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学生会だより
東海学生会の活動
1．はじめに
東海学生会は，愛知，岐阜，三重，
静岡の東海 4 県にある 13 大学と 4 高
等専門学校で構成されている．講演会
や見学会，ソフトボール大会など幅広
い活動が行われている．
2．卒業研究発表講演会
第 46 回卒業研究発表講演会が 2015
年 3 月 12 日（木）に中部大学にて開
催された．101 件の講演が行われ，活
発な議論があり盛会であった．優秀な
講演を行った学生には BPA（Best Pre-

図 1 BPA 受賞者と野村前東海支部長（第 46 回卒業研究発表講演会：
中部大学にて）

sentation Award）が与えられ，木曽原

表 1「メカライフの世界」展

知明氏（名城大学）
，星宏夢氏（静岡
大学）
，杉浦潤一氏（名古屋工業大学）
が受賞した．翌日の東海支部総会にて
表彰式が行われた（図 1）
．2015 年度
は 2016 年 3 月 16 日（水）に愛知工業
大学で行われる予定である．
3．メカライフの世界展
若年層を含む多くの方々が機械工学
へ興味を持ち，将来の研究者・技術者
の育成や機械工学分野全体の発展につ

実施校
愛知工業大学
三重大学
岐阜工業高等専門学校
静岡理工科大学
豊田工業高等専門学校
豊橋技術科学大学
沼津工業高等専門学校
鈴鹿工業高等専門学校

テーマ（開催予定日）
昆虫・羽ばたきロボットの飛翔現象の可視化と形状記憶材料の応用
（7 月 18 日～20 日，10 月 10 日，11 日）
機械工学の最先端を学ぼう！ （8 月 6 日）
こんなところに機械工学 （8 月 7 日）
前後二輪駆動バイクの展示・走行 （8 月上旬）
実習教育の成果物の展示と有志による自作ロボットの公開・実演（10
月 10 日，11 日）
ロボットの展示・操縦体験・ロボコンの世界をのぞいてみよう！（10
月 13 日）
流れの可視化からわかる流れの世界（11 月 1 日，2 日）
楽しんで学べる創造機械工学展 （11 月）

ながることを目的として，東海支部で
は 2015 年度は 8 校が参加して「メカ

4．ソフトボール大会

の参加者で白熱した大会となっている．
5．講演会，見学会

ライフの世界」
展が企画されている
（表

各校の交流を図るため，畠山杯争奪

1）．本企画を開催することで，社会

ソフトボール大会が毎年持ち回りで開

各校が持ち回りで講演会や見学会を

に向けた機械工学のアピールだけでな

催されている．2014 年度（第 44 回）

企画，実施している．2015 年度は第

く，学生らは作品を準備製作し（もの

の 大 会 は，2014 年 10 月 26 日（ 日 ）

204 回講演会（名古屋大学），第 205

づくり）
，さらに来場者へ簡潔明瞭に

に豊橋技術科学大学運動場で開催され

回講演会
（岐阜大学），第 206 回講演会

意図を伝えるための工夫（コミュニ

たが，雨天により途中で中止となった． （三重大学）が予定されている．見学会

ケーション）が必要となり，非常に効

2015 年度も実施に向けて計画が進ん

は名古屋工業大学と沼津工業高等専門

果的な実践的教育の場にもなっている．

でいる．学生会行事の中でもこのソフ

学校が担当して実施予定である．

トボール大会は人気が高く，毎年多く

6．運営委員総会，顧問会
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東海学生会の円滑な運営を図るた

