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７　大学公開関係
⑴　公開講座実施状況

ア　一般公開講座

公開講座名 講座数 対象者 募　集
人　数

応　募
者　数

受　講
者　数

修　了
者　数 備　　　　考

スポーツ教室 10 種目毎に指定 378 343 303 289 

弓道，剣道①（春季），弓
道，剣道②（秋季），少年柔
道，ゴルフ（初級者），ゴル
フ（中級者），水泳体験学習
（春季），水泳体験学習（秋
季），スクーバダイビング

芸 術 教 室 5 一 般 128 157 119 108 
日本画，油絵（初級・中級），
陶芸（基礎），陶芸（応用），
隷書入門

健康・保健教室 1 一 般 40 45 44 34 健康と東洋医学

教 養 講 座 10 種目毎に指定 325 373 294 232 

心の現在を探る，植物の世界，
臨床人間学，人間ドックの報
告書をどう読むか，ものをつ
くる動物たち，自家製チーズ
とアイスを楽しむ，海洋環境
と生物科学，高原の自然観察，
障害の理解とリハビリテー
ション，法科大学院と社会人
法曹教育

計 26 871 918 760 663 



－　－284

イ　現職教育講座

公開講座名 講座数 対象者 募集
人数

応募
者数

受講
者数

修了
者数 備考

スクールリーダー研修講座 1 現職の教頭・教務主
任等 50 49 49 49 

特殊教育課程研修講座「視覚障害」 1 教育委員会特殊教育
担当者等 30 40 39 39 　

看護研究入門 1 看護師・保健師等 50 176 105 105 

図書館の地域支援サービス 1 図書館・情報セン
ター関係者 30 42 39 37 

英語教育学講座 1 中・高英語教員等 25 21 18 18 　　

知的障害養護学校における体育指導 1 知的障害養護学校教
員等 40 55 50 50 

道徳教育研修講座 1 現職教員及び道徳教
育に関心のある者 100 91 85 77 　　

算数科の授業改善と少人数指導 1 小学校教員等 70 142 105 104 

聴覚障害･発音指導研修講座 1 聾学校･難聴学級教
員等 30 33 30 26 　　

弱視教育研修講座 1 弱視教育担当教員等 40 38 38 37 　　

学校教育相談 1 学校教員及び一般市
民 80 136 127 123 　　

児童･生徒理解と指導 2 教　員 80 82 79 76 

学校経営－教育改革期の教育課題－ 1 教　員 20 11 10 8 　　

教育的ニーズのある子どもたちへの教育的支
援 1 小・中学校教員等 150 112 108 106 

新しい国語教育の創造 1 教育関係者及び学生 50 31 28 28 　　

教師のための法教育 1 小・中・高等学校教
員等 50 20 20 20 

盲･弱視児童生徒理科実験指導研修講座 1 盲学校･弱視学級教
員等 15 17 17 16 　　

障害児に対する動作法実習 1 盲・聾・養護学校教
員等 50 41 38 37 　　

静的弛緩誘導法による障害の重い子の成長･
発達の援助 1 養護学校教員等 60 108 64 64 　　

重度の障害をもつ子どもたちの自立活動指導 1 養護学校教員等 60 124 68 66 　　

免許法認定公開講座「障害児教育の基礎理
論」 1 盲・聾・養護学校教

員等 100 291 163 158 　　

免許法認定公開講座「視覚障害児の指導法」 1 盲学校教員等 50 64 59 58 

免許法認定公開講座「聴覚障害児の指導法」 1 聾学校教員等 50 93 85 81 

免許法認定公開講座「運動障害児、知的障害
児の指導法」 1 養護学校教員等 100 139 117 115 

免許法認定公開講座「視覚障害児の理解」 1 盲学校教員等 50 103 67 67 　　

免許法認定公開講座「聴覚障害児の理解」 1 聾学校教員等 50 96 85 83 　　

免許法認定公開講座「運動障害児、知的障害
児の理解」 1 養護学校教員等 100 149 134 128 　　

盲学校理療科教員免許法認定講習 1 盲学校教員 60 55 55 54 　　

計 29 1,640 2,359 1,882 1,830 
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ウ　教員研修センター共催講座

