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LFマガジン

大学だからできる国際体験！！
▶ 国際会議ってどんなところ？
▶ 国際交流の現場！！
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 本冊子の刊行にあたって
　本冊子はラーニング・ファシリテーター（LF）に所属する学生メンバーが作成致しました。実際に芝浦工大の大
学院に所属する学生だからこその目線で、大学院生活の楽しさや難しさ、魅力に迫ります。芝浦工大の大学院に少し
でも興味のある人に、大学院への進学が身近なものと感じてもらえたら幸いです。

 LF って何？
　LF は大学院生（修士・博士）だけで構成される、大学院理工学
研究科直属の学生団体です。この LF 制度は 2008 年度の後期から、
大学院工学研究科（当時）の人材育成プログラム「Σ型統合能力人
材育成事業」のひとつとしてスタートしました。現在、大学として
は「Σ型統合能力人材育成事業」を終了していますが、大学院の学
生に社会が期待する能力を培う場として、LF 制度は存続していま
す。発足当時から我々は、「学生が積極的に楽しく学べる環境を作
ること」を目的とした、企画を LF の学生自らが発案し、実行まで
の工程を組み、必要なものを手配し、実行する「自給自足」の活動
を続けてきました。また、今年は本学がスーパーグローバル大学創
成支援事業に採択されたことを受けて、大学の国際化へ向けた活動
も強化しています。

（ホームページ : http://learning-facilitator.shibaura-it.ac.jp）

 これまでの活動内容
　LF の具体的な活動としては、研究室ガイドラインの作成（2009
年度）、「Σ型シンポジウム」での発表（2010 年度）、「Web 相談箱」
企画（2011 年度）、「みんなのしゃべり場」の実施（2012 年度）、「グ
ローバル人材育成シンポジウム」での発表（2013 年度）、「LF マ
ガジン創刊号」の発刊（2014 年度）などがあります。
　また 2015 年度は大学院生で構成されるという LF の特徴を活か
して LF 活動テーマとして「学生が自分のキャリアを考えるキッカ
ケをつくる」を掲げ、これまでに　⑴大学院進学のメリット　⑵大
学院生の生活　⑶国際学会　⑷国際交流　という内容でポスターを
作成し、父母懇親会で高校生や父兄への説明を実施しました。さら
に大学生の院への進学を身近なものにするべく、前年度に引き続い
て本冊子を発刊しました。

LF 研修会の様子 父母懇親会でのポスター発表

はじめに

LF の活動風景

「みんなのしゃべり場」の様子
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 テクノプラザの今！
　みなさん、テクノプラザってご存知ですよね？ 2014 年
まで卓球台があったり、健康診断で使用していたりした、
豊洲キャンパス教室棟 1 階にある施設です。その場所は今、

「芝浦工業大学 SIT 総合研究所テクノプラザ」という名前
の施設になっています。

　芝浦工業大学 SIT 総合研究所は教育環境および教育研究
の活性化を目的として、大学の資源の有効活用をしようと
しています。たとえば、研究設備は学科や研究室単位で所
有していますよね？それを学科や研究室を問わずにみんな
で利用しよう！！ということです。

　運営時間は大学休業日を除く月～金の 9：00 ～ 17：00（夏季・冬季・春季休業期間中は 10：00 ～ 16：00）
となっています。なお、2015 年 12 月までは試験運用中で、2016 年 1 月から本格的に運用が始まります。

 どうやって使うの？　
　まず、前提として指導教員に「芝浦工業大学 SIT 総合研究所テクノプラザ」を使用する許可を出してもらう必要が
あります。その後、以下の【認定（利用開始）までのフロー】に従って装置ごとに講習を受けてください。

