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北大工学部での学生生活って？ 大学の勉強って？ 研究生活って？？ 大学生活について知りたいこと、
たくさんあるのではないでしょうか？　工学部生の日常をちょっと覗いてみましょう。 

工学部のそこんとこ知っとこ！ 

1年生～2年生前期 全学教育科目（一般教養科目）と専門基礎科目を勉強 

2年生後期～3年生 コースで専門科目を勉強 

主に教科書に沿って勉強します。 

教科書で勉強するほか、課題が与えられて演習や実習を行います。 

研究室で卒業研究 

勉強ってどんな感じ？？ 

応用理工系学科4年 
山形 享子 
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僕は、毎日こんな生活をしている訳ではありません。月・水・金は一日
中授業ですが、火・木は授業のない日にして、のんびり過ごしています。 

これは今までで一番忙しかった製図時期の生活です。製図が終わると自由
時間が増えるので、“Newton”や“Science”を読んだりして勉強しています。 

バイオ分子工学研究室のホームページ●http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/seika/

▲実験中の松本先生 
　研究室では、学生と先生が 
　一緒に実験をしています。 

▲製図台に向かう表情は真剣そのもの！ 
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次のページ
へGO！！ 
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次のページ
へGO！！ 

▲田口先生 ▲研究室の先輩たち 

　4年生は授業が少ないので、一日のほとんどを研究室で過

ごします。私はバイオテクノロジーに関する研究をしていま

すが、研究では学生実験とは違い、思ったとおりの結果が出ま

せん。不慣れ故の手際の悪さもありますが、それ以外の要因を考えるのがとても

難しいです。大学では1年生から3年生の間にたくさんのレポートが課されます。

それらにいつも真剣に取り組んでいれば、自然に考える力が身につきます。問

題を解く力も必要ですが、問題を考察する力も必要な力です。また、問題に

限らず日常のふとした変化に気づき、考える時間を持つことは将来必要な

力を蓄えるのに大切なことだと思います。 

教科書で説明されていないこと、誰も研究して 
いないことなどを「自分で研究」していきます。 

4年生って何をしてるの？？ 

一日中実験ばかりしてい
るように見えますが、実
験の合間にはおしゃべり
したり本を読んだりして
います。実験は計画に沿
って行うので、上手に計
画を立てればアルバイト
をすることもできますよ。 

［学生編集委員］ 
大学院工学研究科 
修士課程1年 
（環境社会工学科卒） 
川端 渉 

［学生編集委員］ 
機械知能工学科4年 
坪田 陽一 

▲手書きのエンジン組み立て図 

※「CAD・CAM演習」と「機械 
　情報設計演習」「機械システ 
　ム設計演習」の総称 

　機械知能工学科3年生の通称「機械製図」※は伝説の授業。

やりごたえのあることで有名なこの授業の昨年のテーマ

は小型のエンジンでした。僕が作成したのは「2気筒水平対

向ガソリンエンジン」。マニアックで魅力的ですが完成ま

での手順はなかなか面倒。

熱力学の知識、材料力学

の知識をフル動員して

計算し、CADで部品図を、

手書きで組み立て図を

作成します。図を書くこ

とよりも部品の寸法指

定や加工の指示が大変

です。実際に製作する場面を想像しながら行うのはとても

難しいですが、この演習ではものづ

くりの大変さを実感できます。製図

のノウハウや教科書で習った熱

力学や材料力学を実際

の場面で応用できた

こと、スケジュール

管理能力が大幅に向

上したことも大きな

収穫です。終わった

後に成長している自

分を感じられる演習

でした。 

機械知能工学科2年 
キム ヨンミン 

金 　旻 

機械知能工学科3年 
近藤 香織 

学 ぶ 楽 し さ 、 北 大 工 学 部 か ら ！  
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北海道大学 
工学部広報 

