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電気電子情報工学専
攻　2年
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「就職」「就職活動」 to Business）で企業向けの製品をつ
くっている会社。その会社がなかったら
最終産物がつくれないというところを押
さえている企業がかなり強い企業で、名
前が全然知られていない企業がたくさん
あります。そういう企業にも目を向けて
みて下さい。
岩渕　やっぱりいろいろ自分で調べると
いうのも大切だというのは話を聞いてい
て思いました。
山田　私もまだ知らない企業がいっぱ
いあると思うので、調べていくことが必
要なことかなと思いました。また、就職
活動するにあたって今から準備しておい
たほうがいいことはありますか？
横田　短期インターンシップを選考に
使っている会社が多くあるので、短期イ
ンターンシップに参加すると早期選考に
乗れます。２社インターンシップに行っ
て、２社とも早く決まったところもあるの
で、少しでも興味のある分野とか研究分
野に近い会社とかは短期インターンシッ
プに行くのもありなのかなと。夏休みを
利用して行くのもいいかなと思います。
岩渕　この大学の一番の特徴って実務
訓練だと思うんです。具体的に企業の人
に実務訓練という制度自体がすごく知れ
渡っていて、向こうから聞いてくるという
形なのか、それとも自分の話す内容とし
てすごく役に立ったという形での評価さ
れたという意味合いなのかというのを知
りたいです。

原　人事の方が例えば長岡技術科学大
学のＯＢだったとかであれば、「実務訓
練、ああ、行っているんだ」という感じで
知っているとは思うんですけど、大体の
場合が知られていないですよね。だから
自分から言うか、エントリーシートある
いは履歴書に記載すると「あっ、何です
か、これ」という感じに。聞かれなかった
ら自分から言えばいいです。もちろん５
か月も実際に働いているわけですから、
話のネタには困らないと思います。面接
で話すネタの枠を１つそれで埋められた
らラッキーという感じなので、聞かれな
かったら積極的に言ったほうがいいとは
思います。

横田　就職活動はやっぱり楽しむこと
が大切なのかなと思います。例えば工
場見学をさせてくれる会社もあるんです
けど、同業他社とかだったら絶対入れ
ません。見学できるときにいろいろ見に
行ったり、なかなか話せない人と話す
など、就職活動のときにしか出来ない
ことを楽しむことが大切なのかなと思い
ます。
原　就職活動のときでしか企業の方は自
分の内側を出してくれないので、そういっ
たところを見れるというのも就職活動が
楽しいと思えるところの一つなのかなと思
います。就職活動がストレスで大変だっ
たなと終わるよりは楽しかったといって終
わったほうがもちろんいいと思います。や
はり今からお2人も就職活動「不安だな、
大変だな」と思うと思うんです。でも、始
まってしまえば楽しんだもん勝ちなので、
できればもうそんな「不安だ、不安だ」と
思うよりは、ちょっと気軽に思っていただ
けたらなと。そんなに身構えるものでは
ないぞと思っていただきたいです。

高 原　就 活というのは「縁」なんです。
「縁談」なので、優秀だから採ってもらえ
るとか、実力がないから落ちるとか、そう
いう決まり方ではないんですよ。だから、
自分から見て、同じ専攻で「あんな優秀
な人がどうして」と思うような人も落ちる
ときは落ちるし、「あの人が受かるのか」
と思うような人が受かるときは受かる。
決まるときには面接でも話が弾んで、と
んとんと決まってしまうときもあるし、ど

うしても行きたかったんだけれど断られ
てしまうこともある。なので、ある程度
割り切って、落とされたときは「ここは縁
がなかった、じゃあ次」くらいの気持ちで
切り替えて、自分に合うところ、縁のある
ところとうまく出会えるように、いろいろ
とアンテナを広げて、自分の興味も広げ
て、多くの会社の情報を集めるようにし
てください。そして、就活の諸々を含めて
いろんなことを楽しむ、という気持ちで
臨んでもらえば、多分就職もうまくいく
し、働き始めてからも幸せに過ごせるん
じゃないかと思っています。
堀越　高原先生の言われているとおり
だと思います。就職活動は経験したこと
のないことだと思うので、不安があって
普通です。それは皆さん一緒です。大
学はガイダンスを含めて皆さんの不安が
少しでも減るようサポートしていきます。
就職支援の先生方もいらっしゃるし、各
専攻の就職事務室職員や私のような事
務もいるので、わからないこと、不安に
思うことはどんどん相談してほしいと
思っています。それと、昨年のデータで
は、第１志望の企業に就職が決まった
学生は67％です。第２志望まで入れる
と84％、すごく高いんです。それだけ皆
さんがしっかりと企業から認められて就
職されているからだと思います。だから、
不安に思うのは普通なんだけど、自信を
持ってこれからも勉強していってほしい
と思います。

横田　自分のやりたいインフラ系の仕事
が出来ることと、面談の回数が多かった
ので、その中でいろんな社員さんとお話
しすることが出来て会社の雰囲気がわ
かったからです。いくつか内々定をいた
だいたので、その中から比較しました。
原　私はそんなに業種で絞っていなかっ
たんですけど、自分が今まで学生生活で
何をして、どういう仕事がしたいのかを
考えたときに、最初は研究職で探してい
ました。しかし研究職の選考を受けてい
るときに、私が将来やりたいこととは何
か違うのかなということを考えました。
そこからちょっとだけシフトして商品開
発のほうに進みたいなと思いました。最
終的に決め手になったのはフィーリング
で、社員の方々と話しているときに、「あ
あ、ここにしよう」って。もう本当に最後
は直感で決めました。

横田　あっという間ですがその中で一番
大切なのは、ＯＢの先輩方に自分が就職
活動のときにどのようなことをしたかな
どを聞いたことです。結構先輩方とのつ
ながりは大きいなと感じました。
原　就職活動は、「大変だった、辛かった」
などという感想が多いですが、私は楽し
かったなと思います。本学にいる限り、
理系の人たちとしかほとんど関わらない
と思うんですが、就職活動のグループディ
スカッションなどで文系の方たちと関わ
ると、全然違う考え方をしているという
ことも感じられたので、そういうのも含
めて楽しかったなという印象でした。
高原　学生には、就職活動のときじゃな
いと、いろんな会社に入れてもらえない
という話をするんですよ。大抵の会社は
基本的に部外者立入禁止ですから。普

段知らないような会社も含めていろんな
会社の中に入って、しかもその会社の仕
事のお面白さを直接社員さんに話しても
らえるという機会は就職活動のときしか
ないので、本当の志望の会社だけしか行
かないというのはかえってもったいない
と思うんです。それで、学校に来る時間
が少なくなるというのは学生としては本
末転倒なんですけれども、できるだけ広
く世の中を見る機会として、就職活動時
期は大事にしてもらいたいなと思います。

横田　簡単な一般的質問と、それに対
する答えを箇条書きで考えたりとかしま
したけど、特に練習みたいなことはしな
かったです。
原　私も一緒で、面接練習というのは一
切やっていないです。というのも、私が
普段からよくやっているのは、いろんな
大人の方ときちんと話すというのを心が
けています。今話すのがとても苦手とい
う人だったら、例えばコンビニなどでお
つりを受け取るときに、しっかり目を見
て「ありがとうございます」、飲食店で「ご
ちそうさまでした」ときちんと言えるよう
にするなどです。それすらできないと面
接でつくった言葉しか話せないと思うの
で、そういうのも含めてちゃんと話すよう
に心がけていました。
高原　つくった言葉で話されても響かな

