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HONDA ESTILO株式会社によるサッカー場の再整備

●上部の写真
　角間キャンパス内の桜並木
●下部の写真
　構内通路から見た自然研本館（センター試験１日目に撮影）

※表紙写真の説明は、裏表紙にあります。
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サッカーの本田圭佑選手（現：CFパチューカ、星稜高校出身）
のマネジメント会社であるHONDA ESTILO株式会社と金沢市と
本学との間で締結された「金沢大学及びHONDA ESTILO株式
会社及び金沢市との「金沢大学スポーツ・地域活性化プロジェク
ト」に関する基本合意書」に基づき、整備が進められていたサッ
カー場（3面）が完成し、平成30年4月から供用を開始します。

整備されたサッカー場は、陸上競技場のトラック内の一般用の
1面と既存のサッカー場に一般用と少年用のそれぞれ1面で、天然
芝に近いロングパイルの人工芝、夜間も使用できるように照明設
備も完備されています。

今後、本学の授業、部活動に使用するとともに、金沢のサッカー
文化向上のための場として少年サッカー教室、ユース世代のサッ
カースクールや大会、練習の場として活用される予定です。

金沢には、本田選手のVVVフェンロー在籍時の2009-10シーズ
ンMVPを獲得した活躍を称えるため、オランダのヨハン・クライフ
財団から送られた子供向けの「本田圭佑クライフコート」が平成23
（2011）年に設置されています。　

このサッカー場と併せて、金沢から第2の本田選手が誕生する
ことが期待されています。

多様性尊重のために ～Prayer Roomを設置～
平成29年3月から特定の宗教に限定しない礼拝の場「Prayer 

Room」を設置して、留学生担当教員の監督の下、留学生組織が自
主的に管理・運用しています。

このPrayer Roomは、原則とし
て、利用時間を限定せず、自然科
学棟を利用する金沢大学に在籍す
る学生及び教職員で、「信仰上の
理由により礼拝や黙想の時間を必
要とする者」が利用可能となっています。運営に当たっては、留学
生が原案作成に協力した「利用内規」（日本語と英語を併記）を
制定し、男女各1名の学生が使用責任者として、主体的に運用して
います。

理工学域ではこのほかに平成24年に足洗い場を設置したり、金
沢大学生協では、平成22年11月からハラール食（イスラーム教徒
に配慮した食事）を提供するなど、グローバル化に対応してきまし
た。また、平成20年度から活動している男女共同参画キャリアデ

ザインラボラトリーの活動、女性
優先公募や本学とYKK株式会
社、富山県立大学と連携し、女性
研究者が活躍するためのより良い
環境づくりにも努めています。

（平成30年3月現在）
平成30年度キャンパススケジュール

理工学域関係事項
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色は毎回変更する

整備されたサッカー場

春季休業（～4/8まで）
履修ガイダンス
学類オリエンテーション（～4/5まで）
新入生健康診断（～4/6まで）
2年生教員免許･介護等体験ガイダンス
在学生オリエンテーション（～4/5まで）
入学宣誓式
春季休業終了
第1クォーター開始
定期健康診断（在学生）（～4/27まで）
教育実習事前指導（数学・理科）
教育実習開始（期間2・4週間）
介護等体験事前指導
第１クォーター補講期間（～6/1の6限）
編入学試験（B・C選抜）
開学記念日
第1クォーター授業終了
第2クォーター授業開始
平成30年度(10月期入学)･平成31年度入学願書受付（～6/15まで）
編入学試験（A・B選抜）
平成31年度入学試験(一般選抜B試験）
第2クォーター補講期間（～7/30の6限）
平成31年度入学試験(筆記試験免除通知）合格者発表
理学の広場
第2クォーター終了
夏季休業期間開始（～9/30まで）
キャンパスビジット
サマーカレッジ
夏季一斉休業期間（～8/15まで）
平成30年度(10月期入学)･平成31年度入学試験(一般選抜)（～8/23まで）
平成30年度(10月期入学)･平成31年度入学試験(一般選抜)合格者発表
附属学校教育実習開始（期間4週間）
9月期学位記授与式
オリエンテーション
10月期入学宣誓式
第3クォーター開始
金大祭設営に伴う休講
金大祭（～10/28まで）
金大祭撤収に伴う休講
ふれてサイエンス＆てくてくテクノロジー
第３クォーター補講期間（～11/21の6限）
教員免許状申請手続締切(卒業予定者)
私費外国人留学生、国際バカロレア入試
第３クォーター終了
第４クォーター開始
冬季休業開始（～1/6まで）
教育実習事後指導（数学・理科）
授業再開
大学入試センター試験場設営に伴う休講
大学入試センター試験（～1/20まで）
第４クォーター補講期間（～2/1の6限）
春季休業期間開始（～3/31まで）
TOEIC-IP（1年生）（～2/13まで）
平成31年度入学者選抜試験個別学力検査（前期日程）
平成31年度入学者選抜試験個別学力検査（後期日程）
学位記授与式、伝達式

※青字は、自然科学研究科博士前期課程入試関係事項



ご　挨　拶

金沢大学理工学域友交会会員のご家族の皆様におかれま
しては、平素より理工学域の教育に対し多大なご理解とご尽力
を賜り、衷心より御礼申し上げます。

地球温暖化が叫ばれる昨今ではありますが、本年の冬は記
録的な降雪となりました。1月後半には関東地方で20cmを、2
月上旬には当地金沢で80cmを超える積雪があり、平成で2番
目の大雪となったことはご記憶に新しいことと思います。この大
雪や寒波により、交通が寸断されたための帰宅困難、物流の
停滞や水道管の破裂による断水など社会的なインフラが停止
するなど通常では考えられないご苦労をされた方も多いので
はないかと存じます。ここで被害に遭われた方にお見舞い申し
上げます。

あまりに多い雪は「白い悪魔」ではありますが、本県出身の
中谷宇吉郎は「雪は天から送られた手紙である」との美しい言
葉を残しておりますし、雪がもたらす豊かな水資源は北陸の工
業や文化の源でもあります。中谷の師である寺田寅彦は「天
災は忘れた頃にやってくる」と発言しています。今回の大雪
は、真に大規模な天災ではありませんが、忘れることなく常に
準備を行う必要性を再確認させてくれたものではないかと感
じています。

さて、小誌でもご紹介しているように平成30年4月から理工
学類は6学類（数物科学類、物質化学類、機械工学類、電子
情報学類、環境デザイン学類、自然システム学類）から7学類
（数物科学類、物質化学類、機械工学類、フロンティア工学
類、電子情報通信学類、地球社会基盤学類、生命理工学類）
へ改組し、新たな学類教育のスタートを切ります。また、理工
研究域のバイオAFM先端研究センターは、本学の持つ研究リ
ソースを結集して、生命現象の仕組みを原子・分子レベル（す
なわちナノレベル）で解明するための全学的組織「ナノ生命科
学研究所」として平成29年10月に発展的に改組されました。加
えて、新学類の第1期卒業生の輩出に合わせた大学院自然科
学研究科の改組、新たな教育研究組織の再編も視野に入れ、
鋭意、検討を進めているところです。

学び、研究することには終着がなく、ゆっくりでも歩み続ける
ことが大切です。本学は、国立大学の機能強化の方向として
「卓越した成果を創出している海外大学と伍して、全学的に
世界で卓越した教育研究、社会実装を推進する」道を選びま
した。本学の教育研究の一翼を担う理工研究域・学域及び大
学院自然科学研究科は、明確なビジョンを掲げ、常に将来に
備え、前進し続けます。

そのためには、教職員、学生が一丸となることはもとより、重
要なステークホルダーの保護者の皆様のご協力が必要です。
引き続き本学、本会に対するご指導、ご協力をお願い申し上げ
ます。

理工学域友交会会長

理工学域長  青木 健一

News & Topics 金沢大学理工学域のニュース ＆ トピックスは、webでご覧いただけます。
金沢大学>学域・学類・大学院等>理工学域  https://www.se.kanazawa-u.ac.jp/news/index.htmlニュース ＆ トピックス
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8月
4/7●平成29年度入学宣誓式を挙行

理工学域611名、自然科学研究科博士前期課程411名、
後期課程37名の新入生を迎えました。

  

5/24 異分野『超』体験プログラム スタート
このプログラムは、イノベーションの源泉となる新たな

「気付き」に触れることを目的として、7月下旬までの2カ月
間実施されました。

本プログラムの参加学生は、異分野融合をテーマにした
セミナーの受講やグループワークを行うほか、学生自身の
専門分野とは異なるラボ（研究室）を訪問し、研究内容を見
学・体験しました。

本学では、このプログラムと同じ趣旨に基づき、北陸先
端科学技術大学院大学との共同大学院「新学術創成研究
科」を平成30年4月に開設します。今後、新しい研究科や関
係機関と連携しながら、異分野融合をテーマにしたセミ
ナーやワークショップなどを継続的に実施していきます。

6/10●平成29年度 新入生の保護者懇談会を
開催

この説明会は、学類1年生の保護者を対象として、本学
や各学類の教育、進路状況等について説明し、有意義な大
学生活となることを図るとともに保護者との連携、信頼関
係を構築するために初めて開催されたものです。

全体説明では、まず、山崎学長からあいさつがあり、次
に、柴田理事(教育・法科大学院強化担当)から学生生活や
メンタルケア等についての説明があった後、学類別の見学
会・説明会が実施されました。

6/21●「留学生就職促進プログラム」に採択
本学が信州大学等と共同で申請した「『かがやき・つな

ぐ』北陸・信州留学生就職促進プログラム」が文部科学省に
選定されました。

本プログラムでは、なかなか地域に根付いていない外国
人留学生とグローバル人材を求めている北陸・信州地域の
企業とのマッチングを図るための外国人留学生向け教育
を行うとともに、石川県・長野県・福井県をはじめとする地
方自治体や北陸経済連合会、長野県経営者協会などの経
済団体、北陸銀行・八十二銀行などの地元銀行のご協力の
下、留学生と地元企業との結び付きを深めていくことを目
的としています。

6/16●本田圭佑選手による特別講演会開催
平成26年度に採択された「スーパーグローバル大学創

成支援事業」の取組みの一つとして、海外体験や異文化体
験の豊富な著名人を招き、実施している特別講演会におい
て本田圭佑選手が講演を行いました。

最初にHONDA ESTILO株式会社執行役員の鈴木良介
氏から「金沢大学スポーツ・地域活性化プロジェクト」につ
いて説明があり、その後、本田選手が講演。失敗を恐れず
行動することの大切さや自分自身との向き合い方などを
語るとともに、「大きな目標に向かって、日本で成功するこ
とだけに捉われず、世界にも目を向けて挑戦してほしい」と
の学生に対する激励がありました。

この「スーパーグローバル大学創成支援事業」では、以
下の講演も行われ、国際化に目を向ける「きっかけ」を作る
ようにしています。
4/28 明石 康氏（国際文化理事長、元国連事務次長）
 「他流試合のすすめ」
6/23 沢松 奈生子氏（元プロテニス選手）
 「世界に羽ばたこう ～テニスツアー10年の経験から～」
12/20 石田 寛人氏（公立小松大学理事長、元チェコ共和国特命全権大使）
 「力強い発信を!」

7/6、7●平成29年度前期（夏）全学海外渡航学生
向け危機管理オリエンテーションを実施

このオリエンテーションは、夏季休暇にむけて海外渡航
を予定している学生全員に対し、渡航時の学内手続きの徹
底と海外でのリスク管理意識の向上を目的として、開催す
るものです。 海外留学・渡航に関する説明会、講演会は適
宜開催されており、後期の危機管理オリエンテーションは
12月15、16日に開催されました。

7/8●ステークホルダー協議会開催
この協議会は、本学へ多大

な支援・協力をいただいてい
るステークホルダーに対し
て、本学の教育、研究、運営等
の近況を報告するとともに意
見や要望をいただくため、平
成27年度から開催している
もので、今回で3回目の開催となります。

保護者、地域の代表者などの様々な立場の方から、本
学に対する要望、激励などの多くのご意見をいただきま
した。

7/9●GSC第3回公開ステージを開催
金沢大学グローバルサイエ

ンスキャンパス（GSC）「世界
でかがやく科学技術イノベー
ション人材の育成」第3回公開
ステージを開催しました。

この金沢大学GSCは、高校
生らを対象に将来グローバル
に活躍しうる科学者・技術者の育成を目指すもので、平成
28年度から実施しています。今回は石川県や近隣県から
高校生約20人が参加しました。なお、7/29に第4回、8/8
に第5回の公開ステージが開催されています。

8/4●「理学の広場～夏休み高校生のための
理学体験セミナー～」を開催

今回で12回目となる石川
県教育委員会との共催の「理
学の広場」は数学、物理、情
報・計算科学、化学、生物、地
学の6種類のセミナーに分か
れ、高校生等96名が参加しま
した。参加者は、実習・実験などを通して、最先端のサイエ
ンス（理学）を体験しました。

8/7●キャンパスビジット2017を開催
「キャンパスビジット」は、今まで行ってきたオープンキャ

ンパスをリニューアルし、対象を高校2年生以上として平成
29年度に初めて開催されたものです。

理工学域では、平成30年4月に設置される新たな7学類
（数物科学類、物質化学類、機械工学類、フロンティア工学
類、電子情報通信学類、地球社会基盤学類、生命理工学類）
の紹介が行われるとともに、保護者・高校教諭を対象とした

