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大学院進学のススメ
▶ 大学院生ってどんな生活しているの？
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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、
文科省の補助金を受け、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、「Σ型統合能力人材育成事業」を終了
していますが、大学としてはこの取組を継承し、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。
　さらに本年度からは新たにグローバル LF（※）が発足し、国際化
へ向けた活動も強化していきます。
※ 11 ページにて特集：「グローバル LF」を掲載

 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型統合能力人材育成プログラムシンポジウム」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推進事業シン
ポジウム」での発表（2013 年度）などがあります。
　また 2014 年度は大学院生で構成されるという LF の特徴を活か
し、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大学院では何が学べるか　⑵
院卒と学部卒の就職事情の違い　⑶大学院進学のメリット　⑷大
学院生の生活　という内容でポスターを作成し、オープンキャンパ
スと父母懇親会で高校生や父母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本冊子を発刊しました。

LF の活動風景

「みんなのしゃべり場」風景

オープンキャンパスの様子

父母懇談会の様子

はじめに
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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。
初回の今回は、私の出身である建築工学科の逸品を訪ねました。

 建築工学科 建築生産マネジメント研究室より「３Dプリンター」
 インタビュー回答者　志手 一哉 准教授
機器情報や設置場所を教えて下さい。
　MF-2000（ムトーエンジニアリング社製）・研究棟 06B27 室（志手研究室）
　購入価格　60 万円
どんな使用用途が考えられますか？
　 3D プリンターは 3 次元 CAD で作成した形を模型にできる機械です。図面やコン

ピューター画面を見るだけでなくモノを手で触って動かすことで、デザインや施工に
関する豊かな発想が生まれることを期待できます。

　その他、研究室では調査や実験に用いるオリジナルの部品を製作しています。
※ CAD： Computer Aided Design の略。コンピューター上の設計支援ツール。

数値の精密さが求められる設計図面・３DCG 作成に用いられる。

性能について教えて下さい。
　 最大 30cm 立方の模型を製作可能です。材料である糸状の熱可塑性プラスチックは

最小 0.1mm まで細めて模型を製作することが可能で、細部まで凝った造形ができま
す。また色や融点の異なる 2 つの材料を同時に利用でき、色や形状にバリエーショ
ンをつけられます。ただし、製作物の密度を上げると長い時間がかかってしまうこと
が難点で、目安として手の平大のもので 8 ～ 12 時間程度です。
駆動原理はどうなっていますか？
　 模型成形は「材料押出」という方式です。機器上部に取り付けられた熱可塑性プラス

チックを 220 度の高温となるノズルで溶かします。流動性をもった材料はノズルか
ら押出され、100 度に温められた台に堆積させて固化させます。この時ノズルをゴ
ムベルトにより三次元方向に動かすことで任意の形状を形成できます。（右写真）こ
の方式は、機構がシンプルであるため他の方式（結合剤噴射方式など）に比べて精度
の面では劣りますが、低価格に収めることができます。
他研究室との共有はありますか？
　 現在、学科外利用に関しては想定していません。相談をいただいた上で検討することになりますが、材料代（5000

円程度 /1 巻）は自己負担となります。現在研究室を中心に運用マニュアルを作成する予定であり、完成すれば、
他学科の学生にも貸し出すことを考えたいと思います。
筆者感想
　 これまで 3D プリンターというと、「つくる」ことばかりに目が行っていて、「伝える」という感覚は自分の中で衝

撃でした。今後、授業のプレゼンなどで気軽に使える時代が来たらおもしろいことが起きそうです！

　　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 まで！

一 研 逸 品　〜研究室の隠れた名機たち〜

機器の全体

矢印方向にノズルが移動！

製作したオリジナル実験器

先生からひと言
　 現在３D プリンターは巨大化・バイオ化傾向にあります。ゆくゆくは住宅や人工

臓器などもプリントできるようになるでしょう。一般的にはスマホカバーや模型な
どの用途をイメージしがちですが、もっと視野を広げて活用法を考えてほしい。そ
の小さな実験台は志手研にあります。