いというのは企業の人はいつもおっ
しゃっているんですよ。就職委員のとこ
ろに面談に来てくださるいろんな企業の
担当の方とお話しするんですけれども、用
意してきた言葉は響かない。その場で話
が弾む人のほうが、やはり評価は高くな
ると聞いています。だから、地頭と言っ
たらおかしいですけれども、普段からきち
んとした話ができること、そういう姿勢が
できていれば、特に技大の学生さんであ
れば問題なく面接には臨めると思います。

横田　メリットとしては、やっぱり実務
訓練はどの会社でも評価してもらえたか
なと思っています。
原　実務訓練は他の長期のインターン
とかは全く違った形のプログラムだと思
うので必ず聞かれますし、言うネタにな
るといったところで非常に助かりました。
全国的に見たら知名度的にはそんなに
ないかもしれないですけど、この大学が
デメリットになるということは全然ないと
思います。
横田　新潟県外出身の学生さんからす
ると、名前が知られていなかったりする
んですが、人事の方にＯＢがいたりとか
すると結構知ってくださっていたので、
確かに人事の方に会ってみてデメリット
はなかったです。

横田　失敗は特にないのですが、選考と
いうか面談が始まる前に明確に企業の順
番を決めないで、第１志望群みたいな感
じで受けていました。受かった後、結局ど
うしようとすごく長く悩んでしまって、企
業の方にちょっとお話しさせてくださいと
言って、女性の社員さんや若手の社員さ
んにいろいろお話を聞かせていただいた
んですけど、そうしてくれない企業だった
らどうなっていたんだろうとは思います。
原　私が失敗と思っていないだけかもし
れないですけど、特にないですね。面接
で何かやってしまったということも多分
ないです。
高原　それは、逆に言えばすごく企業の
方と話が上手くできている。
原　そうですね。どこも受けたところは
そんなによどみなく、ちゃんとお話し出来
たのでよかったなと思います。
高原　２人は何回くらい面接がありまし
たか？
横田　面接は、会社によっては５回ある
ところと、短いところだと１回で終わった
ところもありました。
原　平均して３回くらいですか。最終ま
で行くのに３回。
横田　面接は割と普通に話したほうがよ
かったりします。
原　面接でガチガチにつくっている人は、
大体余りよくない結果になってしまう。

山田　自分の中でどの業種がいいか、ど
んな職種につきたいというのがまだはっ

きりと決まっていないので、就職活動に
本格的にイメージ出来ていないというの
が不安かなと。
岩渕　少し内容がかぶりますが一番気
になるのが「企業を決めきれるのか」。
本当にその企業でいいのかという最後の
決定がちゃんと出来るのかなというのが
すごく不安です。正しい選択だったのか
というのは入ってみないとわからないと
思うんですけど、やっぱり選ぶ段階では
いい選択をしたいなと思います。
堀越　これから就活する２人の学生が
言っているのはその通りだと思います。
いろんな企業を見ていただきたいです
し、長岡技大の学生を採用したいと言わ
れる企業はとても多いです。例えば今回
の合同企業説明会は566社いらっしゃっ
ているというのはまさにそれを示してい
ます。その中では、やはりいろんな企業
の方と話をしてみないと自分に合うかど
うかわからないし、皆さんは実務訓練で
企業での現場を経験されていますよね。
そこの経験がすごく大きいと思います。
その中で、何に向いているのかどうかと
いうところは、これから探していかなきゃ

いけないんだと思いますので、大切なの
は、就職をした後に辞めないで続けるこ
とです。就職ガイダンスでは自己分析、
業界研究を開催しますので自分は何に
向いているかというのを勉強していって
もらえれば。先ほど面接の話もありまし
たが、皆さんが研究室で先生方と話した
り、ゼミでの発表の機会がありますよね。
そういうところで話していることって役立
つと思っているんです。企業の方がよく
言われるのは、しっかりとキャッチボー
ルができないと、なかなか採用にはつな
がらないと言われます。企業の方が聞か
れていることにしっかりと答えられている
かどうかというところは、それは日々の生
活の中で練習出来るところが多いと思い
ますから、そういうところからやっていけ
ば面接での評価は違ってくると思います。

高原　入社3年以内で会社を辞める人
の割合は全国的に約30％という数字が
出ていて、企業さんの悩みの種になって
いますが、本学の場合はそれが５％台と
なっています。それもあって、企業さん
は本学の学生を採用していただいている
んだと思います。離職率が低いのは何
かというと、やっぱり実務訓練の経験が
大きくて、社会に出て働くというのがど
ういうことかというのを学生のうちに一
度経験している。だから、学生をずっと
やってきて、いきなり就職して、あっ、こ
んなに忙しいのかといって辞めるというこ
とが少ないというのは、企業から見たら
明らかなメリットになっていると思いま
す。それから、企業選びに関して、知ら
ない企業がものすごくたくさんあるという
のを知っておいてください。我々が知っ
ている企業はいわゆるＢtoＣ（Business 
to Consumer）の企業ばかりなんです。
企業から最終消費者向けの商品をつくっ
ている会社というのはテレビＣＭなどで
見えやすい。でも、世の中をガチっと押
さえ、支えているのはＢtoＢ（Business 

就職状況 平成29年度学部・大学院産業分類別就職者割合DATA

電気・ガス・
熱供給・水道業 3.6%

電気・ガス・
熱供給・水道業 1.8%

運輸業、郵便業
1.6%

卸売業、小売業
0.8%

卸売業、小売業
1.8%

情報通信業 9.6% 情報通信業
14.5%製造業計 60.9% 製造業計 50.9%

建設業
7.9％

建設業
10.9％

学術研究、
専門・技術

サービス業 9.8% 学術研究、
専門・技術

サービス業 9.1%

教育、
学習支援業 0.5%

サービス業
（他に分類されないもの）

1.6% サービス業
（他に分類されないもの）

5.5%公務 3.3%

公務 3.6%鉱業、採石業、
砂利採取業 0.3%

大学院 修士課程 就職者366名 学部 就職者55名

教育、
学習支援業 1.8%

　今号では、「就職」「就職活動」をテーマに、学生、教職員の座談会を開催しました。就職活動を来年に控え進路選択中の学生に
対し、すでに企業から内定を得て、就職活動を終えた学生が自らの経験談を、また、教員および事務職員それぞれの立場から就職
活動を取り巻く環境や本学の支援体制についてお話しいただきました。

まずは、就職内定者のお2人に聞きます。
どのようにして職種や
その会社を決めることになりましたか。

就職活動を振り返ってどうでしたか？

面接対策は何をしましたか？ 技大出身というメリット・デメリットに
ついて教えてください。
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さえている企業がかなり強い企業で、名
前が全然知られていない企業がたくさん
あります。そういう企業にも目を向けて
みて下さい。
岩渕　やっぱりいろいろ自分で調べると
いうのも大切だというのは話を聞いてい
て思いました。
山田　私もまだ知らない企業がいっぱ
いあると思うので、調べていくことが必
要なことかなと思いました。また、就職
活動するにあたって今から準備しておい
たほうがいいことはありますか？
横田　短期インターンシップを選考に
使っている会社が多くあるので、短期イ
ンターンシップに参加すると早期選考に
乗れます。２社インターンシップに行っ
て、２社とも早く決まったところもあるの
で、少しでも興味のある分野とか研究分
野に近い会社とかは短期インターンシッ
プに行くのもありなのかなと。夏休みを
利用して行くのもいいかなと思います。
岩渕　この大学の一番の特徴って実務
訓練だと思うんです。具体的に企業の人
に実務訓練という制度自体がすごく知れ
渡っていて、向こうから聞いてくるという
形なのか、それとも自分の話す内容とし
てすごく役に立ったという形での評価さ
れたという意味合いなのかというのを知
りたいです。