SIT 総合研究所テクノプラザって何？

【認定（利用開始）までのフロー】
① 認定希望者は、運営時間中にテクノプラザに行き、認定を受けたい装置を共用職員（テクノプラザ常駐）

に直接申し出ます。
②共用職員と講習日時を調整します。
③テクノプラザ等にて所定の講習を受講します。
④共用職員から認定希望者および指導教員に対し、認定する旨のメールが送られます。
⑤ テクノプラザの入り口付近に設置した PC にて予約システムを利用して予約し、予約した日時に機器を利

用します。
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 何があるの？
　現在利用可能な装置は以下の通りです。

　①　X 線解析装置
　②　走査型電子顕微鏡
　③　熱重量示差熱分析装置
　④　レーザー顕微鏡
　⑤　デジタルマイクロスコープ
　⑥　光学顕微鏡
　⑦　恒温槽付 5t 引張圧縮試験機
　⑧　アクティブラーニングスペース
　⑨　テクノ工房

　今回は、⑤デジタルマイクロスコープをご紹介します。

　みなさんご存知、日本の硬貨である 10 円玉をデジタ
ルマイクロスコープで見てみました。このようにピント
が合う位置の高さ情報を使用することで 10 円玉の３D
画像を作ることも可能です。

　このように様々な装置を使用することができる「芝浦
工業大学 SIT 総合研究所テクノプラザ」。みなさんの研
究に役立つかもしれませんよ？是非一度、足を運んでみ
てはいかがでしょうか？

⑤デジタルマイクロスコープ

10 円玉を撮影中

10 円玉の拡大図
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　学部生の進路先として、就職や大学院への進学などがあげられます。
　大学院に在籍している学生は『院生』と呼ばれていますが、院生はどのような生活を送っているの
でしょうか。
　修士 1 年生と 2 年生の生活を見てみましょう。

大学院生の生活

 院生のスケジュール

　こちらは、ある院生の一日のスケジュールです。
　修士 1 年生では、前期・後期ともに授業を受けながら、自分の研究に取り組みます。授業の履修計画をしっかり
立てておけば、1 年生のうちに講義科目において修了に必要な単位を取得できます。そのため、2 年生では、研究や
就職活動に専念することができます。
　修士 2 年生では、前期は就職活動を行いながら、研究活動を進めます。後期には、学位審査のために修士論文の
作成や発表の準備に取りかかります。
　この二つのグラフから、主に『授業』『研究』『後輩指導』に時間を割いていることがわかります。いったいどのよ
うなことをしているのでしょうか。それぞれ紹介していきます。

 授業　～社会に貢献できる技術者・研究者を目指して～　
　学部生と同じように、修了に必要な単位数を取得するために授業を受ける必要があります。
　大学院の授業では、主に以下の能力を養成することができます。
　●高度な専門知識と応用力の修得
　　 　学部生で学んだ基本的な知識を元に、さらに高度な専門知識や技術を授業で学び活用していきます。学部生の

時と比べて、自分とは異なる学部出身の人と授業を受ける機会が多くなります。授業を通して異なる専門分野の
人たちの考えや知識を知り、幅広い視野をもった人材を目指すことができます。

　●問題の発見・解決能力の向上
　　 　学部生の授業では、他者から与えられた課題を解くことがほとんどです。しかし、大学院の授業では、自分で

問題を発見し、どのようなアプローチで問題を解決するのかを考え、実行する機会が多くなります。このような
経験を多く積むことで、問題解決能力を向上させることができます。

　●プレゼンテーション・コミュニケーション能力の養成
　　 　授業によっては、論文を読んでその内容や自分の意見などをまとめて発表することや、他の人とグループを組

んで課題に取り組むことがあります。発表や他の人との議論を通して、プレゼンテーション・コミュニケーショ
ンの能力を高めることができます。学校外部と連携した授業もあり、社会と関わることで社会性を身につけられ
ます。また、英語で行われる授業が開講されていて、受講している留学生と議論するといった英語のコミュニケー
ション能力の向上に役立ちます。

