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在校生との連帯を深める活動

　同窓会は、育成会と連携し在校生との連帯を深める活動を模索しています。
　今年度からは在校生に対して、より積極的な関係を保つことを目的として同窓生と在校生の懇談会を開
催する活動に着手しました。まず今年度は試行として下記の通り６月と９月に在校生との懇談会が開催出
来ましたので報告いたします。

　就職活動中の在校生を対象として東洋大工学部機械工学科を卒業後社会で活躍している同窓生から、主
に就職活動や社会人としての心構えや経験談を伝える懇談会を開催しました。参加いただいた30数名の同
窓生から在校生に伝えたいことを一言づつ、在校生からは懇談会に関する感想をいただきました。在校生
は社会に出て以降の働き方、就職活動への理解を深められたと感想がありました。

　最近の学生は、就職に対する意識が以前と変わってきたことをふまえて、３期卒業生の同期会参加者に
講演をお願いして、卒業生と在校生との交流会を、2013年９月26日(木)午後、機械工学科製図室で開催し
ました。夏休み前からポスターを作り、就職支援室をはじめ教学課などに協力して頂き、学内各所に張る
ことができました。また機械工学科の先生方から授業などでPRして頂いたのですが、当日集まった在校
生は10名（３年生５名、４年生５名）ほどでした。３期卒業生（同期会参加者）と一緒に熱心にパネラー

　在校生懇談会（於：2013年６月22日）

　機械工学科卒業生と学生との交流会

交流会風景

の話を聞き、意見交換をして、在校生の感想は非常にためになったとのことで
した。個別にパネラーに企業の内容などを訊く学生もおりました。熱意あるパ
ネラーの話は在校生になんらかの影響を与えたのではないかと思います。
　パネラーとテーマは下記の通りでした。
　パネラー　有山克巳（元三菱重工業）「採用側の視点と経験談」
　　　　　　星野光多（元小松製作所）「海外をめざせ！学生諸君」
　　　　　　関口和夫（元ニフコ）　
　　　　　　　　　　　「偏差値人生さよなら！これからは人間力を磨こう」
　司会　　　小林康男
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１．産学協同とは
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４．産学協同教育制度の誕生
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（以上は前号）

産学協同教育制度とわが工学部における
この制度の効果について

東洋大学初代工学部長　大　越　　　諄

大越先生の足跡をしのぶ（その２）

懇親会（於徳樹庵）

工学部創設50年を過ぎ、また創設に尽力された大越諄（おお
こしまこと）先生が逝去されてから45年が過ぎ先生の業績や
革新的な考え（現在のイノベーション）を知らない卒業生が
増えているようですので、この会報では先生が提唱した産学
協同実習（現在のインターンシップ）に関する考えの原稿（遺
稿）を掲載しました。なお、長文ですので２回に分けて掲載し
ます。

　同期会報告（第３期、昭和42年卒）
　2013年９月26日(木）、「古希の会」と名付けて３期卒（1967年卒）の卒業生が川越キャンパスに
集まりました。
　約50名に連絡を取り15名が集まりました。３期の同期会は2009年４月以来の開催で、その間に二
人が亡くなられていました。御冥福をお祈りいたします。
　当日は、10時30分に理工学部４号館４階セミナー室に集合。11時から松元機械工学科学科長に理
工学部の現状を話して頂きました。昼は学生食堂で在校生と一緒に食事をとり、午後１時10分から
機械工学科製図室で在校生との交流会を催しました。
　交流会後、前川教授のご案内で今年度開設したバイオナノセンター新棟の館内の見学をさせて頂
き非常に有意義な大学との交流が持てました。その後、場所を替えて懇親会（大学近くのファミレ
ス徳樹庵に於いて）を行い、懐かしい学生生活を思い出し、旧交を温めました。卒業以来逢ってな
い人も何人かおり楽しい一時を過ごすことができました。
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　この教育制度をシンシナティ大学の工学部で
初めて実施して見ると、はたして技術教育上に
前述のごときまことに多大の効果をあげ得るこ
とが明かになりましたので、アメリカにおいて
この制度を採用して技術教育を行う大学の数は
しだいに増加し、今日では100校以上に達しま
した。現在アメリカにおける有力大学は、ほと
んどこの制度により優秀な技術者を世に送り出
しています。