原　人事の方が例えば長岡技術科学大
学のＯＢだったとかであれば、「実務訓
練、ああ、行っているんだ」という感じで
知っているとは思うんですけど、大体の
場合が知られていないですよね。だから
自分から言うか、エントリーシートある
いは履歴書に記載すると「あっ、何です
か、これ」という感じに。聞かれなかった
ら自分から言えばいいです。もちろん５
か月も実際に働いているわけですから、
話のネタには困らないと思います。面接
で話すネタの枠を１つそれで埋められた
らラッキーという感じなので、聞かれな
かったら積極的に言ったほうがいいとは
思います。

横田　就職活動はやっぱり楽しむこと
が大切なのかなと思います。例えば工
場見学をさせてくれる会社もあるんです
けど、同業他社とかだったら絶対入れ
ません。見学できるときにいろいろ見に
行ったり、なかなか話せない人と話す
など、就職活動のときにしか出来ない
ことを楽しむことが大切なのかなと思い
ます。
原　就職活動のときでしか企業の方は自
分の内側を出してくれないので、そういっ
たところを見れるというのも就職活動が
楽しいと思えるところの一つなのかなと思
います。就職活動がストレスで大変だっ
たなと終わるよりは楽しかったといって終
わったほうがもちろんいいと思います。や
はり今からお2人も就職活動「不安だな、
大変だな」と思うと思うんです。でも、始
まってしまえば楽しんだもん勝ちなので、
できればもうそんな「不安だ、不安だ」と
思うよりは、ちょっと気軽に思っていただ
けたらなと。そんなに身構えるものでは
ないぞと思っていただきたいです。

高 原　就 活というのは「縁」なんです。
「縁談」なので、優秀だから採ってもらえ
るとか、実力がないから落ちるとか、そう
いう決まり方ではないんですよ。だから、
自分から見て、同じ専攻で「あんな優秀
な人がどうして」と思うような人も落ちる
ときは落ちるし、「あの人が受かるのか」
と思うような人が受かるときは受かる。
決まるときには面接でも話が弾んで、と
んとんと決まってしまうときもあるし、ど

うしても行きたかったんだけれど断られ
てしまうこともある。なので、ある程度
割り切って、落とされたときは「ここは縁
がなかった、じゃあ次」くらいの気持ちで
切り替えて、自分に合うところ、縁のある
ところとうまく出会えるように、いろいろ
とアンテナを広げて、自分の興味も広げ
て、多くの会社の情報を集めるようにし
てください。そして、就活の諸々を含めて
いろんなことを楽しむ、という気持ちで
臨んでもらえば、多分就職もうまくいく
し、働き始めてからも幸せに過ごせるん
じゃないかと思っています。
堀越　高原先生の言われているとおり
だと思います。就職活動は経験したこと
のないことだと思うので、不安があって
普通です。それは皆さん一緒です。大
学はガイダンスを含めて皆さんの不安が
少しでも減るようサポートしていきます。
就職支援の先生方もいらっしゃるし、各
専攻の就職事務室職員や私のような事
務もいるので、わからないこと、不安に
思うことはどんどん相談してほしいと
思っています。それと、昨年のデータで
は、第１志望の企業に就職が決まった
学生は67％です。第２志望まで入れる
と84％、すごく高いんです。それだけ皆
さんがしっかりと企業から認められて就
職されているからだと思います。だから、
不安に思うのは普通なんだけど、自信を
持ってこれからも勉強していってほしい
と思います。

横田　自分のやりたいインフラ系の仕事
が出来ることと、面談の回数が多かった
ので、その中でいろんな社員さんとお話
しすることが出来て会社の雰囲気がわ
かったからです。いくつか内々定をいた
だいたので、その中から比較しました。
原　私はそんなに業種で絞っていなかっ
たんですけど、自分が今まで学生生活で
何をして、どういう仕事がしたいのかを
考えたときに、最初は研究職で探してい
ました。しかし研究職の選考を受けてい
るときに、私が将来やりたいこととは何
か違うのかなということを考えました。
そこからちょっとだけシフトして商品開
発のほうに進みたいなと思いました。最
終的に決め手になったのはフィーリング
で、社員の方々と話しているときに、「あ
あ、ここにしよう」って。もう本当に最後
は直感で決めました。

横田　あっという間ですがその中で一番
大切なのは、ＯＢの先輩方に自分が就職
活動のときにどのようなことをしたかな
どを聞いたことです。結構先輩方とのつ
ながりは大きいなと感じました。
原　就職活動は、「大変だった、辛かった」
などという感想が多いですが、私は楽し
かったなと思います。本学にいる限り、
理系の人たちとしかほとんど関わらない
と思うんですが、就職活動のグループディ
スカッションなどで文系の方たちと関わ
ると、全然違う考え方をしているという
ことも感じられたので、そういうのも含
めて楽しかったなという印象でした。
高原　学生には、就職活動のときじゃな
いと、いろんな会社に入れてもらえない
という話をするんですよ。大抵の会社は
基本的に部外者立入禁止ですから。普

段知らないような会社も含めていろんな
会社の中に入って、しかもその会社の仕
事のお面白さを直接社員さんに話しても
らえるという機会は就職活動のときしか
ないので、本当の志望の会社だけしか行
かないというのはかえってもったいない
と思うんです。それで、学校に来る時間
が少なくなるというのは学生としては本
末転倒なんですけれども、できるだけ広
く世の中を見る機会として、就職活動時
期は大事にしてもらいたいなと思います。

横田　簡単な一般的質問と、それに対
する答えを箇条書きで考えたりとかしま
したけど、特に練習みたいなことはしな
かったです。
原　私も一緒で、面接練習というのは一
切やっていないです。というのも、私が
普段からよくやっているのは、いろんな
大人の方ときちんと話すというのを心が
けています。今話すのがとても苦手とい
う人だったら、例えばコンビニなどでお
つりを受け取るときに、しっかり目を見
て「ありがとうございます」、飲食店で「ご
ちそうさまでした」ときちんと言えるよう
にするなどです。それすらできないと面
接でつくった言葉しか話せないと思うの
で、そういうのも含めてちゃんと話すよう
に心がけていました。
高原　つくった言葉で話されても響かな

いというのは企業の人はいつもおっ
しゃっているんですよ。就職委員のとこ
ろに面談に来てくださるいろんな企業の
担当の方とお話しするんですけれども、用
意してきた言葉は響かない。その場で話
が弾む人のほうが、やはり評価は高くな
ると聞いています。だから、地頭と言っ
たらおかしいですけれども、普段からきち
んとした話ができること、そういう姿勢が
できていれば、特に技大の学生さんであ
れば問題なく面接には臨めると思います。

横田　メリットとしては、やっぱり実務
訓練はどの会社でも評価してもらえたか
なと思っています。
原　実務訓練は他の長期のインターン
とかは全く違った形のプログラムだと思
うので必ず聞かれますし、言うネタにな
るといったところで非常に助かりました。
全国的に見たら知名度的にはそんなに
ないかもしれないですけど、この大学が
デメリットになるということは全然ないと
思います。
横田　新潟県外出身の学生さんからす
ると、名前が知られていなかったりする
んですが、人事の方にＯＢがいたりとか
すると結構知ってくださっていたので、
確かに人事の方に会ってみてデメリット
はなかったです。

横田　失敗は特にないのですが、選考と
いうか面談が始まる前に明確に企業の順
番を決めないで、第１志望群みたいな感
じで受けていました。受かった後、結局ど
うしようとすごく長く悩んでしまって、企
業の方にちょっとお話しさせてくださいと
言って、女性の社員さんや若手の社員さ
んにいろいろお話を聞かせていただいた
んですけど、そうしてくれない企業だった
らどうなっていたんだろうとは思います。
原　私が失敗と思っていないだけかもし
れないですけど、特にないですね。面接
で何かやってしまったということも多分
ないです。
高原　それは、逆に言えばすごく企業の
方と話が上手くできている。
原　そうですね。どこも受けたところは
そんなによどみなく、ちゃんとお話し出来
たのでよかったなと思います。
高原　２人は何回くらい面接がありまし
たか？
横田　面接は、会社によっては５回ある
ところと、短いところだと１回で終わった
ところもありました。
原　平均して３回くらいですか。最終ま
で行くのに３回。
横田　面接は割と普通に話したほうがよ
かったりします。
原　面接でガチガチにつくっている人は、
大体余りよくない結果になってしまう。