本誌の愛称「KUON～久遠（くおん）～」は、北海道大学恵　寮歌「都ぞ弥生」の“さやめく甍に久遠の光～”という一節から名づけました。「無限の時間、永
遠」を意味する言葉です。工学部校舎の北西には、「都ぞ弥生」の歌碑が残されています。 
本誌は、高校生の皆さんに少しでも北大工学部を知って欲しい! という想いから、現役北大生の学生編集委員が中心となって取材・編集をしています。 
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軟骨って治るんだ！！？ 

取材［学生編集委員］ 
機械知能工学科4年 
坂本 裕子 

この研究は、企業との共同
研究だそうです。自分の研
究が実際に役立つのを感
じられるっていいですね！ 

不可能なことってない
んじゃないか!?　とい
う気がしてきますね！ 

秋 秋 

細胞培養工学研究室のホームページ 
●http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/bioreso/

取材［学生編集委員］ 
応用理工系学科2年 
藤澤 一貴 

▲ゴルフスイングロボット 

ロボティクス・ダイナミクス研究室のホームページ 
●http://mech-me.eng.hokudai.ac.jp/̃rd/

暖かい体育館で 
寒い冬を越えよう！ 

▲北海道立総合体育センター「きたえーる」 
　断熱にウレタンが使われている体育館 

取材協力 
環境社会工学科 
繪内 正道先生 

建築環境学研究室のホームページ 
●http://www.eng.hokudai.ac.jp/labo/kankyou/

迫力の秘密を解き明かす！！ 

取材［学生編集委員］ 
情報エレクトロニクス学科2年 
畑中 俊哉 

取材協力 
大学院情報科学研究科 
メディアダイナミクス研究室 
修士課程1年 
高橋 翔さん 

メディアダイナミクス研究室のホームページ 
●http://www-lmd.ist.hokudai.ac.jp/

人間が一番よく飛べる 
方法を見つけたい！！ 

取材［学生編集委員］ 
機械知能工学科3年 
近藤 香織 

人間情報工学研究室のホームページ 
●http://www.bme.eng.hokudai.ac.jp/mse/

スポーツの世界にも「工学」が生きています。 
どんな研究があるのか見てみましょう。 

就職はどうなっているの？？ 
　北大工学部の過去5年間※1の就職率※2は、学部卒業者の平均が93.4％、大学院修士課程修了者の平均

が98.7％※3。景気に左右されることなく、安定した就職率の高さを誇っています。その秘密を機械知能

工学科就職支援担当の小林先生に伺いました。 ※1  2004年3月～2008年3月までの卒業（修了）生 
※2  就職率＝就職者数÷就職希望者数×100 
※3  工学研究科、情報科学研究科を合わせた平均就職率 

