館長講座
「中世茨城[常陸・北下総]のもののふたち」
❶[日時]
[内容]

2014年度後

2014年10月4日
（土曜日） 15時30分〜17時
「登場！桓武平氏―高望王、関東下向の真実―」
武門平氏の始祖・高望王はなぜ都を棄てたのか？

（ 2014.1

❷[日時]

2014年12月20日
（土曜日） 15時30分〜17時
[内容] 「平将門の乱―彼はなぜ関東独立を夢見たのか？―」
将門の関東独立は本当に実現したのか？ 彼が夢見たものとは？
！

❸[日時]
[内容]

⨙ၔᄢቇ࿑ᦠ㙚ߩ

ᦐࠕࠞ࠺ࡒ

2015年2月1日
（日曜日） 15時30分〜17時
「平貞盛と平繁盛―都と鄙の平氏一族！―」
将門を倒すことで武門としての名声をつかんだ男たちの栄光と影！

[講師]

高橋修（茨城大学図書館長 人文学部教授）

[場所]
[後援]

茨城大学図書館3階ライブラリーホール
茨城大学中世史研究会

茨城大学図書館展示室

地域の皆様と、学生たちと、ともに学び楽しむイベント・講座のご案内

企画展

2014年度後学期企画展

「茨城県北ジオパークへの招待 −5億年の旅に出よう−」

ジオツアーの様子

すべての事業が

申し込みも

どなたでも

無料です

不要です

ご参加
いただけます

【内容】 ジオパークとは、文化や教育と絡めて観光を含めた地域振興、
自然災害の教育に活かしていく環境・体制が整っ
ている、地球科学的に貴重な地域のことです。茨城県北（けんぽく）
ジオパークは、2011年に日本ジオパークと
して認定されました。動植物や私たち人間の営みは、すべて「大地（ジオ）」の上に成り立っています。その「大地
（ジオ）」に焦点をあてて見てみると、地球の壮大な歴史の一片が見えてきます。茨城県北ジオパークでは、
日本
列島が生まれる前の5億年前の時代から現在の時代までを、緑あふれる山々、化石、地域ごとの文化を通じて旅
をすることができます。あなたも、展示室で茨城県北ジオパークを一周した気分に浸ってみませんか？
【会期】 2014年12月6日
（土）
〜12月21日
（日） ※展示室公開時間 10時〜16時
【場所】 茨城大学図書館1階展示室

主催 茨城大学図書館
共催

すべての事業が無料です。申し込みも不要です。どなたでもご参加いただけます。

〒310-8512

水戸市文京2-1-1

至 大子

茨城大学水戸キャンパス
水戸キャンパス

至 宇都宮

JR水戸駅（北口）バスターミナル7番乗
り場から茨城交通バス「茨大行（栄町経
由）
」に乗車、
「茨大前」で下車。
時間帯によっては、
「 茨大正門前」
（ 最寄
り）で下車することができます。
（バス乗
車時間は約25分）

駐車場

駐車場

図書館

守衛所

駐車場

※車でお越しの際は、守衛所
（
）
で入校許可証を受け取り、
車で矢印
（
）の通りに進んだ先の駐車場にお止めください。

問合せ先

茨城大学図書館利用支援係

TEL 029-228-8076
Mail ser-lib01@ml.ibaraki.ac.jp

茨城大学COC統括機構

社会連携センター

土曜ライブ ―学生たちの演奏会・公演―
❶[日時]

茨城大学図書館

期

0〜2015
.2）

[演奏]
[内容]

❷[日時]
[演奏]
[内容]

❸[日時]
[出演]
[内容]

❹[日時]
[演奏]
[内容]

[場所]

2014年10月11日
（土曜日） 14時〜16時

茨城大学管弦楽団
茨城大学管弦楽団は、主に年2回の演奏会に向けて音楽活動に取り組んでいます。今回は弦楽器、木管楽器、金
管楽器にわかれてアンサンブルを発表します。
2014年10月25日
（土曜日） 14時〜16時

茨城大学中南米音楽研究会
中南米音楽研究会は「コンドルは飛んでいく」で有名な中南米の音楽フォルクローレを演奏するサークルです。
今回はケーナやチャランゴといった中南米特有の楽器を使い日本人にも聞きやすい曲を演奏します。
2014年11月1日
（土曜日） 14時〜16時

茨城大学落語研究会
茨城大学落語研究会は、古典落語や新作落語を練習し、学内外で発表しています。お
なじみの滑稽噺や人情噺、怪談噺など様々な演目に取り組んでいます。八っつぁん・
熊さん・ご隠居さんをはじめとした様々な登場人物を生き生きと演じます。
2014年11月29日
（土曜日） 14時〜16時

茨城大学JAZZ研究会
茨城大学JAZZ研究会は主に週２回の練習を行い、
セッション等をしながら楽しく活動しています。今回はドラム
のない形態で、
しっとりとした曲を中心に演奏していきます。

茨城大学図書館3階ライブラリーホール

みんなの考古学

どきドキ講座2014

[日時] 2014年11月8日
（土曜日） 13時〜14時30分
[場所] 茨城大学図書館3階ライブラリーホール
[内容] 「古代常陸の原像をさぐる―那賀郡成立前夜の風景―」
『常陸国風土記』
には、
「国造国」から「国・郡」への移りかわり、整備された官道や駅
家の様子などが詳しく描かれています。こうした記述は、7世紀後半にヤマト王権が
進めた地方支配の仕組みを再編する動きや、地域におけるその実態を知る重要な
手がかりになっています。今回の講座では、
こうした変化の実態を、水戸市北部で実施した地名調査や、考古学的調
査の成果を交えて読み解きます。
[講師] 田中裕（茨城大学人文学部教授）
[後援]