山田　自分の中でどの業種がいいか、ど
んな職種につきたいというのがまだはっ

きりと決まっていないので、就職活動に
本格的にイメージ出来ていないというの
が不安かなと。
岩渕　少し内容がかぶりますが一番気
になるのが「企業を決めきれるのか」。
本当にその企業でいいのかという最後の
決定がちゃんと出来るのかなというのが
すごく不安です。正しい選択だったのか
というのは入ってみないとわからないと
思うんですけど、やっぱり選ぶ段階では
いい選択をしたいなと思います。
堀越　これから就活する２人の学生が
言っているのはその通りだと思います。
いろんな企業を見ていただきたいです
し、長岡技大の学生を採用したいと言わ
れる企業はとても多いです。例えば今回
の合同企業説明会は566社いらっしゃっ
ているというのはまさにそれを示してい
ます。その中では、やはりいろんな企業
の方と話をしてみないと自分に合うかど
うかわからないし、皆さんは実務訓練で
企業での現場を経験されていますよね。
そこの経験がすごく大きいと思います。
その中で、何に向いているのかどうかと
いうところは、これから探していかなきゃ

いけないんだと思いますので、大切なの
は、就職をした後に辞めないで続けるこ
とです。就職ガイダンスでは自己分析、
業界研究を開催しますので自分は何に
向いているかというのを勉強していって
もらえれば。先ほど面接の話もありまし
たが、皆さんが研究室で先生方と話した
り、ゼミでの発表の機会がありますよね。
そういうところで話していることって役立
つと思っているんです。企業の方がよく
言われるのは、しっかりとキャッチボー
ルができないと、なかなか採用にはつな
がらないと言われます。企業の方が聞か
れていることにしっかりと答えられている
かどうかというところは、それは日々の生
活の中で練習出来るところが多いと思い
ますから、そういうところからやっていけ
ば面接での評価は違ってくると思います。

高原　入社3年以内で会社を辞める人
の割合は全国的に約30％という数字が
出ていて、企業さんの悩みの種になって
いますが、本学の場合はそれが５％台と
なっています。それもあって、企業さん
は本学の学生を採用していただいている
んだと思います。離職率が低いのは何
かというと、やっぱり実務訓練の経験が
大きくて、社会に出て働くというのがど
ういうことかというのを学生のうちに一
度経験している。だから、学生をずっと
やってきて、いきなり就職して、あっ、こ
んなに忙しいのかといって辞めるというこ
とが少ないというのは、企業から見たら
明らかなメリットになっていると思いま
す。それから、企業選びに関して、知ら
ない企業がものすごくたくさんあるという
のを知っておいてください。我々が知っ
ている企業はいわゆるＢtoＣ（Business 
to Consumer）の企業ばかりなんです。
企業から最終消費者向けの商品をつくっ
ている会社というのはテレビＣＭなどで
見えやすい。でも、世の中をガチっと押
さえ、支えているのはＢtoＢ（Business 

（過去5年：H25‐H29）
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就職状況　就職率の推移

就職支援事業等

学 部 修 士

●●❶❶

※就活スタートアップ講座、自己分析講座、
パネルディスカッション（企業が求める人
物像）、エントリーシート対策講座、面接
対策・マナー講座など

就職ガイダンス
（平成30年度9回開催予定）

●●❷❷キャリアガイダンス
（学部1年･2年・女子学生 各1回） 

●●❸❸学内合同企業説明会（3月上旬実施）
（6日間、48社/
午前、48社/午後、合計576社（予定）） 

●●❹❹模擬面接
(グループ･個別、専門家による指導）

●●❺❺資生堂メークセミナー（年1回）

●●❻❻ハローワーク長岡（ジョブサポーター）
による学内進路・就職個別相談

●●❼❼就職支援無料バスツアー

岩渕さん、山田さんは就職活動を来年に
控え、心配ごとはありますか？

本学は離職率が低いことも特徴です。

先輩2人から後輩に向けて
アドバイスをお願いします。

最後に、先生方からアドバイスを
お願いします。

今だから話せる失敗談などはありますか？

本日はどうもありがとうございました。
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特集 「就職」「就職活動」

　弊社の主力事業は、自動車用プレス金型や工
作機械、産業機械用の鋳物製造です。現在では、
大物鋳造に加えて、3Dプリンターを活用した小
物鋳造（Direct Molding Process：以下DMP）
にも取り組み、製品のバリエーションを拡大して
います。OBは5名で、DMP部門や開発部門で、
従来工法を革新するべく活動しています（内2名
は新入社員研修中）。
　求められる事は、課題に対して愚直に諦めずに
取り組む態度です。仕事や研究は、上手くいく事
ばかりではありませんが、愚直な姿勢は「出来な
かった事が出来るようになる」につながります。

　就職先の選定では、実務訓練が大きなきっか
けになります。4 ヶ月間、テーマに関する研究を
していく中で、研究に関する情報交換に加えて、
寮生活や忘年会等で社員との交流もあり、会社
の規則や文化、雰囲気を感じてもらっています。
この実務訓練を通じ、内定者を含め3年連続で入
社が決まっています。他には、短期インターンシッ
プで、工場見学や、社員との情報交換の機会を
得ることもお薦めします。入社前に企業のリアル
に触れられれば、入社後のミスマッチも少なくな
ります。

愚直に諦めずに取り組む
株式会社木村鋳造所
総務部 人事課 人事係長 渡 邉  直 樹 N a o k i  Wa t a na b e

　就職活動を進めるうえで非常に重要なのは、
「企業風土が自分に合うかどうか」だと考えていま
す。取り組みたい仕事や働く場所など、社会に出
る自分をイメージするほど多くの要素に頭を悩ま
せるかもしれません。ただ、多かれ少なかれ、就
職の前後ではイメージとのギャップが存在します。
やりたいことと大きく異なる仕事を担当すること
も少なくないと思います。
　しかし、学生時代に積み重ねた知識と経験は、
取り組む分野に関係なく活きてきます。多角的な
視野でものごとを捉えることにより、新たな発見
と様々な応用ができます。きっと未知のものにも

物怖じせず進んでいけると思います。
　希望の仕事ができていたり、大きな額を稼げて
も、自分と企業の持つ雰囲気が合っていなけれ
ば、非常に多くのエネルギーを費やすことは避け
られません。学生でいえばクラスやサークル・研
究室などで、固有の雰囲気を体験したことがある
と思います。やはり大切なのは、企業風土が自分
に合っているかということです。
　インターンシップはもちろん、会社見学や説明
会などでも、企業風土に触れることを意識し、職
場が自分の中でのひとつの居場所になることを考
えて就職活動を進めてみてはいかがでしょうか。