　米国におけるこの新しい教育制度はたちまち
欧州に伝わり、今日では西ドイツ・イギリス・
フランス・イタリア・ソビエトなどの諸国も、
その形式・程度号こそそれぞれ多少異なります
が、いずれも産学協同教育制度を採用し、優秀
な技術者を社会に送り出し、自国の産業開発
に、ひいては国民の生活水準の向上に、国をあ
げて努力しているのが実情であります。そこ
で、欧州諸国における現状をいますこし詳細に
説明して見ましょう。
　西ドイツでは工科大学（Technische Hochshule）
に入学するには、中学卒業後自分で選んだ工場
で６ヵ月間工場実習をせねばなりません。大学
入学資格を得るための国家試験の合格証と工場
実習終了の証明書がないと、工科大学には入学
できません。
　大学は４年制で、最初の２ヵ年が前期、後の
２ヵ年が後期ですが、前期の２ヵ年中に大学の
指定工場でさらに６ヵ月間工場実習をせねばな
りません。多くの学生は、３ヵ月間の夏期休暇
を２回利用してこの実習を行っています。その
実習完了の証明書がなければ、後期への進学は
許可されませんから、結局前述の在学中の工場
実習を終了しない者は、大学を卒業できないこ
とになります。
　西ドイツの産業界は、工科大学への入学志願
者や大学前期在学中の学生の６ヵ月間の工場実

習を喜んで引き受けています。それは自社の利
益のためではなく、あくまでもそれを国家に対
する義務とこころえ、実習工場に指定されたこ
とをむしろ光栄と考えているからであります。
　イギリスは、近年科学技術の急速な発展とと
もに高級技術者の不足に悩み、大学と産業界と
が密接に提携し、国をあげて優秀な技術者の育
成に真剣に努力しています。特に目立つのは、
大学生に対する産学協同教育制度の実施と大学
卒業生に対する英国技術者協会の指導による企
業内実地訓練であります。
　イギリスでは、単に大学を卒業しただけでは
教員や研究員にはなれても、一人前の技術者と
しての就職はできません。大学卒業後さらに少
なくとも２ヵ年間工場で実地訓練を受けます。
そのときの成績を工場側が技術者協会に報告
し、技術者協会の審査にパスして後、初めて公認
技師として待遇されるのであります。イギリス
ではかくのごとく工場における実地訓練・実際
的の知職・経験を重視しているのであります。
　フランスでも単に大学の工学部を卒業しただ
けでは教員や研究員にはなれても、技師にはな
れません。フランスには普通の大学の外に、グ
ランドエコール（Grande Ecole）と称する上
級大学が40校ほどあります。この大学に入学す
るには、国家試験に合格した後、さらに非常に
むづかしい入学試験に合格せねばなりません。
この大学は普通の大学より遙かに高度の学問を
教授し、フランスの将来を背負ってたつフラン
ス国家の幹部を養成するのを目的としている学
校でありますが、これほど学問を重視する大学
でありながら、そこの学生も在学中に１ヵ月の
工場実習を少なくとも２回以上経験せねば卒業
できません。
　イタリアの産業界は、大学と盛んに人事交流
を行ない、大学の技術教育に心から協力してい
ます。例えば、イタリア第一の自動車メーカー

