
 

国立大学法人豊橋技術科学大学 Press Release 
 

２０２２年５月１８日 

令和 4（2022）年度第 2 回定例記者会  

日時： 2022 年 5 月 18 日（水）10:30～11:10 

場所： 豊橋技術科学大学 事務局 3Ｆ大会議室  

YouTube でのライブ配信も行います。 

URL：https://youtu.be/QKRFRfhLFgs （オンデマンド閲覧） 

              ＜本件連絡先＞ 

              総務課企画・広報係 高柳・岡崎・高橋 

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

＜記者会見項目予定＞ 

① 脳科学がわかった気になる「脳ラップ」 

 ～リーディングプログラム履修生による脳科学入門～ 

 【情報・知能工学専攻 博士後期課程１年 内山 慎太郎 

 情報・知能工学専攻 博士後期課程２年 及川 達也】（別紙１参照） 

② アントレプレナーシップ教育プログラム 

 ～教材のご紹介と公開講座のご案内～  

 【研究推進アドミニストレーションセンター 特定准教授／URA 土谷 徹】（別紙２参照） 

③ 豊橋技術科学大学 社会人向け実践教育プログラム 

 東海地域の 6次産業化推進人材育成 第 11期生募集 

 【先端農業・バイオリサーチセンター】（別紙３参照） 

⑤ 令和 4年度（2022年度）定例記者会見開催日程（別紙５参照） 
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＜別紙１＞ 

国立大学法人豊橋技術科学大学 Press Release 
 

２０２２年５月１８日 

 

 

 

＜概要＞ 

 豊橋技術科学大学 博士課程教育リーディングプログラム 履修生（以下、LP 履修生）が、

脳科学の知見を学べるラップ(Rap)を制作しました。これは、これから脳科学を学んでみた

いと考える初学者が楽しく音楽で学ぶことを目指した教材で、解剖学的に脳の機能を概観

した「概論」という位置づけで制作したものです。この脳科学ラップは YouTube にて 5/18

（水）10:30 から全世界に公開いたします。 

 

＜詳細＞ 

 LP 履修生は、脳科学を社会に活かすことを共通の課題意識として持つ博士前期・後期課

程の学生です。LP 履修生はこれまで学内外の最先端の脳科学関連講義から、莫大な情報の

泉としての脳を学んできました。脳科学は「科学の最後のフロンティア」ともいわれるほ

ど未開拓の分野ですが、近年膨大な知見が蓄積されつつあります。応用先も、機械・ロボ

ット制御やエンターテイメント、教育、サービス産業に至るまで幅広くなっています。 

 そこで、これから脳科学を学んでみたいと考える初学者に向けて、楽しく脳科学に入門

できる教材として、脳科学ラップを制作しました。この脳科学ラップは YouTube にて 5/18

（水）10:30 から全世界に公開いたします。制作にあたっては、LP 履修生らが作詞、収録、

編集を自らの手で行っています。 

 

＜今後の展望＞ 

 今回公開した脳科学ラップは、解剖学的に脳の機能を概観した「概論」という位置づ

けです。今後も、脳科学に興味を持つ初学者に向けて、認知・記憶・心といったトピッ

クスでコンテンツを公開していきたいと考えています。 

 

＜動画情報＞ 

 

『これから脳科学を学びたい人へ「わ

かった気になる脳ラップ」01 概要』 

https://youtu.be/f3DMN1zYmcg 

 

  

脳科学がわかった気になる「脳ラップ」 
～リーディングプログラム履修生による脳科学入門～ 

～ 
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＜歌詞＞ 

 

脳の機能を網羅する 苦労なく覚えさす脳ラップ 

その世界はまさに enormous かつ異ノーマル 疑問あるやつに答えるシソーラス 

この試みは超異常 かなり固い押韻と倒置法 

今からラップで学ぶ脳機能 Noとは言わせないいくぜ now we go 

 

