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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。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。
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、大学院を修了した学生に社会が期待する能
力であるとして、LF 制度は存続しています。また、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。

 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」の発刊 (2014,	2015 年度 ) などがあります。
　2016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「学生が積極的に楽しく学
べる環境を作る」を掲げました。父母懇親会で大学院進学の魅力を説明したり、男女共同参画推進室と連携し、今後
のキャリアを考えるイベントを開催したり、様々な活動を行っています。さらに、大学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。

はじめに
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　研究室に所属する学生にアンケートを実施し、芝浦生の研究室生活を探りました。本記事では、ア
ンケート結果の「研究室の選び方・研究室内外でのコミュニケーション・安全や設備」に関する回答
を報告します。
　全てのアンケート結果は、LFの HPに掲載しているので、ぜひご確認ください。

先輩に聞きました！研究室生活に関するアンケート調査結果報告

 回答学生のプロフィール
　芝浦工業大学の413名の学生に、ご回答頂きました。
みなさま、ご協力ありがとうございました。

実施期間：2016年 12月 17日～ 2月 19日
対象者：工学部、システム理工学部の研究室に
　　　　所属する学生（学部 3年～博士 3年）

 先輩たちは研究室をいつ、どうやって決めたの？
●研究室を決めた時期について	 ●選んだ決め手は？

　研究室選びで迷っている人も多いのではないでしょうか？少なくとも１年間は過ごす研究室、どこが良いか迷って
しまいますよね。アンケート結果によると、学科によらず、配属前の学部 3年次に研究室を決める人が 72％です。
研究室を選ぶ際に、自身が興味を持てる研究が行える場所であることは、研究を続けていくモチベーションを保つた
めに重要です。また、研究室の雰囲気や指導教員の人柄が自分に合うかどうか、研究室見学や先輩の声を聞き、納得
のいく研究室を探してみましょう。

 研究テーマに対する満足度、指導教員や研究室メンバーとのディスカッション頻度はどれくらい？
●研究テーマに満足していますか？	 ●ディスカッション頻度はどれくらい？
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 研究室の設備や安全管理、他研究室との交流について
●研究室の設備や安全管理はどうなっているの？	 ●先輩たちの研究室の安全・設備、ここが気になる！

　皆さんも研究室の設備や安全に関して気になるところはありますか？もし何か気づいたら、「誰かがやってくれる
だろう」ではなく「危ないから先生に相談しよう。掃除や整理をして片付けよう。」と積極的に行動し、研究室をよ
り快適な空間にしていきましょう。
　大学備品の経年劣化に関する問い合わせや研究室運営のポイントなど、その他気になる点がある場合は LF 研究室
運営マニュアルをご覧ください。LFの HPから直接相談できる「LF相談箱」もありますので、ご活用ください。

●	自分の研究室以外の人と交流してますか？
　みなさんは隣の研究室がどんな研究をしているか知っていますか？研究室の名前は
知っているけど中身は分からない人が多いのではないでしょうか。本アンケート結果から
1週間に1回以上、他研究室と交流を持っている人は全体の37％でした。研究室に所属
すると、研究室中心の生活になり、同じフロアにいても他研究室と話す機会が少ないこと
が伺えます。研究は専門性が重要ですが、それと同時に多面的に物事を見る力も大切です。
研究室の人間関係や運営方法、研究内容に煮詰まったとき研究室内だけで解決するだけ
でなく、隣や向かい、他学科の研究室と話すと新たな解が見つかるかもしれません。自
分の世界は研究室だけ！と思わず、少しずつ視野を広げてみることをお勧めします。

 留学生とコミュニケーションとってますか？
　ここ数年で、キャンパス内に留学生が増えてきたと感じる人も多いのではないでしょうか？留学生とのコミュニ
ケーションや大学の留学生に対する配慮について、みんながどう感じているか調査しました。
●コミュニケーション言語は？	 ●大学・研究室内の英語表示は増えましたか？

