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入学おめでとう
新入生のための窓口紹介
キャンパスライフ紹介
平成20年度課外活動優秀者表彰／受賞者の声

先生のホンネ（3）
施設紹介
平成20年度学位記授与式

　１年生の皆さん，３月まで東北工業大学のメルマガ登録
してましたか。毎週金曜日に配信していた工大メルマガか
ら大学の最新情報を入手し，この大学生活に憧れを感じて
くれていたことと思います。情報通信工学科中川朋子教授，
経営コミュニケーション学科猿渡学准教授，そして私の３
人で，このメルマガ執筆を担当し，去年の５月から全 42
回配信しました。途中からの登録で読み逃している回は，
工大ホームページ（下図参照）で今でも読めます。改めて
読み返してもらえるとうれしいです。

建設システム工学科教授（こいで ひでお）

表紙写真：長町キャンパスの桜風景
クリエイティブデザイン学科　中居 尚彦准教授

新入生歓迎号

昨年度のメルマガ登録に感謝

入試部長　小出　英夫
東北工業大学メールマガジン編集責任者

４月３日（金） 入学式
４月６日（月）～４月９日（木） オリエンテーションと健康診断
４月10日（金）～７月23日（木） 前期授業

６月27日（土） オープンキャンパス
７月17日（金） 前期試験時間割発表
７月24日（金）～７月28日（火） 前期補講期間
７月29日（水）～８月４日（火） 前期試験期間

８月１日（土） オープンキャンパス
８月５日（水）～９月15日（水） 夏季休業
９月４日（金） 前期試験成績発表／追・再試験時間割発表
９月10日（木）～９月15日（火） 前期追・再試験期間

　八木山キャンパス中庭の南側，見晴らしの良い快
適な５号館の一階に，生協売店を挟んでオープンし
ました。学生ラウンジは，学生が憩い教職員と気楽
な交流ができるところです。その中にある「manabi
相談室」は，教育研究支援職員が窓口になって学び
の相談に応じます。女子学生ラウンジは，女子学生
が憩うことができるよう工夫されています。ご利用
してください。

学長・教育支援センター長　沢田 康次
さわだ やすじ

学生ラウンジ，女子学生ラウンジオープン

　平成20年度学位記授与式は，３月19日（木）11時から八
木山キャンパス体育館において，学部と大学院合同で，卒
業生，修了生，父母，来賓，教職員の列席の下に厳粛に挙
行されました。電子工学科143名，情報通信工学科144名，
建築学科165名，建設システム工学科96名，デザイン工学
科88名，環境情報工学科 86名，計 722名の学士（工学）が
新たに巣立って行きました。また，大学院工学研究科では，
博士（前期）課程から22名の修士（電子工学専攻３名，通信
工学専攻５名，建築学専攻７名，土木工学専攻２名，デザ
イン工学専攻１名，環境情報工学専攻４名），博士（後期）
から３名の博士（建築学専攻３名）が誕生しました。
　大学代表として情報通信工学科の須藤康次君が「東北工

業大学で学んできた知識だけでなく，それをどう生かすか
を考える力を得ることが出来たことが，一生の財産である。」
と答辞を述べました。

（教務部委員神　正照　eラーニングセンター准教授）

平成20年度学位記授与式
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編集後記
　次号より工大広報はリニューアルいたします。これまでの年
間６刊の発行から，春，夏，秋，冬号の４刊の発行に変更します。
季節の変化に沿って各時期に適う上質な学内情報を分かりやす
く発信いたしますのでご期待ください。これまでの１年，工大
広報編集委員会では学内情報を広く集め，読みやすい編集に心
がけて参りました。これからは新たな広報体制の中での取り組
みとなります。読者の方々からのご意見やご感想をお待ちして
おります。

平成20年度工大広報編集委員会委員長　梨原　宏

平成21年度前期の主な行事日程

学生ラウンジ

学位記授与式 卒業生と在校生

女子学生ラウンジ

工 大 広 報 東北工業大学広報委員会
ホームページアドレス　http: //www.tohtech.ac. jp/
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工学部
環境情報工学科

あらい けんご

工学部
建設システム工学科

あだち しんや

工学部
建築学科

初心を忘れずに 新入生の皆様へこれからの４年間を見据えて

２年　鈴木　 諒２年　荒井 健吾２年　安達 真也

さとう こはる

ライフデザイン学部
経営コミュニケーション学科

えびさわ やすほ

ライフデザイン学部
安全安心生活デザイン学科

あつみ ゆきえ

ライフデザイン学部
クリエイティブデザイン学科

祝着 大学生活自分自身での発見

２年　佐藤 小春２年　蛯沢 泰帆２年　渥美 雪絵

さが みずき

工学部
情報通信工学科

すずき じゅんじ

　これから始まる大学生活に期待や
不安があると思います。楽しいこと
ばかりでなく，辛いこともあるかも
しれません。しかし，それを乗り越
えることが将来への第一歩です。何
事にも臥薪嘗胆を念頭に置き頑張っ
て下さい。

　新入生の皆さん，入学おめでとう
ございます。大学は，自分の可能性
や創造性を大いに発揮できる場です。
目標をしっかり持って，失敗を恐れ
ずにいろいろなことにチャレンジし
てほしいと思います。また，友だち
をたくさん作り，楽しい大学生活を
送って下さい。

工学部
知能エレクトロニクス学科

臥薪嘗胆 新たな一歩

２年　嵯峨 瑞基２年　鈴木 淳二

　大学は自由な時間が増えるので，
バイトや遊び等の時間が増えます。
　しかし，学生の本分は勉強でもあ
るのでしっかり勉強もして下さい。
　大学生活の４年間は貴重な時間な
ので，悔いの残らない大学生活を送っ
て下さい。

　新入生の皆さんご入学おめでとう
ございます。大学生活は自分次第で
良くも悪くもなると思います。日々
様々な経験をし，有意義な大学生活
を送れることを期待しています。一
度しかない人生です，楽しみましょ
う !!