「在学生によるキャンパスツアー」や「説明会」、海外留学
コーナー等も行われました。

8/9●「小中学生のためのものづくり教室」を開催
19回目となる「ものづくり教室」には、小中学生48名が

参加し、学生スタッフ等の補
助の下、金属切削の機械を使
用して「ミニハンマー」を、半
田付けなどを行いながら「動
くLEDらくがき帳」を作り上げ
ました。

8/21●サマーカレッジ2017を開催
「サマーカレッジ」は、高校に

入学して間もない1年生を対象
として、文理選択や進路選択・
将来設計などに生かしてもらう
ことを目的として、今年度初め
て開催されたものです。

本学の概要説明後、在学生との懇談会が行われ、金沢大
学を志望した理由や入学して良かったことなど、参加者か

らのさまざまな質問に答えまし
た。その後、10～20名ごとの
グループに分かれ、在学生が
キャンパスを案内しました。

全体説明 施設見学（電子情報学類）

ラボツアーの様子

❸

❷❶

①機械工学類・フロンティア工学類・
電子情報通信学類の説明会
②顕微鏡で見る生物（生命理工学類）
③ラボツアー（地球社会基盤学類）
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金沢大学理工学域友交会会員のご家族の皆様におかれま
しては、平素より理工学域の教育に対し多大なご理解とご尽力
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地球温暖化が叫ばれる昨今ではありますが、本年の冬は記
録的な降雪となりました。1月後半には関東地方で20cmを、2
月上旬には当地金沢で80cmを超える積雪があり、平成で2番
目の大雪となったことはご記憶に新しいことと思います。この大
雪や寒波により、交通が寸断されたための帰宅困難、物流の
停滞や水道管の破裂による断水など社会的なインフラが停止
するなど通常では考えられないご苦労をされた方も多いので
はないかと存じます。ここで被害に遭われた方にお見舞い申し
上げます。

あまりに多い雪は「白い悪魔」ではありますが、本県出身の
中谷宇吉郎は「雪は天から送られた手紙である」との美しい言
葉を残しておりますし、雪がもたらす豊かな水資源は北陸の工
業や文化の源でもあります。中谷の師である寺田寅彦は「天
災は忘れた頃にやってくる」と発言しています。今回の大雪
は、真に大規模な天災ではありませんが、忘れることなく常に
準備を行う必要性を再確認させてくれたものではないかと感
じています。

さて、小誌でもご紹介しているように平成30年4月から理工
学類は6学類（数物科学類、物質化学類、機械工学類、電子
情報学類、環境デザイン学類、自然システム学類）から7学類
（数物科学類、物質化学類、機械工学類、フロンティア工学
類、電子情報通信学類、地球社会基盤学類、生命理工学類）
へ改組し、新たな学類教育のスタートを切ります。また、理工
研究域のバイオAFM先端研究センターは、本学の持つ研究リ
ソースを結集して、生命現象の仕組みを原子・分子レベル（す
なわちナノレベル）で解明するための全学的組織「ナノ生命科
学研究所」として平成29年10月に発展的に改組されました。加
えて、新学類の第1期卒業生の輩出に合わせた大学院自然科
学研究科の改組、新たな教育研究組織の再編も視野に入れ、
鋭意、検討を進めているところです。

学び、研究することには終着がなく、ゆっくりでも歩み続ける
ことが大切です。本学は、国立大学の機能強化の方向として
「卓越した成果を創出している海外大学と伍して、全学的に
世界で卓越した教育研究、社会実装を推進する」道を選びま
した。本学の教育研究の一翼を担う理工研究域・学域及び大
学院自然科学研究科は、明確なビジョンを掲げ、常に将来に
備え、前進し続けます。

そのためには、教職員、学生が一丸となることはもとより、重
要なステークホルダーの保護者の皆様のご協力が必要です。
引き続き本学、本会に対するご指導、ご協力をお願い申し上げ
ます。

理工学域友交会会長

理工学域長  青木 健一

News & Topics 金沢大学理工学域のニュース ＆ トピックスは、webでご覧いただけます。
金沢大学>学域・学類・大学院等>理工学域  https://www.se.kanazawa-u.ac.jp/news/index.htmlニュース ＆ トピックス
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4/7●平成29年度入学宣誓式を挙行

理工学域611名、自然科学研究科博士前期課程411名、
後期課程37名の新入生を迎えました。

  

5/24 異分野『超』体験プログラム スタート
このプログラムは、イノベーションの源泉となる新たな

「気付き」に触れることを目的として、7月下旬までの2カ月
間実施されました。

本プログラムの参加学生は、異分野融合をテーマにした
セミナーの受講やグループワークを行うほか、学生自身の
専門分野とは異なるラボ（研究室）を訪問し、研究内容を見
学・体験しました。

本学では、このプログラムと同じ趣旨に基づき、北陸先
端科学技術大学院大学との共同大学院「新学術創成研究
科」を平成30年4月に開設します。今後、新しい研究科や関
係機関と連携しながら、異分野融合をテーマにしたセミ
ナーやワークショップなどを継続的に実施していきます。

6/10●平成29年度 新入生の保護者懇談会を
開催

この説明会は、学類1年生の保護者を対象として、本学
や各学類の教育、進路状況等について説明し、有意義な大
学生活となることを図るとともに保護者との連携、信頼関
係を構築するために初めて開催されたものです。

全体説明では、まず、山崎学長からあいさつがあり、次
に、柴田理事(教育・法科大学院強化担当)から学生生活や
メンタルケア等についての説明があった後、学類別の見学
会・説明会が実施されました。

6/21●「留学生就職促進プログラム」に採択
本学が信州大学等と共同で申請した「『かがやき・つな

ぐ』北陸・信州留学生就職促進プログラム」が文部科学省に
選定されました。

本プログラムでは、なかなか地域に根付いていない外国
人留学生とグローバル人材を求めている北陸・信州地域の
企業とのマッチングを図るための外国人留学生向け教育
を行うとともに、石川県・長野県・福井県をはじめとする地
方自治体や北陸経済連合会、長野県経営者協会などの経
済団体、北陸銀行・八十二銀行などの地元銀行のご協力の
下、留学生と地元企業との結び付きを深めていくことを目
的としています。

6/16●本田圭佑選手による特別講演会開催
平成26年度に採択された「スーパーグローバル大学創

成支援事業」の取組みの一つとして、海外体験や異文化体
験の豊富な著名人を招き、実施している特別講演会におい
て本田圭佑選手が講演を行いました。

最初にHONDA ESTILO株式会社執行役員の鈴木良介
氏から「金沢大学スポーツ・地域活性化プロジェクト」につ
いて説明があり、その後、本田選手が講演。失敗を恐れず
行動することの大切さや自分自身との向き合い方などを
語るとともに、「大きな目標に向かって、日本で成功するこ
とだけに捉われず、世界にも目を向けて挑戦してほしい」と
の学生に対する激励がありました。

この「スーパーグローバル大学創成支援事業」では、以
下の講演も行われ、国際化に目を向ける「きっかけ」を作る
ようにしています。
4/28 明石 康氏（国際文化理事長、元国連事務次長）
 「他流試合のすすめ」
6/23 沢松 奈生子氏（元プロテニス選手）
 「世界に羽ばたこう ～テニスツアー10年の経験から～」
12/20 石田 寛人氏（公立小松大学理事長、元チェコ共和国特命全権大使）
 「力強い発信を!」

7/6、7●平成29年度前期（夏）全学海外渡航学生
向け危機管理オリエンテーションを実施

このオリエンテーションは、夏季休暇にむけて海外渡航
を予定している学生全員に対し、渡航時の学内手続きの徹
底と海外でのリスク管理意識の向上を目的として、開催す
るものです。 海外留学・渡航に関する説明会、講演会は適
宜開催されており、後期の危機管理オリエンテーションは
12月15、16日に開催されました。

7/8●ステークホルダー協議会開催
この協議会は、本学へ多大

な支援・協力をいただいてい
るステークホルダーに対し
て、本学の教育、研究、運営等
の近況を報告するとともに意
見や要望をいただくため、平
成27年度から開催している
もので、今回で3回目の開催となります。

保護者、地域の代表者などの様々な立場の方から、本
学に対する要望、激励などの多くのご意見をいただきま
した。

7/9●GSC第3回公開ステージを開催
金沢大学グローバルサイエ

ンスキャンパス（GSC）「世界
でかがやく科学技術イノベー
ション人材の育成」第3回公開
ステージを開催しました。

この金沢大学GSCは、高校
生らを対象に将来グローバル
に活躍しうる科学者・技術者の育成を目指すもので、平成
28年度から実施しています。今回は石川県や近隣県から
高校生約20人が参加しました。なお、7/29に第4回、8/8
に第5回の公開ステージが開催されています。

8/4●「理学の広場～夏休み高校生のための
理学体験セミナー～」を開催

今回で12回目となる石川
県教育委員会との共催の「理
学の広場」は数学、物理、情
報・計算科学、化学、生物、地
学の6種類のセミナーに分か
れ、高校生等96名が参加しま
した。参加者は、実習・実験などを通して、最先端のサイエ
ンス（理学）を体験しました。

8/7●キャンパスビジット2017を開催
「キャンパスビジット」は、今まで行ってきたオープンキャ

ンパスをリニューアルし、対象を高校2年生以上として平成
29年度に初めて開催されたものです。

理工学域では、平成30年4月に設置される新たな7学類
（数物科学類、物質化学類、機械工学類、フロンティア工学
類、電子情報通信学類、地球社会基盤学類、生命理工学類）
の紹介が行われるとともに、保護者・高校教諭を対象とした

「在学生によるキャンパスツアー」や「説明会」、海外留学
コーナー等も行われました。

8/9●「小中学生のためのものづくり教室」を開催
19回目となる「ものづくり教室」には、小中学生48名が

参加し、学生スタッフ等の補
助の下、金属切削の機械を使
用して「ミニハンマー」を、半
田付けなどを行いながら「動
くLEDらくがき帳」を作り上げ
ました。

8/21●サマーカレッジ2017を開催
「サマーカレッジ」は、高校に

入学して間もない1年生を対象
として、文理選択や進路選択・
将来設計などに生かしてもらう
ことを目的として、今年度初め
て開催されたものです。

本学の概要説明後、在学生との懇談会が行われ、金沢大
学を志望した理由や入学して良かったことなど、参加者か

らのさまざまな質問に答えまし
た。その後、10～20名ごとの
グループに分かれ、在学生が
キャンパスを案内しました。

全体説明 施設見学（電子情報学類）

ラボツアーの様子

❸

❷❶

①機械工学類・フロンティア工学類・
電子情報通信学類の説明会
②顕微鏡で見る生物（生命理工学類）
③ラボツアー（地球社会基盤学類）
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9/26●平成29年9月期学位記授与式を挙行
理工学域8名、自然科学研

究科博士前期課程33名、後
期課程21名に学位記が授与
されました。

10/1●平成29年10月期入学宣誓式を挙行
自然科学研究科博士前期

課程37名、後期課程40名の
新入生を迎えました。10月
期入学宣誓式は留学生が多
いことから、昨年に引き続き、
進行はすべて英語で行われ
ました。

10/18●大規模地震に備えて防災訓練を実施
大規模地震における避難の経路確認や防災意識の向上

を目的とした避難訓練が行われ、角間キャンパスで学生・教
職員約4、800名が参加しました。 併せて、金沢市中央消防
署と連携し、自然科学3号館高層階における火災を想定し、
ポンプ車による放水訓練やはしご車による救助訓練を行う
とともに消火器を使った操法講習が行われました。

10/28・29●第53回金大祭、ホームカミング
デイを開催

今回のテーマは「Across 
the border」当日は学生の自
主企画による講演会、ライブ、
喫茶、映画上映会などが行わ
れ、多くの来場者でにぎわい
ました。

28日には第11回のホームカ
ミングデイも開催され、約200
名の卒業生等が参加しました。

また、「第6回留学生ホーム
カミングデイシンポジウム」
も併せて開催され、学内外か
ら留学生同窓生、留学生ら約80名が思い出のキャンパス
を再訪しました。

10/28●理工学域オープンキャンパス
ふれてサイエンス&てくてくテクノ
ロジーを開催

大人から子供まで約1100名が参加し、楽しくてためにな
る企画でサイエンスとテクノロジーの世界を実感しました。
教職員だけでなく、学生スタッフも大活躍してくれました。

11/7●ジャン=ピエール・ソヴァージュ先生
による特別講演会

2016年ノーベル化学賞を
受賞したジャン=ピエール・ソ
ヴァージュ先生（本学のリサー
チプロフェッサー（招へい型））
による特別講演会が、昨年に
引き続き開催されました。

ソヴァージュ先生は「Chemically、electrochemically 
and photochemically driven molecular machines」
と題し、2016年ノーベル化学賞受賞の対象となった分子
機械について講演されました。

11/22●北陸の優良企業研究会を開催
「第9回 北陸から世界へ!実

はすごいぞ ! 北陸の優良企業
研究会」を開催が開催され、
北陸三県から45社の企業が
集まる中、500名を超える参
加学生は、企業人事担当者や
OB・OGの説明に熱心に耳を傾けました。

また、3月1~6日にかけて、企業370社が参加する「業
界・企業研究会」も開催されました。

11/29●企業マッチング交流会を開催
自然科学研究科が主催す

る「企業マッチング交流会」が
開催されました。これは、学
生がポスター展示で自らの
研究内容を説明した後、企業
ブースを訪問し、担当者との
会話を通じて、自分にあった就職先を探すものです。

また、併せて、「留学生就職促進プログラム」のキックオ
フシンポジウムも開催されました。

2/21・22●ナノ生命科学研究所第1回国際シ
ンポジウム開催

ナノ生命科学研究所（NanoLSI）
の設置を記念した「ナノ生命科学研
究所第1回国際シンポジウム」が開
催され、国内外の研究者を含む約
120名が参加しました。

福間センター長から、設立経緯や
今後の構想について講演があった後、4研究分野（ナノ計
測学、生命科学、超分子化学、数理計算科学）の主任研究者
による研究発表、各分野における世界トップレベルの招待
講演者による講演などが行われました。

3/3●留学生ホームカミ
ングデイ開催

理工学域・自然科学研究科 
第8回留学生ホームカミングデ
イが開催され、全国各地の外資
系企業や日本企業で活躍する留学生OB/OG14名が、後
輩のキャリア支援のために集まってくれました。