　「英語が苦手だから理系を選んだ！」という人も少なからずいるでしょう。しかし、研究がスタートすると世界の
情報を知るために英語の論文を読んだり、講演を聞いたり、研究を英語で発表したりと実践的に英語を使用する機会
が増えていきます。英語への苦手意識がある人は、留学生にあいさつをしてお互いの文化を知るところから始めてみ
ませんか？困っているときは、お互い助け合って研究室で過ごしていけるような関係を作っていきましょう。
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　学科から細分化された専門研究を行うことを目的としています。メンバーは、担当教員と大学院生（博士後期課程の
学生、修士学生）と学部 4年生で構成されます。学部 4年生での卒業研究（総合研究）は卒業要件の「専門科目」の必
修科目に定められており、これは配属先の研究室で行うため、卒業するためには研究室に所属することが必須です。
　また、研究だけではなく、スポーツ大会・親睦会・旅行など様々なイベントを行っている研究室もあります。このよ
うに楽しく過ごせる環境で、所属するメンバーが日々活動しています。

研究室のトリセツ

研究室とはどういうところ？

研究室の過ごし方Q&A

　4年生になると、学部生は研究室に配属されて卒業研究（総合研究）に着手することになります。
しかし、研究室での生活は 3年生までと大きく異なるため、戸惑う人が多いと思います。先輩方も最
初はみんな苦労していました。そこで、大学院生の代表である LF の私たちが研究室とはどういうと
ころなのか、研究室での過ごし方を紹介しみなさんの疑問点や不安などを解消してもらおうというの
が本記事の目的です。研究室配属前にこの記事を良く読んで、研究室生活をより充実したものにして
いきましょう！

学部 3年生：芝浦くん

LF：森田

卒業研究をするために研究室に所属することは
知っているけど、具体的なことが何一つ分からなくて…

LFの森田です。大学院生の先輩として、
研究室配属前のみなさんの疑問にお答えします！

研究室では何をしたらいい？

研究テーマに沿って研究を行います。研究テーマの決め方は、
①自分で決める
②指導教員と決める
③先輩方の研究を引き継ぐ
…など研究室によって様々です。

研究について分からないことがあったらどうしたらいい？

分からないことがあったら一人で悩まず、
先生や先輩に聞いてみましょう。自分では解決できない悩み
も他の人に聞いてみることで答えが出ることもあります。
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研究室のマナーについてのアドバイス

※コアタイム
研究室にいなければならない時間
（設置は各研究室による）

・挨拶をしよう
　研究室に来た時や帰る時には、しっかりと挨拶をしましょう。研究室では人間関係が大切になってくるので、それを
築くための最初の一歩です。

・研究室をきれいにしよう
　汚れた部屋を快適に思う人はいません。研究室は常にきれいにしましょう。

・カギの管理をしっかりとしよう
　研究室には高価な機器やたくさんの研究データがたくさんあります。それらを守るためにも、研究室に誰もいない時
には施錠しカギは絶対に無くさないようにしましょう。

　この記事でまとめた内容は、研究室で過ごすために必要なことの一部です。詳しいことを知りたい方は、LF が運営す
るホームページにアクセスしてみて下さい。
ここまで色々とアドバイスを綴ってきましたが、研究について分からないことは日々出てくると思います。そんなとき
には皆さんの傍にいる LFに声をかけて下さい。私達 LFが皆さんの先輩として、いつでもサポートします。近くに LFが
いないときには、ホームページ上の LF相談箱に投稿して頂ければ、私達 LFが誠意をもってお答えいたします。
　最後に、皆さんの大学生活最後の山場となる卒業研究（総合研究）が実りあるものになることを願っています。

私の学部 4年生のときの 1日を円グラフ
にしました。研究時間は実験の進捗次第
なので日によって違います。私の研究室
にはコアタイムがあるので、1日 8時間
は研究室にいます。研究に夢中で睡眠時
間をおろそかにする先輩もいますが、睡
眠不足は集中力の減退や風邪につながり
ます。
体調管理は大切ですよ！

研究室のマナーを知ることは大切です。
ここでは、研究室のマナーについてアドバイスします！

研究は 1日どれくらいすればいい？

研究室の過ごし方については何となく分かったけど、
研究室での決まり事ってあるのかな？
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「あまり知られてはいないけど、ウチにはこんなスゴいモノが。。。」
そんな密かな「研」究室の「逸品」を、教員へのインタビューからご紹介。
今回は建築学部二学科から二つの逸品を訪ねました。

　インタビュー内容
　　①機器名・設置場所　　②使用用途　　③性能　　④駆動原理
　　⑤他研究室との共有　　⑥先生から一言

 建築学科 建築構法計画研究室より「３Dスキャナー」
	 インタビュー回答者　南	一誠	教授

①：FARO®	Laser	Scanner	Focus	3D（FARO社製）・研究棟 08C25室（南研究室）

②：	建設分野では、建物の躯体（スケルトン）を正確に測定することができるため、
内装（インフィル）工事の精度の高い事前検討や製作を可能にします。今後、
増加が予想されるリフォーム工事においても活用が期待されます。文化財や遺
跡の調査にも活用されています。