企業風土が自分に合うかどうか
株式会社木村鋳造所 開発部IoT課

（物質材料工学専攻 2017年3月修了） 秋 山  和 輝 Ka zu k i  A k i ya ma

　新緑がとても美しくなり、サイクリストの私が一番好
きな季節となりました。
　先日、２度目の鹿児島県長島町を訪れました。私の
週末サイクリングコースでもある山古志の棚田の風景
も素晴らしいですが、長島町は、それに負けず劣らず
の絶景を望めます。風光明媚で、眺めているだけで癒
されます。また長島町は、自然エネルギーが豊富な地
域であり、風力、太陽光発電の施設が多くみられます。
今回は近くで施設を見させていただきましたが、大学
施設で電気担当の私は、規模の大きさなどに心躍らさ
れました。車で道路を走ると、景観にも力を注いであ
り、道路の側面が石垣と花できれいに整備されていま
す。町長のリーダーシップのもとに、町の皆さんが自分
たちの住む場所を心から愛しているのだなと感じまし
た。こんなところで、サイクリングを楽しんでみたい、そ
していろいろな研究も出来るのだろうなと強く思いまし
た。サイクリングは、ランニングよりも遠くに行け、オー
トバイやクルマよりも季節の匂いや景色をゆっくり感じ
ることができ楽しめます。また勾配のきつい坂を登るこ
とで、山登りと同じような達成感も得られます。体力面
だけでなく、メンタル面でも鍛えられるスポーツです。
　長岡は、長島町とは違い冬は積雪で太陽光発電が
厳しい地域ですが、本学には素晴らしい技術をもった
先生方、学生さんがいます。私はサイクリングで心身
ともに鍛え、長岡技大、長岡を愛し、技術の更なる発
展に少しでも、お力になれるよう業務に努めたいと思
います。

　3年半前に来日しました。日本人と
コミュニケーションをとりたかった
のと、初めて会う日本人ともお話を
したかったので、日本語を一生懸命
勉強しました。だれでも、私の国の
挨拶を知りたがったので、私はみん
なに挨拶する方法を教えました。私
の国の挨拶は「ア-ユボ-ワン」と手を
あわせる動作をしながら言います。

「ア-ユボ-ワン」 は「こんにちは」と同
じように使いますが、本当は「あなた
の人生が長く続きますように」という
意味を込めています。この意味を聞
いた日本人は、いつも驚きます。こ
の話をすると、日本人と長くお話し
することができました。このように
して、日本語での会話に慣れるにつ

れ、だんだん日本人と話すのが楽し
くなりました。私と日本人との架け
橋みたいなので、「ア-ユボ-ワン」の言
葉が好きです。日本語があまりしゃ
べれなくても、話したいという気持
ちがあること、会話のきっかけにな
る言葉があることが大事だなと思い
ます。

Nayani Daranagama

博士後期課程 生物統合工学専攻 2年
出身：スリランカ

ナヤニ　ダラナガマ
文

留学生コラム

とこ ば

渡辺健太郎

施設課・専門職員／
大学戦略課・専門職員

［文］

副学長
（IR、広報、評価担当）

大石　潔［文］

留学生から自分の好きな言葉や思い入れがある「ことば」を一つ挙げてもらい、
その言葉に関するエピソードなどを紹介します。

　以前、私の家の近所にクリーニングの取次店があ
った。表がガラスになっていて、客が来るとすぐわ
かる。ガラガラっと戸を開けると、カウンターには
既に我が家の洗濯物が置かれている。
　持ち込んだ洗濯物の点検もとても速い、そして丁
寧だ。後に客が待っているわけではない。きっと、
大きな失敗さえしなければ、いい仕事をしたからと
いって彼女の時給が上がるわけではないだろう。
　でも、実に気持ちのいい仕事ぶり。プロの仕事だ。
そして、なにより彼女はいつも楽しそうなのだ。自
分の仕事をよく知り、一番良い形で提供する。その
ことで、客も自分も満足する。自分の仕事が楽しく
なる。
　公文書を忖度して書き換えたり、自分の権力の為
だけに動いたり。犯罪にさえならなければ、最低限
の仕事さえしていれば、何を守るか、何に重きを置く
か、それは、おのおの自由かもしれないが、その人
たちの顔が一様に楽しそうに見えないのは私だけだ
ろうか。

Kentaro WatanabeKiyoshi Ohishi

執行部だよりコ ラ ム 事務局だよりコ ラ ム
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Q リグニンとは？
　植物バイオマスの20～30％を占める芳香族高分
子です。循環型社会をつくるためには、ガソリンやプラ
スチックといった私達の生活や社会の基盤となる燃
料・素材の原料を化石資源からバイオマスに置きかえ
なければなりません。ガソリンの代替には、植物バイオ
マスの多糖成分から作ることができるバイオエタノー
ルが使われはじめました。それではプラスチックは？プ
ラスチックはリグニンから作ることができるのです。

Q リグニンからプラスチックは簡単？
　難しいです。リグニンは、その利用研究が始まって
100年近く経ちますが、未だに燃やす以外にはほと
んど利用されていません。リグニンはランダムな高分
子ゆえに分解すると多種多様な化合物が生産されて
しまい、これらは均一性が重要なプラスチックの原料
には使えません。しかし、この問題の解決に微生物の
物質代謝能力が使えると考えています。

Q 微生物がリグニンからプラスチックの鍵？
　自然界でリグニン分解を担う微生物のうち、バクテ
リアは、多種多様なリグニン分解産物を均一な化合
物に集約して分解する代謝能力をもちます。私達は、
その代謝システムを構成する、細胞内への化合物輸
送、代謝酵素・遺伝子、代謝制御の解明に取り組み、
得られた知見を基にリグニンを原料としてナイロンや
ペットボトルに使われるポリマー合成の基幹化合物を
生産できる代謝改変バクテリアを開発しました。現在
では、代謝能力の強化や、生産可能な基幹化合物の
バリエーション拡大を目指して研究を進めています。

Q 研究内容を教えてください。
　自動車、航空機等の輸送機器の構造部材として
マグネシウムを利用するための研究開発を行っていま
す。マグネシウムは、構造用金属材料の中で最も軽
量（密度は鉄の1/4.5、アルミニウムの2/3）であるに
も関わらず、強度や延性が低く、加工性も悪いため、
実用化には至っていません。本研究室では、マグネシ
ウム合金の特性発現メカニズムの解明や加工性改
善に向けた基礎研究に取り組み、既存の金属材料
と同等の特性・加工性を持つ新規マグネシウム合金
の開発を進めています。

Q なぜマグネシウムの利用が必要なのでしょうか？
　CO2排出量の削減は、国際的に取り組むべき重要
な課題です。日本のCO2排出量のおよそ20％は、運
輸部門から排出されています。輸送機器の軽量化は、
運輸部門のCO2排出量の削減に有効な方法であるこ
とから、鉄鋼材料やアルミニウム合金よりも軽量なマグ
ネシウム合金の利用に大きな期待が集まっています。

Q 研究開発の流れを教えてください。
　新規合金の溶解・鋳造から、押出し・圧延などの
展伸加工、機械的性質の評価、ミクロ・ナノ組織の
解析まで行います。一連のモノづくりや評価に必要
な設備は本研究室にあり、アイデアが浮かんだら即
時に実験が可能です。企業とも連携して研究を進め
ており、良いモノができれば、実機レベルの試作も依
頼しています。最近では、アルミニウム合金と同等の
加工性を持つ新規マグネシウム合金を用いて、新幹
線ダブルスキン構体を試作いただきました。これは、
新幹線の二重の外板として利用されています。

リグニン×微生物で
循環型社会を創る

【関連するHP】
http://bio.nagaokaut.ac.jp/̃masai-l/

超軽量なマグネシウム合金の
実用化を目指して
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生物機能工学専攻
助教

上村 直史

理事・副学長／
機械創造工学専攻  教授

鎌土 重晴16
No .

