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茨城大学遺伝子実験施設ニュース
茨城大学遺伝子実験施設ニュース第５号発行にあたり
遺伝子実験施設長

安西 弘行

本施設は平成１３年に竣工し、全学的に生命科学の教育研究支援、安全管理、また、社会貢献を
育
目的とし様々な活動に取り組んで参りました。 すなわち、日々進化する研究手法、機器について利
用者へのハード、ソフト両面での支援に加え、組換えDNA実験に関する法令遵守への協力等が挙
げられます。 また、バイオテクノロジーを一般市民の方々へ周知すると共に、地域連携、産学連携
の強化にも取り組んでいます。 本ニュースはこれらを分かりやすく紹介するもので、ホームページと
併せて一読願えれば幸いです。

平成２０年度主な活動状況
成
年 主 活動状
今年度は遺伝子組換え実験・
DNAマーカーを使っての植物
の品種識別実験などを行いま
した。２５名の高校生の参加が
あり、熱心に実験が進められて
いました。
いました

高校生のための
バイオテクノロジー実験講座
[内容]
平成２０年８月７日（土）
実験１ DNAマーカーを使って
～８日（日）
品種識別をしてみよう
実験２ 光る大腸菌を作る
実験３ 納豆菌を培養する
DNAマーカーを使って
実験４ DNAマ
カ を使って
品種識別をしてみよう２
講義 「バイオテクノロジーの基礎 」
実験５ DNAマーカーを使って
品種識別をしてみよう３
実験６ 納豆菌からＤＮＡを取り出す
納豆菌や光る大腸菌の観察

遺伝子実験施設セミナー
“Approaches to cDNA cloning and
analysis”

一般向け
バイオテクノロジー実験講座
平成２０年１０月１８日（土）～１９日（日）
[内容]
講義 「バイオテクノロジーの基礎」
実験１．光る大腸菌を作る
実験２．DNAをハサミで切る
実験 納豆菌を培養する
実験３．納豆菌を培養する
講義 「次世代型組換え植物
実験４．DNA を見る( 電気泳動 ＆ 染色)
実験５．DNAを取り出す
光る大腸菌を作る 観察とまとめ
DNA を見る 観察とまとめ

第６回遺伝子実験施設公開シンポジウム
茨城大学の生命科学研究最前線

平成２０年７月２３日（水） 研修セミナー室

Dr. Matthias Harbers
Chief Scientist and Senior Manager
DNAFORM Inc.
‐Approaches to cDNA cloning:
Classical approaches
Full‐length cDNA cloning Short RNA
cloning
‐ Large‐scale cloning projects
‐ Tag‐based approaches
‐ New developments
p
in cDNA
sequencing

今年も、農学部・NPO法人「くら
しとバイオプラザ21」との共催
で実施しました。高校生から７０
代の方まで１７名の参加があり
ました。

日 時： 平成２１年３月１０日（火）
平成21年2月23日（月）研修セミナー室

今村

壮輔

博士

東京大学 分子細胞生物学研究所
日本学術振興会特別研究員PD

世界的にも注目される植物の新たな
モデル生物で単細胞紅藻である
Cyanidioschyzon merolae（シゾン）を
主に用い、TFIIB 型転写因子を中心
としたリボソ
ム合成酵素の進化過
としたリボソーム合成酵素の進化過
程についてお話し頂いた。

午後２時００分より
場 所： 茨城大学農学部 こぶし会館
２階研修室（阿見ｷｬﾝﾊﾟｽ）

今年度は学内の先生４名を迎え、シンポジウム
を行いました。２５名の参加がありました。
コエンザイムAの生合成と細胞内動態解析
長南 茂（茨城大学農学部 資源生物科学科 准教授）
系統ネットワーク法によって紐解かれる古い時期の組み換え
北野 誉（茨城大学工学部生体分子機能工学科 准教授）
光合成細菌の光捕集と反応中心色素膜タンパク質複合体の構造基盤の解明
大友 征宇（茨城大学理学部 教授)
フーリエ変換赤外分光法による光合成酸素発生研究
小野 高明（茨城大学工学部生体分子機能工学科 教授）

