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　第一工業大学東京上野キャンパスは，東南アジアからの留学生が大多数を占める中で，
就職率が 83 ～ 88％に達しております．『量』はそこそこ達成できたので，本年度から学
生と企業間の必要十分条件を満足させる『質』の向上に取り組んでおります．その結果が
徐々に芽を出し始めております．その芽を枯らすことなく若木に育てて，彼らの生涯をか
けるにふさわしい企業に就職させたい．当然，企業側にも本学の学生を採用してよかった
と満足していただける若木を送り出したい．
　そうするために，本人の日々研鑽努力は無論のこと，ご家族や本学の教職員，あるいは
周辺社会を構成する皆様のご助力が欠かせません．東京上野キャンパスの若木は，台東区
の地域住民，関わり合いを持っている多くの人々のご助力で成長していくのです．どうぞ，
彼らに熱いご声援をお願い申し上げます．
　さて，学園祭も今回で 5 回目となります．東南アジアを中心に 400 名の学生達が，手
の込んだ母国料理の数々，協賛企業から発表者への奨学金，父母会の特別賞，および発表
者の熱弁などで盛り上がる日本語スピーチコンテスト，学生による卒業研究内容の紹介，
カラオケ好きには欠かせないのど自慢大会，および社会人となった先輩との就職懇談会な
ど，手作りで温かみのある盛り沢山なプログラムを整えて皆様のご来場をお待ち申してお
ります．手作りの学園祭が，留学生には大学生活 4 年間の中で最も心に残る 1 ページと
なることでしょう．
　本年はこうした手作りの学園祭を台東区内でしっかり PR し，地域に密着する努力をし
て参りたいと考えております．幸いにも興産信用金庫浅草支店内や周辺町内会に学園祭の
ポスターを張らせて頂いたり，パンフレットをおかせていただけるなどのご協力が得られ
ました，地元に定着できない大学は生き残れません !! 皆様の一層のご助力をよろしくお
願い申し上げます．

キャンパス長挨拶
村岡　哲也



学園祭によせて
　第一工業大学東京上野キャンパスは、様々なアジア諸国か
ら来ている学生と日本人の学生とが一緒に学ぶ国際的なキャ
ンパスであり、まるで地球儀をギュッと凝縮したようなキャ
ンパスで、私はとても誇りに感じています。そんな我校も、
今年で５回目の学園祭を迎えます。私たちの学園祭の特徴
は、アジア諸国の文化を身近に感じることができることだと
思います。今年は、去年の学園祭よりも、更にパワーアップ
した内容となっています。学友会のメンバーから意見をまと
めて、各研究室の紹介コーナーという新しい企画も盛り込み
ました。本日は、第一工業大学までお越しくださり、ありが
とうございます。ぜひ、いろいろなイベントに参加して、楽
しんで行ってください。そして、ここ上野で様々な文化の香
りを感じていただければ幸いです。

　今年度の学園祭実行委員長を務めます、ダハルサビナと申
します。本校の学園祭の特色は、世界各国の料理を味わいな
がらライブコンサートを楽しめたり、各研究室の発表やロ
ボットサークルの作品などが学べたり、ゲームやカラオケ、
ビンゴ大会などのエンターテンメントも充実していて、「食
べて、学んて、楽しめる」ところです。また、1 年から 4
年までの在校生だけではなく、先生やご来客の皆様も楽しめ
るイベントをたくさん計画しています。
　私は、今年度、初めて学園祭の準備に携わったので、よく
わからない面が多々あり、苦労もしましたが、みんなと一緒
に力を合わせて頑張ってきました。また、今年の学園祭が昨
年よりも、さらに素晴らしい思い出に残るものになるよう、
様々なアイディアを出し、イベントを企画しましたので、み
なさんもぜひご参加ください。そして、国際豊かな本校の学
園祭を満喫していただけたら、うれしいです。