志手一哉准教授



04

機械工学科／ふく射伝播工学（伝熱工学の一分野）　博士（後期）課程
　私の研究室では、大きく２つの研究プロジェクトがあります。１つ目
は、半透明な物質の光学物性値の測定、２つ目は穀物の人工栽培システ
ム構築です。まず、「物性値」とは、「物質がもっている固有の性質を尺
度で表したもの」で、例えば、電気抵抗率や熱伝導率などがあります。
１つ目の研究プロジェクトでは、物質の、光に関する物性値を測定する
装置と、この物性値を利用した光の進み方を予測する数値プログラムの
開発を行っています。もう１つは、一般的に事例が少ない「穀物の人工
栽培」に必要な電力や栄養分などの、詳細なデータ取得を目指しています。

建築工学科／建築史学　都市政策学　修士課程
　私は日本の城址復元事業が歴史的価値やまちづくりへどう影響したか
についてスコア化する研究を行っています。建築家などの建築保存論や
世界各国の文化憲章、国が発行した整備手引書から、現在盛んに行われ
ている城址復元事業を評価し、今後の保存・活用を含めた１つの在り方
を提案したいと思っています。昨年は現地に赴いてのフィールドワーク
と地域資料収集へ充て、様々な人々と話すことで資料を手に入れたり、
情報収集したりしました。そしてこの研究の魅力は「復元」という歴史
学的には難しいテーマに対する様々な人々の考え方を、本の中や現地の
人々との会話の中から集約して吸収することで、自らの論に組み上げていくという過程に「自身の成長」を感じ
られるところだと思います。先週まで辿りつけなかった「アタマの使い方」に、文献や人によって到達出来たと
き、そしてそれが社会貢献につながる確信を得たときに大学院に進んだ甲斐があったと強く感じます。

　いかがでしたでしょうか。自分の所属する学科の魅力はもちろんですが、他学科にも非常に興味深い研究があるこ
とを少しでもお伝えできればうれしいです。

手作りの栽培室で育てた稲。穀物の人工栽培に必
要なもの全てのデータ取得を目指す。

研究室の机上の様子。建築保存論では多様な議論
が展開されるため、論調の偏りをなくすためにも、
様々な分野の本を読み漁ります！

異なる視点からの魅力的な研究内容の紹介

　材料工学科や応用化学科など化学分野の学生の視点では、吸光光度分析法などから光エネルギーへのアプ
ローチを考えますが、機械工学科では異なる視点から光エネルギー固有の物性値に着目して研究活動をおこ
なっている研究室もあるんですね。研究の手法や視点も研究者によって多岐にわたることが見え、非常に興
味深い内容でした。
　また、研究活動のやりがいを尋ねると研究成果が出たときももちろんですが、不安を感じていたように見
えた後輩が自分のアドバイスによって納得したり、安心した表情をした時に研究活動のやりがいを感じると
教えてもらいました。こういうところはやはりどの研究活動でも嬉しいことですね！

　材料工学科や応用化学科は研究室内で実験をおこなうことが大半ですが、建築系の研究室は研究室内だけ
ではなくフィールドワークも大事な研究活動としておこなっているんですね。やはり現地に赴いて実際に見
て触れて感じることは好奇心を刺激しますし、非常に魅力的な研究だと筆者は感じました。

●筆者感想●

筆者は材料工学科の研究室に所属する博士学生です。今回は筆者が在籍した材料工学科とは異なる学
科の研究内容を紹介し、その違いに対してどう感じたかをレポートします。

●筆者感想●
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大学院生という肩書は、大学卒業後の進路の 1つとしてよく耳にする
言葉です。しかし、よく聞くはずなのに、実際に何をやっている存在
なのかを知っている人は案外少ないと思います。そこで、大学院生の
毎日には一体どんな時間が流れているのか、一例としてある院生の日
常の一部を見てみましょう（あくまで、ある院生のH君の場合の日
常です）。