　皆さんは今，期待と不安で大変複
雑な心境であるかもしれません。人
間は慣れるものと聞きますが，それ
は同時に，初心を忘れることでもあ
ると思います。大学生活での目標，
また将来の目標を見失うことなく，
充実した日々を送って下さい。

　大学は自分で学び知識を深め追求
することができる場所です。いろい
ろな所へ行って実際に体験し楽しん
で下さい。それにより自分のスキル
アップにつなげ，悔いのない４年間
にして下さい。

　新入生の皆さん，ご入学おめでと
うございます。二度とは巡って来な
い，一瞬一瞬の今と自分を大切にし
て，自分を磨き志を高く持ち，大学
生活に華を咲かせて下さい。

　私自身，まだまだ未熟なので言え
ることは少ないですが，自分で何か
を見つけるということが大学生活で
は大きな鍵になると思います。勉強
でも遊びでも，その中でのいろんな
発見が自分を育ててくれると思うの
で，常に精一杯，頑張って下さい。

　新入生の皆様，東北工業大学にご入学おめでとうございます。また本学大学院工学研
究科に入学された皆様おめでとうございます。これまで，ご子息・ご息女のご成長を願
い見守ってこられたご家族の皆様にも心よりお祝いを申し上げます。
　大学は，皆様が在学中に成人を迎え社会人として出発する準備をする，人生の重要な
期間を過ごされる場所であります。社会は変動期を迎えています。それは，先進国が必
然的に持つ価値の多様化とグローバル化による競争の激化によるものです。このような
時代に社会人になるための準備とは，自分の価値観をしっかり主張できること，それと
自分の持つ技術はこれだとはっきりいえることです。
　東北工業大学は，三つの特徴をもっています。一つは，先進国が他国との競争で勝て
る「人間を中心とした新しい工学」を目指す大学であることです。一つは，教員が他大
学に比べてとても教育熱心であり学生の満足度が高いこと，一つは，産業界や地域との
関係が密で就職率が高いということです。つまり，本学は皆様が社会人になるための準
備をする場所としては最適の条件を満たしていると自負しています。
　社会では技術の高さだけではなく信頼の高さも大切です。大学は心を養う場所でもあ
りますが，これは授業で得られるものではありません。ネットワーク通信で得られるも
のでもありません。友達の目を見ながら話す機会が必要です。このために是非自分に合っ
た課外活動を探して一年の最初から参加してください。とても大事なことです。
　社会は常に変動しますが，我が国は世界中で一番快適な国です。その中でも，諸君の
多くが生まれ育った東北地方は自然と伝統文化が豊かな魅力ある地域です。本日入学さ
れた諸君はこれからの日本の社会を担っていく人たちですので，全教職員とともに楽し
く実りの多い大学生活を送っていただくことを期待しています。

（さわだ やすじ）

ご入学おめでとうございます
平成21年度入学式告辞（要旨）

1937年，大阪府生まれ。
東京大学大学院工学研究科修
士課程修了，ペンシルバニア大
学博士課程修了。Ph.D。ペンシ
ルバニア大学，大阪大学，東北
大学電気通信研究所長を経て，
2001年 4 月本学就任。2006年 4
月副学長。学術功労勲章（フラ
ンス国政府），大川出版賞。文部
科学省学術審議会専門委員等。
2008年 4 月から現職。

学 長

工学部長祝辞

　新入生の皆さん，入学おめでとう。皆さんの入学した大
学，あるいは工学，ライフデザイン学などの語尾である学
（學）は大変意味深い言葉です。文字通り，学には「子が
屋根の下で身振り手振りを見てまねならう」という意味が
あります。学問は先ず見てまねならうことから始まります。
その意味で人間は何処でも何時でも学問することができま
す。しかし，組織的にこれを実現できる機関は多くありま
せん。大学は体系的かつ組織的に知識を際限なく吸収でき
る人間社会唯一の「屋根」といえます。学ぶことを通して
終生にわたる師との交流，同輩との友情を育むことができ
るのも大学です。大学で学ぶことの意味を噛みしめ，有意
義な学生生活を過ごすことを希望します。

（環境情報工学科教授　かみやま まこと）

「學」を始めるにあたって

工学部長
神山　眞

ライフデザイン学部長祝辞

　新入生の皆様，入学おめでとうございます。ライフデザ
イン学部の教職員一同，心から皆様の入学を歓迎いたしま
す。ライフデザイン学部がある長町キャンパスは，東は太
平洋を眼下に，西は蔵王連山を遠く望む自然環境抜群の地
に設置されています。どうか勉学に課外活動に，存分に青
春を謳歌して下さい。
　今まで皆さんがしてきた勉強は，いわば「獲得された知
識のストックを増やす学習」でしたが，これから大学です
る勉強は，「知識獲得のためのスキルや学習能力を自分の
ものにする学習」です。ライフデザイン学部の学科の科目
には，現場に出かけたり，手足を動かしながら覚えること
も少なくありません。毎日大学に出てきて，友達と励まし，
助け合いながら成長していって下さい。

（安全安心生活デザイン学科教授　しだ まさお）

知識のストックから
　　知識獲得のスキルへ

ライフデザイン学部長
志田 正男

ようこそ
東北工業大学へ
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ライフデザイン学部長祝辞

　新入生の皆様，入学おめでとうございます。ライフデザ
イン学部の教職員一同，心から皆様の入学を歓迎いたしま
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八木山
長　町

月
上西
布柴

火
上西

水

上西

木
上西

金
布柴
上西

新入生のための窓口紹介

こんなときどうするＱ＆Ａ

学生サポートオフィス　学修に関すること，学生生活，就職のための相談および各種手続きの窓口です。

■学 務 課

勉学に関することを
支援します。

・授業に関すること
・履修登録に関すること
・成績に関すること
・各種証明書に関すること
・定期試験に関すること
・単位互換に関すること
・掲示に関する質問
・その他，勉学に関する相談など

