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突撃! となりの学園祭 ［ 東北工業大学・宮城大学 ］
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KIYO★TAKA先生に聞く!
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このお店は学生が企画したものなんですか?

円を反復させたこのロゴにはどんな意味が

お店のスタッフには2年生と3年生がいるので

込められていますか?

すが、3年生の学科で企画して、2年生は有志

ここは音楽をテーマとしたお店なので、テンポを

で参加してます。

デザインしました。

どういう風にしてTシャツを作るのですか?

デザインひとつにつき

シルクスクリーンという手法で、自分たちで1枚

何枚作っているのですか?

1枚Tシャツにプリントしています。

18枚作っています。自分が着ているものが一

Rush!

押しです。完売を目標に頑張っています!
所属している学科は?

01

クリエイティブデザイン学科のヴィジュアルデザイ
ンコースです。この学科は自分の好きなデザイ

ンが出来て、実際に形にできる学科です。また、
イラストレーターやフォトショップというソフトウェア
の使い方が学べて、自分のものに出来ます。
スタッフの
2012年の
抱負

1

東北芸術工科大学のTの人。

>>> ブログURL http://wp.gakuto-sendai.jp/students/tshirt/

4月からは社会人! 6年間の学生生活、つまり人生の4分の1が大学生だったわけです。すごい…。4月からも仙台にいる予定
なので、学生スタッフを応援できればななんて思います。さて、肝心の抱負ですが、
「友達100人!」
。1年生なので（笑）
。大学
でも多くのステキな人と出会うことができましたが、働いていく中でもキラキラな方々と仲良くなりたいです。
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スタッフの
2012年の
抱負

りの学園祭
キーマカレーって何ですか?

東北

工業
大学

もし休みだったら何をしていましたか?

インドでキーマは“細かく刻んだもの”の意味で

バイクが好きなので、個人的にはツーリングで

す。具材はトマト・パプリカ・玉ねぎ・生姜を使っ

すね。

ています。

普段はどんな勉強をしていますか?

コンセプトやテーマは何ですか?

住まいの空間デザインをしています。インテリ

Rush!

02

地産地消を推しています。米から全て県内産

アやユニバーサルデザインなど。

です。

将来の夢は何ですか?

売り上げ目標はありますか?

人の役に立てる、相手の喜ぶ顔が直接見られ

去年12万円だったので12万円です。

る職業につきたいです。

h!

01 2

s/tshirt/
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スタッフの
2012年の
抱負

工大祭

突撃!

02

屋
「カレー ちゃん」
 たいキーマカレー


安全

仙台大学のboss

安心

生活

科
ン学
デザイ

生
2・3 年

>>> ブログURL http://wp.gakuto-sendai.jp/students/boss/

2012年の抱負は、
「アスリート」になること! 大学も卒業を迎え、次のステージへ進む中で、新しいことに積極的に、そして全
力で向き合っていきたいと思います。しかし、ハイパフォーマンスを発揮するには、準備運動、計画、休息、そして、応援して
くれる仲間が必要です。ということで、2012年はアスリートのような姿勢で
（運動不足なので、そのままの意味でも；）
生活し
ていくことを目指します! 残りわずかですが、G.S.C.作成も頑張ります!
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工大祭

突撃!

03

工大祭 会
員
実行委
平間

祐

谷
と山
士さん

さん
明子

今回の学園祭のテーマ
「GIFT」
はどのような

て業者に電話して、日程を調べて交渉。OK

想いをこめてつけられたんですか?

だったら呼ぶという形。

大変な生活をしている被災地の方に笑顔の贈

スタッフの人数は?

り物を届けたい、と思ってつけました。

先生方も入って、100名いないくらいです。

準備はいつから始めたんですか?

兼部している人はいるんですか?

みんな大学祭に向けて入学してすぐ5・6月ぐら

してる人はなかなかいないですね、忙しいので。

いにテーマなどを全部決め、その後ゲストを呼

目標集客数は?

ぶために打合せをしたりします。今年は初めて

去年は1000人来場。 今年は2日間ゲストが

Rush!