会長
グエンミンヴー

学園祭実行委員長
ダハルサビナ



第一工業大学東京上野キャンパス
2016年度スケジュール

２号館 項目 時間帯 10 11 12 13 14 15 16

１階ロビー

ベトナム料理 11:00
〜 15:00

ネパール料理 11:00
〜 15:00

イタリアン料理 11:00
〜 15:00

中華料理 11:00
〜 15:00

アジアの歌姫。
歌王子コンテスト

11:00
〜 15:30

２階 221 室 V ゲーム大会
（ロボットサークル )

11:00
〜 15:00

３階 231 室 ダーツ、射的、
風船割り

10:30
〜 14:00

４階 241 室

開会式 10:00 〜

日本語スピーチ
コンテスト

10:15
〜 12:40

ファッションショー
11:30 〜

12:30 〜

カラオケ大会 12:50
〜 14:50

ビンゴ抽選会 15:00
 〜 16:00

閉会式 16:10 〜

７階 271 室 研究室の紹介 10:30
〜 14:00

７階 272 室 卒業生在校生交流 10:30
〜 14:00



フロア案内

CLOSE（準備室です）〜5階 6階

４階 ★日本語スピーチコンテスト
★カラオケ大会　★ビンゴ

１階 ★クラス対抗・お国自慢料理店コーナー
★歌王子・歌姫コンサート

３階 ★ゲームコーナー
・射的
・風船割り

・ダーツ
・その他オリジナルゲーム

２階 ★ロボットサークルゲームコーナー

7階
★研究室紹介コーナー
★飲食可スペース

８階
★スマホゲームを作ろう！（PC 講座）
★ Piezo クラブデモ



模　擬　店

アジアの歌姫&歌王子コンテスト

　アジアの歌姫＆歌王子コンテストは歌の好きな学生とギタ
リスト建宮准教授がライブ感あふれる演奏をして「どれぐ
らいぐっときたか？」という視点で競う音楽イベントです。
Youtube にも動画アップして、ヒロインの誕生を目指します。
　カラオケと違い、生演奏ですので歌手と演奏者の間のイン
タープレイ（そのときのお互いの音楽空間の感じ方）により、
毎回違う印象の演奏となります。また伴奏がギター一本ですの
でアンプラグドコンサートのように「本人のもっている声の音
質」 がダイレクトに出ます。カラオケよりも「どれぐらいぐっ
ときたか？」という視点で評価しやすいのです。

中華料理

ネーパル料理

ベトナム料理

イタリアン料理

NEW
!



催し物案内

射　的

風船割り

ダーツ



 留学生は母国を離れ、ことばも習慣も異なる日本で日々奮闘しています。そして、目で耳で肌で異
文化を感じ取り、多くのことを学んでいます。今日は、そんな彼らの代表者9名が熱い思いを語ります。
  今回からオーディエンスの皆様に、最も輝いていた出場者を選んでいただきたく、特別賞を設けま
した。熱い思いを聞いていただき、最も心に響くスピーチをした者に一票を投じてください。
 皆様の声援が彼らの力に、そして、未来を照らす光となります。
 多くの皆様のご来場を心よりお待ちしております。

日本語スピーチコンテスト日本語スピーチコンテスト第５回

NO.1 「笑顔」

14TE458	 チャン　ゴック　ソン
（ベトナム）

NO.4 「留学生の生活」

16TE449	 ジシ　クベル（ネパール）

NO.3 「私の夢」

15TE491	 ヒーナ (インド )	

