，本制度を試行的に実施いたします。

募集スケジュール及び利用内容は，次のとおりです。

特に，本制度の規程（申合せ事項）とシステム利用制

限については，内容を十分にご理解の上ご応募願いま

す。

○スケジュール

◆申請書提出：

8月16日（月）～27日（金）必着

◆応募グループによるプレゼンテーション実施：

9月 3日（金）15:00～

学術情報メディアセンター4階412室

（内容）研究概要及び必要計算機資源に関して

（時間）10分／グループ

※この会合には，応募者以外の方が参加されても

結構です。

◆審査結果通知：

9月 6日（月）以後

◆事務手続き：

9月 6日（月）～17日（金）

○申請事項

A4用紙1～2枚程度で形式は問いません。

１　研究課題名

２　代表者及び構成メンバー（氏名，所属）

構成メンバーは，実際にシステム利用される方

だけを記載してください。

３　代表者の連絡先（電話，E-mail）

４　計算内容

５　申請する計算資源，利用種別（CPU時間及び

ディスク容量，並列実行時の予定PE台数）

※・CPU時間は，[PE・月]を単位として記入し

てください。（例： 8[PE・月]とは，「1PEジ

ョブを 8ヵ月間実行」又は「4PEジョブを 2

ヵ月間実行」等のように考えてください。）

・ディスク容量は，期間内の最大値[GB]を記

入してください。

・今回採択するグループの使用するPE数及び

5
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ディスク容量の合計が，104[PE・月]，70[G

B]の範囲内となるように，スーパーコンピ

ュータ運用ワーキンググループで調整させて

いただきます。

○利用種別と負担金額

◆後期利用：

平成16年10月～平成17年 3月 30万円（消費税別）

◆利用期間：

10月 1日（金）から利用期間の運用末日までで

す。

利用開始の前日に，本制度用のアカウントに関す

る書類を発送します。

負担金請求先は，グループ代表者となります。ま

た，支払科目は，基盤教育研究費（従来の校費）

が望ましいですが，科学研究費補助金等でも利用

できます。

○負担金請求時期

後期利用グループ：平成17年1月

負担金30万円＋消費税分が請求されます。

※本制度の趣旨から，利用期間の途中で利用を取り

やめても，負担金及び消費税分は返却いたしませ

ん。

○その他

本制度利用に関する規則，システム利用制限等を以

下のホームページで掲載しております。これらの内

容を十分にご理解の上，ご応募願います。

http://www.cc.tsukuba.ac.jp/mimosa/large

http://www.cc.tsukuba.ac.jp/mimosa/large/

prj_kitei.pdf（本制度の規定）

http://www.cc.tsukuba.ac.jp/mimosa/large/

prj_system.pdf（本制度のシステム利用制限）

○問合せ，申請書提出先

学術情報メディアセンター　伊藤祥司（TEL2450）

E-mail： itosho@cc.tsukuba.ac.jp

○大型汎用計算機（kiku）の運用停止について

次期大型分散システムのシステム更新にともない，大

型汎用計算機（kiku）は撤去のため 8月 6日（金）

12:00をもって停止し，運用を終了します。

8月 2日（月）にデータのバックアップを行う予定で

すが，新システムではバックアップメディアの読み取

り装置が用意されません。従って，ユーザの個人デー

タは各自，保存して頂くこととなります。

長年のご利用，ありがとうございました。

○スーパーコンピュータシステム（mimosa）の電源・

空調設備の点検による運用休止について

電源・空調設備の点検のため，スーパーコンピュータ

システム（mimosa）の運用を次の期間休止しますの

でお知らせします。

運用休止期間：8月6日（金）19:00～16日（月）9:00

○メディア関係機器の利用及び貸出業務の休止について

メディア関係（旧教育機器センター）機器総点検のた

め，メディア関係機器を設備する施設の利用及び同機

器の貸出業務を次の期間休止します。

休止期間：8月9日（月）～16日（月）まで

第16回リスク工学研究会（RERM）開催のお知らせ

システム情報工学研究科リスク工学専攻では，定期的に

リスク工学研究会を開催しております。

次回は下記により開催の予定です。参加は自由ですので，

研究科の教職員・学生だけでなく，ご興味のある多数の

方々のご参加をお待ちしております。

日時：7月29日（木） 14:00～15:30

場所：総合研究棟B公開講義室（1階）

講演：Systems Approach to Knowledge Theory:

