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国立大学法人豊橋技術科学大学 Ｐｒｅｓｓ Ｒｅｌｅａｓｅ
平成２５年８月１日

平成２５年度第４回定例記者会見開催のお知らせ

日時：平成２５年 ８月 ７日（水）１１：００～１２：００

場所：豊橋技術科学大学事務局３Ｆ 大会議室

＜記者会見項目予定＞

①デザイナー髙橋正実さんとのコラボレーション！第二弾：大学オリジナル

エコバッグ2013が完成 ８月３１日開催オープンキャンパスで配布！（別

紙１参照）

②テクノガールズ目指して身近な科学を楽しんでみよう！第１弾 工作教室

「ブロックでロボット工作」開催（別紙２参照）

③国立大学改革強化推進事業（豊橋技術科学大学、長岡技術科学大学、国立

高等専門学校機構連携・協働教育改革事業）の進捗状況

※３月に記者発表しました標記事業（別紙３参照）の経過について説明い

たします。（キックオフ・シンポジウムの開催、海外キャンパスの検討状

況等）

④平成２５年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」事

業採択決定！ 工業（防災都市システム学）分野における中核的専門人材

の養成 社会人等の「実践的高度防災担当者」の養成（別紙４参照）

⑤次回の定例記者会見の開催について（別紙５参照）

＜本件連絡先＞

総務課広報係 山内・岡崎・小島

TEL:0532-44-6506 FAX:0532-44-6509



＜別紙１＞ 

 
平成２５年８月１日 

 

デザイナー髙橋正実さんとのコラボレーション！ 
第二弾：大学オリジナルエコバッグ2013が完成 

８月３１日開催オープンキャンパスで配布！ 

国立大学法人豊橋技術科学大学 Ｐｒｅｓｓ Ｒｅｌｅａｓｅ 

本年度本学と顧問デザイナー契約を締結した、東京スカイツリーのエレベーター

内装デザインや、スガキヤ「ラーメンフォーク」のデザインで著名な、髙橋正実さん

（MASAMI DESIGN：マサミデザイン）によるオリジナルデザインのエコバッグ第二弾

が完成しました。 

本学のロゴカラー(赤・黒・グレー)を大胆にあしらい、またロゴマークを解

体して配置するなど、大学のカラーをうち出したデザインになっています。 

本年度は、8月31日（土）に開催する第30回オープンキャンパスのポスターデザイ

ンと連動してオープンキャンパスを盛り上げます。 

オープンキャンパスでは本年度も、入試案内はもちろんのこと研究室公開、施設

公開・開放、体験学習、技科大生による相談コーナー、ロボットの展示・実演、オリジ

ナル電気自動車の試乗体験（高校生以上対象）、さらに特別企画として、昨年度も

好評いただいた小学生向け体験学習教室など、本学を知っていただくため、受験生

に限らず、小学生から大人の方まで楽しめる企画をご用意して、来場をお待ちして

います。 

髙橋さんデザインのエコバッグは当日来場いただいた先着１５００名に配布し、ま

た、事務局棟から講義棟への渡り廊下に、ポスターデザインを施し、来場者を迎え

ます。 

 

 第30回オープンキャンパス  「GO  TO  THE  FUTURE」 

 日時： 平成２５年８月３１日（土）１０：００～１６：００（受付開始：９：３０） 

 会場： 豊橋技術科学大学 

 対象： どなたでも、入場無料、事前申込不要、無料駐車場有り 

 

今後も、日本のものづくりを応援する、髙橋さんとのコラボレーションにより、「技術

を究め、技術を創る」を使命とする本学の魅力を、より広くアピールしていきたいと考

えています。 

 



 

                  
 

         

       完成したオリジナルエコバッグ           第３０回オープンキャンパスポスター 

 

 

 

【髙橋正実（たかはし まさみ）さんの紹介】 

＜プロフィール＞ 

クリエイティブディレクター・アートディレクター・デザイナー（MASAM

I DESIGN代表） 

MASAMI DESIGN http://www.masamidesign.co.jp/ 

コンセプトワークを得意とするところから、グラフィック、パッケージ、

プロダクト、空間、科学研究分野、ブランディング、コンサルティング

、地域開発、執筆等多岐に渡り、分野を超えたスタイルで仕事を行

っています。 

 