17
No .

PT ioneer
テクノロジー・パイオニア

echnology
　これまで、シリーズ「ヤング・テクノロジスト」では、新進気鋭の若手教員を紹介してき
ましたが、今号から新たに「Technology Pioneer（テクノロジー・パイオニア）」とし
てリニューアルし、本学の最先端研究を幅 広く紹介します。

◀新開発マグネシウム合金を
用いて試作した新幹線の
ダブルスキン構体
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私 の 抱 負

未遭遇の有用微生物を
見つけ出す
未遭遇の有用微生物を
見つけ出す

　阿南高専から人事交流にて本学に着
任いたしました川上と申します。私は長
岡高専の本科、専攻科を卒業後、本学
の修士課程、博士課程を経て阿南高専
に赴任しており、高専-技科大教育にどっ
ぷり？浸かってきた人間です。今、こうし
て高専教員、技科大教員として学生に目
を向けると自分の歩んできた姿とまた違っ
た様子が見えてきます。学生はもともと「自
ら学ぶ力」を有しています。この力を我々
が如何に引き出すか、どのような声かけ
が有効か、良いきっかけを作れるか、私と
出会う全ての学生に高専、技科大を選
んで良かったと言ってもらえるような、そん
な教員を目指しています。どうぞよろしくお
願い致します。
　研究では、これまで人類が分離培養で
きていない未培養微生物の生態を明らか
にするための様々な手法開発を行ってい

　阿南高専から人事交流にて本学に着
任いたしました川上と申します。私は長
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て高専教員、技科大教員として学生に目
を向けると自分の歩んできた姿とまた違っ
た様子が見えてきます。学生はもともと「自
ら学ぶ力」を有しています。この力を我々
が如何に引き出すか、どのような声かけ
が有効か、良いきっかけを作れるか、私と
出会う全ての学生に高専、技科大を選
んで良かったと言ってもらえるような、そん
な教員を目指しています。どうぞよろしくお
願い致します。
　研究では、これまで人類が分離培養で
きていない未培養微生物の生態を明らか
にするための様々な手法開発を行ってい

ます。環境に生息する微生物の９９%は
人為的に培養することができません。私
は培養を介さずに環境中の現位置で目
的の微生物を視覚的に検出することで
種類を同定できる技術の開発を行ってい
ます。環境中には我々が未遭遇の有用
微生物が数多く生息しています。有用
微生物の生態が少しでも明らかになれ
ば、新たなバイオテクノロジーの創出が
期待できると考えています。
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川上 周司川上 周司
Shuji  KawakamiShuji  Kawakami

日本語のできる
指導的技術者の育成を目指して

ルですので、日本語教育及び国際連携
教育を通して、言語知識と併せて言語
運用能力の高い日本語のできる指導的
技術者の育成、そして、留学生のそれぞ
れの国の発展に貢献できる人材の育成
に取り組んで参りたいと考えておりま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

岩井 智重
Tomoe Iwai

技大生による技大生のための
英語学習文化の構築を目指して

沿岸域で発生する様々な災害から
社会基盤と人命を守るために
沿岸域で発生する様々な災害から
社会基盤と人命を守るために

犬飼 直之
Naoyuki  Inukai

藤井 数馬
Kazuma  Fujii

　民間の建設コンサルタント会社から本
学の助手に赴任し、助教を経てこのたび
准教授を拝命いたしました。
　私の専門は水工学で、特に海岸工学
に関する研究をおこなっています。これま
で津波や高波の問題に取り組みました。
最近ではマリンレジャー中に発生する水
難事故の発生防止のための研究に取り
組んでいます。
　水難事故を発生させる海象としては離
岸流が有名です。離岸流は、波浪と地
形の影響を受け発生しますが、UAV（無
人航空機）を用いた現地調査や数値シ
ミュレーションをおこない、理論を構築し
ながら日本国内での様々な海象や地形
条件で発生する離岸流を調べています。
また、海上保安庁や他組織と連携しなが
ら情報を共有しつつ水難事故発生防止
技術の開発に貢献しています。国外では、
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カンボジアの沿岸域の環境影響評価や
メコン川の土砂移動機構の把握などにも
取り組んでいます。
　教育では、社会需要が高いと考えられ
る課題に学生が取り組むことで、社会に
貢献している充実感や達成感を得られる
ような指導をしつつ、民間企業での経験
も活用し、社会に出てからも積極的に問
題に取り組み解決できる、実践的・創造
能力を備えた技術者を育成したいと考え
ています。
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　昨年度まで高専で13年間勤務し、今
年度より本学に着任致しました。本学で
英語の授業を担当して１カ月ほど経ちまし
たが、学生は真面目で、英語の上達意
欲も高いという印象を受けています。た
だ、英語に苦手意識を持つ学生も少なく
ないように思います。
　英語学習には知識と技能の両面が必
要であるため時間がかかりますが、英語
の授業時間が限られている高専や工業
高校出身者が多い本学の学生にはより
一層の努力も必要だと思います。このよ
うな現状に鑑み、私は自分の授業を、学
生の授業外での自律的な学習と関連づ
けたものにしていきたいと思っています。
そのためには、学生にとって楽しく、長期
継続的に取り組め、目標や達成度が可
視化できる学習法が必要になります。そ
の学習法として現在取り入れているのが
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英語の多読多聴です。辞書なしでも分
かるレベルで、趣味趣向に合う洋書を大
量に読み、聴くことで英語の回路を作り、
どの課程・専攻にも必要な英語の基盤
を作ってもらうことが目的です。学生有志
が放課後の時間を利用し、多読多聴マ
ラソンという企画も始めてくれました。技
大生による技大生のための英語学習文
化を、海外実務訓練や留学生との交流
という本学の特長と融合させながら築い
ていけるよう頑張りたいと思います。
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　2018年3月に着任いたしました。京都、
滋賀で育ち、大阪大学で学位を取得する
までずっと関西で過ごした、生粋の関西人
です。学位取得後、産総研中部センター

（名古屋）で約3年、名古屋大学で約5年
勤め、このたび文科省卓越研究員事業を
利用して、新しく研究を立ち上げる機会を
いただきました。人生最北（東）に移住した
ことになりますが、研究に打ち込める大変
すばらしい環境に感謝しております。
　研究では、レーザ微細加工技術に関す
る研究に取り組んでおります。これまで、
フェムト秒レーザ非線形光学効果を応用し
た微細加工（博士論文研究）、焼結材料
プロセスを応用した膜状熱電モジュール開
発（産総研）を生かし、前職名大ではフェム
ト秒レーザ還元焼結を用いて、微細な金属
構造を作るための3Dプリンタ技術に関す
る研究を行ってきました。本学では、引き続
きレーザ微細加工について取り組むととも
に、加工技術の研究は、様々なモノを作る
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ために使われてこその技術だと思いますの
で、デバイス作製への応用にも広く展開し
ていきたいと思います。微細加工研究の
面白いところは、作るものが小さいために、
新しい材料を導入しやすく、デバイス・シス
テム化まで一貫して研究できることだと
思っています。これまでの組織的だった産
総研、実質的な小講座制だった名大とは
違い、初めて多くの責任を負う立場になり
ます。自覚と責任を持って教育・研究に取
り組みたいと思います。
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違い、初めて多くの責任を負う立場になり
ます。自覚と責任を持って教育・研究に取
り組みたいと思います。

新しいレーザ微細加工技術で
マイクロデバイスをプリントする
新しいレーザ微細加工技術で
マイクロデバイスをプリントする
産学融合トップランナー養成センター　産学融合特任准教授 溝尻 瑞枝

Mizue Mizoshiri

金属・半導体微細構造用3Dプリンタ（左）と
レンズアレイ付フレキシブル熱電発電デバイス（右）

多読図書の一例可視化した離岸流をUAVで上空から撮影した例

図：機能遺伝子を標的としたFISH法
　   による脱窒素細菌の検出

【 研究室や研究に関わるHP 】
https://mcweb.nagaokaut.ac.jp/~mizoshiri/

私 の 抱 負

環境社会基盤工学専攻　准教授

環境社会基盤工学専攻　講師

基盤共通教育部　准教授
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f the receiving a prize