公　開　講　座　名 講座数 対　象　者 募集
人数

応募
者数

受講
者数

修了
者数 備　　　考

進路指導講座 1 中・高の進路指導担当者
等 139 90 90 90

計 1 139 90 90 90

⑵　大学会館
ア　主催事業

事　　　業　　　名 回数 入場者数 出　　　　演　　　　者　　　　等

音
楽
関
係

クリスマスコンサート 5 501
平成16年12月６日（月）～ 10日（金）
　　　　芸術系サークル連合会20団体

イ　利用者数

施　設　名 回　数
利　用　者　数

主　な　利　用　内　容
学　生 教職員 学外者 計

ホ ー ル 105 11,703 707 3,351 15,761 式典等（６回），音楽会等（40回），
映画会（１回），古典芸能（１回），
シンポジウム等（３回），公開講演会（１回），
授業等（19回），その他（34回）

講 堂 60 24,274 2,388 3,031 29,693 式典等（６回），音楽会等（５回），
映画会（１回），シンポジウム等（２回），
公開講演会（１回），授業等（22回），
その他（23回）

国 際 会 議 室 97 2,728 1,767 2,776 7,271 国際会議等

特 別 会 議 室 96 3,788 1,047 1,687 6,522 学会等諸会議

第１～６会議室 488 18,354 2,624 5,212 26,190 学会等諸会議，学生健康診断

朝 永 記 念 室 56 17 3 373 393 見学等

レクリエーション室 122 393 307 120 820 学生，教職員の華道・茶道の講習会等

展 示 場 19 1,786 172 1,172 3,130 学生，教職員の作品展示会等

別 館 ホ ー ル 27 3,832 3,644 411 7,887 学生，教職員の作品展示会等

小 計 1,070 66,875 12,659 18,133 97,667

宿泊室（32室，46名） 285 0 396 4,336 4,732 講師等の宿泊

合計 1,355 66,875 13,055 22,469 102,399
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⑶　視察・来訪者

年・月
外国人視察・来訪者 国内の一般視察・来訪者

人数 主な視察・来訪者 人数 主な視察・来訪者

平成16. 4 17 
(3)

西南科学技術大学党書記長一行（中国） 
厦門大学海外教育学院教授（中国） 
イスラエル科学技術大臣

517 
(3)

福島県立磐城高等学校１年生 
茨城高等学校３年生 
水戸短期大学附属高等学校１年生

　　　　5 130 
(1) ソウル科学高校一行（韓国） 209 

(4)
茗溪学園高等学校３年生 
大阪市立東高等学校２年生 
茨城県立竹園高等学校１年生

　　　　6 51 
（4）

ホンジュラス研修生（JICA研修員）一行 
浦項工科大学理事一行（韓国） 
東亜大学電気電子コンピュータ学部一行
（韓国）

242 
(5)

山形県米沢中央高等学校２年生 
新潟県立国際情報高等学校ＰＴＡ 
群馬県立富岡高等学校２年生

　　　　7 72 
(5)

慶熙大学電子情報学部長一行（韓国） 
大邱大学事務処長一行（韓国） 
厦門大学副学長一行（中国）

409 
(10)

群馬県立高崎高等学校２年生 
神奈川県立柏陽高等学校１～３年生 
埼玉県立熊谷高等学校ＰＴＡ熊谷支部

　　　　8 81 
（4）

東亜大学機械産業システム工学部一行（韓国） 
アフガニスタン高等教育大臣一行 
嘉義中学同窓会一行（台湾）

336 
(6)

栃木県立足利高等学校２年生 
長崎県立諫早高等学校２年生 
茨城県立古河第三高等学校ＰＴＡ

　　　　9 36 
（6）

成功大学学長一行（台湾） 
国立情報学自動制御研究所ディレクター一
行（フランス） 
レンセラー工科大学前副学長（アメリカ）

147 
(4)