03
3

長町キャンパスも運営してるんですが、前例が

来るので2000人ぐらいですかね。

ないので大変です。

将来の夢は?

ゲストも自分たちで呼ぶんですか?

デザイン系の仕事につきたいです。

仲介業者にたのんでいます。アンケートを取っ

スタッフの
2012年の
抱負

東北大学のじゃぱ

>>> ブログURL http://wp.gakuto-sendai.jp/students/japa/

2012年は積極的に挑戦する年にしたいです! 大学院で新しい研究に挑戦したり、興味があるテニスに挑戦したり、そして楽
しく親しみが持てるG.S.C.の作成に挑戦したいです。2011年にメンバーと一緒に活動しながら学んだことを、次回のvol.9に
活かせればと思います。G.S.C.は取材から編集までたくさんの人々に支えられて作られています。こうした人たちの期待に
応えることができるよう、仙台の学生のパワーを伝えるツールを目指して挑戦し続けます!
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4

大 学 祭 を 終 えて
東北工業大学 大学祭実行委員長
安全安心生活デザイン学科 3年

第36回工大祭「GIFT」は、皆様のおかげで
無事すべての日程を終える事が出来ました。
今年の工大祭は、八 木山キャンパス・長町
キャンパス同時開催という事で大変な試み
でしたが、皆様の協力もあり活気あるものに
なったと思います。
「GIFT」というテーマ通り、来ていただいたお
客様に笑顔を贈る事が出来たのではないか
スタッフの
2012年の
抱負

4

宮城学院女子大学のたっち

西塚佳恭

と思います。
今年が私にとって最後の工大祭となりまし
た。最後に最高の思い出をつくる事ができ、
嬉しく思います。
工大祭にご協力いただいた方々に実行委員
を代表いたしまして、心から感謝申し上げま
す。本当にありがとうございました。皆様来
年も工大祭をよろしくお願いいたします。
>>> ブログURL http://wp.gakuto-sendai.jp/students/touch/

2012 年は “ 余裕のある女 ” になりたいです
（^^）私は、毎日の予定をぎゅうぎゅうに詰めて忙しく過ごすことが好きなのです
が（笑）
、自分で立てた予定にも関わらず忙しくていっぱいいっぱいになってしまうことが多々あります。2012年はついに
就活 ! ですし、教育の勉強や卒論、旅行などなど…やりたいこともたくさんあります。だからこそ、気持ちに余裕を持つこと
を心がけ、常に全力で取り組むことができるようにしていきたいです♪
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2011 宮城大学大学祭

i11uminate
今年の大学祭も

宮城大学

多くの方のご支援、ご協力により
無事成功を収めることが出来ました。
今回は震災の影響もあり、
運営の段階では何度も困難に直面しましたが、

「だからこそ負けたくない、
ここから元気を届けよう」
という
実行委員会一同の強い思いも尽きることが無かったので、
最後まで乗り切ることが出来ました。

そうして迎えた本番では、
本当に溢れんばかりの笑顔に触れることが出来ました。
個人的な意見ではありますが、
それを見られただけでも、
実行委員会で活動をしていて良かったと思えました。
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大

宮城大学

大 学 祭 実 行 委 員 長 インタビュー

実行委員会内で掲げていた
「大学祭を、学生の個性を発信する場にする」
という目標も、
多くの学生の参加により達成することが出来ました。

最後に、
大学祭は本当に多くの方からの支えで成り立つものである
ということを、
一年間の活動を通して実感しました。
その方々への感謝の気持ちは忘れません。
どうか今後も
当大学祭をよろしくお願いします!

宮城大学

大学祭実行委員長

夏谷

友樹

事業構想学部事業計画学科
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Windnauts
（ウィンドノーツ）
の由来は?

パイロットを決める基準はなんですか?

Windnauts は、Wind
（風）
とnauts
（〜乗り）
と

立候補です。複数人が立候補した場合、体力

いう言葉を合わせた造語で、「風の船乗り」と

テストを行います。そのテストのデータを基にし

いう意味です。その由来を聞いたときにかっこ

て、投票して決定します。

いいなと感じました。

パイロットはどんな練習をするんですか?

Windnautsにはどんな人がいますか?