僕は人体の運動計測の研究
をしています。筋肉を動かす
時に発生する筋電図を、皮膚
表面電極で計測すると、人間
がどのように動くのか予測
することができるんです。 

研究室では、研究内
容の異なる学生同
士が互いに教え合
い、知識を共有する
ことで、それぞれ自
分の研究に役立て
ているんですよ。 

取材協力 
大学院情報科学研究科 
人間情報工学研究室 
博士後期課程3年 
三輪 浩二さん（写真左） 
修士課程1年 
新岡 雄介さん（写真右） 

スポーツ選手の動きを解析して、 
ロボットの性能向上に生かしたい 

　コンピュータがサッカーの監督の代わりになる。そんな時代がいつかや

ってくるかもしれません。サッカーの戦術解析の研究を行っている高橋さ

んは「映像をもとに、撮影範囲や味方・敵の位置などをコンピュータに計算

させます。映像は静止画像の連続ですので、その画像一枚又は複数枚を用

いて人やカメラの動きを解析します。それぞれの位置関係から、“パスが可

能な領域はどこか？”などさまざまな解析結果が得られるのです。」と話し

ます。 

　サッカーに限らず、スポーツ中継でボールの軌跡の表示などを瞬時にで

きるのは、このような研究があるから

なのです。「視聴者にとって見ごたえ

のある映像を届けたい！　サッカー

好きがキッカケとなったこの研究は

とにかく楽しい。自分

で作ったモノが役立つ

ことにワクワクしてい

ます。工学の魅力は、分

野が広いからこそ好き

なことができる点です

ね。」とアツい想いを語

ってくれました。 

▲撮影領域 
　（映像はフィールドのどの領域を撮影しているのか） 

▲選手・ボールの位置 

▲パスの推定領域 ▲グループ優先度 
　（領域ごとにチームの優先度がわかるもの） 

取材協力 
大学院工学研究科 

細胞培養工学研究室 
修士課程1年 

井出 直人さん 

　皆さんは、スポーツをしているとき怪我をしたことがありますか？　

スポーツでは、膝や肘などの関節にある軟骨を損傷することがあります。

軟骨は体の中でも自己治癒力が低い部分なので、一度損傷すると非常に

治りにくいのです。しかし、これが治ってしまう魔法を、工学部で研究し

ている学生がいます！　それが細胞培養工学研究室の井出さんです。 

　軟骨再生の方法は、まず患者さんの骨髄液からMSC※1を分離し、増殖

させ、軟骨細胞に分化させます。次にこの軟骨細胞を、コラーゲン溶液と

混ぜてゲル化させ、三次元的に培養します。軟骨細胞は軟骨の中にある

ECM※2を生産し、これをゲル内に蓄積させます。このゲルが、そのまま

軟骨として使えるようになるのです。 

　試行錯誤を繰り返し研究２年目を迎えた井出さんは「ゲルの中で

ECMを蓄積するところまではうまく行きました。現在は、どうやったら

その量が増やせるようになるかを試行錯誤しています。」研究に成功し

てもその次は「移植するとどうなるか？」という課題も動物を使って調べ、

解決していかなくてはなりま

せん。「大変ですが、それを乗

り越えて実際に人の役に立つ

モノになったときの喜びはひ

としおです！」と語ってくれ

ました。 

ゴルフスイングロボットの 
動きをしなやかに 

取材協力　機械知能工学科 
小林 幸徳先生（写真右） 
星野 洋平先生（写真左） 

取材［学生編集委員］ 
機械知能工学科2年 
キム ヨンミン 

金 　旻 

取材［学生編集委員］ 
機械知能工学科4年 
坪田 陽一 

こんな趣味と実益を兼
ねた研究ができるのも、
工学部ならではですね！ 

取材協力 
機械知能工学科就職支援担当 
小林 幸徳先生 

　工学部生の就職先はものづくりの現場です。そこでは、研究者より技術者を必要

としています。特に海外に進出している企業では、海外で活躍できる優れた技術者

を求めています。また、技術者の需要の増大に対して工学部の学生が増えていない

という要素もあります。 

取材［学生編集委員］ 
応用理工系学科4年 
山形 享子 

一般的に工学部の就職率が良いのは何故ですか？ 

北大工学部の就職率が良いのは何故ですか？ 

　北大工学部では、学科・コースごとに就職支援担当教員が置かれており、いつで

も学生の相談に応じています。卒業生には幅広い分野で活躍してもらいたいので、

将来を見据えて何がその学生にとって一番良い選択であるのかということを本人

と直接話し合う機会を大切にしています。また、学科・コースごとに就職ガイダン