６．世界各国における産学協同教育制度の実施状況
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であるヒアット社の技師長は、トリノ工業大学
の学長を兼ね、トリノ工大の多数の教授は、ヒ
アット社の技師を兼務しております。また、イ
タリア第一の化学工業会社であるモンテカチニ
社は、毎年ミラノ工大へ30人乃至40人、トリノ
工大ヘ15人乃至20人と言うように、多数の技師
を講師として派遣して、大学における技術教育
に協力しております。イタリアでは、技術者の
養成と産業界の技術水準のレベルアップのため
に、産業界と大学とが産学協同と言うよりも、
むしろ産学一致の形で真剣に協力していると言
えます。
　ソビエトは、サンドウィッチ式教育制度の最
も熱心な実践国であります。ソビエトでは、小
学の義務教育８年・中学３年・大学教育はだい
たい６年でありますが、まず義務教育８年の間
に、実地体験を主とした綜合技術教育を必ず受
けねばなりません。次に中学に進みますと、１
年生のとき１ヵ月・２年生になると週２日・３
年生になると週３日、工場または農場で必ず実
地体験をさせられます。
　ソビエトでは、工科大学に入学するには２ヵ
年間の工場実習を終了しているか兵役義務をは

たしているかが入学資格となります。そして大
学に入学しますと、１学年・２学年の期間中に
総計12ヵ月は生産工場で実地体験をせねばなり
ません。３学年・４学年の２ヵ年間は学内で基
礎教育を受けますが、５学年・６学年の期間中
にさらに５ヵ月間生産工場で実地体験をせねば
なりません。在学中に前述の工場実習を終了し
た後、卒業論文を書き、それがパスして初めて
卒業を許可されるのであります。
　前述の如く、米国を初めとして欧州諸国が皆
熱心にこの産学協同教育制度を採用しているの
は、この制度が優秀な技術者を養成するため
に、引いてはその国の近代産業を推進するため
に、非常に効果のあることが明瞭になったから
であります。そして今日では、大学と産業界とは
その提携・協力をさらに一歩進めて広義の産学
協同を熱心に実施して、大学における技術教育
と研究活動の促進と産業界における技術のレベ
ルアップに努力しているのが実情であります。
　文字どおり日進月歩の急速な進歩をとげつつ
ある科学技術に対応していくために、産学協同
が最も効果のある制度であることは、今日では
もはや世界の常識となっております。

　技術には、工業技術のほかに医術・農業技術
などいろいろの種類があります。そこで眼を医
学部と農学部に転じ、それらの部門における学
生の技術教育の実情を振り返って見ましょう。
　医学部の設置されている大学には、たいがい
附属病院が設けられています。医学部の学生
は、教室や実験室において人体構造・病理学・
解剖学などを学ぶかたわら、附属病院において
教授の指導のもとに実際に患者に接し、その病
源の発見・手術・治療法・患者に接するときの
医者としての態度などについて実地訓練を受け
ます。さらに大学卒業後数年間、病院でインタ

ーンの実習を受けて後、初めて医学と医術とを
身につけた一人前の医者となれるのでありま
す。
　また農学部のある大学は、たいがい農事試験
場・演習林・植物園などを持っております。か
かる施設を持っておればこそ、農学と農業技術
とを身につけた一人前の農業指導者を世の中に
送り出せるのであります。
　それでは工学部にも附属病院や農事試験場な
どに相当する製造工場を設置してはどうでしょ
うか。工場と言っても種類は多種多様でありま
す。機械工学科のみを考えても、時計工場・写

７．工業技術以外の技術教育の実情
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真機工場・計測機工場のような精密機械工場・
あるいは発動機工場・自動車工場・工作機械工
場などいろいろの工場を設置せねばなりませ
ん。このほか電気工学科や応用化学科などの学
科に対しても、それぞれ専門の工場を多数必要
とします。しかも工場施設を建設するだけでな
く、そこには大勢の技師・工員・事務職員も雇
い入れねばなりません。かかることは、少なく
とも今日の大学の規模・大学の予算では、とう
てい実現不可能なことであります。
　それではかかる工場における実地訓練を行わ

　この工業技術教育に有効な産学協同教育制度
を実施するには、大学側にも産業界の側にもい
ろいろの条件が揃っていなければなりません。
　まず大学側について言えば、この教育制度に
深い理解を抱き心からの協力を惜しまない有能
な教職陣を持ち、産業界の施設ほど数量の点で
は充分でなくとも、最新式の点ではそれに匹敵
するほどの立派な教育設備と研究施設とを備
え、しかも大学のキャンパスが勉学と研究に適
した環境にあることが必要であります。
　また産業界の側について言えば、大学におけ