座ってこぐ練習です。姿勢を固定したままこぐの

だいたい工学部です。Windnautsや鳥人間コ

で体力が必要になります。コックピッ
トはパイロッ

ンテストに参加する目的もあって、この大学に

トに合わせて設計するんですが、ぎりぎりまで詰

入る人もいます。

めるのでやっぱり疲れるみたいです。練習して

ちなみに私たちの代は10人で女 性は2 人で

いる時から足をつった場合を想定してました。ち

す。仲は良いですね、この前も集まってたこ焼

なみに練習する時から叫んでましたよ
（笑）最初

きパーティしました
（笑）
機体の名前と由来を教えてください
今年飛んだ機体の名前は
「Riih
（リーフ）
」。
こ
れはアラビア語で風という意味です。辞書を出
してきてみんなで考えました。機体に名前がつ
くと愛着がわいてきますね。
震災の影響で機体に影響が出たりはしな
かったんですか?
幸い作業場に人がいたので機体は守れまし

Windnauts インタビ

東北大学だ

Windnaut

た。その時はものを押さえろって言ったんで
すけど、今考えるとみんな逃げろって言うべき
でしたね（笑）
壊れやすいモノだと思いますが
最終的なものを作成するまで
いくらかかりましたか?
総額で340万ぐらいです。よく
優勝賞金100万もらったんだか
らって言われるんですけど、赤
字なんですよね。
まず材料にカー
ボンを使用しているので、それで
結構な額がかかります。他にも機
体を運ぶための費用がかかります。
でも今年から奨励金を大学から頂ける
ことになったため、助かってます。
スタッフの
2012年の
抱負

5

宮城大学のおーじ

>>> ブログURL http://wp.gakuto-sendai.jp/students/prince/

昨年はいろいろと活動的な年だったと思います。興味があることに手を出して首を突っ込んで、たくさんの人と出会いました。
この1年でいろんな考え方をしりました。20才にもなったし、ほんの少しだけ変われたのかなって思います。ということで今年
は是非とも、自分の夢にまっしぐらな年にしたいと思います。もちろん、G.S.C. の活動も続けていきたいので、今後ともよろし
くお願いします。
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スタッフの
2012年の
抱負
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は驚きましたがだんだん慣れてきます。
機体が飛んでいるときに見守っている時の
心境はどんなものですか?
自分の担当したものが機能しなくなったらどうし
ようという気持ちと、OBの方から受け継いだも
のがあるのでOBの方からのプレッシャーがすご
かったです。
Windnautsの強みは?
上の代から受け継いだ技術が強みですね。私
たちは1980年に世界記録を出したダイダロスと
いう機体を基に、毎年改良を続けているんです。

優勝後、
大きな話題となりましたが、
みなさ

dnauts インタビュー

北大学だろ!

nauts だろ!!

/prince/

この機体の記録はまだ破られてないんですよ。
んはどう思いましたか?
ツイッターのトレンドにもWindnautsの名前があ
がっていたり、全国から手紙が届いたりと、予
想以上の反響で私たちもびっくりしました。イン
タビューも増え、海外や全国ネットのテ
レビ局からも来ましたが、パイロット
が留学中という事もありお断りさ
せていただきました。
これからの展望や目標は?
まだ連覇をしたことがないの
で、連 覇が目標ですね。
前年に優勝すると向かい
風が強い昼の時間帯に
飛ばすことになるので連覇
は難しいとされています。
この経験は将来役に立つと
思いますか?
機体を作った経験なんかは、
製品づくりに生かしていけると
思います。他にもスケジューリ
ングも大切なので、先を見る力
がつきました。こんな経験がで
きるので、貴重な場所ですね。

スタッフの
2012年の
抱負

6

東北大学のタスク

>>> ブログURL http://wp.gakuto-sendai.jp/students/task/

2011年はいろいろと濃い1年だった気がします。地震を食らったり、フリーペーパー作ったり、4つサークルを掛け持ちする
ことになったり…。忙しい日々だったけど、それをさばけた分賢くなったような気がします。そして今度はダラダラ遊んで
いたい反動が出てきて…（笑）
でもお金はあんまり無いしなぁ。ということで、
2012年の抱負は「お金をかけずに遊びまくる」
。
G.S.C.にも遊びを入れていきたいなぁ。
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KIYO★TAKA先生に聞く!