Creative Space and Creative Environments

Andrzej P. Wierzbicki（Center for Strategic

Development of Science and Technology,

Japan Advanced Institute of Science and

Technology, and National Inst i tute of

Telecommunications, Poland)

問合せ先：村尾　修（TEL，FAX5370）

E-ma i l：murao@risk.tsukuba.ac.jp

※RERMの趣旨等については，下記をご覧ください。

http://www.risk.tsukuba.ac.jp/rerm/index.html

第 6回比較市民社会・国家・文化特別プロジェクト

CSCセミナーの開催について

比較市民社会・国家・文化特別プロジェクトでは次のセ

ミナーを開催します。

皆様の参加をお待ちしております。

日　時：7月16日（金）16:45～18:00

場　所：総合研究棟A107

講演者：砂川有里子教授（人文社会科学研究科）

演　題：談話分析の可能性と社会

概　要：

文化や社会は私たちの言葉遣いに大きな影響をもたら

します。言語学では文化・社会と言葉の関係を探る方

法として談話分析が注目されています。そこで，いく

つかの談話分析手法について論じ，その応用の可能性

について考えます。また，10月中旬に講演を予定さ

れているアメリカニュージャージー州ラトガース大学

の泉子・K・メイナード氏の業績を紹介します。

共　催：

独立行政法人日本学術振興会「人文・社会科学振興の



ためのプロジェクト研究事業」（多元的共生社会に向

けた知の再編）「多元的共生に関する国際比較」

連絡先：岩田拓夫（iwata@social.tsukuba.ac.jp）

第111回つくばブレインサイエンス・セミナー（7月定

例会）の開催について

日時：7月13日（火）18:00より

場所：医学専門学群棟臨床講義室（A）

演題：新規脳ホルモンの探索：ニューロステロイドの合

成と作用

筒井和義（広島大学総合科学部脳科学，広島大学

統合脳科学プロジェクト研究センター）

このセミナーは，医科学研究科（修士課程）及び人間総

合科学研究科（博士課程）との共催セミナーです。

問合せ先：基礎医学系TBSA事務局　大野忠雄（代表）

（TEL3098，FAX3495）

E-ma i l： tbsa@md.tsukuba.ac.jp

（Tsukuba Brain Sci. Assoc.）

U  R  L ：http://www.md.tsukuba.ac.jp/public/tbsa/

植物見本園だより　　　　　　　－農林技術センター－

春にでた木々の新梢も夏にはすっかり堅くなり，夏の日

差しをうけて旺盛な成長をみせています。この頃はクサ

ギ，ノカンゾウ，ネムノキ，モッコク，ヤマユリ，ハギ

などが開花します。

シナノキ，ソヨゴなど春に花を咲かせた木々には小さな

果実（種子）がつき，これが秋にかけて赤や黄色に色づ

き始めます。また，アカシデのように長さ 4～ 10cmの

果穂を枝先から垂らすものもあり，木々の多彩な様子が

夏の植物見本園でみられます。

7

ネムノキ（合歓木：マメ科ネムノキ属）
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学内ニュース，写真の提供及び掲載内容へのご意見は広

報課（TEL2065，FAX2014）へお願いします。

E-mail：sokuho@sakura.cc.tsukuba.ac.jp

メールで寄稿なされた際は，「速報つくば」より原稿受

付の返信メールを配信いたしますのでご確認ください。

原稿受付の返信メールがない場合は，お手数でも広報課

までご連絡いただきますようお願いいたします。

「速報つくば」からのお知らせ

「速報つくば」の次回（通巻 1083号）の発行は 7月 22日

（木），原稿締切りは7月15日（木）となります。

「速報つくば」への寄稿に際しましては，一行 25文字

（英字・数字は半角）で原稿作成し，できるだけ電子フ

ァイル等で寄稿してください。

学内行事，イベント情報，教職員サークル活動などの記

事も募集しています。

お寄せ頂いた原稿は，Web上で掲載しますので，ご了

承願います。なお，「速報つくば」のhtml版及びPDF

版は，次のアドレスでご覧になれます。

http://www.tsukuba.ac.jp/koho/booklets/index.html
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