八木山キャンパス１号館１階

月曜日～金曜日
８：30～18：15

■キャリアサポート課

就職（進路）に関する
ことを支援します。

・就職活動のサポート業務
　（履歴書，エントリーシート，面接の指導）
・求人，企業の開拓
・求人申込書の受理に関すること
・情報の提供（就職情報検索システムに関す
ること）

・進路支援に関する講演，セミナー等の実施
・就職資料の収集・開示
・参考図書の貸出し
・その他，進路についての悩み，相談など

　１・２年生から適性検査やインターンシッ
プの支援，各種講演会等を開催しています。
どうぞ積極的にご活用下さい。

　学生サポートオフィス隣に
あるTohtech LOUNGEの就職
資料コーナーには，約5,000社
の企業ファイルが 50音順に整
備収納されており，自由に閲
覧できるようになっています。
また，設置されているパソコ
ンから本学独自の就職情報検
索システムの利用や，企業の
ホームページにアクセスする
ことも可能です。

八木山キャンパス１号館１階

月曜日～金曜日
８：30～18：15

■学 生 課

学生生活に関する
ことを支援します。

・奨学金に関すること
・課外活動（クラブ活動）に関すること
・学生教育研究災害傷害保険に関すること
・学生割引証明書に関すること
・学生証に関すること
・アルバイトに関すること
・落し物に関すること
・住所，保証人変更等に関すること
・通学に関すること
・運動用具の貸出し
・その他，学生生活上での悩み，相談など

八木山キャンパス１号館１階

月曜日～金曜日
８：30～18：15

就職資料コーナー

附属図書館八木山本館 Tohtech LOUNGE

　本館は主として理工学の専門教育に直結した学習・研
究図書館としての機能を持ち，運営されています。 
　図書 221,568 冊，学術雑誌 1,688 種，ＡＶ資料 1,080 点
があります。
　蔵書検索システムが利用できます。図書を借りるため
には学生証の提示が必要です。

八木山キャンパス

９：00～19：00
（土・日・祝日休館）

※開館時間の変更や休館の
場合があるので，掲示に
注意して下さい。

　新聞・冊子・学内専用電話・パソコンおよび証明書自
動発行機が利用でき，自習が出来ます。

附属図書館長町分館

　分館は教養教育並びにデザイン・生活・経営
などの専門教育に直結した学習・研究図書館と
して機能し運営されています。 
　図書34,000冊，学術雑誌130種，ＡＶ資料1,900点
があります。
　蔵書検索システムが利用できます。図書を借
りるためには学生証の提示が必要です。

長町キャンパス３号館２階

９：00～18：00
（土・日・祝日休館）

※開館時間の変更や休館
の場合があるので，掲
示に注意して下さい。

Ｑ大学からの連絡事項は
どうやって知るの？

Ａ　掲示板
　連絡は，全て掲示板によっ
て行なわれます。当該学年の
みならず，全学年共通の掲示
板にも毎日目を通すように，
こころがけて下さい。

Ｑ学内でタバコは吸え
ますか？

Ａ　館内禁煙
　本学では，健康増進法に基
づき，長町・八木山両キャ
ンパスとも，館内禁煙です。
指定された場所以外での喫
煙はできません。

Ｑゴミの出し方を教えて
下さい。

Ａ　ゴミは分別
　本学では，ISO14001 に基
づく環境マネジメントシステム
を確立し，廃棄物削減に取
り組んでいます。
 ゴミ箱は一般ゴミ，ビン・
缶類，ペットボトル，紙ゴミ，
資源ゴミに分かれています
ので，きちんと分別して出
して下さい。

　キャンパスナビゲーター
として先輩たちが大学構内
の案内や授業・クラブなど
について疑問・質問に応じ
ます。蛍光緑色のジャン
パーを着ておりますので
気軽に声をかけて下さい。
期間：４月６日（月）～

４月17日（金）まで

　キャンパス内の案内図や学生生活に関することは，冊子「学
生生活」をよく読んで下さい。
　学業・学生生活における悩みは，クラス担任（学科によって
はセミナー担当）にも積極的に相談して下さい。

八木山キャンパス１号館１階

証明書自動発行機利用時間
月曜日～金曜日
８：30～18：00

ウェルネスセンター　学生生活を実り豊かなものにするために「こころ」と「からだ」をサポートします。

■保健室
　健康診断・応急処置・「こころ」と「からだ」の健康相
談・医療相談などを行なっています。気軽に利用して下
さい。

八木山キャンパス１号館１階
長　町キャンパス３号館１階

月曜日～金曜日
８：30～17：00

■カウンセリングルーム
　専門のカウンセラーが相談に応じます。秘密は守られ
ます。相談希望の方はカウンセリングルームまたはウェ
ルネスセンター事務室までお申込み下さい。

八木山キャンパス１号館１階
長　町キャンパス３号館１階

月曜日～金曜日
10：00～16：00

ひとりで悩んでいませんか？
こころの悩みについて
あらゆる相談に応じます。

・八木山　022－305－3130
・長　町　022－304－5587
・事務室　022－305－3131

長町キャンパス事務室

　学修に関することや学生生活，
就職のための相談及び各種手続
きの窓口となっています。

長町キャンパス３号館１階

月曜日～金曜日
８：30～18：15

学生談話室

　学内専用電話・パソコンおよ
び証明書自動発行機が利用でき，
自習が出来ます。

長町キャンパス３号館１階
証明書自動発行機利用時間
月曜日～金曜日
８：30～18：00
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工学部がある八木山キャンパスは，緑が豊かで中庭も広く開放的。天気のいい日には芝生に出
て友人とお弁当を食べたり，ギターを弾く人もいます。そんな八木山キャンパスの僕の１日を，
キャンパス内の施設と一緒に紹介します！

ライフデザイン学部がある長町キャンパスは，とても見晴らしが良く自然に恵まれた環境です。
天気がいい日は外に出て友人とおしゃべりをしたり景色を眺めたり。キャンパス内の施設を利
用しながら，私の１日を紹介します！