　昭和38年、わが工学部の第１期生が３学年に
進級したので、その年の夏休みからこの制度に
よる学外実習を開始しました。ただし土木・建
築の両学科は１年遅れてスタートしたので、こ
れら両学科は翌年の夏休みから学外実習や教
授・助教授の直接指導による工事現場の見学会
などを開始しました。
　それ以来昭和44年春休みまでに各学科ごとに

ず、教室内・実験室内の教育だけでことたりる
でしょうか。それはあたかも、附属病院や附属
農事試験場なしに教室内で基礎教育のみを受け
た、病人の脈もとれない医者や、稲を実らすこ
とすらできない農業技術者を養成するのとあま
り違わないことになります。
　単に大学の施設面から考えただけでも、産学
協同により学外の協力を得て、学外における種
々の最新式の施設を活用することができれば、
どれだけ工業技術教育上プラスになるか計り知
れないものがあります。

る工業技術教育に深い理解を持ち、単に自社の
目先の利益を考えて大学に協力するのでなく、
有能な技術者を産業界に送り出し産業界の技術
水準のレベルアップのために、ひいては国民生
活の向上のために、国家的見地から協力する必
要があります。
　幸い、わが工学部はすぐれた教職陣容、充実
した教育・研究施設、恵まれた環境と言う３つ
の好条件を備え、また産業界からも厚い信頼と
心からの協力を得ておりますので、この教育制
度を実施できるのであります。

それぞれ約12回の学外実習や見学会などが行な
われましたが、この間この計画に参加した学生
数は3,802名に達し、この計画に心から協力さ
れた事業場は1,539社にもなりました。
　昭和43年の夏、初めて学外実習に参加した全
３年生について学外実習に関するアンケート調
査を行なった結果によりますと、

８．産学協同教育制度実施上の必要条件

９．東洋大学工学部における産学協同教育制度の効果
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　また、実習経験からどんな訓練的価値を認め
たかと言う質問に対しては

　これらの統計は、学外実習が、理論と実際の
関係を理解し、学習意欲を高め、自己の適性判
断に役立つのみならず、仕事に対する理解・責
任感・協調性・判断力の向上などの点でも大い
に効果をあげていることを明らかに示していま
す。
　また、昭和43年夏、それまでの全工学部卒業
生に対し、在学中の学外実習が就職後いかなる
点で役立ったと思うかと言うアンケート調査を
行ないましたところ、

　昭和44年４月までに総計約2,000名の卒業生
を世の中に送り出しましたが、いずれの方面に
就職した卒業生も他大学の卒業生と較べて、一
般に礼儀正しく、真面目に仕事に取り組み、上
下同僚とも非常に協調的に仕事に従事してくれ

ていると、各方面から好評を博しております。
　これは卒業生諸君の努力の結果であることは
申すまでもありませんが、産学協同教育制度の
賜でもあると考えられます。

と答えています。
　これらの回答のうち、仕事に対する理解を深
めた点でと答えた回答の％は学外実習の回数に
無関係にほぼ一定でありますが、自信とファイ
トに関する％は学外実習の回数とともに増加し
ています。この事実は、学外実習の効果が実習
回数に比例して向上することを明らかに示して
います。