スや企業説明会を開催しています。学科・コース・研究室によっては、インターネッ

ト上で就職関連情報を開示したりしています。最近では、面接の練習なども行って

います。このように北大工学部のバックアップは大変しっかりしています。 

　授業の花といえばやっぱり体育！　でも寒い冬の体育館はつらいもの。ここでは、体育館等に

暖房設備を導入する際に行われる調査・研究について紹介します。 

　まず、館内の温度の分布を中心に温度測定を行い、アンケートなどで利用者の体感温度も調査

します。次に換気回数を測ります。換気回数とは1時間あたりの空気の入れ替え回数を表す量。例

えば、換気回数が0.2回/hとは１時間に20%の空気が入れ替えられることを意味します。換気回

数を調査するためには、大量のドライアイス（約30～40kg）を放置して濃度の変化を調べ、断熱

の状況を把握します。もし断熱ができていなければ、いくら暖房しても換気などで熱が外に逃げ

てしまいます。それを防ぐためには高断熱化が必要です。高断熱化は材料の選択と壁の厚さの調

節によって実現します。 

　空気を暖めるためには床暖房も重要。床暖房の場合、断熱だけでなく揺れや衝撃にも耐えられ

なければならないため、床の弾性力の測定などのさまざまな測定が行われます。 

　意外なところでは、遮音することで断熱もできます。調査の結果、遮音のために使われるウレ

タンに断熱効果があることが明らかになりました。 

　このようにさまざまな調査や研究によって、私たちは暖かい体育館で授

業を受けることができるようになりました。皆さん、暖かくなった体育館で

一緒に汗を流してみ

ませんか？ 

▲シミュレーションモデル 
　●が質点○が関節を表す。腰や肘にも関節を設けて正確な 
　シミュレーションをしている。 

Q.

Q.

A.

A.

混沌系工学研究室のホームページ 
●http://chaosweb.complex.eng.hokudai.ac.jp/

取材協力 
大学院情報科学研究科 
混沌系工学研究室 

修士課程1年 
尾尻 和也さん 

　混沌系工学研究室では、人間の巧妙な動きを研究し、それを産業用ロ

ボットに生かす研究をしています。ロボットの性能向上にはhuman 

skillを学ぶことが重要。筋肉の使い方一つとっても知能なのです。 

　尾尻さんはボート部で活躍した経験を生かして、卒業

研究でボート漕ぎのシミュレーションを行いました。 

　「どこの筋肉が主に使われているかが明確にわかるの

で、トレーニングの効率化や故障の防止にもつながるの

です。」 

　漠然としかイメージできなかった筋肉の動きをシミュレーションで

数値的に解析し、現在はそれをボート部の後輩の指導にも生かしている

そうです。大学院（修士課程）に進学後は、ボートだけでなくさまざまな

スポーツの動きを解析し、それをロボットの動きに反映

させてより高精度な動きをさせる研究をしています。 

　「工学部では人の役に立つ研究ができます。また、自分

の研究成果を実感しやすいのでやりがいがあります。も

の作るのに興味がある人にはおすすめですよ!!」と語っ

てくれました。 
このような仕
組みで動くゴ
ルフスイング
ロボットは世
界で唯一。北大
にしかないん
ですよ！ 

ジャンプ競技を 
陰で支える実験装置がある 

取材協力 
大学院工学研究科 
流動場システム工学研究室 
修士課程2年 
神田 哲志さん（写真左） 
技術専門職員 
山保 敏幸さん（写真右） 

取材［学生編集委員］ 
大学院工学研究科修士課程1年 
（環境社会工学科卒） 
丸山 容平 

流動場システム工学研究室のホームページ 
●http://ring-me.eng.hokudai.ac.jp/j_index.html

風洞実験装置とは、風の流れの影響を実験・研究する装置です。
低速還流型風洞装置は、台風に匹敵する風速30m/sの風を起こ
すことができるんですよ。 

「建築模型」を中に入れて風の影響を
測っています。 

▲風洞実験の様子 
昔、ジャンプの選手は両足を揃えて
飛んでいましたが、現在はスキーを
V字形に開いて飛んでいます。これは、
風洞実験等の研究により、この方が
より遠くまで飛べることがわかっ
たからです。工学研究がジャンプ競
技に影響を与えた良い例ですね！ 

昔、北海道の体育館には暖
房設備がなかったそうです。
現在、快適に体育の授業を
受けられるのは、これらの
調査・研究のおかげなんで
す。僕たちは、普段意識し
ないところで工学の恩恵
を受けているのですね！ 