修士 1 年生
授業を受けながら、
自分の研究に取り組みます。

修士 2 年生
1 年生時に比べて授業を受ける時間が減るので、
自分の研究に専念できます。
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 研究　～新たな知への探究～
　自分の決めた研究テーマについて、目的を達成するためにいろいろなことに取り組みます。
　具体的な手順をあげると、
　　1．研究テーマに関連する論文の調査をする
　　2．実験計画書（どのような実験を行うかの手順書）を作成する
　　3．実験を実施する
　　4．実験から得られたデータを解析する　など
ただし、研究テーマ次第でこの手順に新たなことが追加されたり、減ったりします。
　学部生で卒業する場合は、自分の研究に取り組む期間が『1 年間』しかありません。研究テーマによっては、改善
点などといった今後の課題が見つかることや、そもそも 1 年間では解明するには時間が足りないことがあります。
しかし、学部生の頃から大学院に進学することを決めていれば、学部を含めて『3 年間』研究をする時間があるため、
自分のやりたいことに専念することができます。

 後輩指導　～『教わる』側から、『教わる、教える』側へ～
　学部生では、『教わる』側でしたが、院生になると『教える』側にもなります。
　自分の所属している研究室の学部生に、研究の進め方を指導したり、相談を受けたりします。また、ティーチング・
アシスタント（TA）となり、学部生の演習科目や実験の教育支援を行っている人たちもいます。
　研究室にいる学部生の指導内容の一例として以下があげられます。
　　●文書・パワーポイントの添削
　　●文献の調査方法
　　●実験で使用する機器の使い方
　　●実験結果への最適な解析方法　など
　学部生からの相談に最適な回答をするため、日々院生た
ちは文献調査や新たな解析方法を学び、幅広い知識を取り
入れます。この小さな積み重ねが研究の質を上げるのはも
ちろん、問題解決能力を向上させることに繋がりとても重
要です。このような活動を通して、指導力や協調性を身に
つけることができます。

　院生の生活についていかがでしたか？院生は辛いこともたくさんありますが、その分楽しいことや得られることが
たくさんあります。あなたも、大学院生を目指してみませんか？

授業でプレゼンテーションをする院生の様子 熱心に研究に取り組む院生の様子

学部生を指導している院生の様子
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　筆者の私も芝浦工業大学のリケジョの一人です。学部生のころ、就活す
るか進学するか友達とおしゃべりしていたときのことです。私は大学院に
進学して、いつか研究職に就くんだ！と考えていたので、みんなも進学す
るだろうと勝手に思っていました。しかし、現実は進学を考えているのは
学科の女子 20 人中 3 人のみ！そのうえ、友達から「婚期が遅れるから大
学院には進学しないよー。」と言われ大きな衝撃を受けました。この発言は、
大学院を卒業した女性技術者・研究者がどのような生活をしているのか知
らないという現状からきていました。企業や研究所、大学で働く女性も大
学院卒で家庭を持ちながら働いている人はたくさんいるのに ...
　在学生のみなさんには、先入観で自身の進路の選択肢を狭めず、技術者や研究者として働いている女性の生活やリケ
ジョの良さを知ってから、進路を考えてほしいと思います。そこで、芝浦工業大学のリケジョに向けて、学内の女子学
生向け支援や女性技術者・研究者と交流する場に関する情報をお届けします！

リケジョの人数と大学院進学率
　芝浦工業大学のリケジョの人数、大学院進学率ってどれくらいか知っていますか？現在、全学部生は 7414 人、その
うち女子学生は 1073 人、女子学生の比率は 14.5%です。学科によりばらつきはありますが、芝浦のリケジョは少ない
です。特に大学院修士課程では女性比率が 6.8%と低く、学部から修士課程に進学する女子学生は 20％。男子学生の進
学率が 31％と思うとやはり少ないようです。ただ、大学院博士課程になると女性比率が 25％と大幅に増加するので、
女性は研究をとことん突き詰めたい！という熱い思いを持っている人が多いのかもしれません。