設　　　　問 Yes No 無回答

学外実習が理論と実際との関係の理解に役立った（全学科を平均） 67.2％ 19.2％ 13.6％

実習後大学教育に興味を深めた 59.5％ 14.0％  ―

自己の適性判断に役立った 52.2％ 16.0％  ―

仕事に対する理解を深めるのに役立った 19.0％

責任感の強化に役立った 18.2％

協調性の向上に役立った 13.8％

判断力の強化に役立った 12.0％

工業の習慣を会得するのに役立った 9.8％

仕事に対するファイトを持つようになった 9.0％

経済的知識の涵養に役立った 6.5％

グループ活動の重要性を改めて認識した 5.3％

発表能力の強化に役立った 5.2％

その他 1.2％

自分の仕事に対する理解を深めた点 52.8％

仕事に対する自信を強めた点 12.5％

仕事に対するファイトを持つようになった点 10.5％

その他 24.2％

10．結　　　言

仕事に対する理解を深め
るのに役立った　19.0％
仕事に対する理解を深め
るのに役立った　19.0％
仕事に対する理解を深め
るのに役立った　19.0％

責任感の強化に
役立った　18.2％
責任感の強化に
役立った　18.2％
責任感の強化に
役立った　18.2％

協調性の向上に
役立った　13.8％
協調性の向上に
役立った　13.8％
協調性の向上に
役立った　13.8％判断力の強化に

役立った　12.0％
判断力の強化に
役立った　12.0％
判断力の強化に
役立った　12.0％

工業の習慣を会得する
のに役立った　9.8％
工業の習慣を会得する
のに役立った　9.8％
工業の習慣を会得する
のに役立った　9.8％

仕事に対するファイトを持つ
ようになった　9.0％
仕事に対するファイトを持つ
ようになった　9.0％
仕事に対するファイトを持つ
ようになった　9.0％

経済的知識の涵養に
役立った　6.5％
経済的知識の涵養に
役立った　6.5％
経済的知識の涵養に
役立った　6.5％

グループ活動の重要性を
改めて認識した　5.3％
グループ活動の重要性を
改めて認識した　5.3％
グループ活動の重要性を
改めて認識した　5.3％

発表能力の強化に役立った　5.2％発表能力の強化に役立った　5.2％発表能力の強化に役立った　5.2％

その他　1.2％その他　1.2％その他　1.2％
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理工学部近況

■機械工学科教員消息■
新任
　藤岡照高教授（材料力学）
　横田祥准教授（ロボット、
　　ヒューマン・インターフェース）
退職
　原山卓久教授（他大学への転任）
逝去
　桜井先生（平成26年１月）
昇格
　吉野隆教授
　森本久雄教授

■平成26年度機械工学科教員の主な役割■
【全学】
副 学 長　神田雄一教授
工業技術研究所 所長　松元明弘教授

【機械工学科】
学 科 長　松元明弘教授
学科幹事　吉野隆教授
教務担当　森本久雄教授・山田和明講師
就職担当　尼子淳教授・根市勉講師
入試担当　山川聡子准教授・藤松信義准教授
川越連合育成会委員　山田和明講師

　平成25年度３月卒業の卒業式・学位記授与式が平
成26年３月23日に北の丸公園の日本武道館において
大学全体の式として行われました。３月卒業生は、
全学（１、２部、通信、大学院、法科大学院）で
6428名、理工学部は718名、工学部は31名でした。
そのうち、機械工学科卒業生125名に卒業証書・学
位記が授与されました。また、大学院工学研究科は
機能システム専攻前期課程16名が修了しました。　
　午後３時からは、川越キャンパスに理工学部卒業
生は集合し、学科別に卒業証書・学位記授与式が行
われました。機械工学科では、松元学科長より直接
卒業証書・学位記とＪＡＢＥＥ修了証を手渡され、
卒業の喜びとともに社会に出る心構えを新たにしま

した。
　その後、各優秀賞の表彰があり、日本機械学会畠
山賞が小久保直樹君に学科主任の松元明弘教授から
授与された後、川越キャンパス連合育成会卒業研究
優秀賞が機械工学科同窓会田口会長から諸俊宏君に
授与されました。校友会奨励賞は３月20日に白山キ
ャンパスにおいて望月栄徳君に羽島校友会会長から
授与されました。
　その後、田口会長より卒業生に向けて餞の言葉が
ありました。
　機械工学科卒業生の進路先は、企業82名、大学院
進学11名、その他９名、未定７名、活動中15名、不
明１名（平成26年３月現在）となりました。