知能エレクトロニクス学科２年

ちば りょうすけ
千葉 亮佑

デザイン工学科３年

かわかみ
川上 はるか

通学はバイク
二輪車通学は登録制。指定された駐輪
場に駐輪して，年数回行なわれる二輪
車運転実技講習会にも参加してね。

お昼は食堂で
４号館にある学生食堂。メニューがい
ろいろあって迷うな～。食堂の隣には
売店もあるよ。

掲示板チェック
大学へ着いたら，９号館１階にある１・
２年生用の掲示板と，１号館１階にあ
る全学年用の掲示板を必ずチェック！

売店で
売店には文房具・本・雑誌・パン・飲
み物などいろいろ売っているよ。きょ
うはどのお菓子を買おうかな～。

教室に着いたら
講義の前に，教室にあるセンサーに学
生証をピッとかざして出席をとるのを
忘れずに。

コリドーホール
食堂入り口にあるコリドーホールで，
友だちと課題の続きをやっています。「う
～ん，これはこうじゃないかな？」

充実した学生生活
大学では，高校で学べなかった専
門的な分野の勉強ができて，とて
も楽しいです。自分の時間も増え，
所属している卓球部で毎日汗を流
しています。入学してから出来た
友だちや，お世話になっているク
ラブの先輩，そして先生にも出会え，
充実した日々を過ごしています。

パソコンで情報収集（左）
１号館１階のtohtech LOUNGEで
は，パソコンが自由に使えます。

ATM（右）
正門を入ってすぐに七十七銀行と
ゆうちょ銀行のATMがあって便
利です。

空きコマに
クラスメイトと，１号館３階のコン
ピュータ自習室で情報収集。空いてい
る時間も無駄にしないよ。

談話室で
３号館１階の学生談話室で課題につい
て話しをしています。談話室にはパソ
コンもあって，とても便利。

キャンパス間の連絡
１号館前には八木山キャンパスへ移動
するためのシャトルバスのバス停があ
ります。さあ，これから八木山へ。

堀江先生の研究室で
真剣工大しゃべり場の打合せ中。
オープンキャンパスのイベントと
して，プロの先輩デザイナーをゲ
ストに，学生と熱く語り合う企画
です。
スタッフ側に回るとTV制作みた
いな世界が楽しめます。自分から
企画に関わることで新しい世界を
見つけることができますよ。

構内のバス停留所
長町キャンパスには構内にバス停
留所があります。きょうも１日お
疲れさま～。

楽しいランチ
学生食堂は，安くておいしいメニュー
がいっぱい。デザートもいろいろあって，
ランチの時間はいつも楽しいです。

売店でお買い物
食堂向かいの売店には，文房具類やノー
ト，雑誌，お菓子などが売っています。
「きょうは何にする？迷うね。」

図書館では
３号館２階の附属図書館分館で，みん
なで本を読んでいます。「ねえ，ねえ，
これおもしろ～い！」

キャンパスライフ紹介

八木山キャンパスの１日
キャンパスライフ紹介

長町キャンパスの１日
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ライフデザイン学部がある長町キャンパスは，とても見晴らしが良く自然に恵まれた環境です。
天気がいい日は外に出て友人とおしゃべりをしたり景色を眺めたり。キャンパス内の施設を利
用しながら，私の１日を紹介します！

知能エレクトロニクス学科２年

ちば りょうすけ
千葉 亮佑

デザイン工学科３年

かわかみ
川上 はるか

通学はバイク
二輪車通学は登録制。指定された駐輪
場に駐輪して，年数回行なわれる二輪
車運転実技講習会にも参加してね。

お昼は食堂で
４号館にある学生食堂。メニューがい
ろいろあって迷うな～。食堂の隣には
売店もあるよ。

掲示板チェック
大学へ着いたら，９号館１階にある１・
２年生用の掲示板と，１号館１階にあ
る全学年用の掲示板を必ずチェック！

売店で
売店には文房具・本・雑誌・パン・飲
み物などいろいろ売っているよ。きょ
うはどのお菓子を買おうかな～。

教室に着いたら
講義の前に，教室にあるセンサーに学
生証をピッとかざして出席をとるのを
忘れずに。

コリドーホール
食堂入り口にあるコリドーホールで，
友だちと課題の続きをやっています。「う
～ん，これはこうじゃないかな？」

充実した学生生活
大学では，高校で学べなかった専
門的な分野の勉強ができて，とて
も楽しいです。自分の時間も増え，
所属している卓球部で毎日汗を流
しています。入学してから出来た
友だちや，お世話になっているク
ラブの先輩，そして先生にも出会え，
充実した日々を過ごしています。

パソコンで情報収集（左）
１号館１階のtohtech LOUNGEで
は，パソコンが自由に使えます。

ATM（右）
正門を入ってすぐに七十七銀行と
ゆうちょ銀行のATMがあって便
利です。

空きコマに
クラスメイトと，１号館３階のコン
ピュータ自習室で情報収集。空いてい
る時間も無駄にしないよ。

談話室で
３号館１階の学生談話室で課題につい
て話しをしています。談話室にはパソ
コンもあって，とても便利。

キャンパス間の連絡
１号館前には八木山キャンパスへ移動
するためのシャトルバスのバス停があ
ります。さあ，これから八木山へ。

堀江先生の研究室で
真剣工大しゃべり場の打合せ中。
オープンキャンパスのイベントと
して，プロの先輩デザイナーをゲ
ストに，学生と熱く語り合う企画
です。
スタッフ側に回るとTV制作みた
いな世界が楽しめます。自分から
企画に関わることで新しい世界を
見つけることができますよ。