＜主な実績＞ 

【東京スカイツリーエレベーター基本コンセプト構築及び内装デザ

イン】 

東京の新名所「東京スカイツリー」。

その「天望デッキ」へ続くエレベータ

ーの基本コンセプトの構築と内装デ

ザインを手掛けた髙橋さんは、多数

のテレビやラジオ番組に出演されて

います。 



 

 

【ラーメンフォーク】 

名古屋のご当地ラーメンともいわれる、ラーメンチェーン店「スガキヤ」で愛用され

ている食器。アメリカのニューヨーク近代美術館（ＭｏＭＡ）のミュージアムショップ

で販売されており、人気商品の１つとなっています。 

 

【成田国際空港第一旅客ターミナルビル中央ビル空間デザイン】 

北ウイング側の30メートルの壁面、南ウイング側の30

メートルの壁面に、金箔・銀箔が施された美しい金魚

が描かれています。これらは成田国際空港内で最も

巨大なデザイン・アートワークとして、日本の玄関口を

華やかに彩っています。 

 

 

 

 

本件に関する問い合わせ先： 

総務課広報係 岡崎・小島 TEL 0532-44-6506 FAX:0532-44-6509 

                   E-mail: kouho@office.tut.ac.jp  



＜別紙２＞ 

 

平成２５年８月１日 

 

テクノガールズ目指して身近な科学を楽しんでみよう！ 

第１弾 工作教室「ブロックでロボット工作」 開催 

 

本学では、男女共同参画推進室の主催で、「女子中高生の理系進路支援事業」を行っており

ます。これは、女性研究者（理系）の研究活動支援の一環として、同推進室が毎年開催してい

るものです。 
   この事業は、豊橋市教育委員会の後援をいただき、女子中高生を対象に、楽しく学ぶ理科教

室（物理／科学／化学）や実験講座などを開催し、この地域に「テクノガールズ」が生まれる

ための支援を行うものです。昨年度までは、女子中学生のみを対象としていましたが、幅広い

世代の交流のため、女子高校生まで範囲を拡大して実施することになりました。 
今年度は第１弾として、工作教室「ブロックでロボット工作」を本学のオープンキャンパス

の日に開催します。 

レゴブロックを使ってロボットを組み立て、組み立てたロボットが簡単なプログラミングで

動くことを体感してもらいます。また、本学の女子学生がＴＡ（ティーチング・アシスタント）

としてサポートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

本学のオープンキャンパス（８月３１日(土)）の開催に併せて実施するため、午前中は

本学研究施設等を見学することもできます。 

 

国立大学法人豊橋技術科学大学 Ｐｒｅｓｓ Ｒｅｌｅａｓｅ 

第１弾 工作教室「ブロックでロボット工作」 

 

日時：平成２５年８月３１日(土)１３：００－１６：００ 

場所：豊橋技術科学大学（国際交流センター ２０５室） 

対象：女子中高生（保護者や教育関係者の見学可） 

定員：１０名 

内容：ブロック、ギヤ等豊富な部品で様々なセンサを搭載したロボットを組み

立て、パソコンで作成した簡単なプログラミングによりロボットを動か

します。 

申込：事前申込が必要。 

ＦＡＸやメール、ホームページからも申し込みできます。 

＜申し込み・問い合わせ＞  

 〒４４１− ８５８０ 豊橋市天伯町雲雀ヶ丘１− １ 

豊橋技術科学大学 男女共同参画推進室担当窓口（総務課職員係） 山口 

TEL：（０５３２）４４− ６５０２  FAX：（０５３２）４４− ６５０９ 

E-mail： danjo-kyodo@equal.tut.ac.jp http://www.equal.tut.ac.jp 



 

 

（予告） 

第２弾 理科教室「のらねこ＆テクノガールズ」平成２５年１１月９日(土)開催。 

     「のらねこ学会」（岐阜県下の高校の物理の先生方が組織する物理サークル）の先生方によ

る様々な「科学ショー」と「科学工作」で構成されます。 

 

 

 

 

本件に関する連絡先 

担当者：総務課職員係 山口  TEL: 0532-44-6502 

広報担当：総務課広報係 岡崎・小島 TEL 0532-44-6506 



第1弾

保保護護者や教育関係者の見学可保護者や教育関係者の見学可

〒441-8580　豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1
国立大学法人　豊橋技術科学大学　男女共同参画推進室担当窓口（総務課職員係）　山口
TEL : 0532-44-6502　FAX : 0532-44-6509
E-mail : danjo-kyodo@equal.tut.ac.jp  ホームページ : http://www.equal.tut.ac.jp