　工学部の北側に位置する風洞実験室。実は札

幌オリンピックに大きなかかわりがあった施

設なのです。アメリカの大学施設の素晴らしさ

に感銘を受けた有江幹男教授（現：北大名誉教授）

が「風洞実験装置を北大に！」と熱望し、1969

年3月、風洞実験装置が完成しました。 

　時を同じくして、冬季オリンピック札幌大会（1972年）に

向け大倉シャンツェの改修が検討されていました。大倉シ

ャンツェでは突然横風が吹き、ジャンプが安定しなかった

ため、有江教授は札幌オリンピック冬季大会組織委員会の

要請で大倉シャンツェの気流を調査し、

模型を製作して風洞実験を行

いました。その結果から、従

来よりもジャンプ台を4～5

ｍ程度下げる改修を施され

たのが現在の大倉山ジャンプ

競技場です。 

　この装置は、現在では山岳部

が登山の際に持参する風力発電

のプロペラに関する実験や、ス

キージャンプの選手の風を受け

たままでの空中姿勢の保持の練

習、滑走の選手の姿勢の保持の

練習など、さまざまに活用され

ています。 

※1 間葉系幹細胞：骨軟骨、脂肪、細胞などに
分化できる細胞 

※2 細胞外マトリックス：細胞の外に存在す
る超分子構造体のこと 

▲間葉系幹細胞（MSC）を用いた軟骨再生プロセス 

骨髄液から 
MSCを分離 

MSC

増殖 

移植 

軟骨細胞 

軟骨細胞 
への分化 

軟骨組織 

▲スキージャンプにおける体表周辺の気
流を計測するために使用したマネキン
人形。この人形にジャンプ踏み切り前
後の種々の姿勢をさせ、風洞実験で体
表面や体周辺の気流の計測を行った。 

▲実験用のマネキン人形 
　（写真中央）と一緒に 

▲低速還流型風洞装置 

　人間情報工学研究室では、ジャンプの飛距離を伸ばすためには、ど

ういう飛び方が良いのかを調べるため、ジャンプ中の人間の軌跡を

測定するための装置を開発しています。 

　従来、ジャンプ中の人間の軌跡の測定には、地上に設置した2、3台

のカメラを使い、画像を見て位置を推測し、測定するという方法が行

われてきました。この方法は手間がかかり、また正確性に問題を抱え

ていました。そこで、より正確なデータ解析をするために、人間に直接、

加速度計とロガー（記録装置）を取り付け、自動的に位置を測定する

方法を考案しました。 

　取り付ける加速度計は、重さ100g程度で5cm四方の大きさです。

ロガーは重さ700～800gです。現在、この長方形型の2つの装置を一体化させようとしています。 

　また、これらの測定装置は、実際に取り付けてジャンプを

するには、大きさと重さに問題があります。ジャンプ時には、

ジャンプ台から時速90kmもの速度で飛び出すため、人間は

空気の抵抗を受けます。ジャンプでは、揚力と重力、そして空

気の抵抗力を考えなくてはなりませんので、測定装置を付け

ることによって成績に影響が出ないよう薄

型化や小型化、軽量化を行わなくてはなりま

せん。現在、測定装置を選手に取り付けて実

験するために準備を進めています。 

 