活躍している芝浦のリケジョたち
　研究室に配属されると、学会やコンテストなど学外で研究発表や作品出展をする機会が増える人も多いでしょう。学
外で研究発表を行うと発表能力や研究成果を評価し、賞を頂けることもあります。芝浦工業大学における学部・大学院
生の受賞は、2014 年 1 月から 2015 年 11 月の間に約 150 件が報告されています。
このうち、約 15％が女子学生の活躍によるものです。女性比率とほぼ一致しているの
で、男性が多い理系社会の中できちんと研究成果が認められているといえるでしょう。
女子は少ないから学会で目立つので賞を取りやすいと言う学生もいますが、実際はそ
んなことないようです。男女問わず、研究成果を学内・学外で発表することで芝浦工
業大学の良さをアピールしていきましょう！

とあるリケジョによる芝浦のリケジョのためのお話

婚期が遅れるから大学院に進学しない！ ?

芝浦工業大学のリケジョの現状とは？

　近年いたるところで理系女子、通称リケジョが話題にあがることが多くなってきました。リケジョ
とは「理系の女子学生や女性研究者、理系の進路を目指す女子中高生、理系の女性社員」をさします。
　今回はこのリケジョである芝浦工業大学の女子学生に注目してみました。

全学部生に対する女子学生の割合（2015 年 5 月 1 日現在） 学部生・大学院生の女性比率（2015 年 5 月 1 日現在）
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　女性技術者や研究者の生の声を聞きたい！でも身近に女性の先輩や女性教員がいないから、どこに行けば聞けるのか、
交流できるのか分からない。安心してください。学内・学外には女性技術者の団体が多く存在します。今回は芝浦工業
大学の「shiba-jo プラチナネットワーク」と学外の女性技術者の交流の場の一つである「日本女性技術者フォーラム」
を紹介します。

shiba-jo プラチナネットワークに参加しませんか？
　芝浦工業大学の女性、在学生・教職員・卒業生をつなぎ、みなさんと大学と社会の架け橋となる団体です。女子在学
生の支援として、活躍している女子卒業生のキャリアパスの紹介やロールモデルの提示、学内・学外における工学系女
性研究者・技術者との連携を行っています。
　ぜひみなさんも参加して、身近な存在である芝浦工業大学の教員や先輩の様子を聞き、将来のことを考えるきっかけ
としてはどうでしょうか。他学科の先生とお話しすると世界が広がって楽しいですよ♪

～女子学生用の休憩室を知っていますか？～
男女共同参画推進室による女子学生支援があることをご存知ですか？
大宮・豊洲キャンパスにはそれぞれ女子学生・教職員休憩室があります。ちょっと体調が悪い時などは利用してみては
いかかでしょうか。男性教員には話しづらいこと
など困ったこと、聞きたいことがあれば気軽に立
ち寄ってみてください。

＜お問い合わせ＞
芝浦工業大学 男女共同参画推進室
連絡先 : desk-gequality@ow.shibaura-it.ac.jp
Tel. 048-720-6440
HP:http://plus.shibaura-it.ac.jp/diversity/

大学の外に飛び出してみよう！～ JWEF とは？～
　日本女性技術者フォーラム（JWEF: Japan Women Engineers Forum）は、分野を超えた女性技術者の交流と情報
交換によりその能力を発揮できる場を創成し、女性技術者の社会的貢献を高めるために創設されました。技術者を目指
す女子学生との交流等のイベントを開催や日刊工業新聞では「凛としていきる　女性技術者の挑戦」を連載しています。
新聞記事は HP で閲覧可能ですので、興味のある方はぜひ読んでみてください。

～ JWEF から芝浦女子へのメッセージ～
今、リケジョには追い風が吹いています。この流れを本物として定着させるのは、皆
さん次第。ぜひ欲張りに、ワークもライフも充実した素敵な人生を楽しんで！先輩と
してサポートできることはお声掛けください。