まず、修了生にから就職活動の経験や今就職活動をして
いる留学生へのアドバイス、職場の様子や仕事の内容につ
いて講演があり、その後、個別相談が行われました。

3/22●平成29年度学位記・修了証書授与式
を挙行

いしかわ総合スポーツセンターで平成29年度学位記・修
了証書授与式が挙行されました。

将来の自分＝
物理学者＋中国語の達人

あなたの 夢・目標 を教えてください！ Dreams・Goals

私は物理学者となって、コンピュータ・シミュ
レーションを用いて自然現象を研究・解明したい
と思っています。現在、取り組んでいるプログラミ
ングは、一文字でも間違えると動かないので、窮
屈に思うこともありますが、プログラムがうまく動
くと、とても気分がいいです。
また、私は国際的に活躍したいです。そのた
め、私は、今、通常の英語の他に中国語も勉強し
ています。中国はすでに世界第二の経済大国で
す。私もその勢いを追い抜くくらいの気持ちで頑
張ります。

数物科学類・1年●北條 壮紀さん

人間性豊かな教師になりたい

私は中学生のとき、様々な人との関わりの中で
子供たちが成長していく過程を見守り、サポート
することができる教師に憧れ、教師になるという
夢を抱きました。その夢は大学生になった現在も
変わらず、大学では専門的知識を身に付けるとと
もに子供を教育するのに必要な人間性を磨いてい
きたいと思っています。　　
そのため、大学生活の中でたくさんの本に触
れ、多くの人たちと接し、様々な経験を積みたい
と思っています。

物質化学類・２年●伊藤 晟さん

自動車に関わり続けたい！

私は将来、自動車業界で活躍したいと思ってい
ます。そのプロセスとして、現在、大学で学生
フォーミュラという活動のチームリーダーを務め
ています。この活動は、学生が1年間を通して1台
のフォーミュラカーを企画・設計・製作し、その総
合力を競い合うといったものです。
この活動はとても大変ですが、実際の自動車
作りのプロセスを経験できるため、私の将来の夢
に最も近いものであると信じています。今後もこ
の活動を続けるとともに、平成30年9月開催の
第16回全日本学生フォーミュラ大会での上位入
賞を目指します。

機械工学類・２年●都筑 渉さん

今まで支えて下さった
方々に恩返しを
私はこれと言ってやりたいことがあって電子情
報学類に入ったわけではありません。単に就職率
等を考慮して選択をしました。大学に進学したく
ても経済的な理由などから働いている方もいるこ
とを考えると自分は随分と恵まれた環境に置かれ
ていると感じます。
そのため、このような恵まれた環境に身を置か

せてくれている家族や今まで支えて下さった方々へ
感謝し、将来的に何らかの形で恩返しができたら
と考えています。大学まで進学させてもらっている
ので、研究などを通して多くの人の役に立つような
技術開発により恩返しをしていきたいと思います。

電子情報学類・２年●古川 颯大さん

地元長岡のために

私の目標は、大好きな地元のために働くこと
です。
理系の視点で地元に直接的に貢献できること
は何かと考えたときに真っ先に浮かんだのが、街
創りでした。“興味のあること”だからではなく、将
来の目標に繋がるという理由で土木工学という分
野を選択しました。時には「なぜこれを学んでい
るのか」と思うことがありますが、私のやりたいこ
とは、大学のその先にあります。　
目先のことに没頭しすぎず、自分が何をしたく
てここにいるのかを忘れず、これから先も目標に
向けて頑張り続けたいです。

環境デザイン学類・２年●堀越 光さん

心の中で思ったら行動に

高校までは大学で地球科学を学ぶことを目標
に努力をしてきました。大学に入学し、今までの
ゴールが新たなスタートになったことで、高校生
の時には見えなかった道がいくつも見えてきま
した。　
今は、自分が本当にやりたいことを探すため
に、僅かな時間も無駄にせず、やろうと思ったこと
はすぐ行動に移すことで、まずは自分の世界を広
げたいと思っています。一年後にはその目標を見
つけ、その実現に向かって、更なる努力をしていき
たいです。

自然システム学類・２年●鶴田 暁子さん

応援します！
11月

2月

3月

9月

10月

飛行のひみつ（フロンティア工学類） スライムを作ろう（物質化学類）

企業ブースでの説明を聞く学生

企業マッチング交流会におけるポスター発表
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9/26●平成29年9月期学位記授与式を挙行
理工学域8名、自然科学研

究科博士前期課程33名、後
期課程21名に学位記が授与
されました。

10/1●平成29年10月期入学宣誓式を挙行
自然科学研究科博士前期

課程37名、後期課程40名の
新入生を迎えました。10月
期入学宣誓式は留学生が多
いことから、昨年に引き続き、
進行はすべて英語で行われ
ました。

10/18●大規模地震に備えて防災訓練を実施
大規模地震における避難の経路確認や防災意識の向上

を目的とした避難訓練が行われ、角間キャンパスで学生・教
職員約4、800名が参加しました。 併せて、金沢市中央消防
署と連携し、自然科学3号館高層階における火災を想定し、
ポンプ車による放水訓練やはしご車による救助訓練を行う
とともに消火器を使った操法講習が行われました。

10/28・29●第53回金大祭、ホームカミング
デイを開催

今回のテーマは「Across 
the border」当日は学生の自
主企画による講演会、ライブ、
喫茶、映画上映会などが行わ
れ、多くの来場者でにぎわい
ました。

28日には第11回のホームカ
ミングデイも開催され、約200
名の卒業生等が参加しました。

また、「第6回留学生ホーム
カミングデイシンポジウム」
も併せて開催され、学内外か
ら留学生同窓生、留学生ら約80名が思い出のキャンパス
を再訪しました。

10/28●理工学域オープンキャンパス
ふれてサイエンス&てくてくテクノ
ロジーを開催

大人から子供まで約1100名が参加し、楽しくてためにな
る企画でサイエンスとテクノロジーの世界を実感しました。
教職員だけでなく、学生スタッフも大活躍してくれました。

11/7●ジャン=ピエール・ソヴァージュ先生
による特別講演会

2016年ノーベル化学賞を
受賞したジャン=ピエール・ソ
ヴァージュ先生（本学のリサー
チプロフェッサー（招へい型））
による特別講演会が、昨年に
引き続き開催されました。

ソヴァージュ先生は「Chemically、electrochemically 
and photochemically driven molecular machines」
と題し、2016年ノーベル化学賞受賞の対象となった分子
機械について講演されました。

11/22●北陸の優良企業研究会を開催
「第9回 北陸から世界へ!実

はすごいぞ ! 北陸の優良企業
研究会」を開催が開催され、
北陸三県から45社の企業が
集まる中、500名を超える参
加学生は、企業人事担当者や
OB・OGの説明に熱心に耳を傾けました。

また、3月1~6日にかけて、企業370社が参加する「業
界・企業研究会」も開催されました。

11/29●企業マッチング交流会を開催
自然科学研究科が主催す

る「企業マッチング交流会」が
開催されました。これは、学
生がポスター展示で自らの
研究内容を説明した後、企業
ブースを訪問し、担当者との
会話を通じて、自分にあった就職先を探すものです。

また、併せて、「留学生就職促進プログラム」のキックオ
フシンポジウムも開催されました。

2/21・22●ナノ生命科学研究所第1回国際シ
ンポジウム開催

ナノ生命科学研究所（NanoLSI）
の設置を記念した「ナノ生命科学研
究所第1回国際シンポジウム」が開
催され、国内外の研究者を含む約
120名が参加しました。

福間センター長から、設立経緯や
今後の構想について講演があった後、4研究分野（ナノ計
測学、生命科学、超分子化学、数理計算科学）の主任研究者
による研究発表、各分野における世界トップレベルの招待
講演者による講演などが行われました。

3/3●留学生ホームカミ
ングデイ開催

理工学域・自然科学研究科 
第8回留学生ホームカミングデ
イが開催され、全国各地の外資
系企業や日本企業で活躍する留学生OB/OG14名が、後
輩のキャリア支援のために集まってくれました。

まず、修了生にから就職活動の経験や今就職活動をして
いる留学生へのアドバイス、職場の様子や仕事の内容につ
いて講演があり、その後、個別相談が行われました。

3/22●平成29年度学位記・修了証書授与式
を挙行

いしかわ総合スポーツセンターで平成29年度学位記・修
了証書授与式が挙行されました。

将来の自分＝
物理学者＋中国語の達人

あなたの 夢・目標 を教えてください！ Dreams・Goals

私は物理学者となって、コンピュータ・シミュ
レーションを用いて自然現象を研究・解明したい
と思っています。現在、取り組んでいるプログラミ
ングは、一文字でも間違えると動かないので、窮
屈に思うこともありますが、プログラムがうまく動
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と思っています。
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ています。この活動は、学生が1年間を通して1台
のフォーミュラカーを企画・設計・製作し、その総
合力を競い合うといったものです。
この活動はとても大変ですが、実際の自動車
作りのプロセスを経験できるため、私の将来の夢
に最も近いものであると信じています。今後もこ
の活動を続けるとともに、平成30年9月開催の
第16回全日本学生フォーミュラ大会での上位入
賞を目指します。

機械工学類・２年●都筑 渉さん

今まで支えて下さった
方々に恩返しを
私はこれと言ってやりたいことがあって電子情
報学類に入ったわけではありません。単に就職率
等を考慮して選択をしました。大学に進学したく
ても経済的な理由などから働いている方もいるこ
とを考えると自分は随分と恵まれた環境に置かれ
ていると感じます。
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せてくれている家族や今まで支えて下さった方々へ
感謝し、将来的に何らかの形で恩返しができたら
と考えています。大学まで進学させてもらっている
ので、研究などを通して多くの人の役に立つような
技術開発により恩返しをしていきたいと思います。

電子情報学類・２年●古川 颯大さん

地元長岡のために

私の目標は、大好きな地元のために働くこと
です。
理系の視点で地元に直接的に貢献できること
は何かと考えたときに真っ先に浮かんだのが、街
創りでした。“興味のあること”だからではなく、将
来の目標に繋がるという理由で土木工学という分
野を選択しました。時には「なぜこれを学んでい
るのか」と思うことがありますが、私のやりたいこ
とは、大学のその先にあります。　
目先のことに没頭しすぎず、自分が何をしたく
てここにいるのかを忘れず、これから先も目標に
向けて頑張り続けたいです。

環境デザイン学類・２年●堀越 光さん

心の中で思ったら行動に

高校までは大学で地球科学を学ぶことを目標
に努力をしてきました。大学に入学し、今までの
ゴールが新たなスタートになったことで、高校生
の時には見えなかった道がいくつも見えてきま
した。　
今は、自分が本当にやりたいことを探すため
に、僅かな時間も無駄にせず、やろうと思ったこと
はすぐ行動に移すことで、まずは自分の世界を広
げたいと思っています。一年後にはその目標を見
つけ、その実現に向かって、更なる努力をしていき
たいです。

自然システム学類・２年●鶴田 暁子さん

応援します！
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9月

10月

飛行のひみつ（フロンティア工学類） スライムを作ろう（物質化学類）
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私は離散力学系研究室に所属し、「ロジス
ティック写像を用いたカオス乱数の拡張」とい
うテーマで研究に取り組んでいます。カオス理
論と乱数の性質との親和性に注目して、質の良
い乱数の生成を目指すという内容です。

この研究室では、基本的にみんなで集まって
研究に取り組むということはありません。自ら
が研究テーマに沿って、何をすれば良いかにつ
いて模索していきます。なかなか大変ですが、
その分、自分のペースで研究を進めることがで
き、自分の力で問題を解決する力を養うことが

できたと感じています。
研究活動以外の面では、OB・OGの方との

交流の場もあり、様々な進路に進んだ諸先輩
のお話を聞くことができて、非常に有意義な
時間を過ごすことができました。

私が所属する人間適応制御研究室では、生
体の計測手法・センシング手法・モデリング手
法を開発し、これらの手法を駆使して心臓･血
管系、身体運動器系などの機能について調べ
ています。生体固有の高度な適応制御機能であ
る自律調節機構や身体運動制御機能等のメカ
ニズムについて理解することを目指しており、
研究から得られた知見を基礎･臨床医学分野や
福祉リハビリテーション工学、健康増進分野に
応用するべく研究を進めています。

難しい課題も多く、良い結果ばかりではあり

ませんが、目標の達成に向け、日々研究に努め
ています。研究外では飲み会の他にクリスマス
には先生の家でクリスマス会が開かれるなど行
事も多く、学年問わず仲の良いアットホームな
研究室です。

私が所属している小原研究室では、それぞれ
興味がある分野を勉強し、ゼミで発表を行って
います。

1つの本を読む輪講に比べると一人一人の責
任が大きく、他の人の発表を理解するのに苦心
することもありますが、幅広く数学について学
べていると感じています。

ゼミでは、自分だけでなく他の人にも理解し
てもらうために時間をかけて準備しています。
ゼミを通じて考察を深めることで理解の不十
分なところが分かったり、違った視点から考え

ることができるのに魅力を感じています。
最初の頃は、勉強内容の必要性があまり理

解できず苦しんだこともありましたが、時間を
かけて勉強したり、ゼミでアドバイスをもらった
りして解決できたのがうれしかったです。今後
もゼミでの経験を活かして勉学に励もうと思い
ます。

私が所属している瀧研究室では、データ解析
と装置開発のノウハウをコアとして、紫外線硬
化樹脂の硬化過程と二軸押出機の流動解析を
研究しています。私は硬化用光源である高圧水
銀ランプの代わりにLEDを用いることで紫外線
硬化樹脂の硬化状態に及ぼす影響を研究して
います。本研究室では多くの民間企業と共同研
究をしているため、就職してからも役に立つ実
践的なスキルを身につけることができます。

ゼミでは二週間に一度、研究の進捗状況を
報告します。その際、先生や研究室のメンバー

から適切なアドバイスをいただいたり、今後の
予定を相談したりできるので研究にとても役
立っています。大学院
進学後も結果が出る
ように研究にいそしみ
たいと思います。 