構内のバス停留所
長町キャンパスには構内にバス停
留所があります。きょうも１日お
疲れさま～。

楽しいランチ
学生食堂は，安くておいしいメニュー
がいっぱい。デザートもいろいろあって，
ランチの時間はいつも楽しいです。

売店でお買い物
食堂向かいの売店には，文房具類やノー
ト，雑誌，お菓子などが売っています。
「きょうは何にする？迷うね。」

図書館では
３号館２階の附属図書館分館で，みん
なで本を読んでいます。「ねえ，ねえ，
これおもしろ～い！」

キャンパスライフ紹介

八木山キャンパスの１日
キャンパスライフ紹介

長町キャンパスの１日
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クラブ名 大会名または活動内容 順位・成績

空手道部 第41回宮城県空手道選手権大会　団体戦
第59回東北地区大学体育大会　男子団体組手

３位
３位

硬式野球部 第59回東北地区大学体育大会 ３位

準硬式野球部 関口杯　東北地区大学準硬式野球トーナメント大会 ３位

ソフトテニス部 第50回会長杯争奪東北学生ソフトテニス大会 １位

バレーボール部 東北バレーボール大学男女春季リーグ戦（南2部） 優勝

電子技術研究会 第50回　ALL　JAコンテスト電話部門オペオールバンド
第38回 6m　AND　DOWN　コンテスト電話部門マルチオペオールバンド

全国15位
東北１位

吹奏楽部

入学式にて演奏
東北学生吹奏楽連盟　第22回合同演奏会にて演奏
オープンキャンパスにて演奏
第23回北海道工業大学総合定期戦　開会式・閉会式にて演奏
平成20年度　工大祭FRB合同ライブ
秋の八木山フェスタにて演奏
第23回MG&工大ジョイントコンサートにて演奏
一番町ロビーコンサート演奏
宮城野音楽祭演奏
東北学生吹奏楽連盟　第28回アンサンブルコンサート演奏
学位記授与式演奏

ボランティア愛好会

昼休みに清掃活動（タバコの吸殻拾いなど）
青葉祭り　助っ人隊　ボランティアに参加
東四郎丸児童館 名取川探検イベントボランティアに参加
大学生健全育成ボランティア ポラリス宮城 結団式に参加
アルカスと合同　袋原中学校 清掃活動に参加
地域少年補導員と街頭補導活動に参加
東四郎丸児童館 「地元の野菜で作っちゃお」イベントボランティアに参加
ボランティア県大会に参加
太白区 児童生徒のボランティアワークキャンプに参加
七夕祭りにおける迷子をなくす活動に参加
広瀬川灯篭流し　補導活動ボランティアに参加
袋原中学校放課後学習支援活動を行う
大学祭  ラクロスのボランティアに参加
仙台南署で行われた万引防止対話会に参加
南小泉ヨークベニマルの防犯キャンペーンに参加
ポラリス宮城移動研修会に参加
太白区ボランティアフォーラムに参加
太白区災害ボランティアセンター設置・運営訓練に参加
東四郎丸児童館クリスマスパーティーに参加
八木山キャンパス９号館机の落書き消し・シールはがし活動
ポラリス宮城　地域少年補導員の方々とのコンファレンス
ポラリス宮城研修会にて感謝状の贈呈式

ピアサポーター

定例会
個別学生支援活動（個別に学生が学生を支援する活動）
ひとこと相談活用（相談に回答する活動）
ピア・しゃべり場（テーマを決めて、本音で語り合う体験）
ピア・スタディ（学生独自の勉強会）
プチ・ピアカウンセリング（ピア同士による相談活動）
「こころの救急部隊」として、緊急時に地域活動をするた
めのこころのケアの学習
カウンセラーによるミニレクチャー（カウンセリング理論の体験学習）
宿泊研修
大学祭参加
広報活動

氏名 学科・学年 大会名または活動内容 順位・成績

杉澤　　誠 Ｅ1 野崎杯（アーチェリー） 優勝

佐藤　大輔 Ｅ4 東北学生アメリカンフットボール秋季リーグ（2部） 最優秀オフェンスライン賞

小野　年雄 Ｔ4 第72回東北学生パワーリフティング大会 １位

芳賀　匠太 Ｔ2 2008トヨタカートミーティング　SUGOカートレース第二戦　83open-Fクラス
2008トヨタカートミーティング　SUGOカートレース第四戦　SS-Fクラス

３位
１位

小坂　直之 Ｅ3 第13回L.I.K全国学生対抗カート選手権　PRDクラス ３位

樋口健士朗 Ｅ4 2008トヨタカートミーティング　SUGOカートレース第四戦　スーパーリードクラス ３位

木村　祐介 Ｃ4 第59回東北地区大学体育大会　個人組手 準優勝

加藤　雄基 CD1 第7回東北地区大学空手道選手権大会　個人組手 ３位

佐々木英哲 Ｋ1 平成20年度　仙台六大学野球　春季リーグ戦 ベストナイン賞

阿部　　塁 Ｅ3 平成20年度　仙台六大学野球　春季リーグ戦 ベストナイン賞

佐藤　秀斗 Ｋ3 平成20年度　仙台六大学野球　秋季リーグ戦 ベストナイン賞

福田　将大 Ｅ2
東北地区大学準硬式野球連盟　春季東北リーグ戦大会

東北地区大学準硬式野球連盟　秋季東北リーグ戦大会

ベストナイン賞

首位打者
ベストナイン賞

三浦　勇希 Ｃ4 東北地区大学準硬式野球連盟　秋季東北リーグ戦大会 ベストナイン賞

橋　　綾 Ｋ2 第61回少林寺拳法宮城県大会 １位

鈴木　嘉法 Ａ2
第45回少林寺拳法仙台大会（男子弐段以上の部）
第42回少林寺拳法全日本学生大会
仙台市武道まつり

２位
３位
１位

井筒　慎吾 Ｅ4 東北バレーボール大学リーグ戦 ムードメーカー賞

溝江　剛士 Ｔ2 東北バレーボール大学リーグ戦 優秀選手賞

伊藤　大輔
小林　裕介
礒部　貴弘
千葉　哲也

Ｔ4
MC1
Ｔ2
Ｔ1

第46回宮城県スポーツ祭典陸上競技大会　一般男子４×100Ｍリレー １位

橋佐保里 Ａ1 第46回宮城県スポーツ祭典陸上競技大会　一般女子走り幅跳び １位

伊藤　広樹 Ｋ2 平成20年度宮城県民体育大会　第31回宮城県ベンチプレス選手権大会 1位（宮城県記録更新）
ベストベンチプレッサー賞

団体の部 個人の部（学年は受賞時）

学科名と略記号
（工学部）
１．知能エレクトロニクス学科・Ｅ科
２．情報通信工学科・・・・Ｔ科
３．建築学科・・・・・・・Ａ科
４．建設システム工学科・・Ｃ科
５．デザイン工学科・・・・Ｄ科
６．環境情報工学科・・・・Ｋ科