③：	測定範囲は 0.5 ～ 76ｍまで可能。スキャニング角度は水平 360°×垂直 320
°（脚部40°が死角）。測定精度は10m距離において±3mm。付属ソフトウェ
アで出力することでAutocad等の主要なCADソフトウェア・アプリケーショ
ンと互換が可能。記録媒体も SDへ直接保存が可能でデータ管理も容易です。

④：	３種類に変調したレーザー光を照射し、対象物にあたって戻ってきた拡散反射
成分の位相差により対象物との距離を求めます。そして、垂直・水平方向にそ
れぞれ回転するミラー本体から得た角度情報と距離情報を組み合わせることで
測定ポイントの座標を算出し記録・集積することで３D化を行っています。（右
写真）

⑤：	教員から共同研究の形で申請があれば使用可能ですが、学生個人での利用は原
則受け付けられません。

一�研�逸�品　～研究室の隠れた名機たち～

⑥：	3Dスキャナーは驚くべき精度・スピードであらゆるものを測定し、様々な用途
に応用が可能です。

　　	最近は価格もだいぶ落ち着き、以前よりも格段に入手しやすくなりました。今後、
様々な場面で活用されることを期待したいですね。

南	一誠教授
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 建築学科（旧建築工学科） 建築構造・耐震構造研究室より「万能試験機」
	 インタビュー回答者　椛山	健二	教授

①：UH-2000kNl（島津製作所製）・研究棟	建築振動共同実験室

②：		コンクリート・鉄筋・木材等の建築材料の圧縮引張試験のほか、曲げ試験が可能。
小さな荷重は苦手だけど、大荷重を与えるのにはもってこいの機器です。

③：	圧縮引張最大 200 トン（2000kN）。分解能はアナログなら 1000 分の 1、デ
ジタルなら 2000 分の 1。自立できるものであれば載荷が可能です。試験体は
均等に力のかかる形状であれば最適です。引張実験はテーブル上下のチャックで
挟んで引っ張るため、そのチャックで挟んで壊れないものであればOKです。

④：	油圧式です。200 トンまで載荷が可能で、大荷重のコントロールに優れます。
一方、小荷重の細微な制御には不向きです。油圧源のポンプやタンクは実験室地
下に格納されていて、それを制御台で操作し、機器内へ油を充填、テーブル部を
上下に移動させます。（右写真）

⑤：	他学科の学生であっても、指導教員からの要請により利用可能です。

　　	ただし、利用方法を知っている熟練者の立会が必要で、使用時には利用報告書（使
用前点検・使用状況・清掃後点検）へ記入してもらいます。

　この他にも、「是非紹介してほしい！」という隠れた逸品をお持ちの研究室はお近くの LF相談箱まで！

⑥：	この機器のみならず、全ての機器は大事に使うこと！これに尽きます。
　　機器を大事に使ってくれるなら、どなたでも利用は歓迎です。
　　この他にも様々な実験機器を持ってますよ！

椛山	健二教授
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留学のすゝめ
　大学から留学に関するメールは届くものの、留学をするメリットやどういった制度があるのか、またどう
やって計画を立てればいいのかイメージができない人も多いのではないでしょうか。そこで本学で用意され
ている留学制度の紹介と、ある院生の学生の留学計画を紹介します。

　芝浦工業大学では「世界に学び、世界に貢献する理工学人材の育成」を教育理念として掲げています。2014年には「スー
パーグローバル大学創成支援」に選ばれ、日本人学生の留学経験者の割合を 2023 年度までに 100%とすることを目標に、
各種留学プログラムを用意しています。留学期間については 2週間からの短期のもの、半年からの長期のものまであり、ま
た内容についても、語学留学から研究留学まで幅広く展開しています。
　在学中に留学するメリットとして次のようなものが挙げられます。
・夏季休暇などまとまった時間を留学に充てることができる
　　	在学中は夏季休暇など長期休暇もあり、比較的自由に時間を使うことができます。しかし、社会人になってから留学に充

てる時間を確保するためには、長期の休暇をとる必要があります。
・学生であるが故に受けられる奨学金が多くある
　　	在学中の留学の場合、大学間の協定に基づく授業料免除（一部アメリカの大学等は除く）の恩恵を受けることができます。