私が所属する水工学研究室では、河川流や海岸波浪
などに関する様々な研究を行っており、私が取り組んで
いるテーマは、振動発電を発展させた波浪エネルギー
開発です。

私の研究は電子情報学類、機械工学類の方々で構成
されているCRESTというグループと共同研究を行ってい
ます。このグループでは月に一度、ゼミが行われ、いろい
ろな研究を行っている教授からご指摘をいただいたり、
自分では思いつかないような切り口から研究についてア
イディアを出てくるので、非常に勉強になります。

また、研究室では、毎週、ゼミを行い、友人や先輩、先
生から自分の研究について貴重な意見をいただくこと
ができるので、研究を進めるに当たって非常に刺激を受

けています。
自分が研究していて思うのは、自分で考えることは第

一なのですが、研究に取り
組むに当たって、周りの人
の様々な研究内容を聞く
ことや意見交換は重要で
あると感じています。これ
からも、そのような機会を
大事にして、自分の研究の
発展に努めたいと思って
います。

金沢大学では、学域・学類という広い枠の中で基礎を学び、そこから自分にふさわしいテーマを見つけ、
専門分野に進んでいきます。学類学生は、４年生から研究室に配属されます。
各研究室の様子を、学生に紹介してもらいました。

ゼミでの発表

研究室紹介 LABORATORIES

やりたいことに挑戦できる研究室

数物科学類・4年●
野尻 寛人さん

燃料電池のコスト低減に取り組んでいます
私の所属する機能材料化学研究室では、燃

料電池に使われている白金電極の代替材料に
関する研究を行っています。私のテーマは「熱
処理Ba2+架橋鉄ポルフィリンによる過酸化水
素の還元反応機構の検討」です。自分で磨いた
電極にBa2+架橋鉄ポルフィリンを塗布し、熱
処理を施すことで過酸化水素の還元がどのよ
うな挙動を示すかということについて日々実験
しています。

研究室は非常に過ごしやすい雰囲気で、先
生・先輩・友人と楽しく会話することができま

す。研究室に配属された当初は馴染めるか不安
でしたが、楽しく話したり、時には真面目に実
験について話し合ったりしているうちにすぐに
馴染むことができました。来年からもこの雰囲
気を大事にしていきた
いと思っています。

最後に、大学院進学
が決まっているので、
この研究室でしっかり
と研究を行い、成果を
残せるように精進して
いきたいと思います。物質化学類・4年●

黒川 侑摩さん

研究室風景

アットホームな研究室です

機械工学類・4年●
中村 圭佑さん

一人でじっくり
考え中

自ら考え、問題解決に取り組む

電子情報学類・4年●
中村 優希さん

造波装置を用いて実際に
発電実験をしている様子

幅広い分野の研究に触れることでき、テーマに対して多様な考え方を持つことができます

環境デザイン学類・4年●
岩倉 浩土さん

ゼミ生同士で
ディスカッション

研究スキルだけでなく、就職後のスキルも身に付きます

自然システム学類・4年●
澤 京吾さん

実験に使う電極を磨いています
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私は離散力学系研究室に所属し、「ロジス
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うテーマで研究に取り組んでいます。カオス理
論と乱数の性質との親和性に注目して、質の良
い乱数の生成を目指すという内容です。

この研究室では、基本的にみんなで集まって
研究に取り組むということはありません。自ら
が研究テーマに沿って、何をすれば良いかにつ
いて模索していきます。なかなか大変ですが、
その分、自分のペースで研究を進めることがで
き、自分の力で問題を解決する力を養うことが

できたと感じています。
研究活動以外の面では、OB・OGの方との

交流の場もあり、様々な進路に進んだ諸先輩
のお話を聞くことができて、非常に有意義な
時間を過ごすことができました。

私が所属する人間適応制御研究室では、生
体の計測手法・センシング手法・モデリング手
法を開発し、これらの手法を駆使して心臓･血
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る自律調節機構や身体運動制御機能等のメカ
ニズムについて理解することを目指しており、
研究から得られた知見を基礎･臨床医学分野や
福祉リハビリテーション工学、健康増進分野に
応用するべく研究を進めています。

難しい課題も多く、良い結果ばかりではあり

ませんが、目標の達成に向け、日々研究に努め
ています。研究外では飲み会の他にクリスマス
には先生の家でクリスマス会が開かれるなど行
事も多く、学年問わず仲の良いアットホームな
研究室です。

私が所属している小原研究室では、それぞれ
興味がある分野を勉強し、ゼミで発表を行って
います。

1つの本を読む輪講に比べると一人一人の責
任が大きく、他の人の発表を理解するのに苦心
することもありますが、幅広く数学について学
べていると感じています。

ゼミでは、自分だけでなく他の人にも理解し
てもらうために時間をかけて準備しています。
ゼミを通じて考察を深めることで理解の不十
分なところが分かったり、違った視点から考え

ることができるのに魅力を感じています。
最初の頃は、勉強内容の必要性があまり理

解できず苦しんだこともありましたが、時間を
かけて勉強したり、ゼミでアドバイスをもらった
りして解決できたのがうれしかったです。今後
もゼミでの経験を活かして勉学に励もうと思い
ます。

私が所属している瀧研究室では、データ解析
と装置開発のノウハウをコアとして、紫外線硬
化樹脂の硬化過程と二軸押出機の流動解析を
研究しています。私は硬化用光源である高圧水
銀ランプの代わりにLEDを用いることで紫外線
硬化樹脂の硬化状態に及ぼす影響を研究して
います。本研究室では多くの民間企業と共同研
究をしているため、就職してからも役に立つ実
践的なスキルを身につけることができます。

ゼミでは二週間に一度、研究の進捗状況を
報告します。その際、先生や研究室のメンバー

から適切なアドバイスをいただいたり、今後の
予定を相談したりできるので研究にとても役
立っています。大学院
進学後も結果が出る
ように研究にいそしみ
たいと思います。 

私が所属する水工学研究室では、河川流や海岸波浪
などに関する様々な研究を行っており、私が取り組んで
いるテーマは、振動発電を発展させた波浪エネルギー
開発です。

私の研究は電子情報学類、機械工学類の方々で構成
されているCRESTというグループと共同研究を行ってい
ます。このグループでは月に一度、ゼミが行われ、いろい
ろな研究を行っている教授からご指摘をいただいたり、
自分では思いつかないような切り口から研究についてア
イディアを出てくるので、非常に勉強になります。

また、研究室では、毎週、ゼミを行い、友人や先輩、先
生から自分の研究について貴重な意見をいただくこと
ができるので、研究を進めるに当たって非常に刺激を受

けています。
自分が研究していて思うのは、自分で考えることは第

一なのですが、研究に取り
組むに当たって、周りの人
の様々な研究内容を聞く
ことや意見交換は重要で
あると感じています。これ
からも、そのような機会を
大事にして、自分の研究の
発展に努めたいと思って
います。

金沢大学では、学域・学類という広い枠の中で基礎を学び、そこから自分にふさわしいテーマを見つけ、
専門分野に進んでいきます。学類学生は、４年生から研究室に配属されます。
各研究室の様子を、学生に紹介してもらいました。

ゼミでの発表

研究室紹介 LABORATORIES

やりたいことに挑戦できる研究室

数物科学類・4年●
野尻 寛人さん

燃料電池のコスト低減に取り組んでいます
私の所属する機能材料化学研究室では、燃

料電池に使われている白金電極の代替材料に
関する研究を行っています。私のテーマは「熱
処理Ba2+架橋鉄ポルフィリンによる過酸化水
素の還元反応機構の検討」です。自分で磨いた
電極にBa2+架橋鉄ポルフィリンを塗布し、熱
処理を施すことで過酸化水素の還元がどのよ
うな挙動を示すかということについて日々実験
しています。

研究室は非常に過ごしやすい雰囲気で、先
生・先輩・友人と楽しく会話することができま

す。研究室に配属された当初は馴染めるか不安
でしたが、楽しく話したり、時には真面目に実
験について話し合ったりしているうちにすぐに
馴染むことができました。来年からもこの雰囲
気を大事にしていきた
いと思っています。

最後に、大学院進学
が決まっているので、
この研究室でしっかり
と研究を行い、成果を
残せるように精進して
いきたいと思います。物質化学類・4年●

黒川 侑摩さん

研究室風景

アットホームな研究室です

機械工学類・4年●
中村 圭佑さん

一人でじっくり
考え中

自ら考え、問題解決に取り組む

電子情報学類・4年●
中村 優希さん

造波装置を用いて実際に
発電実験をしている様子

幅広い分野の研究に触れることでき、テーマに対して多様な考え方を持つことができます

環境デザイン学類・4年●
岩倉 浩土さん

ゼミ生同士で
ディスカッション

研究スキルだけでなく、就職後のスキルも身に付きます

自然システム学類・4年●
澤 京吾さん

実験に使う電極を磨いています
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Ａ：私は、土木材料学研究室で、鉄筋コンクリート構造物の
維持管理に関する研究をしています。コンクリート構造物は
私達の身近に多く存在しており、その維持管理は重要な課
題であると感じたことと室内実験だけでなく実際に現場に
行って構造物の測定ができることに魅力を感じ、選択しま
した。 

●塩化物イオン濃度分析中

大学院自然科学研究科では、高度な研究・教育を通じて世界の学術発展に寄与できる人材を育成しています。
博士前期課程は、学類での基礎教育を発展させて総合性、学際性に富んだ職業人と研究者を養成するとともに、
独創性豊かな高度な研究者の養成を目的とする博士後期課程への基礎課程としての教育が行われます。
博士前期課程の学生に、高度な研究の一端を紹介してもらいました。

大学院生 の 研究紹介

研究分野と、その研究分野を選んだ

理由を教えてください。Ｑ

Ａ：測定や実験に時間がかかるのが大変です。測定場所は
遠く、移動時間や天候、先方の都合等も考えて日付が決ま
るので、スケジュール管理には苦労します。しかし、その分多
くのデータを集めることができ、研究に役立たせることが
できます。

また、測定や学会などで全国の都市を回ることがあり、
ご当地の料理やお酒を楽しみながら、先生や社会人の方と
お話ができるのはとても貴重な体験だったと思います。 

研究をしていて楽しいことや
大変なことはありますか？ Ｑ

Ａ：「自身の成長の場」です。限られた時間の中で研究を進
め、成果を得るのはとても大変です。ですが、それらを乗り
越えることで、考える力やマネジメント力を高められると思
います。

わたしにとって研究とは、
ずばり、「○○○○」です。 Ｑ

Ａ：研究は試行錯誤の時間が長く、時には集中力が切れる
こともあると思います。そういうときに、いかに気分転換を
短時間でできるかが重要になってきます。研究室の仲間と
遊ぶときには遊び、気持ちをリセットして、また、しっかり研
究に取り組むといった、メリハリが大切だと思います。

研究に関して後輩学生に
メッセージをお願いします。Ｑ

Ａ：コンクリート構造物に対する凍結防止剤の影響を簡易
的に評価する方法について研究しています。冬になると、寒
冷地では道路の上に凍結防止剤を散布しますが、それがコ
ンクリート内部に浸透すると、鉄筋が腐食する恐れがあり
ます。そのため、多くの構造物に対して調査を行う必要があ
り、経済的かつ合理的な調査手法が求められています。私
は、比較的簡単に測定できるコンクリート表面の情報（水
分率や塩化物イオン濃度など）から、内部の腐食状態を推
定できないかという研究をしています。 

どんな研究をしているか、
教えてください。Ｑ

なぜ凍結防止剤を散布するとコンクリートが劣化する？

●凍結防止剤を含む漏水の影響を受けた部材（写真は高速道路の高架橋。
矢印部分の黒くなっている部分が影響を受けています。）

凍結防止剤（主に塩化ナトリウムや塩化カルシウム）由来の塩化物イオンに
よって、鉄筋コンクリート中の鋼材が腐食を生じ、コンクリートのひび割れ
やはく離、鋼材の断面減少を生じます。

博士前期課程●
環境デザイン学専攻・２年
菊池 創太さん

Ａ：私は分析化学研究室に所属しており、液液界面における
イオンの動的挙動に関する電気化学的研究に取り組んでい
ます。　

私はもともと有機合成にも興味があったのですが、先生
方や先輩から研究室の紹介をしてもらった際に、それまで
聞いたことの無かった「界面化学」という分野を知りまし
た。単純に面白そうと思ったのに加えて、どうせやるなら全
然知らない分野に挑戦してみようと思い、本研究室に入る
ことを決心しました。 

●実験で使用する電気化学セル

博士前期課程●
物質化学専攻・１年
中野　湧太さん

研究分野と、その研究分野を選んだ

理由を教えてください。Ｑ

Ａ：一言で言うと、研究は楽しいです。学域学生のように言
われたことをやるのではなく、研究グループの先生や仲間と
ディスカッションを繰り返しながら、常に新しいことの発見
を目指します。もちろん、うまくいかないことも多く、大変に
感じることもありますが、毎日の「小さな発見」が研究者に
とっての充実感であり、おもしろく感じるところであると思
います。

研究をしていて楽しいことや
大変なことはありますか？ Ｑ

Ａ：「粘り強く」です。研究成果は一日や二日で簡単に出せ
るものではありません。失敗を繰り返しながら、一歩ずつ前
進していくものだと思います。毎日高いモチベーションを維
持しながら研究することは非常に困難なことですが、研究
室の仲間と互いに励ましあいながら頑張っています。

あなたの
研究モットーは何ですか？ Ｑ

Ａ：研究を通じて学べることはたくさんあります。学会発表
など大変なこともありますが、何より自分を成長させてくれ
ると思います。何を重要視して研究室を選ぶかは人によって
違うと思いますが、高い志を持って真摯に研究に取り組む
と、きっと何か掴めることがあると思います！

研究に関して後輩学生に
メッセージをお願いします。ＱＡ：光によって構造が変化する分子を用いて、液液界面での

反応が光刺激によってどう変化するかについて電気化学的
に研究しています。液液界面は異なる二相の境界であり、特
異的に分子集合体や錯体が形成すると考えられています
が、反応機構の解明は未だ十分ではなく、反応制御するた
めの新しい手法が必要です。そのために、私は光を用いた界
面反応制御を目的として日々研究に取り組んでいます。