ある院生の生態

電気電子情報工学専攻の院生の H 君

Q

Q

大学院生はいつ大学にいるの？

大学院生は普段何をやっているの？

　大学院生（院生）の毎日のスケジュールは学部生よりも自由度が高い分、自分できちんと計画性を持って管

理する必要があります。というのも、学部時代に比べて授業時間が減る代わりに、自分が定めた課題に対し、

どのように解決するかを考え続けなければならないからです。これが一般には「研究」とされ、解決法やその

手順が示されていないため、とても時間がかかります。そのため、研究の実験の日程や、所属研究室の方針に

よっては、院生の普段の生活はかなりフレキシブルなものになります。所属研究室と研究テーマによって、忙

しさも内容も様々なので、自身のスケジュール管理は院生にとって基本的に必須となるでしょう。

　このように、院生はそれぞれにスケジュール管理が任されている分、研究室に来るかどうかもある程度本人

の裁量に任されています。では、ちなみにＨ君がどういう時に研究室に居るかというと、次の３つが重要とな

ります。

　⑴ 研究会や打ち合わせがあるか

　⑵ 報告会や学会発表などに見合う研究の成果が出ているか

　⑶ 授業があるか

　これら条件のどれかに合致した場合、最適な時間に研究室に来て作業をします（研究室としてコア・タイム

制などが採用されている場合はこの限りではありません）。

　それでは、H 君が研究室に到着してから普段何をして

いるかを説明しましょう。右図がＨ君のある日の１日の

スケジュールの例となります。これを見ると、もっとも

多くの時間を割いているのが研究と後輩指導であること

がわかります。これらを順番に紹介しましょう。

　まず、研究室に来た院生は、自分の研究に取り組みま

す。具体的に例を挙げるならば、関連研究の論文を調査

する、実験計画書（実験をどのように進めるかを書いた

手順書）を作成する、実験を実施する、実験データを解

析するなどでしょうか。ただし、この辺りの手順につい

ては、研究テーマによっては増えたり減ったりします。

　次に、自身の研究と同様に重要な仕事として後輩指導

があります。これは、研究室の学部生に研究指導をした

自由時間

0：00
22：00

20:00

12：00

8：00

9：00

13：00

14：30

授業 授業

就寝

研究＆
後輩指導

朝食＆
登校

夕食＆帰宅

昼食＆休憩

ある日の院生の 1 日のスケジュール

Q

Q
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研究に取り組んでいる様子 解析手法の指導の様子

研究室の測定機器を使った実験の様子

り、相談を受けたりします。特に、学部生から毎日持ち込まれる相談内容は多岐にわたります。今後の研究方

針についての悩み、最適な解析のやり方、機器の使い方についての質問、美味いご飯処について、などなど枚

挙に暇がありません。このような学部生からの疑問へ最適な回答をするために、院生は論文の紹介や解析手法

のお手本・機器の操作方法を示したり、一緒にご飯を食べに行ったりします。しかし、このような小さな積み

重ねは、研究の質を上げることは勿論、研究室の雰囲気をよりよくする上でも非常に重要なコミュニケーショ

ンだったりするのです。

　そして、研究・後輩指導と並行して、Ｈ君は実は研究室の備品管理の役割も果たしています。研究室に何の

気なしに置いてある機器が実はかなり高価な代物であることはよくある話であり、それらはちゃんと管理をし

ないと精度が落ちたり、酷い時には使いものにならなくなったりします。そういった事態を避けるために、院

生は既存の機器の保守点検や消耗品の管理をし、新しく導入される機器については研究室全体で利用できるよ

うにセッティングをしておくのです。その結果、昔からある数百万する測定機器でも、今年から導入された解

析ソフトでも、研究室のメンバー全員がいつでも使用できる環境が維持できるのです。

　このように、自身の研究や学部生の指導、研究環境の維持に尽力しているとそろそろ日が暮れてきます。い

つ帰宅するかもやはり院生の裁量次第ですが、論文の執筆などで夜遅くまで作業をすることもあれば、作業が

終わり次第すぐに帰宅する時もあります。

　さて、大学院生がどのような毎日を過ごしているか少しはご理解いただけたでしょうか？
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海外の国際会議に参加してきた学生が経験談や失敗談を紹介します。

ヨーロッパの国際会議に行ってきました

　2014 年 9 月にベルリンで開催された国際会議（XXIth International Conference on Electrical Machines）で
発表を行ってきました。2 年に一度ヨーロッパで開催される電気機器に関する国際会議です。近年の地球温暖化やエ
コカーブームから注目が集まっている電気自動車に関連する研究発表が多くありました。主催国であるドイツの他に
イタリアやアメリカなど各国からも多くの研究者が集まり、参加者 1000 人を超える活気のある会議となりました。