また、日本学生支援機構の奨学金支援を受けることもできるため、社会人と比較して割安での留学が可能となります。
・語学力、グローバルな視点が得られる
　　	企業では「高い語学力をもつ学生」や、またそれ以上に「多様な文化を許容できる学生」、「異なる視点で

の思考ができる学生」が望まれています。留学することでこれらのスキルを身につけることができます。
奨学金制度の詳細については本学HPをご覧ください。

大学院 1年生のAさんの場合
2015.7 留学生から提案され、考え始める

2015.11 トビタテ留学 JAPANという奨学金制
度を知る

2016.1 ～ 2 トビタテに関する情報収集、書類の作
成

2016.2 末 トビタテ書類提出

2016.4 末 トビタテ書類選考合格通知

2016.5 上旬 交換留学学内説明会

2016.5 中旬 トビタテ面接審査

2016.5 末 交換留学書類提出

2016.6 中旬 トビタテ面接審査合格通知

2016.6 中旬 交換留学学内面接審査

2016.6 下旬 交換留学面接審査合格通知

2016.7 国際部に先方に紹介のメールを書いて
もらう

2016.8 ～ 受け入れ先の教授と研究内容について
やりとり

　大学で用意されている制度の他にも様々な奨学金制度が
あります。その内の一つに「トビタテ！留学 JAPAN日本
代表プログラム」というものがあります。
　文部科学省の取り組みの一つであり、支援企業・団体の
寄付により留学奨学金を提供することで世界で活躍できる
人材を育成する制度となっています。
　主な特徴として次のものが挙げられます。
・留学期間を自由に選択できる（最短 28日間、最長 2年間）
・PBL 等、実践活動が含まれる留学計画が対象となる
・日本学生支援機構よりも手厚い給付型奨学金を受け取るこ
とができる（金額は渡航先による）
・学力などの一律の審査基準はなく、「留学計画」と「人物」
の審査が書類と面接で行われる
「トビタテ！留学 JAPAN日本代表プログラム」に関する詳
細の情報はトビタテ！HPをご覧ください。

　留学を支援する制度は紹介したもの以外にもたくさんあ
ります。自分の目的に合わせて情報収集してみてください。

（2016年度現在）

2017 年 3月からの留学の計画例その他の奨学金制度の紹介

留学制度の紹介
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　奨学金制度を利用して多くの学生が留学をしています。ここでは、芝浦工業大学の留学生や日本人学生が
どのような奨学金制度を利用して留学しているのか紹介します。

プロフィール
　マレーシア出身
　学部生

プロフィール
　タンザニア出身
　修士 1年生

プロフィール
　日本人学生
　（ポーランドへ４年生の 10月から留学）
　応用化学科 4年生

プロフィール
　日本人学生
　（マレーシアへ４年生の 10月から留学）
　建築工学科 4年生

Q	何故日本に留学しようと思ったのです
か？

Q	どんな奨学金制度を利用しましたか？

A	海外で工学の勉強をしたいとずっと考
えていたのと、日本のアニメが好きなので
日本語の勉強にもなると考えて留学を決め
ました。

A	YPM（マラ教育財団）のツイニングプ
ログラムを利用しました。学費を 300RM
（1万円程度）支払い、面接と英数のテス
トを経て入学しました。3年間マレーシア
国内で日本語での大学の授業を受けた後、
日本の大学の 3年生から編入しました。

Q	何故ポーランドに留学しようと思った
のですか？

Q	どんな奨学金制度を利用しましたか？

A	所属研究室がスペインとフランスと共同研究をし
ており、毎年1人留学しているため挑戦してみました。
しかし、予定していたスペインの研究室が忙しく、受
け入れられないとのことでその研究室が共同研究して
いるポーランドの研究室を紹介してもらいました。

A	JASSO の奨学金を利用しました。その奨学金は
月々の生活費に充てました。また、研究留学でしたの
で、渡航費や寮の家賃については研究費から出しても
らいました。ポーランドは物価が安いため、自費はほ
とんどなしで留学できました。

Q	何故日本に留学しようと思ったのです
か？

Q	何故マレーシアに留学しようと思った
のですか？

Q	どんな奨学金制度を利用しましたか？

Q	どんな奨学金制度を利用しましたか？

A	日本がもともと好きで機会があれば
行ってみたいと思っていたからです。

A	同じ学科の研究室と合同で gPBL を行う話が持ち
上がり、いい機会なので参加しました。建築系なので
両国の伝統的な住宅の木軸の作り方を学び異文化を知
るという内容のものでした。

