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□人事

　3月2日(火)に，学生安全技術デザインコンペティション
国内決勝大会が行われ，昨年は2位に終わった機械工学
科バイオメカニクス研究室（西本研究室）の生体班が，見
事リベンジを果たし最優秀賞(1位)に輝きました。この大
会は，自動車の安全問題解決のための技術アイデアを発
表し，その斬新さや発展性，実用性などを競うもので，発
表した「神経レベルの損傷を考慮した頭部ダミーの開
発」は新しい
安全基準に役
立つものとし
て高く評価さ
れました。
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　6月26日(土)，学術フロンティア推進事業「地域における社
会環境基盤の保全と防災力向上を目指した戦略的なマネジメ
ントの手法」の研究成果最終報告会を行いました。この事業は，
平成19年度に継続採択されたもので，3つのテーマを柱に，保

全・防災対策，循環型環境共生社会の確立，有効的な情報発信の
技術や手法について研究活動を進めてきました。3年間の研究
成果について，プロジェクトリーダーを務める土木工学科の長
林久夫教授は，「事業を通じて産学官民の連携を深めることが
でき，その中で地域特有の研究課題も見えてきました。今後も
よりよい社会基盤づくりや環境保全に貢献できるよう研究に
取り組みたい」と述べました。

　5月28日(金)に開催された日本ウォータージェット学会において，機械工学科
彭國義准教授，清水誠二教授，北海道大学藤川重雄教授の共著論文
「Numerical Simulation of Turbulent Cavitating Water Jets Issued 
from a Submerged Orifice Nozzle」が論文賞を受賞しました。水中水噴流の
渦構造とキャビテーションジェットの流れについて高度の計算モデルを構築した
もので，活発な研究活動によるレベルの高い成果であると評価されました。

　この度，工学部校友会から体育会
旗を寄贈していただき，6月5日（土）
に贈呈式を執り行いました。

　学術文化サークル連合会，体育会，北桜祭実行委員会の3団体主催によ
る環境美化学内清掃を，6月14日(月)～18日(金)の昼休みに実施しました。
学内清掃を行うことにより，環境美化に対する学生への意識向上を目的
としており，今後も定期的に活動を実施していきます。参加した学生は
「緑豊かで自然に囲まれたキャンパスを大事にしていきたい」「期間中だ
けでなく，日頃から環境美化に努めたい」と話していました。

　「自然との融和を求めて」を総合テーマに，教
養講座を5月から6月にかけて4回開講しまし
た。第1回の講師は，元サッカー日本代表選手の
名波浩氏。「サッカーから学んだもの」と題し
て，自身のサッカー人生を振り返りながら，常
に新しい目標に向かってチャレンジしていく
ことの大切さを教えていただきました。ワール
ドカップ開幕
直前というこ
ともあり，会
場はいつもよ
り熱気に溢れ
ていました。

　5月22日(土)，土木工学科の4つの研
究室が合同で，キャンパス内を流れる
徳定川を中心に，地域河川の清掃を行
いました。自分たちの手で水環境を守
ろうという趣旨で，毎年春と秋の年2
回，衛生工学研究室・水理学研究室・水
環境システム研究室・水域環境研究室
が協力して実施しています。今年で活
動11年目を迎え，約40名の参加者の
中には，在学生だけではなく卒業生の
姿もあり，
活動を続
けていく
ことの大
切さを伝
えていま
した。

異動元：学生課 異動元：庶務課 異動元：研究事務課
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『ロハスの家』
研 究 プ ロ ジ ェ ク ト進行中

健康で持続可能な生活スタイルを支える住環境づくりのために，
ロハスの工学ができることって何だろう。

エネルギー自立と自然共生の家『ロハスの家1号』

研 究 プ ロ ジ ェ ク ト研 究 プ ロ ジ ェ ク ト
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「土木女子の会」に入りました!土木工学科にだけあ
るサークルで，先輩が親身にアドバイスしてくださ
るので，とても助かっています。

将来の夢は，地域に貢献する公務員になること
地図が好きなので測量をマスターしたい

施設設備が充実!職
員の方もとても親切
で満足しています。

ここがGOOD！

土木工学科1年（岩手県・盛岡中央高等学校出身）
佐野峯　麻聖さん

毎週土曜日に学内で開講されている『宅地建物取引
主任技術者資格試験対策講座』を受講中!まだ入門編
ですが，10月の試験に向けて頑張っています。

世界に羽ばたく建築家になりたい
資格がたくさん取れるように頑張る!