　そもそも大学院生たちは何のために国際会議に参加するのでしょうか？国際会議参加の意義は複数あると思います
が、私は主に 2 つの意味があると考えています。1 つ目は、情報収集や情報交換のためです。多くの国際会議では
査読と呼ばれる審査があり、厳選な審査を通過した新規性のある論文のみ発表することを許されます。そのため世界
各国の洗練された最先端の研究を知ることができ、また世の中の研究動向を調査することができます。さらに研究発
表を行うことで、研究を進める上での有益な助言を頂く機会を得ることや、自らの研究の立ち位置を知ることができ
ます。2 つ目は、学生自身の視野を広げるためです。国際会議では世界各国から高い志を持った多くの研究者が集ま
ります。そのため広い分野の人と面識ができ、また同世代の優秀な研究者から刺激を受けることがあります。一方で
母国語ではない英語論文の執筆や英語発表など、異なる国籍であっても似たような苦労話をすることは多々あり、安
心する一方で奮い立つ思いでもあります。

　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
られます。今回は A4 の用紙 6 ページ分の論文概要の提出が 2 月であったため、
9 月の論文発表まで約 7 か月もの非常に長い時間を要することがわかるかと
思います。そのため発表準備に十分な時間を費やすことができる反面、数か月
間待機した後に通知されるたった 1 通の合否発表のメール開封は非常に緊張
します。

　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基調講演、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。今回の学会に参加した際のある一日のスケジュールを
右図に示します。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。また、研究発表の合間の休憩時間では質疑応答の時間内に
収まりきらなかったディスカッションを行う姿も見受けられました。

会議の概要

国際会議参加の意義

論文発表までの道のり

国際会議中のスケジュール

国際会議参加中のスケジュール（一例）

論文概要提出（2月）

合否発表（5月）

最終論文提出（6月）

論文発表（9月）
国際会議発表までの流れ

（括弧内の月は一例）

空き
時間

23 0
122

1013

221

914

320

815

419

716

518

617

12 11

Banquet

空き時間
睡眠

朝食

昼食

研究
　発表研究

発表

研究発表

研究
発表
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Banquet の一例 ポツダム広場にあるベルリンの壁

　さて皆さんは国際会議の研究発表についてどのようなイメージを
お持ちでしょうか？私は『スティーブ・ジョブズのように壇上に立
ち、大勢の人が見ている中、英語で研究発表をするもの』だと考え
ていました。英語発表はもちろんですが、壇上で発表する Oral 形
式と、掲示板などに貼り付けた A ゼロ程度の紙を用いて大勢の人
達が同時に発表を行う Poster 形式に大別されます。前者は発表時
間と質疑応答の時間がきっちり決められており、厳格な雰囲気の中
行われる、いわば国際会議のメインイベントです。一方の Poster
発表はリラックスした雰囲気の中、形式や時間にとらわれずに発表

や質疑応答を行うため、多くの人達と好きなだけ議論を行える特徴があります。最近
では iPad などの電子端末を使用する人も増えてきました。
　今回私は電気自動車の駆動用モータの高効率化に関する研究を Poster 形式で発表
してきました。3 時間の発表時間で多くの方々に発表を行い、のべ 60 以上の質問や
コメントを頂くことができました。特に提案モータの大きさや重さなどといったアプ
リケーションに近い質問を多く頂戴しました。今回初めてヨーロッパで発表させてい
ただきましたが、熱心に質問や議論を行う参加者の姿を見て省エネルギーやエコカー
への関心が非常に高いと感じました。一方で異なる国の研究者から同じような質問を
頂いたため、国籍は違いますが皆似たような着眼点を持っていると感じました。今後
の研究にも活かすことができるご指摘も多く、非常に充実した研究発表になりました。

　国際会議では Banquet と呼ばれる豪華な夕食会にも参加できます。しかし今回は参加者が多く満席となったため、
立食形式で参加しました。私と同じように着席できなかった方も多くいて、フィンランドの学生と座れないことに対
し愚痴を言いながらドイツビールで乾杯をしたことは良い思い出です。このように他国の学生と交流を深めることが
できる点も国際会議の醍醐味だと感じました。最後に観光の写真を記載します。もちろん会議を優先した空き時間で
の見学ですが、国際会議に参加する際の楽しみの１つでもあります。皆さんも積極的に国際会議に参加し、貴重な体
験をしてみてはいかがでしょうか。