茨城大学考古学研究会

ブック・カフェ
❶[日

2014年11月30日
（日曜日） 13時〜15時
（1883年）
＝光文社古典新訳文庫（2011年、905円）
など
モーパッサン
『女の一生』

❷[日

2014年12月20日
（土曜日） 13時〜15時
（1895年）
＝光文社古典新訳文庫（2012年、741円）
など
Ｈ.Ｇ.ウェルズ
『タイムマシン』

❸[日

2015年2月1日
（日曜日） 13時〜15時
（1926年）
＝新潮文庫（2003年、724円）
など
ヘミングウェイ
『日はまた昇る』

時]
[テキスト]
時]
[テキスト]

時]
[テキスト]

[内容]

誰でも聞いたことがある、以前に読んだことのある「名作・古典」を読んで集まり、西野先生のレクチャーを受けながら、グ
ループに分かれて語りあいます。これまでとちがった本の読み方ができ、作品への理解が深まります。なによりも、みんな
で、本を読むことの楽しさを味わいましょう！ 今回は、
「人生を考える」深〜い3冊です。
＊テキストはお持ちのものなど、
どの出版社の版でもかまいません。事前に読み、
当日、その本を持っておいで下さい。お好きな回だけの参加も可能です。
＊お飲み物代は各自ご負担願います。

[場所] 茨城大学図書館1階ライブラリーカフェ
（エントランスホール集合）
[ナビゲーター（講師）] 西野由希子（茨城大学人文学部教授）
[後援]

水戸ホーリーホックのフットボール・カフェ
[日時] 2014年12月13日
（土曜日） 13時〜15時
[場所] 茨城大学図書館3階ライブラリーホール
[内容] 第 Ⅰ 部「2014年シーズンを振り返って」

第Ⅱ部「フットボールにかける青春」
水戸に、J2水戸ホーリーホックがあって国立大学法人茨城大学がある！ 若者たちを育み、
街を元気にする、
地元密
着のコラボが実現しました。まず沼田邦郎社長に、市民球団としての歩み、2014シーズンの闘いなどをお話しい
ただきます。続いて若きJリーガーたちに、
プロ入りのきっかけ、
プレーへの思いなど、本音を語ってもらい、同世代
の学生さんたちと語り合ってもらいたいと思います。
[出演] トップチーム選手若干名（当日発表）

寺田忍（茨城大OB、ホーリーホックホームゲームスタジアムDJ）
沼田邦郎（水戸ホーリーホック社長）
ホーリーくん（水戸ホーリーホックマスコット）
[顧問] 藤縄明彦（理学部教授 茨城大学水戸ホーリーホック応援ネットワーク代表代行）
[共催]
[後援]

水戸ホーリーホックFC
茨城大学水戸ホーリーホック応援ネットワーク
茨城大学アナウンスステーション

ビブリオバトル in 茨城大学
[日時] 2015年1月31日
（土曜日） 13時〜14時30分
[場所] 茨城大学図書館1階ラーニングコモンズ
[内容] 「茨城大学ビブリオ戦士最強決定戦」
「心の一冊」にこめた愛を5分間に燃焼せしめよ！ 読書と書物愛へのつきせぬ想いを競う、平和と文化の戦いとして
注目を集める
「ビブリオバトル」が茨城大学で記念すべき第一回大会を催します。幾多のバトルを勝ち抜いた伝説
の茨大生飯塚大空君のもと、
「プロの本読み」を標榜する人文学部の近代文学ゼミ生、文芸部同人らが集い、最強
読書戦士をめざして鎬を削ります。当日飛び入り大歓迎！
[顧問] 谷口基（茨城大学人文学部准教授）
[後援]

茨城大学文芸部

人文学部西野ゼミ

サイエンス・カフェ
[日時] 2014年12月6日
（土曜日） 13時〜14時30分
[場所] 茨城大学図書館3階ライブラリーホール
[内容] 「地域社会と茨城大学との連携の成果−茨城県北ジオパーク−」
茨城県北ジオパークは、県北地域の地域振興をめざした地域社会と茨城大学の活動
の成果です。同ジオパークでは、地域社会の住民、地域の企業、行政と茨城大学の学
生・教員・職員が密接な連携活動を展開したきました。ジオパーク活動における地域社
会との連携という観点から、地方国立大学である茨城大学のこれからの可能性につ
いて話したいと思います。
[講師] 天野一男（茨城大学理学部教授）

古文書寺子屋 はじめの一歩
[日時] 2015年2月7日
（土曜日） 13時〜14時30分
[場所] 茨城大学図書館3階セミナールーム
[内容] 江戸時代の古文書は、江戸時代を生きた人たちからのメッセージです。そのメッ
セージがおさめられたタイムカプセルを開ける鍵が「くずし字」です。当講座では、
江戸時代の〝茨城〟
に生きた人びとが書き残した古文書を教材に、
「くずし字」の初
歩を学びます。みなさんも古文書の世界に一歩踏み出してみませんか！
[講師] 添田仁（茨城大学人文学部准教授）
[後援]

茨城史料ネット 人文学部添田ゼミ