＜お問い合わせ＞
JWEF 日本女性技術者フォーラム
HP: http://www.jwef.jp/index.html

女性技術者・研究者と交流するには？

～とあるリケジョが考えるリケジョの良いところ～
　私が所属する学会では約 8 割が男性で、女性は少なくどこにいても目立ちます。目立つと聞くと嫌な気持ちになる人
もいるかもしれませんが、自身の研究を知ってもらうときには得だと思います。例えば、研究発表をする際に目立つの
で話を聞いてもらいやすく、顔を覚えてもらえることが多いです。女性研究者の方が声をかけてくれ、仕事と家庭の話
を聞くきっかけにもなりました。ぜひこの「目立つ」を生かして新たな出会いをつくり、リケジョのネットワークを広
げられるといいですね。

大宮キャンパス 4 号館 3F豊洲キャンパス 交流棟 4F
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「国際会議体験記」

　大学院生にとって国際会議とは、これまでの自分の研究成果を世界に向けて発信するための絶好の場であり、国際
会議で発表することは一つの目標となっています。また、大学院生とって国際会議に参加することは貴重な経験です。
国際会議には世界中の大学や企業の研究者が集まっており、彼らと交流し意見交換ができることは今後の研究活動及
び進路選択に役立ちます。

　一般的に国際会議で発表するまでの道のりは右図に示す 4 つの工程に分け
られています。右図のように論文概要の提出から論文発表までは 8 ヵ月もの
非常に長い時間を要することが分かります。はじめに国際会議に参加するため
には論文概要を提出する必要があります。論文概要の提出期日までに研究成果
を出し、英語で論文を執筆する作業は非常に根気のいる作業です。その数か月
後に合否がメールで通知され、喜び若しくは絶望を味わいます。合格すると喜
びもつかの間、最終論文提出に向けて研究を進め、論文発表に向けた発表練習
を行います。もちろん、論文発表は英語で行われるため発表練習を何度も重ね、
国際会議に挑みます。このように論文発表までの道のりは長く険しいですが、
その分論文発表を無事終えたときの達成感は大きいものです。

　国際会議は大体 3 ～ 5 日間の日程で行われ、研究発表だけでなく一般企業の方や著名な先生方の講演、テクニカ
ルツアー、Banquet など様々なイベントが開催されます。一例として、私が国際会議に参加した際のスケジュール
を下図に示します。朝から夕方まで様々な研究発表を公聴する機会があることがわかると思います。夜には懇親会が
あり、世界中の大学及び企業の研究者と交流することができます。

大学院生にとって国際会議とは

論文発表までの道のり

国際会議のスケジュール

国際会議までの流れ
（括弧内の月は一例）

国際会議参加中のスケジュール（一例）
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【会議の概要】
　2015 年 9 月にカナダ・モントリオールで開催された国際会議（IEEE ENERGY CONVERSION CONGRESS 
EXPOSITION）に発表に行ってきました。毎年、アメリカ若しくはカナダで開催される電気機器に関する国際会議
であり、主催国であるアメリカ、カナダをはじめとしてヨーロッパ、アジアなどの各国から 1000 人以上の研究者
が参加します。今年は、次世代自動車（EV、HEV）に使用されるモータや電力変換回路及び電力を非接触で伝達す
るための非接触給電システムの研究が数多く発表されました。

【論文発表について】
　今回、私は「家庭用のファン・ポンプを対象としたレアアー
スフリーなモータの効率向上」に関する研究をポスター形式で
発表してきました。 発表時間 2 時間の間、研究について聞き
に来た研究者に英語で説明しました。私は英語を流暢に話すこ
とはできませんが、頭をフル回転させて相手の質問を聞きとり、
質問に答えるために身振り手振りで、必死に英語を話し続けま
した。相手が自分の言っていることが良くわからないといった
表情をされることもありましたが、何度も説明を繰り返すうち
に、研究について理解してもらうことができました。あっとい
う間の 2 時間でしたが、研究について「おもしろい」といっ
たコメントや更に研究を進めるためのアドバイスを頂くことが
できました。国際会議での論文発表は、英語が流暢に話せるこ
とに越したことはありませんが、相手の言っていることを理解
する気持ちと伝える気持ちを強く持っていれば、論文発表を成
功することができると思います。