どんな研究をしているか、
教えてください。Ｑ

界面化学って何？
２つの異なる物質が接する境界に生じる現象を扱う学問分野で，身近な例で
は，洗剤に含まれる界面活性剤や触媒反応などが挙げられます。

●ノーベル賞受賞者のJean-Pierre Sauvage教授（左）の前での発表は緊張します。

●得られたデータを解析中
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Ａ：私は、土木材料学研究室で、鉄筋コンクリート構造物の
維持管理に関する研究をしています。コンクリート構造物は
私達の身近に多く存在しており、その維持管理は重要な課
題であると感じたことと室内実験だけでなく実際に現場に
行って構造物の測定ができることに魅力を感じ、選択しま
した。 

●塩化物イオン濃度分析中

大学院自然科学研究科では、高度な研究・教育を通じて世界の学術発展に寄与できる人材を育成しています。
博士前期課程は、学類での基礎教育を発展させて総合性、学際性に富んだ職業人と研究者を養成するとともに、
独創性豊かな高度な研究者の養成を目的とする博士後期課程への基礎課程としての教育が行われます。
博士前期課程の学生に、高度な研究の一端を紹介してもらいました。

大学院生 の 研究紹介

研究分野と、その研究分野を選んだ

理由を教えてください。Ｑ

Ａ：測定や実験に時間がかかるのが大変です。測定場所は
遠く、移動時間や天候、先方の都合等も考えて日付が決ま
るので、スケジュール管理には苦労します。しかし、その分多
くのデータを集めることができ、研究に役立たせることが
できます。

また、測定や学会などで全国の都市を回ることがあり、
ご当地の料理やお酒を楽しみながら、先生や社会人の方と
お話ができるのはとても貴重な体験だったと思います。 

研究をしていて楽しいことや
大変なことはありますか？ Ｑ

Ａ：「自身の成長の場」です。限られた時間の中で研究を進
め、成果を得るのはとても大変です。ですが、それらを乗り
越えることで、考える力やマネジメント力を高められると思
います。

わたしにとって研究とは、
ずばり、「○○○○」です。 Ｑ

Ａ：研究は試行錯誤の時間が長く、時には集中力が切れる
こともあると思います。そういうときに、いかに気分転換を
短時間でできるかが重要になってきます。研究室の仲間と
遊ぶときには遊び、気持ちをリセットして、また、しっかり研
究に取り組むといった、メリハリが大切だと思います。

研究に関して後輩学生に
メッセージをお願いします。Ｑ

Ａ：コンクリート構造物に対する凍結防止剤の影響を簡易
的に評価する方法について研究しています。冬になると、寒
冷地では道路の上に凍結防止剤を散布しますが、それがコ
ンクリート内部に浸透すると、鉄筋が腐食する恐れがあり
ます。そのため、多くの構造物に対して調査を行う必要があ
り、経済的かつ合理的な調査手法が求められています。私
は、比較的簡単に測定できるコンクリート表面の情報（水
分率や塩化物イオン濃度など）から、内部の腐食状態を推
定できないかという研究をしています。 

どんな研究をしているか、
教えてください。Ｑ

なぜ凍結防止剤を散布するとコンクリートが劣化する？

●凍結防止剤を含む漏水の影響を受けた部材（写真は高速道路の高架橋。
矢印部分の黒くなっている部分が影響を受けています。）

凍結防止剤（主に塩化ナトリウムや塩化カルシウム）由来の塩化物イオンに
よって、鉄筋コンクリート中の鋼材が腐食を生じ、コンクリートのひび割れ
やはく離、鋼材の断面減少を生じます。

博士前期課程●
環境デザイン学専攻・２年
菊池 創太さん

Ａ：私は分析化学研究室に所属しており、液液界面における
イオンの動的挙動に関する電気化学的研究に取り組んでい
ます。　

私はもともと有機合成にも興味があったのですが、先生
方や先輩から研究室の紹介をしてもらった際に、それまで
聞いたことの無かった「界面化学」という分野を知りまし
た。単純に面白そうと思ったのに加えて、どうせやるなら全
然知らない分野に挑戦してみようと思い、本研究室に入る
ことを決心しました。 

●実験で使用する電気化学セル

博士前期課程●
物質化学専攻・１年
中野　湧太さん

研究分野と、その研究分野を選んだ

理由を教えてください。Ｑ

Ａ：一言で言うと、研究は楽しいです。学域学生のように言
われたことをやるのではなく、研究グループの先生や仲間と
ディスカッションを繰り返しながら、常に新しいことの発見
を目指します。もちろん、うまくいかないことも多く、大変に
感じることもありますが、毎日の「小さな発見」が研究者に
とっての充実感であり、おもしろく感じるところであると思
います。

研究をしていて楽しいことや
大変なことはありますか？ Ｑ

Ａ：「粘り強く」です。研究成果は一日や二日で簡単に出せ
るものではありません。失敗を繰り返しながら、一歩ずつ前
進していくものだと思います。毎日高いモチベーションを維
持しながら研究することは非常に困難なことですが、研究
室の仲間と互いに励ましあいながら頑張っています。

あなたの
研究モットーは何ですか？ Ｑ

Ａ：研究を通じて学べることはたくさんあります。学会発表
など大変なこともありますが、何より自分を成長させてくれ
ると思います。何を重要視して研究室を選ぶかは人によって
違うと思いますが、高い志を持って真摯に研究に取り組む
と、きっと何か掴めることがあると思います！

研究に関して後輩学生に
メッセージをお願いします。ＱＡ：光によって構造が変化する分子を用いて、液液界面での

反応が光刺激によってどう変化するかについて電気化学的
に研究しています。液液界面は異なる二相の境界であり、特
異的に分子集合体や錯体が形成すると考えられています
が、反応機構の解明は未だ十分ではなく、反応制御するた
めの新しい手法が必要です。そのために、私は光を用いた界
面反応制御を目的として日々研究に取り組んでいます。

どんな研究をしているか、
教えてください。Ｑ

界面化学って何？
２つの異なる物質が接する境界に生じる現象を扱う学問分野で，身近な例で
は，洗剤に含まれる界面活性剤や触媒反応などが挙げられます。

●ノーベル賞受賞者のJean-Pierre Sauvage教授（左）の前での発表は緊張します。

●得られたデータを解析中
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留学体験記教育実習体験記

私は、平成29年6月に出身中学校で教育
実習を行いました。期間は4週間、担当した
教科は数学です。期間中、同じ内容の授業
も含めておよそ30コマの授業を行いました。

最初は、指導案のとおりに授業を進めない
といけないと思いながら授業をしていました
が、なかなか上手くいきませんでした。しか
し、試行錯誤していく中で担当の先生に「指
導案のとおりに授業が進まないことは、ごく
普通のこと」だと教えていただき、肩の力が
抜けました。

授業のゴールにたどり着く道は様々で、授
業中に出てきた生徒の意見や疑問に柔軟に
対応しながら彼らと一緒に進んでいく難しさ
を実感するとともに非常にやりがいのある仕
事だと改めて思いました。

大変なこともたくさんありましたが、実りの
ある実習にすることができたと思います。平
成30年4月から教員として働くことが決まっ
ていますが、実習で得られたものを糧に実習
ではできなかったことにもチャレンジしてい
きたいと思います。

理工学域では、学類・コースによりますが、所定の単位を履修することにより、中学校教諭一種免許（数学、理科）、
高等学校教諭一種免許（数学、理科、情報、工業）を取得することができます。免許取得のために教育実習を行った事例を紹介します。
実際に取得できる資格等は、http://www.t.kanazawa-u.ac.jp/collegeschool/20_se/graduation/shikaku.htmlをご覧ください

数物科学類・4年●
藤田 浩平さん

参加したメンバーで記念撮影

カザンのクル＝シャーリフ・モスク

クアラルンプールのペトロナスツインタワー

右から3人目が李さん

右から2番目が古橋さん

授業の難しさを知る

留学体験記

私は、水処理技術・水環境等を扱う国際
会議7th IWA-ASPIRE Conference 2017 & 
Water Malaysia Exhibition 2017に参加をし
ました。会議は、マレーシアのクアラルンプー
ルにおいて2017年9月11日～14日の日程で開
催され、私は口頭発表を行いました。現地
での滞在は会議の開催期間を含め５日間で
した。

渡航前の準備は万全を期したつもりでし
たが、私はクアラルンプールに行くのは初め
てだったので、現地のマナーや物価感覚等
について一抹の不安を持っていました。しか
し、現地では拙い英語でも意思疎通ができ
たため、交通機関を使った移動や買い物等
は容易にできました。

クアラルンプールでは、会議の開催期間中
は朝から昼過ぎまでは会場で議論に参加し
ていたので、夕方から夜にかけて会場の周辺
を散策することができました。近くには、大
きな公園やショッピングモールがあり、多くの
人が行き来していましたので、ひったくり等
には注意をしていましたが、治安は良く、犯
罪に巻き込まれることはありませんでした。

しかし、車が多く、市内でもスピードが早
かったので道路を横断するのに苦労をしまし
た。このように日本と異なる点もあるため、現
地の人を見て臨機応変に対応する必要があ
ると感じました。

最終日は、帰りの飛行機が夜に出発する
関係もあり、丸１日散策する時間がありまし
たので、クアラルンプールの中心部を散策し
ました。観光地にしては比較的人が少なかっ
たため、ゆっくりと過ごすことができました。
特に国立博物館では、展示品をじっくり見る
ことができ、マレーシアの歴史を学ぶことが
できました。

今回の渡航を通じて感じたことは、クアラ
ルンプールでの生活は日本と共通することが
思いのほか多かったので、思い切って色々な
場所へ足を運ぶことができました。しかし、
私の英語が拙かったため言葉が通じないこ
とが多々ありました。そのため、今後は英語
の習熟度を上げることで、今後は現地の人々
と交流を深めることでより海外での体験を楽
しみたいと感じました。

金沢大学では、学生が海外留学を通じて「一生の宝物」となる経験を得られるよう、応援しています。
本学の支援制度に基づき、留学された事例をいくつか紹介します。
「海外留学してみたい!」と思われた方は、まず下記のホームページを通じて自分が知りたい情報を収集してください。
　　金沢大学>教育>国際交流・留学関係>海外留学情報　http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/jp/send/index.html

環境デザイン学専攻
博士後期課程・2年●
古橋 康弘さん

クアラルンプールにおける学会発表を通じて

私は、平成29年10月に中国からの留学生
として金沢大学大学院自然科学研究科博士
前期課程に入学し、その直後の12月にロシア
のカザン連邦大学を訪問する機会ができ
て、行くことになりました。ちょっと急な話で
したが、留学生として日本人の先生や学生た
ちと一緒にロシアに行くんだと想像するだけ
でも胸が躍り、楽しそうと思いました。

日本からロシアは、16時間の長いフライト
でしたが、飛行機の中で隣の人といろいろ
な話をすることができたので、到着前にいろ
んなことを知り、余裕を持てた嬉しさもあり
ましたが、やはり長時間の搭乗で疲れを感
じました。

カザン連邦大学では、ディナーに招待さ
れ、本場のロシア料理を味わうことができま
した。一人分の量が本当に多かったですが、
とても美味でしたので、どうにか残さずに食
べることができました。

カザン連邦大学をいろいろ見学している
と、一つ気が付くことがありました。それは、
ロシアの大学で自然科学分野の研究に使わ
れる設備に「made in Japan」が多かったこ
とです。やはり、日本の技術は世界の中で際
立っていると実感しました。

ロシア学生たちとポスター発表を行い、
ディスカッションを行いましたが、意外に感
じ、面白かったのは、ロシアの学生たちは英
語がそんなに上手でなかったので、ジェス
チャーや表情も使ったりして、お互いに中途
半端な英語で交流できたことでした。言葉が
よく通じないときは、笑顔が一番だと思い
ました。また、文化と言葉が全く違っても、
科学技術を探究するという共通点に出
会ったときには、討論や交流がうまくでき
るのだなとも思いました。

多くの国が様々な共通点を持ってグローバ
ル化を進めている現在の世界の中で、一つ
の地域、一つの国だけではなく、もう少し視
野を広げ、自分の足で歩くことにより、この地
球村に必要になるグローバル人材になってみ
たいと自分は思います。同じように皆さんも
なってみたいと思いませんか。

電子情報科学専攻
博士前期課程・1年●
李 金龍さん

グローバル人材へ

●TOEIC対策セミナー

主な友交会事業のご紹介

●そのほかの事業●就活・院試用の証明写真
1/29～1/30，3/1～3/2，3/5～3/6の３回，３年

生のみを対象とした「就活・院試用の証明写真」撮
影を実施しました。

今回も金大生協とのタイアップを行い、プロのヘ
アメイク・ヘアセットを受けて，プロカメラマンによ
る撮影を行いました。

HOW TOコース（11/30と12/1）及び
スキルアップコース（11/22と11/29）の
２コースを開講

●各学類の
　実施事業への補助

各学類が独自に行う事業に友交会から
補助を行っています。
例：教員との懇談会、実験器具の購入、卒

業研究のポスター発表会など

●にこ☆りこVol.6及びVol.7の発行
●卒業記念品の贈呈

　　　卒業研究のポスター発表会（物質化学類）
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留学体験記教育実習体験記

私は、平成29年6月に出身中学校で教育
実習を行いました。期間は4週間、担当した
教科は数学です。期間中、同じ内容の授業
も含めておよそ30コマの授業を行いました。

最初は、指導案のとおりに授業を進めない
といけないと思いながら授業をしていました
が、なかなか上手くいきませんでした。しか
し、試行錯誤していく中で担当の先生に「指
導案のとおりに授業が進まないことは、ごく
普通のこと」だと教えていただき、肩の力が
抜けました。

授業のゴールにたどり着く道は様々で、授
業中に出てきた生徒の意見や疑問に柔軟に
対応しながら彼らと一緒に進んでいく難しさ
を実感するとともに非常にやりがいのある仕
事だと改めて思いました。