A	タンザニアの政府機関に勤めていた時
に JICA から声をかけられ、JICA から奨
学金をもらえることになりました。留学す
るにあたって、数学のテストと JICA ス
タッフとの面接、加えて研究室の先生との
面接を受けました。

A	gPBL の大学の奨学金制度を利用しました。成績に
よって支給額が変わるのですが、満額いただくことが
できました。また、その他足りない部分については科
研費から出してもらいました。
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 テーマ・趣旨
　今年度 LFである私たちは、Shiba-jo プラチナネットワーク、女性研究者研究活動支援事業（連携型）研究支援員
と共に在校生、特に学部生に向けたイベントを行いました。今後どのように進むべきか、何をすべきか考えるために
卒業した先輩方を迎え、先輩方がどのように歩んできたか話をして頂きました。さらにはテーブルラウンドトークで先
輩方を交え、気になった事などの質問をしつつ自身の将来について、しっかりと目を向けることをテーマとしています。
※ご登壇頂きました先輩方は、学部卒、修士卒、博士卒、また専門分野も異なる３人をお呼びいたしました。

 イベント内容
　イベントの内容ですが、第一部と第二部の二つに分けて行いました。第一部では、各卒業した先輩方の今まで、こ
れからといった自身のお話をして頂き、その後第二部では、各先輩を囲みラウンドトークで気軽に質問などをしてい
きました。

第一部：卒業生のお話
　第一部では、先輩方のプロフィールやワーク&
ライフキャリア、これからの目標などを在学して
いる私たちに話をして頂きました。自分に起こっ
た転機やこの道に進んだ理由、体験、会社のちょっ
とした事などを説明して頂き、いずれ私たちが進
む道の具体的な例を聞く事ができました。

第二部：卒業生を囲んでラウンドテーブルトーク
　第二部では、卒業生を囲んだラウンドトークを
行いました。第一部で疑問に思った事や現在悩ん
でいること、在学中にやっておけばよかったこと
など、将来への疑問など先輩に質問として投げか
けることができました。各先輩方もひとつ一つの
質問に対して、丁寧なお答えを頂き、筆者も含め
非常に有意義な時間を過ごすことができした。

共催イベント「10 年後わたしは」
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 ラウンドトークQ&A

 イベントを終えて
　イベントを終えて、先輩方の話を聞き明確なイメージをする事が出来たと実感しています。今、私たちはそれぞれ
の専門分野を学んでいますが、それらの知識を「どのように活かすべきなのか」という事も含めて、生活をしていく
べきだと、筆者自身も感じました。
　内容ですが、先輩方の話を聞き、将来について考える機会はそう多くないと思います。特に、先輩に対して質問を
する事ができるテーブルラウンドトークは、単純に話を聞くだけよりも、より身近に感じる事ができると思います。

鳥越さん（インフラエンジニア、学部卒、通信情報学群　通信工学科）
Ｑ：育休をとっている人は多いですか？
Ａ：当社では、男性上司が積極的にとっているので男女関係なくみんな取りやすい環境です。
Ｑ：両親が高齢になると介護について考えることは増えますか？
Ａ：�介護により退職を考える人もいます。今後どうやって介護と付き合っていくか現実を突きつ
けられることがあります。

Ｑ：他分野の職業の方と仕事をする際に気をつけていることは何ですか？
Ａ：�幅広い専門分野の方と接する時はできる限り専門用語を使わないようにしています。こちら
から質問をして、情報を引き出すことを大切に仕事に当たっています。

Ｑ：学生時代にやっておけばよかったと思うことは何ですか？
Ａ：学生の間に多くのバイトをしておけばよかったと思っています。いろいろな経験をしておくべきかと、、、

小川さん（建築設計、修士卒、建築・土木学群　建築工学科）
Ｑ：学生時代にやっておけばよかったと思うことは何ですか？
Ａ：やりたいと思うことをやるべきだと思います。学生のうちはお金がなくても、時間があるので、、、
Ｑ：建築設計者になるには修士卒業が必要ですか
Ａ：意匠設計担当者は修士卒が多いと思います。
Ｑ：建築の研究者ってどんな人がいますか？博士に残る人もいますか？
Ａ：�私の周りに多くはありませんが、知人の中には博物館で学芸員をされている方や、企業に属
する研究職で「窓」について研究している方がいらっしゃいます。また、伝統的建築物の保存、
改修に関わる方は研究者が多いと思います。