（ライフデザイン学部）
１．クリエイティブデザイン学科・ＣＤ科
２．安全安心生活デザイン学科・ＳＤ科
３．経営コミュニケーション学科・ＭＣ科

　吹奏楽部は部員が多いので，まとめるのが大変でした。
しかし，さらに部員を増やすことで，もっと規模の大きな
曲を演奏したいと思っています。みんなで練習して，演奏
を終えた後の達成感がある楽しいサークルですので，興味
のある方の入部をお待ちしております。今回，課外活動優
秀者表彰を受けられたことを部員一同うれしく思っていま
す。

団体の部

吹奏楽部

部長：デザイン工学科３年　木村 曜平
きむら ようへい

　小学校の時，先輩に誘われてバレーボールをはじめまし
た。練習がきつくて大変ですが，試合に勝ったときに喜び
が得られることや，大学までバレーボールを続けているこ
とを幸せに思っています。今後は，リーグ戦で良い成績を
残したいと思います。また，東日本インカレにも出場して
みようと思います。新入生のみなさん，経験者，未経験者
を問いません，一緒にバレーボールをしませんか？

個人の部

溝江 剛士
みぞえ つよし

バレーボール部：情報通信工学科３年

オープンキャンパス

八木山フェスタ

北海道工業大学総合定期戦開会式学位記授与式

　平成20年度の課外活動において，めざましい活躍をし，優秀な成績を挙げた団体と学生
個人に対して，その栄光を称える表彰式が行なわれました。
　課外活動は，授業で得られない経験や知識が得られるだけでなく，協調性，責任感，忍耐
力などを養う上で大いに役立つものです。本学は，課外活動を正課授業とともに重要な教育
的意義を持つものと考え，積極的に支援していきたいと考えています。学生には，自らの学
生生活をより実りあるものとし，自分の人間形成にとって貴重な体験をする場として課外活
動に積極的に参加し，意義ある学生生活を送ることを期待します。

（学生部次長　船木 尚己 建築学科 准教授）

2009. 2. 25（水）平成20年度課外活動優秀者表彰 受賞者の声　　課外活動優秀者代表として２名の方の声をお届けします。
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クラブ名 大会名または活動内容 順位・成績

空手道部 第41回宮城県空手道選手権大会　団体戦
第59回東北地区大学体育大会　男子団体組手

３位
３位

硬式野球部 第59回東北地区大学体育大会 ３位

準硬式野球部 関口杯　東北地区大学準硬式野球トーナメント大会 ３位

ソフトテニス部 第50回会長杯争奪東北学生ソフトテニス大会 １位

バレーボール部 東北バレーボール大学男女春季リーグ戦（南2部） 優勝

電子技術研究会 第50回　ALL　JAコンテスト電話部門オペオールバンド
第38回 6m　AND　DOWN　コンテスト電話部門マルチオペオールバンド

全国15位
東北１位

吹奏楽部

入学式にて演奏
東北学生吹奏楽連盟　第22回合同演奏会にて演奏
オープンキャンパスにて演奏
第23回北海道工業大学総合定期戦　開会式・閉会式にて演奏
平成20年度　工大祭FRB合同ライブ
秋の八木山フェスタにて演奏
第23回MG&工大ジョイントコンサートにて演奏
一番町ロビーコンサート演奏
宮城野音楽祭演奏
東北学生吹奏楽連盟　第28回アンサンブルコンサート演奏
学位記授与式演奏

ボランティア愛好会

昼休みに清掃活動（タバコの吸殻拾いなど）
青葉祭り　助っ人隊　ボランティアに参加
東四郎丸児童館 名取川探検イベントボランティアに参加
大学生健全育成ボランティア ポラリス宮城 結団式に参加
アルカスと合同　袋原中学校 清掃活動に参加
地域少年補導員と街頭補導活動に参加
東四郎丸児童館 「地元の野菜で作っちゃお」イベントボランティアに参加
ボランティア県大会に参加
太白区 児童生徒のボランティアワークキャンプに参加
七夕祭りにおける迷子をなくす活動に参加
広瀬川灯篭流し　補導活動ボランティアに参加
袋原中学校放課後学習支援活動を行う
大学祭  ラクロスのボランティアに参加
仙台南署で行われた万引防止対話会に参加
南小泉ヨークベニマルの防犯キャンペーンに参加
ポラリス宮城移動研修会に参加
太白区ボランティアフォーラムに参加
太白区災害ボランティアセンター設置・運営訓練に参加
東四郎丸児童館クリスマスパーティーに参加
八木山キャンパス９号館机の落書き消し・シールはがし活動
ポラリス宮城　地域少年補導員の方々とのコンファレンス
ポラリス宮城研修会にて感謝状の贈呈式

ピアサポーター

定例会
個別学生支援活動（個別に学生が学生を支援する活動）
ひとこと相談活用（相談に回答する活動）
ピア・しゃべり場（テーマを決めて、本音で語り合う体験）
ピア・スタディ（学生独自の勉強会）
プチ・ピアカウンセリング（ピア同士による相談活動）
「こころの救急部隊」として、緊急時に地域活動をするた
めのこころのケアの学習
カウンセラーによるミニレクチャー（カウンセリング理論の体験学習）
宿泊研修
大学祭参加
広報活動