目から入ってきた情報を 処理し視覚司る後頭葉 

右は左視野左は右視野 これ重要皆チェックしな 

ここを損傷すれば目が健康でも 視力を失う皮質盲 

目が見えていない事実を 否定するアントン症候群（シンドローム） 

 

側頭葉はボクシンググローブ の親指シルヴィウス溝の下 

言語・記憶・聴覚 で感じる民族音楽 司る記憶・言語・読み書きのスキル 

損傷の影響続くは四六時中 失う理解力と記憶力 

事故より前思い出せん逆行性 勉強しても覚えられん前向性 

 

前頭葉は味覚、嗅覚の 他に理性，感情，価値判断 

非社会的な行動を抑圧 むかついても心鎮めるノウハウ 

損傷で人格変化が見られる 例代表ならフィニアス・ゲージ 

衝動的、無気力変わる人格 失う適切な行動の選択 

 

（中略） 

 

脳の機能を網羅する 苦労なく覚えさす脳ラップ 

その世界はまさに enormous かつ異ノーマル 疑問あるやつに答えるシソーラス 

今日のところはこれで以上 だが忘れるなこれは未だ序章 

もし昨日以上に脳に興味持ったなら follow me 学ぼう共に 

 

本件に関する連絡先 

広報担当：総務課企画・広報係 高柳・岡崎・高橋 

TEL:0532-44-6506 FAX：0532-44-6509 

Email: kouho@office.tut.ac.jp  
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脳科学がわかった気になる
「脳ラップ」

～リーディングプログラム履修生による脳科学入門～

豊橋技術科学大学博士課程教育
リーディングプログラム 履修生

発表者：情報・知能工学専攻博士後期課程1年内山慎太郎
情報・知能工学専攻博士後期課程2年及川達也

概要

• 豊橋技術科学大学 博士課程教育
リーディングプログラム履修生が、
脳科学の知見を学べるラップを制作

• YouTubeにて本日より公開
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リーディングプログラムと脳科学

• リーディングプログラム履修生

– 脳科学を社会に活かすことを共通の課題意識
として持つ博士前期・後期課程の学生

• 脳科学

– 「科学の最後のフロンティア」とも

– 幅広く応用されている

• 機械制御、エンタメ、教育、サービス、etc.

リーディングプログラム学生ゼミ

• 目的：専門のみならず幅広い知見の獲得

– モノ/コトづくりのグループワークを実施

「楽しんで学べる」脳科学教材が欲しい！

– 脳科学は膨大な知見を蓄積している

• 興味があっても手を出しづらいと感じる

– かっこいい言葉がたくさんある

• 音「楽」として言葉を表現するラップで脳科学を
学べるコンテンツを作成 5



脳科学ラップを制作

• これから脳科学を学びたい人へ、
楽しく脳科学を学べる脳ラップを制作

<動画情報>

『これから脳科学を学びたい人へ
「わかった気になる脳ラップ」 01 概要』
https://youtu.be/f3DMN1zYmcg
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制作風景

• LP履修生が作詞、収録、編集

今後の展望

• 今回の脳科学ラップは「概論」

• 今後も認知・記憶・心といったトピックスで
コンテンツを公開していきたい
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＜別紙２＞ 

 国立大学法人豊橋技術科学大学 Press Release 
 

２０２２年５月１８日 

 

 

 

＜概要＞ 

本学では 2018 年以降、アントレプレナーシップ教育を推進して参りましたが、この度、

これまでの経験を元にワークブックを開発したことをご報告させていただきます。 

このワークブックでは、スタートアップ活動を行う上で最も重要な部分に特化し、他に類

の無いような構成しております。本年度のアントレプレナーシップ教育プログラムにおい

て、受講者に配布し活用する予定です。 

また、5/27(金)より開講する「アントレプレナーシップ実践講座」に関してもご紹介させ

ていただきます。 

 