発表方法と感想

 その他のイベント

Oral 発表の様子

Poster 発表の様子
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芝浦工大OB・OGの現在を追う！　大学院修了後、どんな未来があるの？
現役学生が自分の将来像を考えるためのロールモデルを紹介します！

芝浦工大の博士課程を修了し、現在、昭和大学でポスドク研究員として働く今井耕平さんに話を聞いた。今井さんは
ラーニング・ファシリテーターの OB でもあり、工学部 応用化学科を卒業後、２年間勤務した会社を退社して大学
院に入ったという経験豊富な人物。路線変更のキッカケと将来の青写真に迫った。

●OBへのインタビュー

 学部時代は応用化学科、大学院は共通学群の研究室に
　元々、工学部 応用化学科の研究室に居たのですが、学部で卒業し、いったん就職したんです。でも、学位を取ろ
うと思って学部時代に所属していた研究室の先生の所に行ったら、その先生は退職されるということだったので、大
宮校舎の共通学群の先生を紹介して頂いて、修士・博士課程の５年間、大宮校舎に籍を置いていました。ただ、研究
自体は、芝浦工大でやっていた訳ではなくて、学部時代も含め、ずっと外研※で「国立医薬品食品衛生研究所」とい
う所に行っていました。
※外研：自分が通う大学に籍をおいたまま、卒論や修論に必要な実験は他大学の研究室や研究所で行うこと。

 「会社勤務」と「研究」２つの初体験が分岐点になった
　大学生の時は、就職しようか修士課程に進もうか迷っていましたが、博士課程に行くとは思ってなかったです。学
部で卒業して就職することに決めたのは、３年生の時にインターンシップに参加したことがキッカケです。「働くっ
て面白いな」と思いました。就職活動をして、内定も頂きました。でも、卒業研究をやっているうちに、「研究を続
けたい」と思い始めたんです。
　その気持ちを両親に打ち明けたら、「内定を頂いた会社に断りを入れるなんて、なんて失礼な！　そこまでして進
学するというなら、親子の縁を切ります」と言われましたよ（笑）外研で指導してもらっていた先生にも相談したら、

「親子の縁を切るのはマズイよ。一度就職してみて、進学したい気持ちが続いていたら戻って来れば良いじゃない」
とアドバイスをもらいました。結果的に、２年間勤めた後、会社を辞めて大学院に入ることにしました。この時は、
両親からは何も言われなかったです。「好きにしなさい」という感じでした。

 自由にものづくりができる所に居たい
　研究はもちろん楽しいですが、社会人の時にやっていた仕事も楽しかったですよ。
　僕は、社会人時代、食品会社でソーセージの中に詰める肉の検品と、それに味を付けるまでのラインのパートさん

Blueprint of Life

プロフィール
2001.4 芝浦工大 工学部 応用化学科 入学（2005.3 卒業）
2004.4 応用化学科 生化学研究室（浦野研究室）の外研として国立医薬品食品衛生研究所 

（以下、国立衛研）にて卒業研究
2005.4 丸大食品株式会社 ハムソー事業部 関東工場　配属（2007.3 退社）
2007.4 芝浦工大 大学院工学研究科 修士課程 応用化学専攻 入学 

（社会人特別入試枠を利用 2009.3 修了）
 共通学群 化学 超分子化学研究室（中村朝夫研究室）の外研として国立衛研にて研究
2009.4 芝浦工大 大学院工学研究科　博士（後期）課程　地域環境システム専攻 入学（2012.3 修了）
 引き続き国立衛研にて研究
 LF（ラーニング・ファシリテーター）を併任（～ 2014.3）
2010.8 放射線医学総合研究所　客員協力研究員 併任（現在に至る）
2012.4 芝浦工大 大学院理工学研究科 勤務（ポスドク研究員、～ 2014.3）
2012.6 国立衛研 有機化学部 協力研究員（～ 2013.6）
2014.4 昭和大学 薬学部 勤務（ポスドク研究員）

今井耕平さん
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の管理を担当していました。そこでは、生産効率と品質を上げるためにはどうすれば良いかを考えて、自分でライン
を組み替えるんです。配属の運も良かったんですが、自分の希望のとおり仕事ができました。自分の携わった商品が
スーパーやコンビニで売られている、という結果が目に見えるのも面白かったです。
　ものづくりをする上で、目的を達成するために必要なことや問題点を見つけ出して改良する所は、研究に似ていま
すね。基本的に、どちらにも共通しているのは、自由にものづくりができる環境があることです。