氏名 学科・学年 大会名または活動内容 順位・成績

杉澤　　誠 Ｅ1 野崎杯（アーチェリー） 優勝

佐藤　大輔 Ｅ4 東北学生アメリカンフットボール秋季リーグ（2部） 最優秀オフェンスライン賞

小野　年雄 Ｔ4 第72回東北学生パワーリフティング大会 １位

芳賀　匠太 Ｔ2 2008トヨタカートミーティング　SUGOカートレース第二戦　83open-Fクラス
2008トヨタカートミーティング　SUGOカートレース第四戦　SS-Fクラス

３位
１位

小坂　直之 Ｅ3 第13回L.I.K全国学生対抗カート選手権　PRDクラス ３位

樋口健士朗 Ｅ4 2008トヨタカートミーティング　SUGOカートレース第四戦　スーパーリードクラス ３位

木村　祐介 Ｃ4 第59回東北地区大学体育大会　個人組手 準優勝

加藤　雄基 CD1 第7回東北地区大学空手道選手権大会　個人組手 ３位

佐々木英哲 Ｋ1 平成20年度　仙台六大学野球　春季リーグ戦 ベストナイン賞

阿部　　塁 Ｅ3 平成20年度　仙台六大学野球　春季リーグ戦 ベストナイン賞

佐藤　秀斗 Ｋ3 平成20年度　仙台六大学野球　秋季リーグ戦 ベストナイン賞

福田　将大 Ｅ2
東北地区大学準硬式野球連盟　春季東北リーグ戦大会

東北地区大学準硬式野球連盟　秋季東北リーグ戦大会

ベストナイン賞

首位打者
ベストナイン賞

三浦　勇希 Ｃ4 東北地区大学準硬式野球連盟　秋季東北リーグ戦大会 ベストナイン賞

橋　　綾 Ｋ2 第61回少林寺拳法宮城県大会 １位

鈴木　嘉法 Ａ2
第45回少林寺拳法仙台大会（男子弐段以上の部）
第42回少林寺拳法全日本学生大会
仙台市武道まつり

２位
３位
１位

井筒　慎吾 Ｅ4 東北バレーボール大学リーグ戦 ムードメーカー賞

溝江　剛士 Ｔ2 東北バレーボール大学リーグ戦 優秀選手賞

伊藤　大輔
小林　裕介
礒部　貴弘
千葉　哲也

Ｔ4
MC1
Ｔ2
Ｔ1
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　本学には，市民の方々と大学との交流スペースとして，
仙台市の中心部に「東北工業大学一番町ロビー」がありま
す。
　ロビー１階のギャラリーでは，本学の学生・教員・卒業
生の研究成果や作品の展示及び，ロビーコンサートなどが
行なわれます。４階ホールでは，主に市民向けの公開講座
（オープンカレッジ）が開催され，多くの市民の方々に利
用されています。
　今後も様々な催しを企画し，より多くの市民の方々に親
しまれるロビーにしていきたいと考えています。新入生の
皆さんも気軽に足を運んでみてください。　　　　（広報室）

　長町キャンパス（旧名「二ツ沢キャンパス」）は1990年
４月に開設されましたから，来年度で 20周年を迎えよう
としています。キャンパス内にある保存緑地はこの造成時
の残存緑地で，1995年２月に仙台市から 46番目の指定を
受けて現在に至っています。それまでこの地は前所有者（東
北少年院）が移転を決めた 1977 年の閉院後，全く人手が
入ることなく放置されたままで，裸地の土砂が流失したり
緑地に笹や蔦類が繁茂し薮化が進み荒れ放題の状態でした。

　この大年寺山一帯は，仙台市にとって歴史的にも自然環
境的にも大切な地域（風致地区など）になっていますので，
第二キャンパス開設に際しても近隣住民の方々から自然環
境や景観そして交通問題などの観点から，反対の意見もあ
りました。
　本学の「二ツ沢保存緑地（面積 7.24ha）」については，
このような経過に配慮しながら，1993年９月から保存緑地
内の緑の活性化作業に必要な維持管理用通路づくりを，大
学側の援助とともに学生等の協力を得て少しずつ進め，
2008年 12月には保存緑地内をほぼ周回できる程度に整え
ることができました。
　皆さんの気持ちの中に少し余裕ができてきた時には，こ
の維持管理用通路を散策していただけると幸いです。
　（場所は学生生活の長町キャンパス案内図をご覧ください）

地域との交流の場

「保存緑地内の維持管理用通路について」

まつやま ただまさ
教授　松山 正將

■東北工業大学一番町ロビー

■長町キャンパス散策路

○問い合わせ先

東北工業大学一番町ロビー
〒980－0811 仙台市青葉区一番町１－３－１（ニッセイ仙台ビル）
Tel：022－723－0538　Fax：022－263－8606
E-mail／lobby@tohtech.ac.jp

東北工業大学 広報室
Tel：022－305－3144　Fax：022－305－3146
E-mail／ kohositu@tohtech.ac.jp

開館時間：10:00～ 20 :00（木曜定休）

建設システム工学科

　学生時代って，自分の価値観がきまるとっても大事なときなんです。それまで
の考え方や自分自身を見つめ直すことができる貴重な時間で，たぶんこれからの
人生に一番影響を与えます。だから，今いろんなことを試してみよう，失敗して
もやり直せるし，失敗もすべて貴重な経験になります。僕も学生のころ，やりた
いことは徹底的にやりました。おかげで二年も留年しましたが，それはそのとき
しかできなかったことで，今となってはそれも財産です。大学にいるわけですか
ら勉強が大事なことは言うまでもないですが，それだけでなく，大胆にいろんな
ことをやってみよう。若いときは少しくらいの無茶もアリです。新しい自分が見
つかるかも。チャンスは今，これホンネ！……でもなるべくなら四年で卒業しま
しょうね。