後援／豊橋市教育委員会

お申申申申しししし込込込込込込込込みみみみみみ・・・
お問問問問いいいいい合合合合合合わわわわわわせせせせせせ
お申し込み・
お問い合わせ

参加を希望する場合は，事前に予約が必要です。定員になり次第すす ，締め切ります。参加希望者は下記へご連絡ください。すす参加を希望する場合は，事前に予約が必要です。定員になり次第，締め切ります。参加希望者は下記へご連絡ください。

第 弾

テクノガールズ目指して
身近な科学を
楽しんでみよう！

テクノガールズ目指して
身近な科学を
楽しんでみよう！

テクククククノクク ガガガガールルルズズズ目指指指指指しししてててしし
身身身身近近近近近近近ななななな科科科科科科科科科科学学学学ををを
楽楽楽しんんんんんでででんん みみみよよよよう！！！！！！

場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所場所

日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時時日時

豊橋技術科学大学
（国際交流センター205室）

コンピュータを使った簡単な
プログラミングによりロボットがプログラミングによりロボットが
動くことを体感動くことを体感する工作教室工作教室

コンピュータを使った簡単な
プログラミングによりロボットが
動くことを体感する工作教室

平成25年

13：00～
16：00

8 31土

平成25年度　豊橋技術科学大学　女子中高生の理系進路支援事業

参加無料

コンピュ タを使っ なュ タンンピ タを使 たンピ タをコンピュータを使った簡単な
「ブロックでロボット工作」作」「ブロックでロボット工作」

＊当日はオープンキャンパスを行っていますので， 
　上記時間以外は他の行事にも参加いただけます。

定員10名教作作教室室工作教室工作教室工作教室

女子中高生限定

第2弾「のらねこ&テクノガールズ」も開催決定!
開催日時等が決まり次第ご案内します。すす
第2弾「のらねこ&テクノガールズ」も開催決定!
開催日時等が決まり次第ご案内します。



FAX申込用紙

FAX:0532-44-6509
◎おかけ間違いのないようお願いいたします。

〒441-8580　豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1
国立大学法人　豊橋技術科学大学

男女共同参画推進室担当窓口（総務課職員係）　山口
TEL：0532-44-6502

E-mail： danjo-kyodo@equal.tut.ac.jp
http://www.equal.tut.ac.jp/　《申込状況を掲載します》

お申し込み・お問い合わせ

FAXでのお申し込みにご利用ください。
ホームページからも申し込みできます。（http://www.equal.tut.ac.jp/）

メールにて申し込む場合も以下の内容を必ず記入してください。
定員になり次第，締め切らせていただきます。

国立大学法人豊橋技術科学大学
　男女共同参画推進室（総務課職員係）　宛

氏　　　名

学校名（学年）
県

市

高等学校（　　　　年）

中 学 校（　　　　年）

ふりがな

連絡先
（ 学校 ・ 保護者 ・ 本人 ） 氏名： 　　          
（電話番号 ・ ＦＡＸ ・ Ｅメール）

電話番号・ＦＡＸ
又はＥメール（ ）

（注）当日の事前連絡のため必ず記入してください。（夏休み中も連絡がとれること）



  

  
平成２５年３月１日 

 

平成２４年度国立大学改革強化推進事業 採択決定！ 

 

 豊橋技術科学大学は、今回採択された三機関（本学、長岡技術科学大学、国立高等

専門学校機構）が連携・協働した教育改革において実施する事業のうち、成長著しい

アセアン地域に海外キャンパスを共同設置し、日本人学生を「留学生」として現地に

送出、一定期間教育を実施する事業を主体的に担当し、世界的な視野を持つグローバ

ル技術者を育成する事業を展開します。 
 

 豊橋・長岡 両技術科学大学は、技術の基礎を学んだ高等専門学校本科修了生を学部３年次

に受け入れ、必修の正課授業として、学部段階で長期間の企業への実務訓練（インターンシッ

プ）を組み込むなど、実践的、創造的技術者の養成を意図した、他大学にはない教育システム

を開学以来３０数年間実施してきました。 

 