＜詳細＞ 

1) アントレプレナーシップ教育用ワークブックの開発 

2018年より推進してきたアントレプレ

ナーシップ教育の経験を元に、株式会社

まつりば(代表：森真悠子氏)と共同でワ

ークブックを開発しました。 

現在、多くの参考書・実用書が存在し

ますが、このワークブックにおいてはス

タートアップ活動を行う上で最も重要な

アイデア創出から価値化、プロトタイピ

ングまでのプロセスに焦点を当て、各プ

ロセスにおいて必要事項をメモできるよ

うな構成で特徴的な構成となっていま

す。 

5/27(金)に開講となる「アントレプレナ

ーシップ実践①」をはじめ、本年度のア

ントレプレナーシップ教育プログラムの

受講生に配布し、より教育効果を高める

よう活用したいと考えています。 

 

 

アントレプレナーシップ教育プログラム 
～教材のご紹介と公開講座のご案内～ 

～ 
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2) 公開講座「アントレプレナーシップ実践講座」ご案内 

5 月 27 日(金)より開講となる公開講座「アント

レプレナーシップ実践講座」のご紹介をさせていた

だきます。本講座においては、不安定な時代におい

て新規事業や新しい価値を創造するために必要な

スキルや思考法を中心に実施する予定です。 

TOPIX としては、写真フイルム事業の崩壊から

見事に V 字回復し、見事にゲームチェンジに成功

した富士フイルムの事例を紹介します。本事例をは

じめとして、実践的なプログラムをご用意しており

ます。 

まだ、若干名受け付けておりますので、ご興味の

ある方々からのお申し込みをお待ちしております。 

 

 

3) 教育導入・紹介用動画の制作 

アントレプレナーシップ教育プログラムの

紹介動画も製作致しました。本学における教育

のポイントや、受講学生の活動も紹介していま

す。 

ご興味のある方は、下記よりご視聴いただけ

ればと思います。 

  https://youtu.be/kJ-udzdFNKw 

 

＜今後の展望＞ 

地域の学生、社会人にもより分かりやすく、より実践的なプログラムを計画して

いますので、是非、本年度のプログラムの受講をご検討いただけますと幸いです。 

また、高専生向けの講座も検討中です。本学に入学を目指す高専生への意識付け

も行っていきたいと考えています。 

 

 

 

 

本件に関する連絡先 

広報担当：総務課企画・広報係 高柳・岡崎・高橋 

TEL:0532-44-6506 FAX：0532-44-6509 

Email: kouho@office.tut.ac.jp  
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アントレプレナーシップ教育プログラム

～教材のご紹介と公開講座のご案内～

豊橋技術科学大学
アントレプレナーシップ教育推進室
土谷 徹

アントレプレナーシップ教育用

ワークブックの開発
【目的】
教育効果を高める、教育担当者の負担を減らす

【特徴】
・新事業創出に最も重要なアイデアの創出から、
価値化、プロトタイピングまでのプロセスに焦点を
当てている。

・起業、民間企業で新規事業を考える、新しい価
値創造を目指す人に有用であり、あまり類の無い
構成になっている。

【活用に関して】
・本年度の教育プログラム、高専生向けプログラ
ムで活用予定 10



「アントレプレナーシップ実践講座」のご案内

【概要】

・5月27日（金）より開講

・不安定な時代において、新規事業や新し
い価値を創造するために必要なスキルや
思考法を習得する。

【TOPIX】

・写真フイルム事業の崩壊からV字回復し、
ゲームチェンジに成功した富士フイルムの
事例研究を行う。

教育導入・紹介用動画の制作

アントレプレナーシップ教育プログラムの紹介動画を制作し
ました。本学における教育のポイントや、受講学生の活動も
紹介しています。

YouTubeサイトはココ ⇒ https://youtu.be/kJ-udzdFNKw

11



まとめ・今後の展望

・地域の学生や社会人により分かりやすく、より実
践的なプログラムを計画しています。

・高専生向けのプログラムも検討中です。

受講希望、お問い合わせはコチラ
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＜別紙３＞
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