い，また学生や教員から学会活動に関

東海 4 県」に特定することによって，

め，年に 2 回の学生運営委員総会と顧

する意見をいただく貴重な場となって

効果的に両者のマッチングにつなげて

問会が開かれている．2015 年度では

いる．

いこうとするものである．登録する学

2015 年 5 月 16 日（土）に大同大学に

7．「メカなび東海」サイト開設

生数も増え学生会としても期待してい

て第 1 回幹事校会・学生会員校運営委

東海支部が求人・求職の支援をする

員総会，
そして 2015 年 6 月 13 日（土）

WEB サイト「メカなび東海」を 2014

に大同大学にて第 1 回顧問会が行われ

年度 4 月に開設した．「メカなび東海」

た．会合では年間事業予定の確認を行

の特徴は，対象企業・学生を「機械系，

る．
〔大同大学

池田洋一〕

中国四国学生会の活動
1．はじめに
中国四国学生会は，
中国 5 県（岡山，
鳥取，島根，広島，山口）と四国 4 県
（愛媛，香川，高知，徳島）の 13 大学，
12 高等専門学校と 1 大学校の合計 26
校で組織されている（会員数：約 570
名）
．活動は，
六つの地区（岡山，
山陰，
広島，山口，愛媛，南四国）から選出
した委員長校 1 校と幹事校 5 校により
運営されている．2015 年度の委員長
校は愛媛大学が務めている．以下に，
図2

主な活動状況を紹介する．

学生員卒業研究発表講演会の様子

2．卒業研究発表講演会
2015 年 3 月 5 日に，2014 年度委員

表2

長校の近畿大学工学部（東広島市）を

学校名
松江工業高等専門学校

会場に，第 45 回学生員卒業研究発表
講演会が講演申込件数 191 件，講演室
14 室で開催された（参加登録者数：
414 名）（図 2）
．毎年，1 年間取り組
んできた研究成果を熱心に発表し，ま

弓削商船高等専門学校
呉工業高等専門学校
香川高等専門学校
水産大学校

2015 年度「メカライフの世界」展のテーマ一覧
テーマ
作って学ぼう“飛ぶ”のしくみ－クイズ大会 & ペーパーグライダー
工作教室－
英語で学ぼう★～エネルギー～
魚ロボットを作って泳がせよう！
アルコールランプで動くエンジンを作ろう
海洋・水産に関わる機械工学

た発表に対し活発な討論がなされ，優
れた発表者には，優秀講演発表賞（各

業研究発表講演会をより活性化させ，

の公開や見学会など種々の企画が実施

室 2 名）を贈っている．今回の審査員

さらに多くの学生が学生員となること

され，先端機械システム技術の啓蒙，

にはこの日発足した中国四国支部シニ

を，そして卒業後も継続して機械学会

機械学会の紹介・説明および 8 月 7 日

ア会の方々にも加わっていただき世代

会員として活躍してくれることを期待

が「機械の日」であることを周知する．

間の交流を新たに試みた．

する．2016 年 3 月に，第 46 回学生員

また，夏休み親子イベント，もの作り

発表者は，日本機械学会の学生会員

卒業研究発表講演会を愛媛大学工学部

体験講座や「メカライフの世界」展（表

であることが条件とされているため，

（松山市）で開催を予定している．多

2）など小学生から一般人までを対象

これまで学生員数は大きく変動するこ

くの講演申込み，参加で講演会が活発

とした企画により，機械システム技術

となく維持してきたが，このところの

に行われることを期待する．

に興味と理解を深めてもらうよう努め

講演件数が減少傾向（第 40 回 348 件，

3．機 械の日・機械週間，「メカライ

ている．

第 41 回 301 件， 第 42 回 303 件， 第

フの世界」展

4．親睦会ほか

43 回 234 件，第 44 回 225 件）で若干

8 月 7 日の「機械の日」を中心に，

地区ごとに，親睦会，見学会，講演

会員数にも影響が見えてきたように思

各会員校では「機械の日」イベントを

会，ソフトボール大会や駅伝大会など

う．学生は，この研究発表会で発表す

開催している．多くはオープンキャン

を企画し，研究の合間に学生員同士の

ることが会員となる一つの機会になっ

パス開催に合わせ幟を立て，ポスター

親睦を深めている．

ている．こうしたことを考えると，卒

の掲示，パンフレットの配布，研究室

〔愛媛大学

柴田

論〕
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