大変なこともたくさんありましたが、実りの
ある実習にすることができたと思います。平
成30年4月から教員として働くことが決まっ
ていますが、実習で得られたものを糧に実習
ではできなかったことにもチャレンジしてい
きたいと思います。

理工学域では、学類・コースによりますが、所定の単位を履修することにより、中学校教諭一種免許（数学、理科）、
高等学校教諭一種免許（数学、理科、情報、工業）を取得することができます。免許取得のために教育実習を行った事例を紹介します。
実際に取得できる資格等は、http://www.t.kanazawa-u.ac.jp/collegeschool/20_se/graduation/shikaku.htmlをご覧ください

数物科学類・4年●
藤田 浩平さん

参加したメンバーで記念撮影

カザンのクル＝シャーリフ・モスク

クアラルンプールのペトロナスツインタワー

右から3人目が李さん

右から2番目が古橋さん

授業の難しさを知る

留学体験記

私は、水処理技術・水環境等を扱う国際
会議7th IWA-ASPIRE Conference 2017 & 
Water Malaysia Exhibition 2017に参加をし
ました。会議は、マレーシアのクアラルンプー
ルにおいて2017年9月11日～14日の日程で開
催され、私は口頭発表を行いました。現地
での滞在は会議の開催期間を含め５日間で
した。

渡航前の準備は万全を期したつもりでし
たが、私はクアラルンプールに行くのは初め
てだったので、現地のマナーや物価感覚等
について一抹の不安を持っていました。しか
し、現地では拙い英語でも意思疎通ができ
たため、交通機関を使った移動や買い物等
は容易にできました。

クアラルンプールでは、会議の開催期間中
は朝から昼過ぎまでは会場で議論に参加し
ていたので、夕方から夜にかけて会場の周辺
を散策することができました。近くには、大
きな公園やショッピングモールがあり、多くの
人が行き来していましたので、ひったくり等
には注意をしていましたが、治安は良く、犯
罪に巻き込まれることはありませんでした。

しかし、車が多く、市内でもスピードが早
かったので道路を横断するのに苦労をしまし
た。このように日本と異なる点もあるため、現
地の人を見て臨機応変に対応する必要があ
ると感じました。

最終日は、帰りの飛行機が夜に出発する
関係もあり、丸１日散策する時間がありまし
たので、クアラルンプールの中心部を散策し
ました。観光地にしては比較的人が少なかっ
たため、ゆっくりと過ごすことができました。
特に国立博物館では、展示品をじっくり見る
ことができ、マレーシアの歴史を学ぶことが
できました。

今回の渡航を通じて感じたことは、クアラ
ルンプールでの生活は日本と共通することが
思いのほか多かったので、思い切って色々な
場所へ足を運ぶことができました。しかし、
私の英語が拙かったため言葉が通じないこ
とが多々ありました。そのため、今後は英語
の習熟度を上げることで、今後は現地の人々
と交流を深めることでより海外での体験を楽
しみたいと感じました。

金沢大学では、学生が海外留学を通じて「一生の宝物」となる経験を得られるよう、応援しています。
本学の支援制度に基づき、留学された事例をいくつか紹介します。
「海外留学してみたい!」と思われた方は、まず下記のホームページを通じて自分が知りたい情報を収集してください。
　　金沢大学>教育>国際交流・留学関係>海外留学情報　http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/jp/send/index.html

環境デザイン学専攻
博士後期課程・2年●
古橋 康弘さん

クアラルンプールにおける学会発表を通じて

私は、平成29年10月に中国からの留学生
として金沢大学大学院自然科学研究科博士
前期課程に入学し、その直後の12月にロシア
のカザン連邦大学を訪問する機会ができ
て、行くことになりました。ちょっと急な話で
したが、留学生として日本人の先生や学生た
ちと一緒にロシアに行くんだと想像するだけ
でも胸が躍り、楽しそうと思いました。

日本からロシアは、16時間の長いフライト
でしたが、飛行機の中で隣の人といろいろ
な話をすることができたので、到着前にいろ
んなことを知り、余裕を持てた嬉しさもあり
ましたが、やはり長時間の搭乗で疲れを感
じました。

カザン連邦大学では、ディナーに招待さ
れ、本場のロシア料理を味わうことができま
した。一人分の量が本当に多かったですが、
とても美味でしたので、どうにか残さずに食
べることができました。

カザン連邦大学をいろいろ見学している
と、一つ気が付くことがありました。それは、
ロシアの大学で自然科学分野の研究に使わ
れる設備に「made in Japan」が多かったこ
とです。やはり、日本の技術は世界の中で際
立っていると実感しました。

ロシア学生たちとポスター発表を行い、
ディスカッションを行いましたが、意外に感
じ、面白かったのは、ロシアの学生たちは英
語がそんなに上手でなかったので、ジェス
チャーや表情も使ったりして、お互いに中途
半端な英語で交流できたことでした。言葉が
よく通じないときは、笑顔が一番だと思い
ました。また、文化と言葉が全く違っても、
科学技術を探究するという共通点に出
会ったときには、討論や交流がうまくでき
るのだなとも思いました。

多くの国が様々な共通点を持ってグローバ
ル化を進めている現在の世界の中で、一つ
の地域、一つの国だけではなく、もう少し視
野を広げ、自分の足で歩くことにより、この地
球村に必要になるグローバル人材になってみ
たいと自分は思います。同じように皆さんも
なってみたいと思いませんか。

電子情報科学専攻
博士前期課程・1年●
李 金龍さん

グローバル人材へ

●TOEIC対策セミナー

主な友交会事業のご紹介

●そのほかの事業●就活・院試用の証明写真
1/29～1/30，3/1～3/2，3/5～3/6の３回，３年

生のみを対象とした「就活・院試用の証明写真」撮
影を実施しました。

今回も金大生協とのタイアップを行い、プロのヘ
アメイク・ヘアセットを受けて，プロカメラマンによ
る撮影を行いました。

HOW TOコース（11/30と12/1）及び
スキルアップコース（11/22と11/29）の
２コースを開講

●各学類の
　実施事業への補助

各学類が独自に行う事業に友交会から
補助を行っています。
例：教員との懇談会、実験器具の購入、卒

業研究のポスター発表会など

●にこ☆りこVol.6及びVol.7の発行
●卒業記念品の贈呈

　　　卒業研究のポスター発表会（物質化学類）
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インターンシップ時の使用した実際の課題

私は、平成29年9月4日から8日までの5日間、大日本コンサルタン
ト株式会社のインターンシップに参加しました。

このインターンシップでは、橋梁設計の部署において、まずは河
川橋の設計演習を3日間かけて行い、設計の一連の流れを学びまし
た。4日目からは、実務作業の補助を行いました。一週間という短い
期間の中で丁寧に教えていただき、専門的な知識を増やすことがで
きました。

昼休みは、毎日違う方々に昼食に連れて行っていただき、お話を
聞くことができました。会社の雰囲気や繁忙期のことなど、就職する
に当たって知りたい情報を一人だけでなく色々な方から聞くことはと
ても新鮮でした。

また、大阪市内の会社まで電車で1時間半かかる場所から通って
いたため、毎日7時には出発して満員電車に乗っていましたが、これ
が一番苦痛で、就職する際は通勤時間や手段も考慮しようと思いま
した。

インターンシップは、就職について真剣に考える機会にもなり、自
分自身にとって有意義な一週間でした。

インターンシップ体験記 Internship
インターシップは、学生が自分の適性や就職の意義を体験しながら考える機会であり、将来進むべき方向を見極め、
学んでいる科目等の検証の参考とするもので、近年、特に重要な位置づけとなっています。体験者の感想を伺いました。

環境デザイン学類・4年●新熊 萌さん

大日本コンサルタント株式会社 インターンシップ先

開発部門長を含むエンジニアの前で成果物の発表
（発表しているのが宮本さん）

イベント風景（金沢駅駅西広場）
　　

私は、石川県白山市のEIZO株式会社で２週間のインターンシップ
を行いました。

私がインターンシップに参加した目的は、自分が今まで触れたこと
のない新しい分野に挑戦し、就職に対して視野を広げることでした。

インターンシップでは、モニター用の画像処理アプリケーション開
発を行いました。インターン生同士で２人１組になり、どのようなユー
ザーに向けてアプリを作るのかも含めて、開発を行いました。

今回のインターンシップを経験して、コミュニケーションの大切さ
を改めて感じました。２週間でアプリを開発するには、分業が必要と
なります。齟齬のないよう進めるためには、パートナーとこまめに連
絡し合うことが重要でした。

新しい分野でのインターンシップでしたので、最初は分からないこ
とだらけでした。しかし、開発を進め、徐々に理解していく中で、「普
段の研究に似ている」と感じたのです。もしかしたら、どのような分野
でも根底の必要なものは変わらないのではないでしょうか。今回の
経験を通して、「知らないことだから、やりたくない」ではなく、「知ら
ないことだけど、やってみたら案外できるかもしれない！」という、ポ
ジティブな気持ちで様々なことに挑戦していこうと思います。

博士前期課程 電子情報科学専攻・1年●宮本 貴史さん
自然システム学類・３年

●東 愛純さん

EIZO株式会社　　　　　　　　 インターンシップ先

ミス百万石として大好きな金沢を

全国に紹介しています　

理工学域の学生は、学業、サークル活動の他に学外で様々な活動を行い、多くのことを学びます。
今回は、地域に根ざした社会貢献活動を行っている2名の学生にお話を伺いました。

学外での社会貢献

Q：なぜミス百万石に応募したのですが?
私は純粋に石川の魅力を多くの人に発信したいという気持

ちや学生生活に刺激が欲しかったこと等、様々なことが重な
りミス百万石に応募しました。しかし、実は直前まで応募す
るか迷っていて、最後に背中を押してくれたのは「やるだけ
やってみたら?」と言ってくれた妹でした。
Q：実際になってみての感想、学業との両立はうまくいきま

したか?
友人や先生、商工会議所の方々のご協力が無ければ学業

との両立には私はとても苦労したと感じています。イベントは
平日にもあり、友人にノートを見せてもらったり、先生に個別
で対応していただいており、本当に感謝の気持ちで一杯で
す。忙しいときは毎週お仕事があります。イベント等で季節や
目的に合わせたプレゼンテーションを行ったり、足を運んで
くださった方々に石川の魅力を直接お伝えします。「石川って
いいところだよね～」とお話されているのをよく耳にすると
もっと今ある石川の魅力を120%アピールして多くの方に石川
へ来ていただけるように頑張ろう!とこれからの原動力になり
ます。
Q：金沢のことを紹介してください。金沢大学の紹介もお

願いします
金沢は伝統文化と現代の技術が融合された街です。藩政

時代からの街並みが広がる東茶屋街からレトロな哀愁漂う
新天地、体感型の21世紀美術館等、多くの時代を味わえる
街だと思います。他にも、金箔入りの化粧品や加賀毛針を
使ったブローチ等、石川の名産物にも今と昔の融合を感じて
いただけると思います。また、金沢大学は街の中心部から少
し離れたところにありますがとても広大なキャンパスです。石
川の緑豊かなところも感じつつ、少し街へ出て散策していた
だけたら、きっと金沢の魅力を少しでも多く感じていただける
と思います。
Q：最後に後輩に一言!

ミス百万石のお仕事は決して楽ではありません。その分、や
り甲斐や楽しみも沢山あります。残りの任期、半年程を最後
まで観光親善大使としての務めを果たせるよう、精一杯頑張
りたいと思います。

自然システム学類・３年

●山下 智進さん

子供服を回収し提供することで

新しい支援の枠組みを作りたい!　

Q：子供服を回収して、子育て世代に提供しようと思った
きっかけは?

私は、「いしかわ未来アカデミー」（※）を受講していまし
た。経済学の勉強をしてみたかったことや他大学の学生との
交流、また、「いしかわ」の課題をチームで検討、解決してみ
たいとの思いがあり参加しました。その中で、3人でチームを組
み、この「子供服やおもちゃを回収して、必要としている子育
て世代に提供する」イベントを思いつきました。
Q：このイベントの具体的な仕組みを教えてください。

子ども服やおもちゃは使う期間が短いのですが、高価で
す。思い出の詰まったものではありますが、次の世代に引き継
ぐことにより、エコノミーでエコロジカルな循環を作ることを
目的にしました。また、仕組みとしては、各地域に収集の拠点
（ハブ）を置き、そのハブをまとめる役割を自分たちが担うこ
とを想定し、できることならば、保育所や幼稚園で実施する
バザーとは違う、より開かれたシステムができればいいなぁと
思っていました。

イベントは、7月21日（金）と29日（土）に行い、入場料をご
負担いただければ、会場内の子ども服やおもちゃはいくつで
もお持ち帰りいただくようにしました。事前の周知が不足して
いたので、想定していたほどの来客がなかったのは少し残念
でした。
Q：このイベントを通じて得られたものは?