▲第15回全日本セパタクローオープン選手権大会の様子 
　（撮影 中西小百合） 

取材協力 
大学院工学研究科修士課程1年 
菊池 孝史さん 

菊池さんが所属しているセパタクロークラブ「TAK-TAK」のホームページ●http://sepak.exblog.jp/

取材［学生編集委員］ 大学院工学研究科修士課程1年 川端 渉 

　菊池さんは、8月25日～30日にタイ王国バンコク

で開催された第23回キングスカップ・セパタクロー

世界選手権大会に日本代表選手団選手として出場し、

日本チームのDivision1での優勝に貢献しました。  

　セパタクローとは東南アジア発祥の競技で、3人1

組で、ネットを挟んで足や腿または頭を使ってボー

ルを相手コートに蹴り入れる競技で、「空中の格闘技」

とも言われています。 

　大学入学を機に、何か新しいことに挑戦したいと思

ってセパタクローを始めた菊池さん。「迫力あふれるア

クロバティックなプレーがとてもカッコいい！　また、

3人で息のあったプレーができたときの充実感がたま

らない！」とその魅力を語ってくれました。 

　実は、北大はセパタクローがとても盛んで、競技者が

多い大学の一つなんだそうです。「セパタクローは難し

そうなイメージがあるかも知れないが、まず一度見て

欲しい。そして体験して欲しい。きっとその楽しさがわ

かると思う。」とメッセージを送ってくれました。 

　ゴルフスイングロボットとは、ゴル

フクラブのシャフトの開発や、ゴルフ

クラブに合ったスイングパターンを調べるために開発された、高速度で駆動されるアー

ム型ロボット。これは、文字通りゴルフスイングをするロボットですが、北大のゴルフス

イングロボットは、従来のものとは一味違います。より人間に近いしなやかな動きができ

るように、トルク（力のモーメント）を使ってスイングを調整します。スイングもブレーキ

を使うのではなく、モーターで徐々に止めることでシャフトに負担がかからないように

しています。 

　このロボットは、ゴルフクラブの性能向上だけではなく、ロボ

ットに人の動きをさせるとい

う側面からスポーツ分野

に応用されています。 
肩関節 

グリップ 

手首関節 

シャフト 

クラブヘッド 

モーター 
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ロードレースは 
チームワークが大切 

遠くまで行きたい気持ちを 
いつまでも 

　そんな自転車競技でも、入部するときには皆
初心者で初めて競技自転車に触れます。入部
の動機は、「自転車で遠くまで行きたい」「人よ
り速く走りたい」という誰もが自転車に乗ったと
きに感じる高揚感から。新入生は、先輩に教わ
りながら自転車の組み立てから始めます。最初
は四苦八苦しますが、1年ほど経つと１人で自転
車を組み立てられるようになります。 
　自転車競技部の活動は、屋外で自転車に乗
れる5月から11月までがシーズンで、新入生のう
ちから積極的に大会に参加しています。それは
大会で走ることが大きな訓練・経験の場となる
からです。練習は、平日の朝と土日に行っていま
す。土日には札幌から支笏湖、千歳まで行って
札幌まで帰ってくるといった行程150kmの練習
もあります。また、最近では札幌マラソンに参加
したり、冬季にはクロスカントリーを行ったりさま
ざまな活動をしています。 
　現在の日本では、自転車は歩道を走れず、車
道では自動車に目の敵にされていて安全が確
保されているとは言いがたいのが現状です。環
境問題が叫ばれている中で、環境にやさしい自
転車がもっと注目されてほしい。奥村さんは、そ
んな思いを胸に今日もペダルをこいでいます。 

取材［学生編集委員］ 川端 渉 

部 活 ・ サ ー ク ル 

を 楽 し む ！ 

北海道大学自転車競技部 

風よりもはやく、 
この道の 
終わりまで 

▲チームでエースをサポート 

▲風のように走り抜ける！ 

　北海道大学自転車競技部は、ツール・ド・北
海道第1回大会に出場するために1987年に結
成されたチームです。現在の自転車競技部は、
さまざまな学部の1年生から修士２年生までの
部員総勢28名で活動しています。自転車競技
部は、主にロードレース大会への参加を目標に
活動しています。 
　「自転車競技」と聞くと個人種目のようなイメ
ージがありますが、ロードレースはチーム種目で
す。例えばツール・ド・北海道は5人1チームで参
加します。大会の形式によっては、個人のタイム
を競うものもありますが、チーム種目の場合は一
人のエースをチームでサポートします。どんなに
個人の能力が優れていても、チームのサポート
がないと勝つことは難しいのです。また、大きな
チームになると選手以外に監督がいて、仕掛け
るタイミングや戦略などを無線で選手に伝えると
いった非常に戦略的要素の高い競技です。 
　自転車は、皆さんにもなじみのある乗り物の
一つですが、普段皆さんが自転車に乗るときの
スピードは時速20km程度なのに対して、ロード
レースの自転車のスピードはおよそ時速50km。
下り坂では時速90kmにもなり、皆さんの乗る自
転車の3倍から4倍の速さになります。 