香川県立三本松高等学校１年生 
広島市立基町高等学校２年生 
福島県立鞍手高等学校２年生

　　　 10 39 
（5）

エジプト大塚製薬会長一行 
ウドンタニ・ラジャバット大学副学長一行
（タイ） 
四川農業大学学長（中国）

1,090 
(15)

大阪府立阪南高等学校２年生 
新潟清心女子高等学校１年生 
北海道函館東高等学校２年生

　　　 11 42 
（5）

タイ高等教育委員会一行 
高麗大学国際交流所次長一行（韓国） 
アフガニスタン情報文化省歴史的建造物局長

414 
(6)

茨城県立牛久栄進高等学校１年生 
山形県立米沢興譲館高等学校２年生 
群馬県立桐生高等学校１年生

       12 5 
（3）

台北駐日経済文化代表處代表（台湾） 
京畿道外国語教育研修院教授部長一行（韓国） 
ヨルダン・ハシュミット王国大使

180 
(5)

和歌山県立桐蔭高等学校２年生 
埼玉県立松山高等学校２年生 
東京工業大学附属工業高等学校２年生

平成17. 1 32 
（3）

東明情報大学建築学科一行（韓国） 
全南大学一行（韓国） 
高麗大学副学長（韓国）

152 
(2)

茨城県岩瀬日本大学高等学校１・２
年生 
日本母親大会茨城県実行委員会

        2 6 
（2）

ポズナン工科大学教授（ポーランド） 
中国科学院研究生院副学長一行

29 
(1)

七本木レインボー保育室

        3 34 
（5）

リオ・デ・ジャネイロ州立大学学長一行
（ブラジル） 
チェンマイ・ラジャバット大学副学長一行
（タイ） 
チリ大学学長一行

0 
(0)

合　計 545
（46）

3,725 
（61）

（注）１．人数の（  ）は，件数を示す。 
　　　２．外国人視察・来訪者の合計人数には，日本人随行者7名を含む。
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刊　行　物　等　名 内　　　　　容 配　布　対　象 編集・発行等