高校向けレンタルサポート
親子バイオ入門実験講座

一般市民向け
バイオテクノロジー実験講座

平成２０年６月２１日(土）
開催場所：科学技術館

平成２０年１１月１５日(土）~１６日（日）
開催場所：科学技術高校

NPO法人「くらしとバイオプラ
ザ21」、茨城大学遺伝子実
験施設、科学技術館共催で
行われました。１４名の参加
がありました。

NPO法人「くらしとバイオプラ
ザ21」、茨城大学遺伝子実
験施設
験施設、日本科学未来館友
本科学未来館友
の会、東京都立科学技術高
校共催で行われました。１７
名の参加がありました。

県内の高校へバイオ実験用器具のレンタルサポートを
実施しています。
希望される方は、遠慮なく遺伝子実験施設へご連絡下
さい。
[レンタル可能なもの]
電気泳動槽、マイクロピペッター、チビタン（遠心機）、
超小型ミキサー
その他、各種チューブラックなどです。

平面図・主要機器
遠心機
TOMY

遠心機
BECKMAN
COULTER

定量ＰＣＲ装置

ＡＢＩ3130ｷｬﾋﾟﾗﾘｰ型
ＤＮＡｼｰｸｴﾝｻｰ(４本）

ＡＢＩ3130xlｷｬﾋﾟﾗﾘｰ型
ＤＮＡｼｰｸｴﾝｻｰ[１６本）

生体分子精製クロマト装置
Amersham

核酸自動分離装置
KURABO PI
50α
PI-50α

スタッカブルインキュベーター
シェーカー126
ニューブランズウィック
ィ ィ
社
サイエンティフィック社

平面図・主要機器

生体分子間作用解析装置
（ＢＩＡＣＯＲＥ-Ｘ）

化学発光検出装置
(Fuji LAS-3000mini)

マイクロインジェクター

パーティクルガン（バイオラッド）
共焦点レーザー蛍光顕微鏡

蛍光微分干渉顕微鏡

大型プリンター
EPSON-9000C MAXART

利用状況
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キャピラリー型DNAシークエンサー利用状況
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キャンパスマップ
人 数

外国人訪問者

３６名

高校生・教員・父兄

グランド
事務管理棟

３７２名

一般・企業他

１４３名

合

５５１名

計

実験研究棟

体育館
建設中

特殊実験棟

ｺﾐｭﾆﾃｨ広場

図書館
講義棟
遺伝子実験施設

こぶし会館
駐車場

駐車場

ＦＳセンター
研究管理棟

コミュニティ広場から見た事務管理棟
及び実験研究棟

交通アクセス

施設全景

電車・バス
常磐線土浦駅西口から関東鉄道バス「阿見
中央公民館行き」東京医大前又は茨大前停
留所で下車

高速バス
東京駅八重洲南口から高速バス「阿見・ 美
浦 江戸崎行き」東京医大前で下車
浦・江戸崎行き」東京医大前で下車
（約９０分～１２０分）

自動車
茨城大学
遺伝子実験施設

スタッフ
安西 弘行
伊藤 紀子

常磐自動車道「桜土浦インターチェンジ」より
佐倉・霞ヶ浦方面へ、国道１２５号バイパス
に入り、東京医大前交差点を右折、左側
（約３０分）

茨城大学遺伝子実験施設
遺伝子実験施設長
（専任教員・教授）
技術補佐員

Gene Research Center Ibaraki University
〒300-0393 茨城県稲敷郡阿見町中央3-21-1
TEL 029‐888‐8742 FAX 029‐888‐9175
E-mail grc@mx.ibaraki.ac.jp

http://grc.agr.ibaraki.ac.jp

