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平成21年度の主な活動状況

遺伝子組換えで、光る大腸菌を作って

観察したり、納豆菌からDNAを取り出した
り、動物の発生に関する等の実験を行いました。
今年もたくさんの高校生から応募があり、２７名で
行いました。

今年度は、高校生を含め２２名の参加
がありました。４グループに分けて実験を
行いますが、今年は各グループとも年齢も

さまざまで、グループ毎に協力し合い、和やかに
実験が進められた２日間でした。

１０月１７日(土)
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」
遺伝子実験施設見学

実験２ 「犯人は誰だ？：DNAを増幅する」
実験３ 「納豆菌を培養する」
１０月１８日（日）
講義 「動物バイオテクノロジーの発展と将来への展望」

大久保 武 農学部教授
実験４ 「犯人は誰だ？：DNA を見る」( 電気泳動＆ 染色 )
実験５ 「納豆菌のDNAを取り出す」
観察とまとめ 「実験1 光る大腸菌を作る、

実験4 犯人は誰だ？：DNA を見る」
全体総括

８月３日（月）
実験１ 「ニワトリの胚を見てみよう」
実験２ 「 光る大腸菌を作る 」
実験３ 「 納豆からの納豆菌の分離と培養 」
８月４日（火）
講義 「 バイオテクノロジーって何？？ 」
遺伝子実験施設見学
実験4  「 DNAを見る 」
実験5 「 納豆菌ゲノムDNAの抽出 」
実験2,3「 納豆菌や光る大腸菌の観察 」
実験4 「 DNAの観察 」

電気ドリルで有精卵の殻に
小さな穴をあけています。

形質転換した菌液をシャーレに
まいています。
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納豆菌のDNA

「レーザーを用いた遺伝子導入」

「バイオ応用が注目されている
フェムト秒レーザ」
中村 真毅 先生
茨城大学工学部

メディア通信工学科 准教授

「レーザー誘起応力波を用いた
遺伝子導入技術の開発状況」

佐藤 俊一 先生
防衛医科大学校

防衛医学研究センター
情報システム研究部門 准教授

平成21年７月２９日（水）
研修セミナー室

遺伝子実験施設セミナー（学外・学内講師）

茨城大学遺伝子実験施設ニュース第６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
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。



坂倉照妤 博士
三重大学名誉教授

平成21年9月8日（火）
研修セミナー室

「乳腺発生、発育、発癌における
間質の役割」

「鳥類に肥満遺伝子は
存在するのか？」

平成21年7月23日（木）
研修セミナー室

「抗体を用いた植物の機能改変」
ーイムノモジュレーションー

平成21年12月15日（火）
研修セミナー室

「植物病害と病害抵抗性」
岩田 道顯 博士
明治製菓（株）
生物産業研究所

平成22年1月28日（木）
研修セミナー室

高校向けレンタルサポート

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。

遠心機
BECKMAN COULTER

遠心機
TOMY 

核酸自動分離装置
KURABO PI-50α

スタッカブルインキュベーター
シェーカー126

ＡＢＩ3130xlｷｬﾋﾟﾗﾘｰ型
ＤＮＡｼｰｸｴﾝｻｰ[１６本）

定量ＰＣＲ装置（バイオラッド）

ＡＢＩ3130ｷｬﾋﾟﾗﾘｰ型
ＤＮＡｼｰｸｴﾝｻｰ(４本）

定量ＰＣＲ装置（タカラバイオ）

平成２１年６月２０日(土）開催
場所：科学技術館

一般市民向け
バイオテクノロジー実験講座

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、日本科学未来館友
の会、東京都立科学技術高
校共催で行われました。
２４名の参加がありました。

親子バイオ入門実験講座

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。２０名の参
加がありました。

平成21年11月14日（土）
～15日（日）

平面図・主要機器

大久保 武 先生
茨城大学農学部
資源生物科学科

教授

鈴木 義人 先生
茨城大学農学部
資源生物科学科

教授

【科学技術館】
東京都千代田区北の丸公園

遺伝子実験施設セミナー
（学外講師）

ＡＢＩ3130xlｷｬﾋﾟﾗﾘｰ型
ＤＮＡｼｰｸｴﾝｻｰ(16本）

電気泳動槽 マイクロピペッター

出張実験講座

超小型ミキサー
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生体分子間作用解析装置
（ＢＩＡＣＯＲＥ-Ｘ）

化学発光検出装置
(Fuji LAS-3000mini)

共焦点レーザー蛍光顕微鏡 蛍光微分干渉顕微鏡
パーティクルガン（バイオラッド）

マイクロインジェクター

オールインワン蛍光顕微鏡

大型プリンター

EPSON  MAXART  
PX-F10000

平面図・主要機器等

利用状況

クリーンベンチ

クリーンベンチ

植物第2培養室
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キャピラリー型DNAシークエンサー利用状況

ABI3130xl

ｼｰｸｴﾝｽ

（16本）

ABI3130xl

ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ解析

ABI3130

ｼｰｸｴﾝｽ

（4本）
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電車ご利用の場合
常磐線土浦駅西口から関東鉄道バス1番のりば
（阿見中央公民館行き）
東京医大前または茨大前停留所で下車
所要時間：約20分

高速バスご利用の場合
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
所要時間：約90～120分
※高速バスは運行本数が尐ないので，関東鉄道HPで
時刻表を必ずご確認ください

車ご利用の場合
常磐自動車道・桜土浦インターチェンジから土浦方面へ
国道125号バイパスに入り，東京医大前交差点を右折，左側
所要時間：インター降りてから約15分

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

スタッフ
安西 弘行 遺伝子実験施設長

（専任教員・教授）

古谷 綾子 専任教員・助教

伊藤 紀子 技術補佐員

岡部 陽子 技術補佐員

コミュニティ広場から見た事務管理棟
及び実験研究棟

茨城大学
遺伝子実験施設

施設見学者内訳 人 数

高校生・教員・父兄 ２８１名

茨城大学関係 ４９名

一般・その他 ６６名

合 計 ３９６名

平成２１年度見学者 キャンパスマップ

筑波山霞ヶ浦
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