【懇親会について】
　夜の懇親会では、カナダのおいしい料理を食べながら、異な
る国の大学院生と研究や生活について話すことができました。
また、世界の自動車企業の研究者とも交流する機会があり、最
近の自動車業界のニーズや取組み、 就活情報といった多くの裏
情報を聞くことができました。国際会議では、研究発表の他に
も異なる国の学生や企業の研究者と交流することができる貴重
な場であることを実感しました。このような経験は今後の研究
活動や進路選択に役立つと思います。

国際会議の感想

Poster 発表の様子

懇親会の様子
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 はじめに
　工学部情報工学科出身、修士 2 年生の私「横川」が芝浦に入学してからの国際交流の体験談を紹介させてもらい
ます。みなさんはご存知ですか？実は芝浦工業大学は積極的にグローバル化を目指した活動を行っており、2014 年
9月にはその実績が認められ、文部科学省から全国で37大学あるスーパーグローバル大学に選ばれています。実際に、
学内に留学生が増えたことを実感している学生もいるのではないでしょうか。つまり、芝浦工業大学では国際交流の
機会が増えてきているといえるのです。しかし、中には「英語が苦手だ」、「具体的にどんな機会があるか知らない」
などの理由から国際交流をあまり体験していない学生もいるのではないでしょうか。この記事は実際に私の国際交流
に関する体験を紹介することで、大学在籍中にどんな体験が出来るのか知ってもらうことを目的に作成しました。

 私の国際交流体験 ～留学～
　私は学部 4 年生の夏休みを利用して芝浦工業大学の留学プログラムに参加しました。私が参加したきっかけは英
語の能力を高めたいだけでなく、日常で英語を使っている生活や文化を体験してみたいと思ったからです。このプロ
グラムは約 5 週間アメリカに滞在しカリフォルニア大学アーバイン校で語学研修を受けるものです。留学中は大学
近くのアメリカ人の家でホームステイをし、アメリカの生活や文化を体験しました。

1．どんなことをしたの？
　語学研修では、現地の講師が開く授業に参加しました。授業は先生が黒板に板書しながら進めるものもあれば、ミ
ニゲームを開いてプログラム参加者同士で交流しながら進める授業もありました。授業後にはアーバイン校の学生と
一緒に構内を歩いて見学したり大学周辺を散策したりしました。

　授業以外にも現地のお祭りやアーバイン校の学生主催となっ
たパーティ等のイベントにも参加しました。特にイベントの中
で心に残ったのは最終日に行われたグランドキャニオンツアー
です。現地の日本人ガイドと一緒に小型のバスでグランドキャ
ニオンまで行ってアメリカの広大な景色を堪能してきました。

国際交流「芝浦体験談」

アーバイン校構内見学の様子

グランドキャニオンツアー

授業風景
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2．留学前後で変わったこと
　変わったこと？それはもちろん英会話の力が上がったことです！と言いたいところですが、1 ヶ月そこそこでは劇
的に英会話の力は上がりませんでした。ですが、確かに変わったことがあります。それは「英語への苦手意識が薄れ
た」ことです。帰国後は留学前には避けていた留学生にも自分から話しかけられるように成長しました。
　また、日本の良いところ、悪いところを改めて考えるようにもなりました。アメリカでは日本では当たり前であっ
た常識が通用しないことがあります。だからこそ、アメリカでの生活と比較して「日本のここはいい」「日本のここ
は改善した方がいいな」と考えられるようになりました。