筑波大学概要 大学全般の概要を統計的にまとめたもの 国立大学法人，文部科
学省，教育関係機関等

総務・企画部広報課

筑波大学（リーフレット） 大学全般の概要をまとめたもの 来訪者等

筑波大学学報（月刊） 大学内の連絡事項を周知させ，相互の事務連
絡の緊密化を図ることを目的として，関係法
令，学内規則，人事異動等を掲載したもの

教職員等

OUTLINE OF THE 
UNIVERSITY OF 
TSUKUBA

外国人を対象として，大学全般にわたって概
要を統計的にまとめたもの（筑波大学概要の
英語版）

外国人来訪者，外国の
教育機関等

速報つくば（隔週刊） 教職員に対して教育・研究活動上必要な日常
的情報及び福利厚生，学内外行事等身近な情
報の提供とその周知を図ることを目的とする
もの

教職員，文部科学省等 編集：総務・企画部 
発行：筑波大学

筑波大学新聞（年８回) 大学内の意見，情報の交流・伝達を主たる任
務とし，併せて大学文化の向上を図り，文化
活動を行うもの

教職員，学生，文部科
学省，教育関係機関等

筑波大学新聞編集委
員会

Guidance（年１回） クラス担当教員・サークル顧問教員等教科以
外の面で学生指導にあたる教員に必要な資
料・情報を伝達することを目的とするもの

教職員 学生担当教員室

TSUKUBA Students
（月１回）

大学教育活動及び学生生活に関する事項の学
生への伝達周知を図るとともに，これらの事
項に関する学生の意向を聴取・反映すること
を目的とするもの

教職員，学生 編集：学生担当教員室
発行：学群・学生部

筑波大学附属図書館概要
（英文併記）

図書館の現況・システム等の概要をまとめた
もの

来訪者等 附属図書館

筑波大学附属図書館利用案
内

図書館システムの特徴，サービスの概要，利
用方法の周知を目的とするもの

教職員，学生，来訪者
等

筑波大学附属図書館報
「つくばね」web版（季刊）

図書館に対する理解を深め，かつ図書館につ
いての周知を図るもの

教職員，学生，来訪者
等

University of Tsukuba
Library System

外国人を対象として，図書館システムの特徴，
サービスの概要，利用方法の周知を目的とす
るもの

外国人留学生，外国人
来訪者等

筑波大学附属病院概要 附属病院の理念，目標，特徴，諸統計とその
他関係事項を記載し，病院の紹介，案内を目
的とするもの

来訪者等 病院総務部総務課

病院ニュース（月刊） 病院業務に必要な情報及び院内外の行事等の
情報を職員へ提供・周知することを目的とす
るもの

学内関係部局 病院総務部総務課

⑷　広報刊行物等
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刊　行　物　等　名 内　　　　　容 配　布　対　象 編集・発行等

人文社会科学研究科紹介
パンフレット

研究科に入学を希望する者を対象に，研究科
各専攻の研究・教育活動を紹介したもの。

研究科に入学を希望す
る者，研究科と関連す
る学部を有する大学。

人文社会科学研究科
長室

現代文化・公共政策専攻文
化交流論分野紹介パンフ
レット

分野に入学を希望する者を対象に，分野の研
究・教育活動を紹介したもの。

分野に入学を希望する
者，分野と関連する学
部を有する大学。

現代文化・公共政策
専攻文化交流論分野

数理物質科学研究科
パンフレット

数理物質研究科概要，研究分野・授業担当教
員，入試情報等

学内外関係部局，研究
科受験予定者等

数理物質科学研究科

生命環境科学研究科（パン
フレット）

生命環境科学研究科の概要及び各専攻の案内
など

学内外関係部局，来訪
者

生命環境科学研究科

環境科学研究科パンフレッ
ト（2005年度大学院修士課
程）

環境科学研究科の概要と入学試験案内 国公私立大学関係機関，
官公庁，都道府県教育
委員会・同教育セン
ター等

環境科学研究科広報
委員会

平成15年度環境科学研究科
年報（通巻第27号）

環境科学研究科の活動概要，カリキュラムの
概要，修了生修士論文題目，修了生進路状況，
教員の活動概要，プロジェクト報告等の15年
度分をまとめたもの

官公庁，国公私立大学
環境関連学部，全国大
学図書館関係，つくば
近辺研究所

平成15年度農林学系年報 学系構成員の教育・研究・社会貢献等の年間
業務をまとめたもの

関係機関及び学内 農林学系編集委員会

平成15年度農林工学系年報 学系構成員の教育・研究・社会貢献等の年間
業務をまとめたもの

関係機関及び学内 農林工学系編集委員
会

応用生物化学系年報 Annual Report 2003（Jan.2003 ～ Apr.2004) 学内，国立大学法人農
学部等

応用生物化学系

比較文化研究 学類教育に関連した教員・卒業生の研究論
文, 学類教育の方針に関する教員の意見, 在
学生あるいは高校生に対する参考文献の紹介
等。

学内関係教員, 学類学
生, 大学説明会参加者, 
国内国外関係教育機
関, その他

比較文化学類

人間学類案内 目標とカリキュラム，履修の進め方と授業科
目，各主専攻紹介，卒業後の進路，入試の仕
組み等

入学式，大学説明会，
高校生体験講座，大学
広報課，構成員，学外
希望者等

人間学類人間学類長

平成17年度人間学類シラバ
ス

授業の要点の資料集及び教員紹介等 各組織の長，学類１年
次～４年次，学務部
（学群教務含），構成
員等

人間学類教育課程専
門委員会

平成16年度卒業研究要旨 卒論提出者のレジュメ（論文の目的，構成，
概要，参考文献等）

学長，副学長，附属図
書館，教育研究科，学
類１年次～４年次，構
成員，教育・心理・心
障学系図書室

人間学類４年生担任
代表
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刊　行　物　等　名 内　　　　　容 配　布　対　象 編集・発行等