NO.2 「ネパールのお祭り」

16TE420　カルマチャリア　ビジュワ
（ネパール）

司会：キ　カコウ
　　　コウ　ソヘイ



NO.9 「 なぜここにいる？」

13TE429	 キン　ユウケン（中国）

NO.8 「 うれしいこと」

16TE460	 ダハル　サビナ（ネパール）

NO.5 「 日本に来て変わったこと」

16TE511	 リン　ケイエン（中国）

NO.6 「感謝したい人たち」

15TE486　　バッタ　アンキト
（ネパール）

NO.7 「大切なこと」

16TE407	 イブロキフモブ	イスロムベク
（ウズベキスタン）



カラオケ大会カラオケ大会

VS

当日とびこみ参加可
歌を歌って豪華な商品を

ゲットしよう。
（日本語・中国語・英語…）



iPad やディズニーペアチケット
など

豪華景品が当たります

豪華景品

BINGO



研究室紹介コーナー
各研究室所属の４年生／３年生が担当

村岡研

生体情報工学
研究室

木下研

組込みマイコン
研究室

鮑　研

Webシステム研究室

上野研

クラウドサービス・
プラットフォーム研究室

建宮研【１階展示】

ビジネス研究室

谷口研

高度データ活用技術
応用
研究室

衣川研

ＩＣＴ社会ビジョン
創造
研究室

渡辺研

イノベーション
研究室

陳　研

ユビキタス情報
システム
研究室

鈴木研

消費社会研究室

原　研

ベンチャービジネス
の企画研究室

丹野研

東アジア総合文化
研究室

平田研

異文化コミュニケーション
研究室

第一工大の
卒研は？
先輩たちに

聞いてみよう！



Piezo クラブ・デモ

ロボットサークル

８階 PC ルーム横の Piezo クラブ室で開催！

場所 : 2 号館　221 号室

Piezo クラブは「Piezoelectric（圧電）センサを使って、
ゲームやシステムを作ろう！」というクラブです。
今回は小さなセンサを使った「息の強さ競争ゲーム」と、

「高齢者見守りシステム・デモ」をお見せします。

日本では一人暮らしの高齢者が増加し東京２３区内だけ
でも年間 2700 人以上の高齢者が孤独死しています。
高齢者見守りシステムは孤独死を減らすためのシステムです。

 Piezo クラブって、 みんなでピエロになって踊るんですか？

いいえ。違います。 ×

小さなセンサー

心臓が止まりそう！
呼吸が弱い！高齢者見守りセンサーシート

❶パソコンゲーム、オセロ

❸ロボットカーで障害物競走

❷ PlayStation3 みんなのゴルフ

❹ Arduino プログラミング教室

助けに行かなきゃ！



ユビキタス・クラブ・スマートフォンアプリ創作体験

Create your smart phone App by Ubiquitous Club

ユビキタス・クラブとは

ユビキタスとは、コンピュータ ネットワークなど情報通信技術を利用して）いつでもどこ
でも簡単に、所望情報が得られるさま。ユビキタス・クラブは、第一工業大学・上野キャン
パスの学生サークルである。ユビキタス情報システムを研究する学生の集まりである。
http://ubi.daiichi-koudai.com/about/　

スマートフォンアプリ創作体験
MIT App Inventor を使った Android アプリの作成
命 令 ブ ロ ッ ク を 組 み 合 わ せ る 作 業 だ け で Android ア プ リ を つ く る こ と が で き る

「AppInventor2」というツールを使って制作するため、プログラミング言語を一切知らな
くても制作することができます。
　場　　所：2 号館 8 階 PC ルーム
　時　　間：10:00、13:00
　事前準備：⃝ Google mail account　(https://www.google.com/gmail/)
　　　　　　⃝ Android スマートフォン持ちなら、開発環境設定可能
　　　　　　⃝ノート PC 持ちなら、開発環境設定可能
作成予定：
http://ubi.daiichi-koudai.com/android/

Paint Pot（落書き） paint Pot（落書き）



ＯＫＩウィンテックは、 
ネットワークサービスと電気・エネルギー設備をワンストップで提供する 
「総合エンジニアリング企業」です。 
 
 55年の歴史で培われた、実績とノウハウ 
 充実した社内教育や寮施設 
 風通しの良い社風 
 
社員が安心して働ける企業です！！ 

第一工業大学
東京上野キャンパス

学園祭
協 賛 広 告



第一工業大学 東京上野キャンパス

学園祭      協 賛 広 告
2016 年