平成25年度卒業式、卒業証書・学位記授与式

♦川越キャンパス最後の老朽化した建屋であった体
育会・文化団体連合の部室棟は３月新たに３階建
ての立派なコミュニティセンターとして生まれ変
わりました。同時に新しい弓道場もオープンし、
学生諸君の新たな活動に期待しています。

♦26年度入学生の一人としてわが国短距離界のホー
プ桐生君が入学し、川越にある合宿所で新生活を
スタートさせました。
♦機械工学科卒業の森本久雄先生が４月１日付で教
授に昇格されました。おめでとうございます。

　平成26年度の機械工学科の入学試験は、平成25年
11月から指定校、運動選手などの推薦入試から始ま
り、平成26年３月の３月入試で全ての入試が終了し
ました。
　付属、推薦を除いた機械工学科の志願者数は、
1680名で前年度より80名弱減となりましたが、これ
は全ての入試がWebでの申込み方法に変更したこ

と、受験者層が上位レベルに多少シ
フトしたことなどが考えられます。
　最終的な機械工学科の入学者数は
以下のとおりでした。
　・付属、指定校推薦、学校推薦：37名
　・一般入試（A１、A２方式、Ｂ方式）：143名

（内女子３名）

平成26年度入試状況

コミュニティセンター竣工、その他
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同窓会活動

～同窓会連絡先～
〒350－8585　埼玉県川越市鯨井2100
東洋大学川越キャンパス連合育成会　気付

機械工学科同窓会事務局
電話・FAX：049－239－1679
E-mail:ikuseikai@toyo.jp

担当　清澤文彌太　小林康男

機械工学科同窓会へ寄付のお願い
　卒業生が連絡を取り合う場として同窓会があります。
「同窓会だより」の発行も会費・寄付に支えられ継続が
出来ています。活動の主旨をご理解いただき卒業生の皆
様からのご寄付をよろしくお願いいたします。
　同封の振り込み用紙をご利用ください。

１、機械工学科同窓会 26年度総会
　　　開催日　2014年６月21日（土）12：30～
　　　場　所　東洋大学川越キャンパス

1205教室（１号館２階）
　　　議　題　①25年度活動報告
 ②26年度活動計画
 ③役員改定（案）　その他

２、在校生との懇談会
　　　時　間　13：00～14：00　於　1205教室
　　　内　容　機械工学科の学習内容で活かせたこと
３、川越キャンパス連合育成会大会
　　　時　間　14：00～　　　 於　421教室
川越キャンパス連合育成会 行事および合同交流会

　　　時　間　15：00～

　川越キャンパスホームカミングディとして下記の日程で開催をいたします。
　ご参加を同封の参加用紙で申し込みを頂けますようお願いいたします。

　機械工学科同窓会総会のご案内

　2013年10月20日に川越まつりの開催期間に合
わせて「山車ロボットコンテスト」を開催いた
しました。本コンテストは川越市産業観光館ギ
ャラリーにて予定通り開催し、参加高校生54名
の熱気があふれていました。機械工学科の教員
で構成する実行委員会が主催・運営しており、
今年で８回目の開催となります。同窓会からも
審査員として参加いたしました。高校生が作っ
た合計22台のロボットが競技、団体演技に挑
み、技術と芸術性を競いました。川越まつりに
お越しの際は是非ともご見学ください。

川越まつり山車ロボットコンテスト2013　参加報告

平成25年度　機械工学科同窓会総会報告
　同窓会総会を平成25年６月22日（土）に東洋大学
川越キャンパスで開催いたしました。
　会長挨拶および活動報告、決算報告を行い、活
動（案）、活動予算について議決を行った。会則
の改定を議決したので変更点の要約を記載する。

１、学部名称の変更を記載する。
２、第４章　役員に顧問を追加、及び総務の人数

を変更する。
３、第６章　顧問の役割を追記する。
４、第８章　顧問の任期を追記する。

会則は、機械工学科のホームページに規約を掲示いたします。