男子の多さにびっくり!
でも学生も先生も親しみ
やすくて楽しい大学です。

ここがGOOD！

建築学科1年（福島県・原町高等学校出身）
松本　智歩さん

アパートは歩いて4分，自転車で1分。初めての一人
暮らしを楽しんでいます。自分の道は自分で決めて
いけるよう，自立心も養いたいですね。

学べることは何でも吸収したい!
自分の道は自分で切り拓く

機械工学科の中に長崎出
身者が3人もいて，友だ
ちにも恵まれています。

ここがGOOD！

機械工学科1年（長崎県・長崎北高等学校出身）
松鵜　功一郎さん
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期待に胸を膨らませ，憧れの大学生活をスタートさせた新入生！やりたいことって何？どんな
夢や目標を持っているの？6人の新入生たちに，その熱い思いを語ってもらいました。

新入生の学外研修旅行があり，同じ部屋で寝泊まり
した仲間と友だちになりました!これから4年間，み
んなと一緒に頑張りたいと思います。

『宇宙エレベーター』を作って宇宙に行く!
その夢を叶えるために研究したい

留学生に対するサポー
ト制度がしっかりして
いて，ケアも万全です。

ここがGOOD！

電気電子工学科1年（米国・Bearden High School出身）
コステ・ダレンさん

踊っている姿がとてもカッコよくて楽しそうだし、自
分も一緒に踊りたいと思い、桜家一門YOSAKORI隊
に入りました !先輩も優しいですよ。

人や環境に優しい材料開発を目指して
たくさんのことを経験したい

幅広く学べる化学の専
門分野にプラスして生
命化学も学べます!

ここがGOOD！

生命応用化学科1年（茨城県・鉾田第二高等学校出身）
米川　尚美さん

ラクロス同好会にマネージャーとして入部 !知識は
全くありませんが，部員のみなさんの話を聞き興味が
湧きました。優しい人ばかりでやっていけそうです。

自分の作ったもので生活を便利に!
ソフトウェア開発の技術を学びたい

都会過ぎず，生活や治
安の面で不安がない
ところがいいですよ。

ここがGOOD！

情報工学科1年（新潟県・六日町高等学校出身）
剣持　夕舞さん
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ヨーロッパ研修旅行で異文化体験

レンズを通して『世界』を観る

※建物の柱や壁の角を撮ったもの
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工学部が就職に
強い理由を探る

就職サポート

早い段階から就職活動をサポート

チャンスが広がる工学部就職セミナー

面倒見の良さも工学部の身上

　大学新卒者の就職環境は，依然として厳しい状況が
続いています。そんな中，工学部の平成21年度の就職率
は学部で92.3％，大学院で97.3％という日本大学の
中でも2番目に高い水準を誇っています。一流企業や上
場企業を中心とした就職先を見ても，率だけでなく，質
の面でも充実していることがわかります。
　今回は“就職に強い工学部”の秘密に迫ってみました。

全国に広がる卒業生のネットワーク

92.8%平成21年度就職率
（学部・大学院含む）
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　ダムやトンネルなど，人のためになる
モノづくりがしたいという思いから，土
木工学科を選びました。大学の授業や卒
業研究では，一つのことをやり通す力が
身につきました。以前までの自分は，何ご
とも中途半端に終わることが多かったの
ですが，先生方の指導がとても丁寧だっ
たおかげで，持続することの大切さを学
びました。

　社会の第一線で活躍している先輩が多
く，就職活動の悩みにも応えてくれるの
は，工学部の大きな強みだと思います。工
学部就職セミナーをはじめとする就職支
援も充実していたので，就職活動に役立
つ情報がタイムリーに入手できました。

　就職活動では自分のやりたいことが何
なのかをしっかりと見きわめることが大
切です。そのうえで自分のやりたいこと
と，会社の求めていることがマッチして
いる職場を探すことが理想だと思いま
す。新青森駅の開業ももうすぐです。お客
様の夢や期待を裏切らないような高い技
術力を持った人材をめざしたいです。

　設計に力を入れている大学だったこと
が，工学部を選んだ決め手です。特に手書
きによる製図を徹底して学べることは，他
大学にはない大きな魅力の一つでした。実
際に事務所を開いている建築士による授
業は実践的で，地域に密着した設計の楽し
さや難しさを学ぶことができました。先生
方の事務所でアルバイトをさせていただ
いた経験も“生きた勉強”になりました。

　採用試験の中での図面審査では，手書き
で描いた図面が功を奏し，学生時代に培っ
たプレゼンテーション能力をいかんなく発
揮することができました。社会の第一線で
活躍している外部講師とつながりが持てた
ことや事務所での業務経験も自分にとって
は自信につながりました。また，インター
ネットを活用した就職支援体制が充実して
いることも工学部の強みだと思います。