　大学では，高校時代より格段に自由が与えられます。その代わり自分の責任も
重くなります。講義には毎回出席しなさいと言われます。しかし，高校時代まで
のようには，管理されません。講義に来なければ心配になります。しかし，部活
の大会だとか，ボランティア活動をしていたとか，面白そうなセミナーに行って
いたとか，講義に来ないで何をしていたのかが大事です。そして来なかった講義
の情報を得られる友人関係も大事です。自分でカバーするのが原則なのです。講
義，つまり教室での勉強にプラスして，幅広い体験をして下さい。それが人間と
しての幅を広げる活力になります。

　私たち人間には生物として生命を維持していくだけでなく，目標に向かって，
いろいろなことを考えながら達成していくという特徴があります。大学は，自分
の将来の目標を見つけ，勉学を含めた諸活動を通じて達成するための努力をし，
さらに，人間として自立できるようになるための準備を行なう場でもあります。
　私は人間のやる気や意欲と関わる部位の脳のはたらきについて研究しています。
慣れないことや新しいことにチャレンジしたりするときには，そのはたらきが高
まりますが，慣れてくると低下します。皆さんもいろいろなことにチャレンジし
て，人間として自立して欲しいと思います。

はんつた やぶも

ふう ち

・・・ ・・

１階ギャラリー ロビーコンサート ４階ホール

１年生のセミナーの様子

運転時の脳のはたらきを調べる実験

安静時の脳のはたらきを調べる実験

研究室実験風景

アイガモ農法米の収穫体験

広瀬川一斉清掃活動

施設紹介

もっと大胆になってもいいんじゃない

幅広き体験を

人間として自立しよう！

先生のホンネ（３）

こばやし まさき
教授　小林 正樹

知能エレクトロニクス学科

えなり けいじろう
教授　江成 敬次郎

環境情報工学科

はらだ はじめ
教授　原田　 一

クリエイティブデザイン学科

教室では語れない学生へ向けた先生のホンネを聞きました。
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入学おめでとう
新入生のための窓口紹介
キャンパスライフ紹介
平成20年度課外活動優秀者表彰／受賞者の声

先生のホンネ（3）
施設紹介
平成20年度学位記授与式

　１年生の皆さん，３月まで東北工業大学のメルマガ登録
してましたか。毎週金曜日に配信していた工大メルマガか
ら大学の最新情報を入手し，この大学生活に憧れを感じて
くれていたことと思います。情報通信工学科中川朋子教授，
経営コミュニケーション学科猿渡学准教授，そして私の３
人で，このメルマガ執筆を担当し，去年の５月から全 42
回配信しました。途中からの登録で読み逃している回は，
工大ホームページ（下図参照）で今でも読めます。改めて
読み返してもらえるとうれしいです。

建設システム工学科教授（こいで ひでお）

表紙写真：長町キャンパスの桜風景
クリエイティブデザイン学科　中居 尚彦准教授

新入生歓迎号

昨年度のメルマガ登録に感謝

入試部長　小出　英夫
東北工業大学メールマガジン編集責任者

４月３日（金） 入学式
４月６日（月）～４月９日（木） オリエンテーションと健康診断
４月10日（金）～７月23日（木） 前期授業

６月27日（土） オープンキャンパス
７月17日（金） 前期試験時間割発表
７月24日（金）～７月28日（火） 前期補講期間
７月29日（水）～８月４日（火） 前期試験期間

８月１日（土） オープンキャンパス
８月５日（水）～９月15日（水） 夏季休業
９月４日（金） 前期試験成績発表／追・再試験時間割発表
９月10日（木）～９月15日（火） 前期追・再試験期間

　八木山キャンパス中庭の南側，見晴らしの良い快
適な５号館の一階に，生協売店を挟んでオープンし
ました。学生ラウンジは，学生が憩い教職員と気楽
な交流ができるところです。その中にある「manabi
相談室」は，教育研究支援職員が窓口になって学び
の相談に応じます。女子学生ラウンジは，女子学生
が憩うことができるよう工夫されています。ご利用
してください。

学長・教育支援センター長　沢田 康次
さわだ やすじ

学生ラウンジ，女子学生ラウンジオープン

　平成20年度学位記授与式は，３月19日（木）11時から八
木山キャンパス体育館において，学部と大学院合同で，卒
業生，修了生，父母，来賓，教職員の列席の下に厳粛に挙
行されました。電子工学科143名，情報通信工学科144名，
建築学科165名，建設システム工学科96名，デザイン工学
科88名，環境情報工学科 86名，計 722名の学士（工学）が
新たに巣立って行きました。また，大学院工学研究科では，
博士（前期）課程から22名の修士（電子工学専攻３名，通信
工学専攻５名，建築学専攻７名，土木工学専攻２名，デザ
イン工学専攻１名，環境情報工学専攻４名），博士（後期）
から３名の博士（建築学専攻３名）が誕生しました。
　大学代表として情報通信工学科の須藤康次君が「東北工

業大学で学んできた知識だけでなく，それをどう生かすか
を考える力を得ることが出来たことが，一生の財産である。」
と答辞を述べました。

（教務部委員神　正照　eラーニングセンター准教授）

平成20年度学位記授与式
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編集後記
　次号より工大広報はリニューアルいたします。これまでの年
間６刊の発行から，春，夏，秋，冬号の４刊の発行に変更します。
季節の変化に沿って各時期に適う上質な学内情報を分かりやす
く発信いたしますのでご期待ください。これまでの１年，工大
広報編集委員会では学内情報を広く集め，読みやすい編集に心
がけて参りました。これからは新たな広報体制の中での取り組
みとなります。読者の方々からのご意見やご感想をお待ちして
おります。

平成20年度工大広報編集委員会委員長　梨原　宏

平成21年度前期の主な行事日程

学生ラウンジ

学位記授与式 卒業生と在校生

女子学生ラウンジ

工 大 広 報 東北工業大学広報委員会
ホームページアドレス　http: //www.tohtech.ac. jp/
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