 修士から博士に… 一度脱線すると腹が据わる
　博士課程に進むことに決めたキッカケは、特にありません。もし、修士課程までストレートに行っていたとしたら、
博士課程は迷ったと思います。でも、１回脱線しているので、「なるようになるさ」という心境でした。だから、キッ
カケがあって博士課程の進学を決めたというより、気づいたら D1（博士課程１年）に居ましたね。
　一度就職して、学生に戻ると「もう、なるようにしかならないな」と思うようになりました。学部生たちを見てい
て思うことですが、「頑張ればできる」っていう気持ちがどこかにあるように感じます。でも、特に就職活動では、
いくら本人が頑張っても、企業から「君は優秀かもしれないけど、うちには合わないから採用しない」と言われるこ
とはあるので…。就職活動を経験したことで精神的に強くなったと思います。

 現在は薬学部で研究。人生、なるようになる
　学部時代からずっとお世話になっている国立衛研の先生が、昭和大学に移られたのが縁で、僕も今、ここで働いて
います。先生に、「助教にしてくださいよ～」って言ってるんですけど、どうなるんでしょう…。ただ、特に私立の薬
学部で先生を目指すとなると、ネックになるのが、薬剤師免許を持っているかどうかなんです。大学側は、学生を薬
剤師の国家試験に合格させるために、その指導ができるかどうかを重要視するので。僕は薬学に近い化学をやってき
たから、他の私大の薬学部にも応募したのですが、薬剤師免許を持っていないから門前払い、ということもありました。
　もし、例外的な措置で、昭和大学で助教にして頂けるなら残りたいですが、他を探すことも考えないと…っていう
のはありますね。
　やっぱり、不安はあります。でも、まあ、しょうがないって言っちゃ、しょうがないですね（笑）

 大学院２年間の投資は、それ以上に還元できる
　僕は、学生さんに対して「行けるなら、とりあえず修士までは行け」と言っています。社会人に必要とされている、

「答えが無いものに対して、何が問題かを調べる力」、「行き詰まった時にどうしたら良いか考える問題解決能力」、「コ
ミュニケーション力」、「協調性」を身に付けられるのは、研究室の生活がうってつけです。それを、修士課程に行く
と計３年間※経験できるっていうのは、すごく良いことだと思います。
　僕は、よくふざけて学生さんに言うんですけど、「世の中のサラリーマンの 95％は明日会社に行きたくないって言っ
ているのに、どうしてそんなに会社員になりたいんだ？」って。22 歳で就職したとして、残り 40 年も働くなら、2
年くらい寄り道したって良いじゃない？って思うんですけどね。その方が給料も良いのに。
※３年間：学部４年次と修士課程の２年間を合わせた年数
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　私たちグローバル LF は主に大学のグローバル人材育成推進
事業に関わる活動をしています。以前より芝浦工大はグローバ
ル人材育成に向けた取り組みを行っていましたが、2014 年度
に私立理工系単科大学で唯一「スーパーグローバル大学創成支
援」に採択され、ますます取り組みを強化していくこととなり
ました。そこで私たちは学生の立場から、海外経験の良さや魅
力を多くの学生に伝え、知ってもらうことを目標に、様々なイ
ベントに参加しています。また 2014 年度のメンバーは全員が
海外プログラムに参加したことがあるので、体験談を踏まえ、その良さを伝えていけたらと思っています。

★研修会
　月に１回、グローバル LF を担当してくださっている先生や
職員の方々を含め、研修会を行っています。今後の活動予定に
ついての話し合いや、どのようにグローバル人材育成推進事業
について多くの人に知ってもらうかなど、話し合っています。
学生だけでなく、先生や職員の方々からも様々なアドバイスな
どを頂けることも、この研修会の良いところです。毎回次の研
修会までにやるべきことなどを決め、全員でそして個人でも
１ヶ月間、研修会の内容をもとに活動をしています。