 芝浦工業大学で出来る国際交流
　確かに留学をすれば簡単に国際交流が出来ます！皆さん留学しませんか？と言いたいところですが、そう簡単に出
来れば苦労はしませんよね。しかし、安心してください。芝浦工業大学では毎年海外の学生を受け入れており、年々
その数も増えているため、学内で国際交流をすることが出来るのです。
　私の場合は、学内を歩いている留学生や外国人教員に話しかけることがなかなか出来なかったので、履修する授業
の選び方を工夫しました。留学生が参加している授業や外国人教員が開講している授業を積極的に選んで受けること
で、授業の課題など共通の話題が出来るので話しかけやすくなります。また、学年が上がればみなさん研究室に配属
されると思いますが、研究室によっては留学生が配属されているところもあります。研究室ならば授業よりも多くの
時間を一緒に過ごすことができ、より親密な関係を築きやすい
と思います。私の研究室にもタイ人の留学生が配属されていま
す。ほぼ毎日会うので、そのたびに必ず会話をするように心が
けていたところ、最初はぎこちなかった会話も最近では笑いを
交えて話せるようにもなりましたし、一緒に飲み会に行くほど
仲良くもなりました。
　このように芝浦工業大学では、たとえ留学をしていなくても、
履修する授業を工夫したり同じ研究室の留学生との関わりを大
切にしたりすることで、十分に国際交流をする場を得られると
思います。

 最後に
　紹介した国際交流に関する体験はあくまで私個人が体験したこと・感じたことを書いたもので、人によっては別の
やり方や考え方があるかもしれません。ただ、大学での授業や休み時間などを見ると、日本の学生同士・留学生同士
で固まり、あまり交流ができていないのではないかと感じるときがあります。言語の壁があるとはいえ、せっかくの
国際交流のチャンスです。ぜひ積極的に話しかけてみてはいかがでしょうか。
　私の体験談が、みなさんが海外留学や留学生との交流に興味を持つきっかけになれば幸いです。

留学生と飲み会（左手前がタイ人留学生）
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　最初は国際交流ってどんなことを紹

介すればいいのか分かりませんでし

た。そこで、とにかく自分の体験した

ことを意識して書いてみました。そん

なに詳しくは書けていませんが、少し

でも私の体験したことが伝わればいい

なと思っています。 （国際交流：横川）

　理系男子の皆さん、「リケジョのた

めのお話」読んで頂けましたか？リケ

ジョに限らず、働く人の仕事や生活を

知ることは将来を考える上で大切で

す。私も卒業後の生活を考えるため、

積極的に様々な人の話を聞いていきた

いです。 （とあるリケジョ：池田）

　国際会議について紹介しました。み

なさんも国際会議にどんどん参加し

て , 研究者としての一歩を踏み出しま

しょう ! 他では味わえない , 貴重な経

験ができるはずです。

 （国際会議：相曽）

　部生から院生になって生活はどのよ

うに変わったのか、自分自身を振り返

りながら記事を作成しました。この記

事が進路の判断材料になって頂ければ

幸いです。 （大学院生の生活：森下）

編集後記

　本冊子を手に取って頂き有り難うご

ざいます。本学がスーパーグローバル

大学創成支援事業に採択されたことも

あり、大学院生から見た国際化をテー

マに取り上げてみました。みなさんの

大学生活の何かのきっかけになれれば

幸いです。 （編集長：工藤）
　新しい施設の紹介ということで記事

を書かせていただきました。本学には

他にも様々な施設があると思います。

本学を探検してみてはいかがでしょう

か？最後に記事を作成するにあたり、

ご協力いただいた関様にこの場を借り

てお礼申し上げます。

 （SIT 総合研究所：谷津）
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LF メンバー
・工藤　　優（機能制御システム専攻）
・大庭　圭祐（地域環境システム専攻）
・相曽　浩平（機能制御システム専攻）
・池田　　歩（地域環境システム専攻）
・原田　圭裕（電気電子情報工学専攻）
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