生物資源学類 学類の教育目標，カリキュラムの特徴授業科
目一覧，卒業研究課題一覧卒業後の進路，卒
業生からのメッセージＱ＆Ａ，教員紹介

高校，受験者，来客 生物資源学類広報委
員会加藤衛拡

Institute of Health and
Sport Sciences,  University 
of Tsukuba, 2004 

外国人を対象として，体育科学系の概要をま
とめたもの

・外国人来訪者・外国
の体育，スポーツ，健
康等に係わる指導者及
び研究者

体育科学系

計算科学研究センターパン
フレット（和文・英文）

計算科学研究センターの概要説明等 大学・研究機関・来訪
者等

計算科学研究セン
ター

プラズマ研究センターパン
フレット

プラズマ研究センターの概要説明等 関係機関，学内関係部
局，来訪者等

プラズマ研究セン
ター

TARA NEWS
NO.26 ～ NO.29

先端学際領域研究センターの広報誌として事
業及び研究情報等を紹介 

関係機関等 先端学際領域研究セ
ンター

筑波大学先端学際領域研究
センター平成15年度年報

先端学際領域研究センターの広報誌として事
業及び研究情報等を紹介するもの活動報告及
びプロジェクトの終了報告等 

筑波大学スポーツクリニッ
ク業務・研究報告

スポーツクリニック（スポーツ外来，トレー
ニングクリニック）の活動・利用状況，研究
内容等をまとめたもの

国公私立体育系大学，
学内関係部局等

体育センター

農林技術センター要覧 農林技術センターの沿革，組織，運営，教
育・研究の活動の概要をまとめたもの

教職員，国立学校，来
校者

農林技術センター

演習林概要 農林技術センター演習林（八ヶ岳，川上，井
川，筑波苗畑）の沿革，立地条件等の概要を
まとめたもの

演習林利用者等

外国人留学生のための筑波
大学入学案内
Enrollment Guidebook for
International Student
University of Tsukuba
2005-2006

本学に入学を希望する外国の学生を対象に，
入学方法，教育組織，教員の研究分野につい
てまとめたもの

本学に入学を希望する
外国人留学生，在外公
館，外国の主要大学な
ど

留学生センター

JUNIOR YEAR AT
TSUKUBA PROGRAM 
2005-2006

筑波大学短期留学国際プログラム（JTP）の
内容を簡潔にまとめたもの

本学に入学を希望する
外国の学生，本学の協
定校等

筑波大学留学生センター
（概要）

留学生センターの目的，事業の概要及び留学
生数の統計

来訪者等

筑波大学入学案内 学群・学類の概要や学生生活，入学試験につ
いての案内など

各都道府県教育委員会，
高等学校，本学受験希
望相談者，来訪者等

アドミッションセン
ター

筑波大学ＡＣ入試
（リーフレット）

ＡＣ入試についての説明 各都道府県教育委員会，
高等学校，本学受験希
望相談者，来訪者等
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産学リエゾン共同研究セン
ター（ILC)パンフレット

センターの概要及び事業等を紹介 教職員，関係機関，企
業，外国人見学者等

産学リエゾン共同研
究センター

産学リエゾン共同研究セン
ター（ILC)リーフレット

センターの概要及び事業等を紹介（簡略版） 教職員，関係機関，企
業等見学者等

ILCニュース4号 産学リエゾン共同研究センターの広報誌とし
て事業及び研究情報等を紹介

教職員，関係機関，企
業等見学者等

筑波大学教育開発国際協力
研究センター（リーフレッ
ト） 

センターの概要を，目的，組織，活動内容な
どでまとめたもの

来訪者等 教育開発国際協力研
究センター

特別支援教育研究センター
パンフレット

センターの役割，機能，事業計画をまとめた
もの

都道府県教育委員会，
来訪者等

特別支援教育研究セ
ンター

筑波大学北アフリカ研究セ
ンター

センター設立の趣旨及び研究内容の概要（パ
ンフレット）

国内外の関係機関及び
来訪者

北アフリカ研究セン
ター

Alliance for Research on 
North Africa（ARENA)