★イベントへの参加
①大宮祭（5 月）：主にパネルの展示を行いました。また留学生と交流できるゲームなどを行いました。

②「グローバル人材育成推進事業」シンポジウム（5 月）：学内で行われたシンポジウムにパネルを展示し、来
場者の方に海外プログラムの内容などを説明しました。

国際化に向けて発足　〜グローバル LF の取り組み〜

今年度のグローバル LF メンバー

大宮祭の様子③大宮祭の様子②大宮祭の様子①

グローバル LFとは？

今年度の活動について

研修会の様子
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　学内のシンポジウムや、そして大学院の各種授業において TA（ティーチング・アシスタント）という立場で
の参加などがあります。今まで学んできたことを生かせるよう、今後の活動も精一杯頑張りたいと思います。

③オープンキャンパス＠大宮＆豊洲キャンパス（8 月）：高校生や保護者の方々に大学の事業や海外のプログラ
ムについて説明をしました。このことが少しでも芝浦工大へ進学することを決めてくれるきっかけになれば
……と思いました。

④芝浦祭（11 月）：今まで同様パネルの展示に加え、簡単なアンケートを実施し、来場者の方に海外について
興味を持ってもらえるような企画を行いました。その効果もあり、3 日間で約 500 名の方に来ていただくこ
とができました！

★ SNSでの広報活動
　主に Facebook や Twitter を利用し、日々の活動内容や海外プログラムに参加した人の体験談などを載せて
発信しています。

Twitter：@shibauraglobal
https://twitter.com/shibauraglobal
Facebook：https://ja-jp.facebook.com/sit.global

Facebook 随時更新中です！
是非ご覧ください！！

芝浦祭の様子③

オープンキャンパスの様子②

芝浦祭の様子②

オープンキャンパスの様子①

芝浦祭の様子①

SNS アクセス方法

今後の活動予定
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　今井さんと話して，「研究者として

生きることに決めた．もう迷わない！」

という潔い姿勢に勇気をもらいまし

た。私も，不安に思ってる場合じゃな

い！前進あるのみ！

 （Blueprint of Life：中村）

　「院生の生態」と銘打って、その生

活の一部を紹介しましたが、その他に

も大学院生になってやれることはたく

さんあります。進路の１つとして興味

を持ってもらえれば幸いです。

 （ある院生の生態：原田）

　本学では、多数の海外研修プログラ

ムを取り扱っておりますが、一方で、

「行きたいけど…勇気が出ない…」と

いう学生の声も耳にします。迷ってい

る方は是非私達グローバル LFに相談

に来て下さると嬉しいです！

（国際化に向けて発足：グローバル LF一同）

　「国際会議って何するの？」の疑問

に答えました。

　８回目の国際発表でやっと緊張しな

くなり、真面目と気晴らしのメリハリ

が大事だなと感じています。

 （国際会議：土方）

　今回のテーマは私自身も非常に興味

のあるテーマでした。同じ芝浦工大の

学生であっても、他学科のことを知ら

ない人は多いのではないでしょうか。

この記事を通して少しでも大学院の研

究のやりがいや、様々な研究の魅力を

伝えられればうれしいです。

 （魅力的な研究内容：大庭）

編集後記
　本冊子を手に取って頂き有り難うご

ざいます。芝浦工大に入ってから本当

にいろいろな経験をさせてもらいまし

た。その驚きや楽しさが少しでも伝わ

ればと思います。 （編集長：工藤）

　まずご協力頂いた先生方、誠にあり

がとうございました。

　記事を作るにあたり、何年も在学し

ながら、大学について知らないことの

多さにハッとさせられました。あと少

しの大学生活、精一杯「驚き」たいと

思います。 （一研逸品：東）
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研究の進捗風景

国際学会の合間に

研究で使う実験機器

国際学会での食事①

国際学会での食事②



LF メンバー
・工藤　　優（機能制御システム専攻）
・土方　大樹（機能制御システム専攻）
・中村　嘉恵（地域環境システム専攻）
・芳賀　絵美（地域環境システム専攻）
・大庭　圭祐（地域環境システム専攻）
・伊藤　弘大（電気電子情報工学専攻）
・原田　圭裕（電気電子情報工学専攻）
・東　龍太郎（建設工学専攻）

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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グローバル LFメンバー
・中里　健太（材料工学専攻）
・松井　　遥（建設工学専攻）
・太田　悠暉（システム理工学専攻）
・佐伯　亮介（システム理工学専攻）
・堀　　智秋（システム理工学専攻）

編集スタッフ