　北大に興味を持ったきっかけは高校の恩師の出身大学だっ

たからという平田さん。高校時代吹奏楽部で頑張ってきた自信

から自分の長所を最大限にアピールできると、AO入試に挑戦

しました。願書などに自分の勉強したいことを書いているうち

に、やりたいことに気付かされ、それが大学受験の高いモチベ

ーションに。 

　また、面接の練習でも「自分は北大工学部で勉強したいんだ」

という確固たる思いが芽生えてきたと言います。 

　いろいろなものに興味を持つタイプの平田さん。「工学部で

も興味の幅を広げていきたい。物理、生物、化学の枠にとらわれ

ず、それぞれが融合した分野で研究できるのが工学部応用理工

系。将来は商品開発などをやってみたい！」と語ってくれました。 

取材［学生編集委員］ 丸山 容平 

取材協力 
応用理工系学科1年 
平田 彩さん 
出身地：茨城県 

出身校：私立茗渓学園高等学校 

自分のやりたいことを 
しっかり見つめて 

AO入試
 AO入試
 

高専編入
学 

高専編入
学 

学士入学
 

学士入学
 

入試体験★レポ！ 

北海道大学自転車競技部ホームページ 
●http://circle.cc.hokudai.ac.jp/hucrt/

取材協力：主務 奥村 翔さん（農学部3年） 

取材［学生編集委員］ 近藤 香織 

いろいろな考えを 
持った人たちと出会い 
視野を広げたい 

取材［学生編集委員］ 藤澤 一貴 

取材協力 
環境社会工学科3年 
小暮 竜太さん 
出身地：東京都 

出身校：都立国立高等学校 
出身大学：明治大学理工学部機械工学科 

夢に向かって 
再チャレンジ 

日頃から図表を読み解くこと、新聞や科学雑誌を読み
基礎知識を養っていくことがAO入試を切り抜ける鍵
になりますし、自分がやりたいことを発見することに
繋がると思います。また、科学に対しての総合知識を
養って行くことが大事だと思います。 

北大工学部は、将来技術者を目指す人、また人間性を
磨きたいと思っている人にはとても環境のよいとこ
ろだと思います。高い志を持って頑張ってください。 

とにかく自分のやりたいことを見つけてください。そ
してそれに向かって努力してください。私のようにた
とえ一度違う道に進んだとしても再チャレンジする
機会はあります。夢を目指すのに遅すぎるということ
はありません。頑張ってください。 