　希望する就職を実現するうえでは，自分
のやりたいことに向き合いながら，一つの
方向性を定めて，その中から自分自身の武
器になるものを探すことが大切です。たと
え失敗したとしても，改善点を見つけ出
し，前へ進むことが好結果につながるはず
です。私自身，これからも前進を続けて，い
ずれは一級建築士の資格取得をめざした
いと思っています。

　工学部を選んだのはキャンパスが広
く，学びの環境が充実しているからです。
高校が付属高校だったので，身近で通い
慣れたロケーションだったことも決め手
になりました。大学では自己責任のもと，
自ら学ぶことの大切さを学びました。日
本全国から集まった多くの人とつながり
が持てたことも，かけがえのない財産に
つながっています。

　卒業後は地元で専門知識を活かし，人
の役に立てる仕事がしたいという思いか
ら現在の会社を選びました。学内にいな
がら多くの企業の人事担当者と面談でき
る工学部就職セミナーは，工学部の大き
な強みだと思います。直接担当者の話を
聞くことで，その企業に対する興味もぐ
んと高まっていきます。

　就職活動では，何がなんでも実現する
という気持ちが大切です。面接の練習を
するにしても，気持ちが入っていなけれ
ば身につきません。早く仕事を覚えて会
社に貢献できるようにし，やがては世界
の人に喜んでもらえる薬の製造に携わり
たいです。現状に満足することなく，常に
向上心を大切にしながら前進を続けたい
と思います。

一つのことをやり通す力が
身についた

卒業生が相談にのってくれる

自分のやりたいことを
見きわめよう

日本の鉄道を支える
土木の力

手書きによる製図を
徹底して学べる

プレゼンテーション能力を
いかんなく発揮できた

自分のやりたいことに
向き合う姿勢が大切

充実した環境で，
自ら学ぶ姿勢が身につく

工学部就職セミナーは
大きな強みの一つ

絶対に実現するという
気持ちが大切

工学部で培った
設計技術を武器に

一級建築士をめざしたい

世界の人に喜んでもらえる
薬の製造を通じて
社会に貢献したい
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平成22年度
父母懇談会開催
　平成22年5月15日(土)，ご父母の皆様との連携を密にし，ご子女への教育の充実を図るための父母懇談会を実施しま
した。この父母懇談会は，ご子女に関するさまざまなご相談や本学部に対するご意見・ご要望等をお伺いし，教育・指導と
学部運営に反映させることを目的としています。今年も500名近くのご父母にご参加いただきました。

◆工学部の教育・研究・支援体制
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6畳+ベッド付

工学部

高校で学んだ情報技術の知識をもっと深めたいと

思い，工学部へ進学。サークル活動にも力を入れる

ために，父親の知り合いの紹介で食事付きの下宿

に入居。キャンパスから自転車で5分の距離。門限

もなく，自由で快適な下宿生活を満喫しています。

室井　佑太さん　情報工学科2年（福島県・会津工業高校出身） 派

下宿の家賃は朝夕2食付きで5万円（光熱費含む）。以前居酒
屋の経営もしていたので，料理の味はプロ並みに美味しいです。
昼は学食。安くてボリューム満点なところが嬉しいです！休みの
日は友だちと駅前でショッピングしたり，カラオケやボウリング

を楽しんでいます。課題のあ
る日は夜遅く寝ることもあり
ますが，『規則正しい生活』を
モットーに，健康管理にも気を
配りながら，勉強とサークル
の両立をめざしています。

　学食とは一味違った雰
囲気のスカイレストラン。
安達太良山や磐梯山を
一望しながら食事がで
き，配膳もしてもらえる
ので，ちょっとしたリッ
チな気分を味わえます。