学業とサークル、そしてこのイベントを進めていくのは、か
なり大変でした。しかし、チーム内での議論の進め方や他の
チームの視点の違い、スピー
ドの重要性などには、驚くと
ともに新たな発見ができまし
た。この経験を学業や就職
後の意思決定に活用したい
と思っています。

ミス百万石とは？
金沢をPRする県内外のイベント
に参加する観光親善大使で、今
回で40代目となります。

いしかわ未来アカデミーとは?
文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+事業）」
の一環として、いしかわ学生定着推進協議会と株式会社ウィルフが協働で開
催するものです。同アカデミーは、約6ヵ月間、全22回にわたるプログラムで
実施し、「学習」と3回の起業体験を通じた「実践」を組み合わせることで、
学生が起業へ踏み出せることを目指し、プログラムを通じて「いしかわ」の
課題解決にもチャレンジするプログラムです。
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インターンシップ時の使用した実際の課題

私は、平成29年9月4日から8日までの5日間、大日本コンサルタン
ト株式会社のインターンシップに参加しました。

このインターンシップでは、橋梁設計の部署において、まずは河
川橋の設計演習を3日間かけて行い、設計の一連の流れを学びまし
た。4日目からは、実務作業の補助を行いました。一週間という短い
期間の中で丁寧に教えていただき、専門的な知識を増やすことがで
きました。

昼休みは、毎日違う方々に昼食に連れて行っていただき、お話を
聞くことができました。会社の雰囲気や繁忙期のことなど、就職する
に当たって知りたい情報を一人だけでなく色々な方から聞くことはと
ても新鮮でした。

また、大阪市内の会社まで電車で1時間半かかる場所から通って
いたため、毎日7時には出発して満員電車に乗っていましたが、これ
が一番苦痛で、就職する際は通勤時間や手段も考慮しようと思いま
した。

インターンシップは、就職について真剣に考える機会にもなり、自
分自身にとって有意義な一週間でした。

インターンシップ体験記 Internship
インターシップは、学生が自分の適性や就職の意義を体験しながら考える機会であり、将来進むべき方向を見極め、
学んでいる科目等の検証の参考とするもので、近年、特に重要な位置づけとなっています。体験者の感想を伺いました。

環境デザイン学類・4年●新熊 萌さん

大日本コンサルタント株式会社 インターンシップ先

開発部門長を含むエンジニアの前で成果物の発表
（発表しているのが宮本さん）

イベント風景（金沢駅駅西広場）
　　

私は、石川県白山市のEIZO株式会社で２週間のインターンシップ
を行いました。

私がインターンシップに参加した目的は、自分が今まで触れたこと
のない新しい分野に挑戦し、就職に対して視野を広げることでした。

インターンシップでは、モニター用の画像処理アプリケーション開
発を行いました。インターン生同士で２人１組になり、どのようなユー
ザーに向けてアプリを作るのかも含めて、開発を行いました。

今回のインターンシップを経験して、コミュニケーションの大切さ
を改めて感じました。２週間でアプリを開発するには、分業が必要と
なります。齟齬のないよう進めるためには、パートナーとこまめに連
絡し合うことが重要でした。

新しい分野でのインターンシップでしたので、最初は分からないこ
とだらけでした。しかし、開発を進め、徐々に理解していく中で、「普
段の研究に似ている」と感じたのです。もしかしたら、どのような分野
でも根底の必要なものは変わらないのではないでしょうか。今回の
経験を通して、「知らないことだから、やりたくない」ではなく、「知ら
ないことだけど、やってみたら案外できるかもしれない！」という、ポ
ジティブな気持ちで様々なことに挑戦していこうと思います。

博士前期課程 電子情報科学専攻・1年●宮本 貴史さん
自然システム学類・３年

●東 愛純さん

EIZO株式会社　　　　　　　　 インターンシップ先

ミス百万石として大好きな金沢を

全国に紹介しています　

理工学域の学生は、学業、サークル活動の他に学外で様々な活動を行い、多くのことを学びます。
今回は、地域に根ざした社会貢献活動を行っている2名の学生にお話を伺いました。

学外での社会貢献

Q：なぜミス百万石に応募したのですが?
私は純粋に石川の魅力を多くの人に発信したいという気持

ちや学生生活に刺激が欲しかったこと等、様々なことが重な
りミス百万石に応募しました。しかし、実は直前まで応募す
るか迷っていて、最後に背中を押してくれたのは「やるだけ
やってみたら?」と言ってくれた妹でした。
Q：実際になってみての感想、学業との両立はうまくいきま

したか?
友人や先生、商工会議所の方々のご協力が無ければ学業

との両立には私はとても苦労したと感じています。イベントは
平日にもあり、友人にノートを見せてもらったり、先生に個別
で対応していただいており、本当に感謝の気持ちで一杯で
す。忙しいときは毎週お仕事があります。イベント等で季節や
目的に合わせたプレゼンテーションを行ったり、足を運んで
くださった方々に石川の魅力を直接お伝えします。「石川って
いいところだよね～」とお話されているのをよく耳にすると
もっと今ある石川の魅力を120%アピールして多くの方に石川
へ来ていただけるように頑張ろう!とこれからの原動力になり
ます。
Q：金沢のことを紹介してください。金沢大学の紹介もお

願いします
金沢は伝統文化と現代の技術が融合された街です。藩政

時代からの街並みが広がる東茶屋街からレトロな哀愁漂う
新天地、体感型の21世紀美術館等、多くの時代を味わえる
街だと思います。他にも、金箔入りの化粧品や加賀毛針を
使ったブローチ等、石川の名産物にも今と昔の融合を感じて
いただけると思います。また、金沢大学は街の中心部から少
し離れたところにありますがとても広大なキャンパスです。石
川の緑豊かなところも感じつつ、少し街へ出て散策していた
だけたら、きっと金沢の魅力を少しでも多く感じていただける
と思います。
Q：最後に後輩に一言!

ミス百万石のお仕事は決して楽ではありません。その分、や
り甲斐や楽しみも沢山あります。残りの任期、半年程を最後
まで観光親善大使としての務めを果たせるよう、精一杯頑張
りたいと思います。

自然システム学類・３年

●山下 智進さん

子供服を回収し提供することで

新しい支援の枠組みを作りたい!　

Q：子供服を回収して、子育て世代に提供しようと思った
きっかけは?

私は、「いしかわ未来アカデミー」（※）を受講していまし
た。経済学の勉強をしてみたかったことや他大学の学生との
交流、また、「いしかわ」の課題をチームで検討、解決してみ
たいとの思いがあり参加しました。その中で、3人でチームを組
み、この「子供服やおもちゃを回収して、必要としている子育
て世代に提供する」イベントを思いつきました。
Q：このイベントの具体的な仕組みを教えてください。

子ども服やおもちゃは使う期間が短いのですが、高価で
す。思い出の詰まったものではありますが、次の世代に引き継
ぐことにより、エコノミーでエコロジカルな循環を作ることを
目的にしました。また、仕組みとしては、各地域に収集の拠点
（ハブ）を置き、そのハブをまとめる役割を自分たちが担うこ
とを想定し、できることならば、保育所や幼稚園で実施する
バザーとは違う、より開かれたシステムができればいいなぁと
思っていました。

イベントは、7月21日（金）と29日（土）に行い、入場料をご
負担いただければ、会場内の子ども服やおもちゃはいくつで
もお持ち帰りいただくようにしました。事前の周知が不足して
いたので、想定していたほどの来客がなかったのは少し残念
でした。
Q：このイベントを通じて得られたものは?

学業とサークル、そしてこのイベントを進めていくのは、か
なり大変でした。しかし、チーム内での議論の進め方や他の
チームの視点の違い、スピー
ドの重要性などには、驚くと
ともに新たな発見ができまし
た。この経験を学業や就職
後の意思決定に活用したい
と思っています。

ミス百万石とは？
金沢をPRする県内外のイベント
に参加する観光親善大使で、今
回で40代目となります。

いしかわ未来アカデミーとは?
文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+事業）」
の一環として、いしかわ学生定着推進協議会と株式会社ウィルフが協働で開
催するものです。同アカデミーは、約6ヵ月間、全22回にわたるプログラムで
実施し、「学習」と3回の起業体験を通じた「実践」を組み合わせることで、
学生が起業へ踏み出せることを目指し、プログラムを通じて「いしかわ」の
課題解決にもチャレンジするプログラムです。
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常に学び、柔軟に
挑むことが大切

Yell!

Yell!

工場風景

仕事はチームで行います。様 な々分野のエキスパートです。

金沢大学では、学生が希望に満ちた将来を描けるよう、様々な進路支援を行っています。
詳細は、ホームページをご参照ください。
金沢大学＞教育＞進学／就職
https://www.kanazawa-u.ac.jp/education/employment

さまざまな分野で活躍する金沢大学理工学域・自然科学研究科の卒業生・修了生に、
在学中のこと、就職活動、現在の仕事等について伺いました。

金沢大学大学院修了後、YKK株式会社に就職しました。
現在は、主に特許を創出する仕事をしています。社内のあら
ゆる技術に関する特許を扱うので、専門分野に関わらず広く
知識を集めようとする姿勢が求められる仕事です。特許を取
得することで、自社製品を他社の模倣から守り、模倣品を排
除して利益に繋げられるところにやりがいを感じます。

大学では地球科学を研究し、大学院では液状化現象の発
生条件を研究しました。今の仕事は大学時代の研究と直結し
ていませんが、研究で駆使していた数学・物理・化学の基礎
知識は今の仕事に欠かせません。また、地球学コースは国際
交流や国際学会での発表機会も多く、その経験も仕事で役
立っています。

会社に入ると、専門を活かす場面以上に新しく学ぶ場面が
多いので、専門性にこだわりすぎず、柔軟な考えで就職活動
に臨むことをお勧めします。また、仕事では「対話力」が重要
です。大学時代のアルバイトやサークル活動などを通して
色々な人と関わりを持ち、自分の幅を広げてみてください。　

自然システム学類
平成23年度卒業
自然科学研究科
博士前期課程自然システム学専攻
平成25年度修了
YKK株式会社法務・
知的財産部知的財産グループ
平成26年4月入社
●安田 奈央さん

日々成長を
噛み締めながら
頑張っています

金沢大学を卒業し、地元企業（鹿島郡中能登町）の丸井
織物株式会社に就職しました。丸井織物は、衣料や産業資
材向けに織物を製造しています。私は生産技術課に所属して
おり、生産条件の設定や生産トラブルの対応など生産性向上
に取り組んでいます。

機械工学を学んで「織物」というのは少し意外かもしれま
せんが、織物を織る機械「織機」はとても魅力的な機械で、
工場で整然と糸を織り上げていく様子には今でも胸が躍りま
す。知識と経験を積み上げ、トラブルにうまく対応できたとき
などは、とてもやりがいを感じます。在学中に学んだ知識は、
特に製造装置の仕組みを理解する・トラブルの原因を探る際
に役立っています。もともと、地元企業での就職を考えていて
金沢大学へ進学しましたが、大学からのサポートもあって、今
の職に繋がりました。就職して思うのは、「こういうことがした
い」と熱意を持って伝えられることは、すごく強みになるという
ことです。やりたいことを見つけたら、更にそれを自分の言葉
で伝えられるように、がんばってください。

機械工学類
平成23年度卒業
丸井織物株式会社 生産技術課
平成24年4月入社
●叶田 茉那美さん

YKKは「留めるもの」を扱う会社です。
写真は、スライドファスナー

他社製のファスナーがYKKの特許に
侵害していないかどうかもチェックします

高速稼働する織機

染加工後の生地

活躍する卒業生

●長野 勇先生からの

長野 勇先生

在校生へ

理工学域の学生そしてそのご家族の方にエールを贈る機会を頂いたことに先ず感謝いたします。
私は中学時代からラジオオタクで、旧ソ連の人工衛星スプートニックからの電波を受信しようと隣のお

寺の屋根から自宅にアンテナを張るなどして宇宙に憧れておりました。将来はものづくりの会社で働きたい
と思い、理工学域の前身であります工学部電気工学科に入学しました。当時は、教養課程と専門課程が
独立し、それぞれ1年半と2年半を終え卒業する仕組みだったと記憶しています。教養課程は旧四校の校舎
と城内の教養教室で講義を受けました。城内では全学部の学生と交流でき、繁華街に近くよく出かけて
よく遊びました。また当時はまだ真空管時代で今日のようなLSIを利用した携帯電話（スマホ）、パソコ
ン、インターネット、ロボット（AI）のような高度な情報技術を全く予想も出来ませんでした。それでも未来
への不安を感じることなくコンパやバイクで旅行するなどして楽しく学部時代を過ごしました。

しかし、教官の講義は大変厳しく、1分たりとも遅刻は許されませんでした。特に基礎科目（数学、電気
回路論、電磁気学）は徹底的に鍛えられ勉強もしました。大学院では、専門書は多くはいらない、専攻分
野の著名な一冊を徹底的に読破しなさいと指導を受けました。また、研究は一人ではできない、ネットワー
クを構築しお互いに助け合うことが必要とも学びました。院生修了後は運よく大学に残ることとなり
NASAの研究員を経て、学部、大学院時代に学んだことを糧に40年間、金沢大学から人工衛星打ち上げ
の夢を抱き宇宙関係の研究を楽しくさせて頂きました。現在、理工学域から、大学並びに文科省の支援
を受け、金沢大学から人工衛星の打ち上げを目指して教員（八木谷教授（昭和62年卒）代表）並びに学
生たちが日夜努力している姿を拝見しております。是非関係者の夢が実現するよう願っております。

私と同時期に学部時代を過ごし大きな夢を実現した同僚や後輩には、物理学科からは東芝に進み、低
雑音トランジスタを開発し後に取締役になられた米沢俊夫氏（昭和43年卒）そして電子工学科から東工
大に進みNTTで光ファイバー増幅器を開発し、ノーベル賞候補に挙がりました中澤正隆氏（昭和50年
卒）がいます。また、尾崎光紀准教授（平成15年卒）が南極越冬隊員としてオーロラ研究の夢を実現され
ています。最近では、山口義則氏（昭和43年電気卒）はトヨタを経由し富山市で起業し、電動三輪車を開
発し国内十八番目の自動車メーカーを目指しております。

皆さん、ご父兄の方々もこれまで多くの教員や先輩が築いた理工学域の教育研究環境を信頼して楽し
く学び、夢を実現しましょう。

現在、理工学域で学んでいるみなさんには無限の可能性があります。
夢や希望、将来に向かってまっしぐらに走っている最中かと思いますが、少し立ち止まって
みませんか。
本学で長く教鞭をとられた先生から皆さんへ送るエールをいただきました。先達のお話を
ゆっくり噛みしめて下さい。

長野先生からのYELLにもあるように、理工研究域では、文部科学省、本学からの支援を受け、超小型人工衛星の打ち上げ準備、次世代の宇宙科学・工学
を担う研究者や基礎科学・応用科学（技術）に渡る視野・スキルを有する人材の育成を着実に進めてきました。今までの経過と今後の取り組みを紹介します。

Kanazawa-SAT3運用想像図

クリーンルームでの学生による組立

超小型人工衛星の開発を題材として宇宙理工学分野の先端的職業人を育成する教育体制を構築します。
大学院自然科学研究科博士前期課程に「宇宙理工学コース」を設置し、学生受入れの開始
● 平成30年4月

～金沢大学発の超小型人工衛星の開発～金沢から宇宙へ

ながの  いさむ

長野先生は、昭和45年4月に本学
工学部助手として採用の後、昭和
62年2月に教授にご昇任されまし
た。（専門は電気電子工学）。
平成18年4月から24年3月まで本
学の理事（研究・国際担当）・副学
長を務められ、研究力の強化、国際
連携の推進に尽力されました。
本学ご退職後は、小松短期大学の
学長に就任されました。

ご略歴

超小型衛星研究開発室を設置
● 平成27年3月

この研究開発室は、理学、工学の垣根を越えた超小型人工衛星研究のための拠点であり、人工衛星や機器の開発を
行う「クリーンルーム」やデータ解析や人工衛星の遠隔操作を行う「オペレーションルーム」が配置され、宇宙環境に近
い低・高温の真空状況を作る「熱真空チャンバー」などの設備が配置されています。

※さらに詳しい情報は、http://kanazawa-sat.w3.kanazawa-u.ac.jp/project.htmlをご覧ください。

超小型人工衛星（Kanazawa-SAT3）打ち上げ!
● 平成31年度（予定・JAXAと協議中）

ガンマ線バーストのX線撮像計測、重力波天体の同定のために50kg、50cm立方の人工衛星の打ち上げを予定してい
ます。このKanazawa-SAT3でブラックホールが誕生する瞬間の物理現象に迫ることが期待されています。
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常に学び、柔軟に
挑むことが大切

Yell!