Ｑ：会社の仕事と学生時代の研究分野は似ていますか？
Ａ：修士で学んだことの延長線上にあると思っています。
Ｑ：将来どんな建築物を造りたいですか？
Ａ：美術館を造りたいですね。
Ｑ：学生と社会人との違いは何かありますか？
Ａ：�建築デザインに限ると、学生は「発想力」が求められます。例えば、コンペや課題では奇抜さや斬新なアイディアを持
つ人が注目されます。しかし、社会人になるとクライアントの要望や法律などの規則に則した実際に造ることができる建
物を設計することが求められます。また学生時代とは異なり、限られた時間の中でいかに良いものを造るかが重要であ
ると思います。

今井さん（研究者、博士卒、材料科学・化学群　応用化学科）
Ｑ：現在、研究室に所属している学生に伝えたいことはありますか？
Ａ：�コミュニケーション能力は必要です。指導教員以外の人とも顔を合わせる機会を作るべきです。
学会へ参加し、大学外に出ることで研究・生活において新たな発見があると思います。

Ｑ：研究者として生きていく上で大切にしていることは何ですか。
Ａ：�私生活も楽しみながら、仕事をすることです。周りと仲良く、楽しく。研究ばかりだと視野
が狭くなりますが、社会に求められているものを感じ、世界を広げていくことが大切だと思
います。

Ｑ：学生時代にやっておけばよかったと思うことは何ですか？
Ａ：�英語ですね。特にライティングが重要で、海外での学会では発表より論文が重要だと思っています。
Ｑ：就活はどのように行っていましたか？
Ａ：�就活では下調べせずに素の自分で勝負していました。そうすることで会社と自分とのミスマッチングを防ぐことができる
かと思います。

Ｑ：私生活と仕事の管理はどのように行っていますか？
Ａ：遊びの予定を先に立て、それを達成できるように仕事の計画を立て頑張っています。
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　留学についての記事を書かせていた

だきました。紹介させていただいたも

の以外にも留学を支援する制度は数多

くあります。少しでも留学を身近に感

じていただけたら幸いです。またこれ

を機に学内の留学生たちとも交流して

みてください！（留学のすゝめ：金丸）

　研究室運営マニュアルの記事を担当

した森田です。これから研究室に配属

される学部生の皆さんに、少しでも研

究室の様子が伝われば嬉しいです。研

究は大学生活の醍醐味です。全力で取

り組めば必ず得るものがあります！

（研究室のトリセツ：森田）

　創刊号の立ち上げに関わっていたの

で、続刊を出せて嬉しいです。大学院

にいると「何をやっているのかわから

ない」とよく言われますが、この冊子

で少しでも大学院の謎が解け、親しみ

を持ってもらえれば幸いです。

（編集：伊藤弘大）

　LF マガジンの編集お疲れ様で

す！！ LFマガジンが大学院進学を考

えている学部生 , 大学院生のためにお

役に立てることを願っています！

（編集：相曽）

編集後記

　共催イベントについて書かせて頂き

ました。進路について不安を抱えてい

る人は多いと思います。少しでも将来

の手助けとなれば幸いです。

（10年後わたしは：荘司）
　昨年実施したアンケートの結果を記

事にしました。おもしろ回答もたくさ

んありました（笑）自分の研究室は今

回の結果と比較してどうでしたか。研

究室で実際に生活している皆さんの声

を、今後のＬＦ活動に反映していきた

いと思います。

（アンケート調査結果報告：伊藤麻央）
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LF メンバー
・相曽　浩平（機能制御システム専攻）
・飯田　雄大（電気電子情報工学専攻）
・池田　　歩（地域環境システム専攻）
・伊藤　弘大（機能制御システム専攻）
・伊藤　麻央（システム理工学専攻）
・大庭　圭祐（地域環境システム専攻）

協力：芝浦工業大学	大学院理工学研究科
　　　　　　　　　	大学院・MOT 事務課
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・金丸真奈美（電気電子情報工学専攻）
・荘司　柚太（建設工学専攻）
・鈴木　貴文（地域環境システム専攻）
・森下　和（電気電子情報工学専攻）
・森田　知美（システム理工学専攻）
・柳岡　祐太（電気電子情報工学専攻）

編集スタッフ