【収　入】
仕送り ・・・・・・・ ¥80,000

計・・・・・・・・・・・ ¥80,000

【支　出】
家　賃 ・・・・・・・ ¥50,000

外食費 ・・・・・・・ ¥20,000
娯楽費 ・・・・・・・ ¥10,000

計・・・・・・・・・・・ ¥80,000

１カ月の生活費 月 　 　 　 火 　 　 　 水 　 　 　 木 　 　 　 金 　 　 　 土 　 　 　 日
8：00～9：00

9：00～10：30

10：40～12：10

12：10～13：00

13：00～14：30

14：40～16：10

16：20～17：50
18：00～

24：00～

TOEICⅠ

中級ドイツ語Ⅰ

英語講読Ⅰ

心理学Ⅰ

起床 起床 起床 起床

起床 起床

授業時間帯

起床

離散数学
及び演習

データ構造入門
及び演習

熱とエントロピーの
物理学

データ構造入門
及び演習

確率統計
及び演習

確率統計
及び演習

サークル活動
＆自由時間

サークル活動
＆自由時間

サークル活動
＆自由時間

サークル活動
＆自由時間

サークル活動

就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝

離散数学
及び演習

コンピュータ
アーキテクチャ

マルチメディア
コンテンツ演習

コミュニケーション
スキル

〈昼食〉学食 〈昼食〉学食

情報理論

〈昼食〉学食 〈昼食〉学食

室井さん　1週間スケジュール

今，一番頑張っているのはプ
ログラミング。2年次になって
専門的な授業も増え高度に
なってきましたが，3Ｄデザインなど高校では学ばなかった新
しい分野の勉強は楽しくて，興味をそそられます。工学部は
学ぶ環境も整っていて，幅広い技術を修得できるとこ

ろが魅力ですね。

中学の頃からソフトテニスを
始め，大学でもソフトテニス部
に入部。さらに，会津のクラブチー
ムにも所属し，日曜日は地元の大会で腕を磨いていま
す。今年の目標は全学部が集まるオール日大の大会で優勝する
こと！サークル活動を通して，コミュニケーション力を高

めたり，メンタル面での強さも養っています。

（朝夕2食・光熱費含む）

自由時間
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1DK（8畳・キッチン）+ロフト付

自由時間
自由時間

キャンパスライフ
工学部生の

充実した生活ぶりを
紹介します!

絵を描いたり，デザインするのが好きだったので，建築学科を選

択。地元北海道から出てみたいと思い，工学部へ進学。インター

ネットでアパートを探したところ，家賃が安く大学から近いス

テキな物件を発見！大学までは歩いて5分，自転車で1分の距

離。最近は植物を育てながら，一人暮らしを楽しんでいます。

小川原　茉由さん　建築学科3年（北海道・大麻高校出身）

派

空き時間を利用して，学内にある学
習支援センターでアルバイトをして
います。パソコンに関する相談や貸し
出し業務を行っているので，マニュアルを見たり先
輩に教わったりしながら，パソコンの知識も深めることができま
す。休日や夏休みには，ホテルの宴会係や役所の事務など短期のア

ルバイトをして，社会経験も積んでい
ます。一人暮らしなので，料理にも挑
戦！学期末にはクラスの女子会を催
したりしています。

　70号館リフレッシュ
コーナーやフリースペー
スは授業の合間によく
利用する場所。階ごとに
自販機が設置してある
ので，いつでもカフェ気
分が楽しめます。

【収　入】
仕送り ・・・・・・・ ¥50,000
アルバイト ・・・ ¥20,000
計・・・・・・・・・・・ ¥70,000

【支　出】
家賃・・・・・・・・・ ¥30,000
光熱費 ・・・・・・・ ¥10,000
食費・・・・・・・・・ ¥20,000
娯楽費 ・・・・・・・ ¥10,000
計・・・・・・・・・・・ ¥70,000

１カ月の生活費 月 　 　 　 火 　 　 　 水 　 　 　 木 　 　 　 金 　 　 　 土 　 　 　 日
8：00～9：00

9：00～10：30

10：40～12：10

12：10～13：00

13：00～14：30

14：40～16：10

16：20～17：50
18：00～

24：00～

建築人間工学

起床 起床 起床 起床 起床

起床

授業時間帯

起床

建築施工Ⅰ 建築設計演習Ⅲ

建築設計演習Ⅲ

建築意匠設計Ⅲ

サークル活動
＆自由時間

都市計画ⅠB

都市計画Ⅱ

都市計画Ⅲ

サークル活動
＆自由時間

就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝 就寝

アルバイト
（学習支援センター）

アルバイト
（学習支援センター）
＆自由時間

アルバイト
（学習支援センター）

アルバイト
＆自由時間

アルバイト

アルバイト

アルバイト

建築関連法規

科学英語Ⅰ

〈昼食〉自宅

哲学Ⅰ

〈昼食〉自宅 〈昼食〉自宅

小川原さん　1週間スケジュール

　秋田県立大学，八戸工業大学と一緒に建築作品を制作す
る『木匠塾』というサークルに所属。今年のサマースクール
は，秋田県角館市。 宮大工をしている卒業生の

方に，のこぎりやのみの使
い方を教わる手きざみ講習
会があるのも『木匠塾』な
らではです。

　3年次になってアーキテクトコースを
選択。将来は設計の仕事に就きたいと
思っていて，在学中に建築関連の資格も
いろいろ取ろうと考えています。今は住環
境福祉コーディネーターやカラーコー
ディネーターの試験を目指して勉強中。

その中で，人間工学にも興味を持ち始めました。ユニバーサ
ルデザインについて学べる授業も受けています。
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