Yell!

工場風景

仕事はチームで行います。様 な々分野のエキスパートです。

金沢大学では、学生が希望に満ちた将来を描けるよう、様々な進路支援を行っています。
詳細は、ホームページをご参照ください。
金沢大学＞教育＞進学／就職
https://www.kanazawa-u.ac.jp/education/employment

さまざまな分野で活躍する金沢大学理工学域・自然科学研究科の卒業生・修了生に、
在学中のこと、就職活動、現在の仕事等について伺いました。

金沢大学大学院修了後、YKK株式会社に就職しました。
現在は、主に特許を創出する仕事をしています。社内のあら
ゆる技術に関する特許を扱うので、専門分野に関わらず広く
知識を集めようとする姿勢が求められる仕事です。特許を取
得することで、自社製品を他社の模倣から守り、模倣品を排
除して利益に繋げられるところにやりがいを感じます。

大学では地球科学を研究し、大学院では液状化現象の発
生条件を研究しました。今の仕事は大学時代の研究と直結し
ていませんが、研究で駆使していた数学・物理・化学の基礎
知識は今の仕事に欠かせません。また、地球学コースは国際
交流や国際学会での発表機会も多く、その経験も仕事で役
立っています。

会社に入ると、専門を活かす場面以上に新しく学ぶ場面が
多いので、専門性にこだわりすぎず、柔軟な考えで就職活動
に臨むことをお勧めします。また、仕事では「対話力」が重要
です。大学時代のアルバイトやサークル活動などを通して
色々な人と関わりを持ち、自分の幅を広げてみてください。　

自然システム学類
平成23年度卒業
自然科学研究科
博士前期課程自然システム学専攻
平成25年度修了
YKK株式会社法務・
知的財産部知的財産グループ
平成26年4月入社
●安田 奈央さん

日々成長を
噛み締めながら
頑張っています

金沢大学を卒業し、地元企業（鹿島郡中能登町）の丸井
織物株式会社に就職しました。丸井織物は、衣料や産業資
材向けに織物を製造しています。私は生産技術課に所属して
おり、生産条件の設定や生産トラブルの対応など生産性向上
に取り組んでいます。

機械工学を学んで「織物」というのは少し意外かもしれま
せんが、織物を織る機械「織機」はとても魅力的な機械で、
工場で整然と糸を織り上げていく様子には今でも胸が躍りま
す。知識と経験を積み上げ、トラブルにうまく対応できたとき
などは、とてもやりがいを感じます。在学中に学んだ知識は、
特に製造装置の仕組みを理解する・トラブルの原因を探る際
に役立っています。もともと、地元企業での就職を考えていて
金沢大学へ進学しましたが、大学からのサポートもあって、今
の職に繋がりました。就職して思うのは、「こういうことがした
い」と熱意を持って伝えられることは、すごく強みになるという
ことです。やりたいことを見つけたら、更にそれを自分の言葉
で伝えられるように、がんばってください。

機械工学類
平成23年度卒業
丸井織物株式会社 生産技術課
平成24年4月入社
●叶田 茉那美さん

YKKは「留めるもの」を扱う会社です。
写真は、スライドファスナー

他社製のファスナーがYKKの特許に
侵害していないかどうかもチェックします

高速稼働する織機

染加工後の生地

活躍する卒業生

●長野 勇先生からの

長野 勇先生

在校生へ

理工学域の学生そしてそのご家族の方にエールを贈る機会を頂いたことに先ず感謝いたします。
私は中学時代からラジオオタクで、旧ソ連の人工衛星スプートニックからの電波を受信しようと隣のお

寺の屋根から自宅にアンテナを張るなどして宇宙に憧れておりました。将来はものづくりの会社で働きたい
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大に進みNTTで光ファイバー増幅器を開発し、ノーベル賞候補に挙がりました中澤正隆氏（昭和50年
卒）がいます。また、尾崎光紀准教授（平成15年卒）が南極越冬隊員としてオーロラ研究の夢を実現され
ています。最近では、山口義則氏（昭和43年電気卒）はトヨタを経由し富山市で起業し、電動三輪車を開
発し国内十八番目の自動車メーカーを目指しております。

皆さん、ご父兄の方々もこれまで多くの教員や先輩が築いた理工学域の教育研究環境を信頼して楽し
く学び、夢を実現しましょう。

現在、理工学域で学んでいるみなさんには無限の可能性があります。
夢や希望、将来に向かってまっしぐらに走っている最中かと思いますが、少し立ち止まって
みませんか。
本学で長く教鞭をとられた先生から皆さんへ送るエールをいただきました。先達のお話を
ゆっくり噛みしめて下さい。

長野先生からのYELLにもあるように、理工研究域では、文部科学省、本学からの支援を受け、超小型人工衛星の打ち上げ準備、次世代の宇宙科学・工学
を担う研究者や基礎科学・応用科学（技術）に渡る視野・スキルを有する人材の育成を着実に進めてきました。今までの経過と今後の取り組みを紹介します。

Kanazawa-SAT3運用想像図

クリーンルームでの学生による組立

超小型人工衛星の開発を題材として宇宙理工学分野の先端的職業人を育成する教育体制を構築します。
大学院自然科学研究科博士前期課程に「宇宙理工学コース」を設置し、学生受入れの開始
● 平成30年4月

～金沢大学発の超小型人工衛星の開発～金沢から宇宙へ

ながの  いさむ

長野先生は、昭和45年4月に本学
工学部助手として採用の後、昭和
62年2月に教授にご昇任されまし
た。（専門は電気電子工学）。
平成18年4月から24年3月まで本
学の理事（研究・国際担当）・副学
長を務められ、研究力の強化、国際
連携の推進に尽力されました。
本学ご退職後は、小松短期大学の
学長に就任されました。

ご略歴

超小型衛星研究開発室を設置
● 平成27年3月

この研究開発室は、理学、工学の垣根を越えた超小型人工衛星研究のための拠点であり、人工衛星や機器の開発を
行う「クリーンルーム」やデータ解析や人工衛星の遠隔操作を行う「オペレーションルーム」が配置され、宇宙環境に近
い低・高温の真空状況を作る「熱真空チャンバー」などの設備が配置されています。

※さらに詳しい情報は、http://kanazawa-sat.w3.kanazawa-u.ac.jp/project.htmlをご覧ください。

超小型人工衛星（Kanazawa-SAT3）打ち上げ!
● 平成31年度（予定・JAXAと協議中）

ガンマ線バーストのX線撮像計測、重力波天体の同定のために50kg、50cm立方の人工衛星の打ち上げを予定してい
ます。このKanazawa-SAT3でブラックホールが誕生する瞬間の物理現象に迫ることが期待されています。
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理工学域友交会に関すること
〒920-1192　金沢市角間町 金沢大学理工系事務部総務課
TEL：076（234）6821,6826  MAIL：s-somu@adm.kanazawa-u.ac.jp
友交会 http://www.t.kanazawa-u.ac.jp/collegeschool/
 20_se/yukokai/index.html

金沢大学理工系事務部学生課
TEL:076（234）6837,6831  MAIL：s-kyomu@adm.kanazawa-u.ac.jp

金沢大学の取り組み

学生に関すること

ご連絡・お問合せ先

表紙の写真

HONDA ESTILO株式会社によるサッカー場の再整備

●上部の写真
　角間キャンパス内の桜並木
●下部の写真
　構内通路から見た自然研本館（センター試験１日目に撮影）

※表紙写真の説明は、裏表紙にあります。
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サッカーの本田圭佑選手（現：CFパチューカ、星稜高校出身）
のマネジメント会社であるHONDA ESTILO株式会社と金沢市と
本学との間で締結された「金沢大学及びHONDA ESTILO株式
会社及び金沢市との「金沢大学スポーツ・地域活性化プロジェク
ト」に関する基本合意書」に基づき、整備が進められていたサッ
カー場（3面）が完成し、平成30年4月から供用を開始します。

整備されたサッカー場は、陸上競技場のトラック内の一般用の
1面と既存のサッカー場に一般用と少年用のそれぞれ1面で、天然
芝に近いロングパイルの人工芝、夜間も使用できるように照明設
備も完備されています。

今後、本学の授業、部活動に使用するとともに、金沢のサッカー
文化向上のための場として少年サッカー教室、ユース世代のサッ
カースクールや大会、練習の場として活用される予定です。

金沢には、本田選手のVVVフェンロー在籍時の2009-10シーズ
ンMVPを獲得した活躍を称えるため、オランダのヨハン・クライフ
財団から送られた子供向けの「本田圭佑クライフコート」が平成23
（2011）年に設置されています。　

このサッカー場と併せて、金沢から第2の本田選手が誕生する
ことが期待されています。

多様性尊重のために ～Prayer Roomを設置～
平成29年3月から特定の宗教に限定しない礼拝の場「Prayer 

Room」を設置して、留学生担当教員の監督の下、留学生組織が自
主的に管理・運用しています。

このPrayer Roomは、原則とし
て、利用時間を限定せず、自然科
学棟を利用する金沢大学に在籍す
る学生及び教職員で、「信仰上の
理由により礼拝や黙想の時間を必
要とする者」が利用可能となっています。運営に当たっては、留学
生が原案作成に協力した「利用内規」（日本語と英語を併記）を
制定し、男女各1名の学生が使用責任者として、主体的に運用して
います。

理工学域ではこのほかに平成24年に足洗い場を設置したり、金
沢大学生協では、平成22年11月からハラール食（イスラーム教徒
に配慮した食事）を提供するなど、グローバル化に対応してきまし
た。また、平成20年度から活動している男女共同参画キャリアデ

ザインラボラトリーの活動、女性
優先公募や本学とYKK株式会
社、富山県立大学と連携し、女性
研究者が活躍するためのより良い
環境づくりにも努めています。

（平成30年3月現在）
平成30年度キャンパススケジュール

理工学域関係事項
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11 月
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上 旬
6 月
7 火
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21 火
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上 旬
26 水
下 旬
1 月

26 金
27 土
29 月
下 旬
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上 旬
下 旬
2 日
3 月
27 木
下 旬
7 月
18 金
19 土
21 月
9 土
12 火
25 月
12 火
22 金

色は毎回変更する

整備されたサッカー場

春季休業（～4/8まで）
履修ガイダンス
学類オリエンテーション（～4/5まで）
新入生健康診断（～4/6まで）
2年生教員免許･介護等体験ガイダンス
在学生オリエンテーション（～4/5まで）
入学宣誓式
春季休業終了
第1クォーター開始
定期健康診断（在学生）（～4/27まで）
教育実習事前指導（数学・理科）
教育実習開始（期間2・4週間）
介護等体験事前指導
第１クォーター補講期間（～6/1の6限）
編入学試験（B・C選抜）
開学記念日
第1クォーター授業終了
第2クォーター授業開始
平成30年度(10月期入学)･平成31年度入学願書受付（～6/15まで）
編入学試験（A・B選抜）
平成31年度入学試験(一般選抜B試験）
第2クォーター補講期間（～7/30の6限）
平成31年度入学試験(筆記試験免除通知）合格者発表
理学の広場
第2クォーター終了
夏季休業期間開始（～9/30まで）
キャンパスビジット
サマーカレッジ
夏季一斉休業期間（～8/15まで）
平成30年度(10月期入学)･平成31年度入学試験(一般選抜)（～8/23まで）
平成30年度(10月期入学)･平成31年度入学試験(一般選抜)合格者発表
附属学校教育実習開始（期間4週間）
9月期学位記授与式
オリエンテーション
10月期入学宣誓式
第3クォーター開始
金大祭設営に伴う休講
金大祭（～10/28まで）
金大祭撤収に伴う休講
ふれてサイエンス＆てくてくテクノロジー
第３クォーター補講期間（～11/21の6限）
教員免許状申請手続締切(卒業予定者)
私費外国人留学生、国際バカロレア入試
第３クォーター終了
第４クォーター開始
冬季休業開始（～1/6まで）
教育実習事後指導（数学・理科）
授業再開
大学入試センター試験場設営に伴う休講
大学入試センター試験（～1/20まで）
第４クォーター補講期間（～2/1の6限）
春季休業期間開始（～3/31まで）
TOEIC-IP（1年生）（～2/13まで）
平成31年度入学者選抜試験個別学力検査（前期日程）
平成31年度入学者選抜試験個別学力検査（後期日程）
学位記授与式、伝達式

※青字は、自然科学研究科博士前期課程入試関係事項