北大工学部では、いろいろな個性や能力を持った学生に入学してもらいたい

と考え、一般入試とは別にさまざまな入学試験を行っています。これらの試験

で入学した先輩の声を聞いてみましょう。 

　学校推薦を受け、特別選抜試験で編入学した岩崎さん。口頭試

問では幅広い知識を問われるため、試験に備えて苦手だった化

学を特に勉強したそうです。高専では、1・2年で普通科の高校の

勉強を終え、3～5年で工業の専門を勉強するので、他の高校生

と比べると、学業面では狭い世界を集中して勉強してきました。

その分、鋳造や溶接などの体験を多くできましたが、いろいろな

学部があるUniversityに行き、いろいろな考えを持った人たち

と出会い、広い視野を持ちたいと考え、先進的な研究を行ってい

る北大を選んだそうです。現在は自分自身をスキルアップさせ

たいという思いと、自分自身どこまでできるのかというチャレ

ンジ精神で大学生活を楽しんでいる岩崎さんは、「将来は研究者

になりたい！」と夢を持って充実した大学生活を送っています。 

　他大学を卒業して社会人を経験した後、建築を学ぶために学

士入学試験にチャレンジした小暮さん。年齢的な問題から一般

入試は厳しいと感じて、建築を学ぶことができ、かつ学士入学

を行っている国立大学を探し、北大工学部を受験したと言いま

す。出身大学で機械工学を学んでいたので物理と数学が免除さ

れ、受験科目は英語と面接のみでしたが、しばらく学業を離れ

ていたので、英語の勉強は単語の暗記から始めたそうです。 

　「本当に自分の好きなことである「建築」という目標があり、

それに向かって努力を続けることは苦痛ではありませんでし

たが、プレッシャーはありました。両親の理解は得られましたが、

会社を辞めての挑戦でしたので、まさに「背水の陣」という覚悟

で臨みました。北大では、寒冷地ならではの低温下での建築の

技術（融雪、断熱等）を学べるのがいいところです。」と語ってく

れました。 

取材協力 
機械知能工学科3年 
岩崎 虞子さん 
出身地：北海道 

出身校：函館工業高等専門学校 

▲大自然に囲まれて 

受験生の学力を含めた多様な個性・能力・資質・適性・目的意識や意欲を、個
人評価書、自己推薦書等の提出書類や課題論文試験および面接等により総
合的・多面的に評価することにより選抜する入学試験。工学部では、応用理
工系（応用化学コース・応用マテリアル工学コース）で実施しており、大学
入試センター試験の受験も課されている。 

工業高等専門学校を卒業した者・卒業見込みの者を対象に学科（学力）試験
によって選抜する「一般選抜試験」と提出書類（調査書・成績証明書等）・小
論文・口頭試問（学力に関する試問を含む）によって選抜する「特別選抜試験」
の2種類がある。一般選抜試験は4学科16コースで実施されるが、特別選抜
試験は年度によって実施する学科・コースが異なる。合格した場合は、3年
次に編入される。 

4年制大学を卒業した者・卒業見込みの者を対象に学科（学力）試験によっ
て選抜する試験。入学試験は各学科・コースごとに実施されており、年度に
よって募集のある学科・コース、選抜試験科目が異なる。合格した場合は、2
年次または3年次に入学する。 

編集 
後記 

●取材に行くたびに、工学の範囲って本当に広いなぁ!　と、感激します。できることは本当にたくさんですね!（坂本裕子＜No.8学生編集委員リーダー＞） ●今回初めて取材させ
ていただきましたが、ゴルフスイングロボットの取材ではロボット工学の意外な側面、応用例が発見でき、大変面白かったです。（藤澤一貴） ●「就職」は私自身が興味あることだ

ったので、とても興味深く取材できました。思い込みで知った気分になっていることが案外多くて驚きましたが、大変勉強になりま
した。（山形享子） ●はじめての取材。アポ取り・取材・原稿作成、最初から最後までよちよちしてました。新しいことを始めるたびに
「まだまだ赤ん坊だなぁー」と痛感致します。笑（畑中俊哉） ●工学部の研究はあまり役に立たないのでないかという印象は今回の取
材のおかげでなくなりました。なかなか経験できないことをさせていただいてすごくいい勉強になりました～＞＜（金 　旻） ●工
学部というと機械を扱っているイメージが自分の中では強かったのですが「人間を工学する」ことも工学分野で熱いことを知りま
した。（近藤香織） ●自分の好きなことを研究できるのっていいですよね～。僕も子供のような好奇心と大人の知性を併せ持った人
になれたらいいなと思います!（坪田陽一） ●今号は自分にとって興味深いテーマで編集委員の記事のできあがりが待ち遠しかった
です。工学とスポーツがここまで結びついてるということに驚きを覚えました。（丸山容平） ●取材で話を伺っているうちに、自転車
競技の魅力やその楽しさを感じさせていただきました。今まで触れたことのない競技でしたが、その一部でも知ることができ、とて
も楽しかったです。（川端 渉） ●スペインの大学の工学部を訪問したら、建物正面にあった工学を表す単語の先頭がＥではなくＩ。
その時から「engineering」の語源は「ingenious（発明の才がある）」に違いないと信じています。（工学研究科 広報・情報管理室員 板
垣正文＜No.8編集責任者＞） ●工学者（エンジニア）のイメージは、子供の頃から、宇宙戦艦ヤマトの真田工場長でした。解決策を見
つけるのが工学者の仕事。活躍場所はどこにでもアリ、です。（工学研究科 広報・情報管理室員 永田晴紀＜No.8副編集責任者＞） 