 グローバル人材が渇望されている我が国の現状に対して、今回、豊橋技術科学大学は「技術

者教育」という観点から、主体となって長岡技術科学大学、高等専門学校機構と連携し、最先

端技術に加え、グローバルな視点、多文化共生などに対する高い意識を海外で直接体験し学ぶ

ことができる環境を整備することで、新しい時代を開拓していく実践的グローバル技術者を育

成する事業を開始し、展開します。 

  

 本事業の一環として、平成25年度から、日本人学生のアセアン地域への短期派遣や、海外

インターンシップをより一層充実させ、３機関連携による共同教育コースの検討・試行等を行

い、３年後にアセアン地域に海外キャンパスを設置する計画です。 

 

 学生だけでなく、両技術科学大学の教員や高等専門学校教員も、ＦＤ（ファカルティ・ディ

ベロップメント）活動の一環として、約半年～１年間、海外キャンパスで教育・研究に携わる

計画です。 

  
 

今回採択された三機関が連携・協働した教育改革の「代表大学は長岡技術科学大学」と文部科

学省からは公表されておりますが、基幹大学は両技術科学大学であり、グローバル技術者の人

材育成事業については、本学、豊橋技術科学大学が主体となって事業を展開していくものです。 
 

【本件のお問い合わせ先】 

海外キャンパスをアセアン地域に共同設置 

新時代拓くグローバル技術者の育成に向けて 
－豊橋技術科学大学：三機関連携・協働教育改革主体事業－ 

国立大学法人豊橋技術科学大学 

総務課長 山内 和哉 

電話：0532-44-6501 

国立大学法人豊橋技術科学大学 Ｐｒｅｓｓ Ｒｅｌｅａｓｅ   

＜別紙３＞



＜別紙４＞ 

 

平成２５年８月１日 

 

平成２５年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」事業 採択決定！ 

 

工業(防災都市システム学)分野における中核的専門人材の養成 

社会人等の「実践的高度防災担当者」の養成 

 
本学では、平成 25 年度「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進」事業に「工

業（防災都市システム学）分野における中核的専門人材の養成プロジェクト」を応募し、７月

３１日に採択が決定しました。 
   この事業は、地域と連携し、企業のニーズと本学のシーズをマッチングし、防災担当者向け

の、実践的かつ高度な学習プログラムを構築するとともに、講義を行い、実践的高度防災担当

者を養成していくものです。 
 
  

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関する連絡先 

担当者：会計課長 下田  TEL: 0532-44-6510 

広報担当：総務課広報係 岡崎・小島 TEL 0532-44-6506 

国立大学法人豊橋技術科学大学 Ｐｒｅｓｓ Ｒｅｌｅａｓｅ 

工業(防災都市システム学)分野における中核的専門人材の養成 

 

事業年度：平成２５年度 

実施主体：豊橋技術科学大学安全安心地域共創リサーチセンター 

連携体制：地域連携協議会(仮称)を設置 

対  象：企業等の防災担当者 

事業概要：防災担当者向けの実践的かつ高度な学習プログラムの構築、試行、

検証 

養成しようとする人材：「実践的高度防災担当者」 

目標とする成果：①大規模災害への日頃からの万全の備え 

②地域の企業等の対応格差の解消  

③災害前後の実践的高度対応方策の学習・習得 

→耐震状況等の診断、防災・減災対応の実践、BCP の策定等 

地域産業を守る「備え」「継続・早期復旧策」の確立 



＜別紙５＞ 
 
 

平成２５年度 定例記者会見日程予定 

 

  第１回  平成２５年 ４月１７日（水）１１：００～ 

  第２回  平成２５年 ５月２２日（水）１１：００～ 

  第３回  平成２５年 ６月２０日（木）１１：００～ 

  第４回  平成２５年 ８月 ７日（水）１１：００～ 

  第５回  平成２５年 ９月１８日（水）１１：００～ 

  第６回  平成２５年１０月１６日（水）１１：００～ 

  第７回  平成２５年１１月２０日（水）１１：００～ 

  第８回  平成２５年１２月１８日（水）１１：００～ 

  第９回  平成２６年 １月２２日（水）１１：００～ 

  第 10 回 平成２６年 ２月１９日（水）１１：００～ 

  第 11 回 平成２６年 ３月１９日（水）１１：００～ 

 

 場所はすべて本学大会議室（事務局３階）を予定しています。場所、

日程は現時点での予定であり、都合によって変更の場合があります。定

例以外に臨時で記者会見を行う場合があります。 

                             以上 