　この度受賞した文部科学大臣表彰 
科学技術賞（開発部門）は、我が国の
社会経済、国民生活の発展向上等に
寄与する開発に対して与えられるも
のです。本開発の内容は、インバータ
エアコンをグローバルに普及させる
ために、インバータの小型軽量化と電
源高調波規制対応を両立できる低コ
ストのモータ駆動技術の開発と実用
化です。大石潔教授と私の研究成果
をもとに、ダイキン工業㈱と産学連携
を行い、海外向けルームエアコンのコ

ア技術として世界で初めて実用化して
います。
　このような開発は、小生単独では到
底不可能であり、これまでの研究・開
発に携わってくださった関係諸氏のお
力添えの賜物であり、この場をお借り
しまして深謝申し上げます。今後も産
業応用分野の発展に貢献できるよう
研究開発を進めてまいります。

小型軽量省エネエアコンの普及を実現する
モータ制御技術開発

URL
http://power.nagaokaut.ac.jp/
hagalab/index.html

大石　潔
副学長／技術科学イノベーション専攻　教授

K i yo s h i  O h i s h i

　ロボットイノベーション（ＲＩ）は高
齢化する日本で強く求められており、
新潟県など高齢化が先行する地方で
はＲＩはより一層望まれています。この
ＲＩを安全安心に推進するためには、
国際安全規格に基づく論理的系統的
な安全が必須ですが、国際安全規格
をＲＩに結び付ける教育・社会制度の
構築とその国民的理解の推進は、ＲＩ
への期待と比べ限定的です。今回の
文部科学大臣表彰 科学技術賞（理
解増進部門）の受賞では、本学システ

ム安全専攻の持つ安全安心なＲＩの
知的基盤を地方を基盤に、次の活動
を通じて広く社会に普及啓発したこ
とが評価されました：地域連携を含む
ロボコン活動支援、人材育成事業・講
演会・論文・著書執筆等による社会啓
発、各種委員会活動を通じた社会制
度設計。今後は、地方での具体的なロ
ボットビジネス推進を支援し、地方発
のロボット産業の育成に取り組んで
いく予定です。

地方発安全安心な
ロボットイノベーションの普及啓発

文部科学大臣表彰

文部科学大臣表彰

　このたび、平成30年度科学技術分
野の文部科学大臣表彰【科学技術賞

（技術部門）】を、㈲管テック取締役 
監物勇介氏（本学経営情報システム
工学専攻平成22年度修了）とともに
受賞致しました。
　既存のスポーツ競技用車いすは両
手駆動を前提として製作されていま
すが、競技者には片腕切断や半身麻
痺などの障害により、片手だけで車い
すを駆動しなければならない選手が
存在しています。このたび開発した技

術は通常の車いす操作に加え、競技
用車いすを片手による操作で直進走
行が可能となるものです。
　本技術に基づき、具体的な競技車
としてボウリング車いすをすでに開
発、障がい者ボウリング大会で公開し
ています。本成果に基づき、障がい者
のスポーツ参加の機会を拡げ、障が
い者の福祉に一層の寄与、貢献をし
ていきたいと思います。

片手による直進走行が可能な
スポーツ競技用車いすの開発

塩野谷 明
情報・経営システム工学専攻　教授

A k i r a  Sh i o n oya

文部科学大臣表彰

木村 哲也
システム安全専攻　准教授

Te t su ya  K imu ra

芳賀　仁
電気電子情報工学専攻　准教授

H i to s h i  Ha ga

圧倒的な実践力を持つ、
感性豊かな技術者の育成を目指して

　私は中学で理科が面白いと感じ、もっと
化学の実験がしたいという気持ちから一
関高専に進学しました。一関高専は実験
が一年から沢山あり、また、放課後は水泳
部で活動し、毎日が充実していました。
　本学に入学後は、生体運動研究室に
所属し、筋収縮や収縮環の形成に関わっ
ているアクチンというタンパク質について
研究しています。本研究室はコアタイムが
なく、自分で実験計画を立てて研究を進め
ます。個人の計画性が求められ、実験の
時間を考えながら行動する必要があり、少
し大変ですがやりがいを感じます。そして、
私の個人的な本学のおすすめポイントは

学内にトレーニング施設があることです。
実験の空き時間に体を鍛えに行けるので
とてもありがたいです。

生物機能工学専攻　1年

一関工業高等専門学校 物質化学工学科
平成28年3月卒業

小澤 健太郎 Kentaro
Ozawa

研究室での活動

第三十七回

独立行政法人　国立高等専門学校機構
一関工業高等専門学校　校長 吉田 正道

Masamichi Yoshida

一 関 工 業
高 等 専 門 学 校

一関工業高等専門学校URL：
https://www.ichinoseki.ac.jp/

充実した学生生活を送れる学校

　一関高専は、わが国で初めてのオリン
ピックが東京で開催された昭和39年、岩
手県最南部に位置する一関市に設立さ
れました。この地域には、平安時代後期、
奥州藤原氏三代の統治で栄えた平泉
があり、一関はその南の玄関口にあたり
ます。平泉には、国宝の中尊寺金色堂を
代表とする数々の歴史的世界遺産があ
り、文化の薫り高く、落ち着いた、情緒豊
かな地域でもあります。
　本校の学生も、この豊かな感性を育む
環境の中で、学生生活を送り、いろいろ
な面で活躍をしています。なかでも、高専
ロボコンは、全国大会出場常連校であ
り、過去2回、全国優勝しています。また、

「全日本学生フォーミュラ大会」では、多
くの大学が参加する中、高専として唯一
参戦し、平成28年度には電気自動車部
門で総合優勝を達成しました。これらの
活動は、本校の高度な実践的教育の成

　一関高専は、わが国で初めてのオリン
ピックが東京で開催された昭和39年、岩
手県最南部に位置する一関市に設立さ
れました。この地域には、平安時代後期、
奥州藤原氏三代の統治で栄えた平泉
があり、一関はその南の玄関口にあたり
ます。平泉には、国宝の中尊寺金色堂を
代表とする数々の歴史的世界遺産があ
り、文化の薫り高く、落ち着いた、情緒豊
かな地域でもあります。
　本校の学生も、この豊かな感性を育む
環境の中で、学生生活を送り、いろいろ
な面で活躍をしています。なかでも、高専
ロボコンは、全国大会出場常連校であ
り、過去2回、全国優勝しています。また、

「全日本学生フォーミュラ大会」では、多
くの大学が参加する中、高専として唯一
参戦し、平成28年度には電気自動車部
門で総合優勝を達成しました。これらの
活動は、本校の高度な実践的教育の成

果が結実したものと言えるでしょう。
　本校では、一昨年度に大幅な学科改
組を行い、「未来創造工学科」という1 
学科4系体制に移行しました。これは、実
践的教育をさらに発展させ、有機的に結
合した幅広い専門知識を持つ技術者、
いわば、『圧倒的な実践力を持つ、感性
豊かな技術者』の育成を目指したもので
す。これからも、この志の下、学生・教職
員一体となって、誇りある地域の高専と
して邁進してまいります。

果が結実したものと言えるでしょう。
　本校では、一昨年度に大幅な学科改
組を行い、「未来創造工学科」という1 
学科4系体制に移行しました。これは、実
践的教育をさらに発展させ、有機的に結
合した幅広い専門知識を持つ技術者、
いわば、『圧倒的な実践力を持つ、感性
豊かな技術者』の育成を目指したもので
す。これからも、この志の下、学生・教職
員一体となって、誇りある地域の高専と
して邁進してまいります。

全国高専
めぐり

シリーズ

全日本学生フォーミュラ大会電気自動車部門総合優勝
高専ロボコンでの活躍

一関工業高専   から  長岡技大  へ

一関工業高等専門学校
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GIDAI NEWS  GIDAI NEWS  GIDAI NEWS