センター設立の趣旨及び研究内容の概要（英
文パンフレット）

国内外の関係機関及び
来訪者

国際シンポジウム「交差す
るアジア・北アフリカ文化
科学技術研究」予稿集

国際シンポジウム「交差するアジア・北アフ
リカ　文化科学技術研究」参加者の発表要旨
を和文・英文で掲載したもの

国内外の関係機関等

筑波大学研究基盤総合セン
ター応用加速器部門（リー
フレット）

加速器及び各種実験設備の紹介と研究内容の
詳細な説明

利用者，学類学生，来
訪者等

研究基盤総合セン
ター応用加速器部門

筑波大学研究基盤総合セン
ター低温部門（リーフレッ
ト）

研究基盤総合センター低温部門の概要説明等 利用者，来訪者等 研究基盤総合セン
ター低温部門

筑波大学研究基盤総合セ
ンターアイソトープ部門
（リーフレット）

研究基盤総合センターアイソトープ部門の概
要説明等

利用者，来訪者等 研究基盤総合セン
ターアイソトープ部
門

筑波大学分析センター報告 平成15年度の分析センターの事業，研究活動
および研究報告をまとめたもの 

関係教職員 研究基盤総合セン
ター分析部門

附属学校教育局概要 附属学校教育局及び附属学校全般の概要を取
りまとめたもの

学内関係部局，文部科
学省，来訪者等

附属学校教育局

附属学校教育局広報誌ポ
ローニア

附属学校の情報を広く理解されることを内容
とした広報誌

学内外関係機関，文部
科学省，来訪者等

附属学校教育局

学校要覧 学校の沿革，教育目標，教育環境，年間行事
の概要をまとめたもの

関係職員等 附属小学校

学校要覧 学校の沿革，教育方針，教育課程年間行事等
の概要をまとめたもの

学校参観者等 附属中学校

所報 各教科・部局の研究報告・研究計画 学内関係部局

指導計画 各教科・各学年間等の年間指導計画 教育実習生，学校参観
者等
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学校要覧 学校の沿革，運営機構，教育計画，生徒指導，
研究・教職活動等

来校者，研究協議会参
加者

附属高等学校

学校案内 学校の教育方針，年間行事，生徒活動状況等

学校要覧 学校の沿革，教育方針，教育課程，年間行事
等の概要をまとめたもの

学内関係部局，関係教
職員，来訪者等

附属駒場中・高等学
校

学校案内 学校の教育方針，教育課程，年間行事，生徒
活動状況等

学内関係部局，関係教
職員，来訪者等

学校生活

学校要覧 沿革概要，教育目標，教育課程，研究活動・
年間行事計画等の学校概要をまとめたもの

学内外関係部局，関係
教職員，来訪者等

附属坂戸高等学校

学校案内 教育課程・学校の特色・学校生活・入試情報
などを写真を交えてまとめたもの

入学希望者，来訪者等

学校要覧 教育目標と方針，沿革，教育課程，年間計画
など学校の概要

来校者，附属学校教育
局，全国各盲学校，関
係各機関

附属盲学校

学校案内 学校全体の簡単な紹介と各部科の指導方針，
教育課程，卒後の進路などの紹介

入学希望者，全国各盲
学校，各関係機関

学校要覧 学校の沿革，教育課程等学校の概要をまとめ
たもの

各種関係機関・来訪者
等

附属聾学校

専攻科パンフレット 高等部専攻科３科の教育内容を紹介したもの 全国聾学校，各種関係
機関等

乳幼児教育相談パンフレッ
ト

幼稚部が行う聴覚障害乳幼児に対する教育相
談の案内

近隣医療機関等

学校要覧 学校の沿革，教育方針，教育課程，年間行事
等の概要をまとめたもの

学内関係部局，関係教
職員，来訪者等

附属大塚養護学校

学校要覧 学校の沿革，教育方針・内容，研究活動，そ
の他各種資料

学内関係者，関係教職
員，各種関係機関，来
訪者等

附属桐が丘養護学校

学校案内 学校の内容（年間行事，教育課程）の紹介 学校参観者

学校要覧 学校の沿革，教育方針，組織，幼児児童，寄
宿舎，施設の概要をまとめたもの

学内関係部局，関係教
職員，来訪者等

附属久里浜養護学校

学校案内 学校の内容（沿革，特色，施設・設備，早期
教育相談）の紹介