NaDeC BASE（ナデックベース）の
オープニングセレモニーが開催されました

TOPIC

01

長岡技大×ブシロード×新日本プロレス×長岡市
―これからの常在戦場と米百俵―を開催

TOPIC

03

「技学SDGインスティテュート」が
ユネスコチェアプログラムに認定されました

TOPIC

04

　本学は、3月21日（水）に株式
会社ブシロード、新日本プロレ
ス、長岡市とアオーレ長岡にお
いて、起業をテーマとしたイベン
ト「―これからの常在戦場と米百
俵―」を開催しました。
　本イベントは、昨年12月に開催した起業セミナー（講演者：株
式会社ブシロード　木谷高明取締役）を皮切りとした同社との啓
発活動の取組みとして実現したものです。まさに「産・学・官」が
連携したこれまでにない異色のコラボレーションとなりました。
　アオーレ長岡内で様々な催しが行われた本イベントは、盛況の
中閉幕しました。　６月２日（土）に長岡市大手通に長岡市内の３大学１

高専（長岡技術科学大学、長岡造形大学、長岡大学、長
岡工業高等専門学校）が持つ各校の特色や専門性に、
企業の技術などを融合して新産業の創出と次代に対応
する人材育成を行う拠点として整備された「NaDeC 
BASE」のオープニングイベントが産業界、金融界、自治
体及び教育機関等から約200名が参加して開催されま
した。

　「NaDeC BASE」は、コワーキングやオープンラボ、ものづくり工房の機能を備え、３大学１高専と商工会議所、
長岡市の６団体で設立したNaDeC構想推進コンソーシアムが運営します。

　３月22日（木）に、にいがた産業創造機構（NICO）テクノプラ
ザを会場に、技大生パテントコンテストの表彰式を行いました。
　本コンテストは、本学の発明コーディネーターである吉井国際
特許事務所の吉井所長が「長岡技術科学大学学生の知的財産マ
インドを育成する」ことを目的として発案し、NICOテクノプラザの
改装工事後のこけら落としイベントの一環とし
て、同テクノプラザの協力のもと実施したもの
です。
　本コンテストへは17名の学生による22件
のエントリーがあり、６名の学生による７件の
本申請がありました。学内教員及び弁理士に
よる一次審査（書面審査）で３名４件の発明
を選考した後、長岡市内の企業及び長岡商
工会議所より審査員をお招きし、一次審査を
通過した学生によるプレゼンと審査員による
質疑応答による二次審査を行いました。その
結果、３名３件の申請を受賞発明として決定
しました。

パテントコンテスト授賞式を行いました
TOPIC

02

　本学は国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成をエンジニア教育の根幹に掲げ、SDGsを踏
まえた教育システムを構築し質の高いエンジニアを育成すること、創造的人材育成を強化すること、将来の工学
教育のあり方を整えること、科学やテクノロジー、イノベーションを強化すること、そして持続可能な開発のため
に科学的な国際連携を推進することを目的とした「技学SDGインスティテュート（GIGAKU SDG Institute）」プ
ログラムを設立することとし、大学間及び産学官連携によるプログラムの実施をユネスコに申請し、「UNESCO 
Chair on Engineering Education for Sustainable Development」としてユネスコチェアプログラムに認
定されました。
　ユネスコチェアは、知の交流と共有を通じて、高等教育機関及び研究機関の能力向上を目的とするプログラム
であり、ユネスコが、人的・物的資源のシンクタンクとしての役割、また教育・研究機関、地域コミュニティ、政策
立案者間の橋渡し的存在としての役割を担
うプログラムを審査に基づき認定するもの
です。国内では９番目の認定となり、工学
系大学の認定は国内初となります。
　認定を受け、平成30年度においてプログ
ラムを先行実施するとともに、平成31年４
月からの「技学SDGインスティテュート」の
本格実施に向け教育プログラムの整備を加
速します。

（参考） 持続可能な開発目標（SDGs）の概要
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

貧困をなくそう
飢餓をゼロに
すべての人に健康と福祉を
質の高い教育をみんなに
ジェンダー平等を実現しよう
安全な水とトイレを世界中に
エネルギーをみんなに そしてクリーンに
働きがいも経済成長も
産業と技術革新の基盤をつくろう

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

人や国の不平等をなくそう
住み続けられるまちづくりを
つくる責任 つかう責任
気候変動に具体的な対策を
海の豊かさを守ろう
陸の豊かさも守ろう
平和と公正をすべての人に
パートナーシップで目標を達成しよう

ギダイニュース
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８月5日（日）開催！

　本年度の技大祭のテーマは「Puzzle」です。
　関わるすべての人がパズルのピースのように集まって、技大祭と
いう一つのものを作り上げたいと考え、技大祭実行委員一同、準
備に励んでおります。
　当日は、本部企画イベント、サークル展示、研究室公開等が行
われる他、各種模擬店が開かれます。なお、一般参加型のイベ
ントやお子様向けのゲームコーナーもあり、多くの方々に楽しんで
いただける内容となっております。
　また、留学生会が主催する第20回国際祭りも同時開催いたします。
　多くの皆様のご来場をお待ちしております。

日 時

場 所

平成30年９月15日（土）～16日（日）
長岡技術科学大学

日 時
主な内容

会 場
アクセス

■
■

■
■

平成30年８月５日（日）　10時～１5時30分
・研究室公開
・OB ／ OGによる就活体験談
・学生による各課程の紹介
・入試・生活・授業なんでも相談
・学生による相談・質問コーナー
・テクノミュージアム、宿舎（男子・女子）、図書館見学 等
長岡技術科学大学
長岡駅より技大前行きバス約30分（定期便）
※当日は、本学と長岡駅間の無料送迎バスあり（要予約）

〒940-2188　新潟県長岡市上富岡町１６０３-１
電話：0258-47-9209 　ＦＡＸ：0258-47-9010
E-mail：skoho@jcom.nagaokaut.ac.jp

問い合わせ先■

オープンキャンパス情報の詳細・申し込みについては
大学ホームページをご覧ください。

http://www.nagaokaut.ac.jp/j/nyuushi/opencampus.html

大学ＨＰ 携帯・スマホ

　今年も、長岡技大や工学分野に興味のある高校生・高専生、保護
者、教員等の方 を々対象に、オープンキャンパスを開催します。
　当日は、約80の研究室を公開します。その他、本学修了生を招い
た「OB／OGによる就活体験談」や本学在学生の「学生による各課
程の紹介」等、様々なプログラムを予定しています。また、個別相談・
質問にも教職員や在学生がお答えしますので、この機会にお気軽に
お尋ねください。
　ぜひ会場で直接見て聞いて、未来社会を切り拓く最先端の「もの
づくり」技術、工学のおもしろさをご体感ください。皆様のお越しをお
待ちしています。

Open Campus 2018

イベント情報

第38回 技大祭 第20回 国際祭り&
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編集発行 長岡技術科学大学広報委員会
◎本誌に対するご意見等は下記までお寄せ下さい。
〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
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VOSの由来 本学のモットーである、Vitality,Originality,Servicesの頭文字をとって、本学初代学長の故川上正光氏により名付けられました。

当地長岡では豪雪だった冬が終わり、平成30年度の新入生を迎え、天候不順が続く中でありますが、活気ある大学生活が始まるとともに
学部生の間では中間試験の時期となりました。今号の特集は「就職」で学生と教職員との座談会を企画しました。就職活動を終えた学生
の体験談、これから就職活動を迎える学生の不安、アドバイスする教員、就職担当事務職員からの活発な意見交換の様子をお伝えできる
ことは司会者及び企画に携わるものとして嬉しいことです。「就職」という岐路に立つ学生の今後の活躍を期待しています。

編 集 後 記