先生自身やゼミでやっている面白いことは
ありますか?
私の研究室ではコミュニティの情報共有を学ん
でいて、町内会のためのWebサイト作成を行っ
ています。技術者だけが使えるものを作ってい
ても活性化しません。町内会の方たちが自ら情
報を発信できるようにしていくものを開発していま
す。いわゆるリタイ
ヤ組の人たちが地
域を活性化してくれ
る鍵になると思い
ます。 奥さん方は
すでにコミュニティ
を持っている人が

東北工業大学 ライフデザイン学部
クリエイティブ学科 学科長

両角 清隆 先 生

スタッフの
2012年の
抱負

7

東北工業大学のカット

>>> ブログURL http://wp.gakuto-sendai.jp/students/cuts/

人の役にたつ沢山の技術を学びたいです。この目標はG.S.C.のことだけではなく、どこにいても共通して意識したいです。
G.S.C.には参加したばかりで教わる立場にいますが、取材の仕方や紙面のレイアウトなどを学び、いずれは教えられるように
なりたいです。インターン先でお仕事をさせていただいている時はデザイナーとして、大学にいるときは友人とお互い教え
合いながらデザインを学んでいきたいです。就職活動も頑張ります!
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スタッフの
2012年の
抱負
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多いのですが、定年後の男性はなかなか入りづ
らいものです。 地域の活性化にはそこに住む
人たちが関与する事が大事ですからね。
クリエイティブデザイン学科で学んだ人は
どのような道についている方がいますか?
1割ぐらいはデザイン関係につきます。 設計・
印刷オペレーター、その他だと営業。 最近は
プログラマーも増えてきています。これは非常
に良いことですね。言語を技術者だけのものと
して扱ってしまうと分からないことが沢山出てき

べきだと、多くの人が感じたと思います。

てしまいますからね。
これからのデザインとはなんですか?
震災があり、
何か変化したことはありますか?

大量生産時代の、生産者から消費者への一

震災で経済的な豊かさとは別な大切なモノに

方通行ではなく、生産者・消費者が一緒に

価値が見いだされてきました。たとえば、写真

なって商品を作りだしていくようになってきてい

も物質的なものとしてではなく、その中に詰まっ

ます。モノを作り出すだけの浪費の時代から、

ている思い出があることで、より一層価値が見

消費者同士のコミュニケーションをサポートす

いだされました。今までの価値観にプラスされ

る時代になります。デザインは使う人が第一

たと思います。

であり、いくらデザイナーが素敵なデザインをし

震災後は新しいモノを生み出すのは決して物

ても使いにくく、分かりづらければそれは良いと

質だけではないという事が、9月に行われたシン

いえません。 使う人の本当に行いたい事を考

ポジウムでも聞かれました。多くの人が気付き

えて、ニーズに応えるというのがデザインです。

始めていることなのかも知れません。

これからのデザインは、使う人が自由にカスタ

他にも情報を1人1人が発信できるようにする

マイズできるような、モノではなくサービスに切
り替わっていくと思います。
学科長として学生にのぞむことは?
関係を広く持ってほしいと思います。
インターネッ
トがあるから世界とつながっていると思っていて
も、本当にそこにあるのはバーチャルの世界を
挟んでいるので 意外と狭い空間です。 他大
学の学生と交わる事も大切だと思います。他
にも、生活に身近なものを作れるようになって
ほしいとも思いますね。

スタッフの
2012年の
抱負

8

東北学院大学のパセリ

>>> ブログURL http://wp.gakuto-sendai.jp/students/parsley/

2011年はガラッと周囲の環境が変わって、目まぐるしく過ぎていった印象です。たくさんの経験して、自分の価値観を広げ
ることができました♪ その一方で、自分がバタバタしていたせいで、周りの人に迷惑をかけたことも（-。-; 2012年はしっ
かりと計画立てて、自分を冷静に見つめられるようになりたいです! あと、もうちょい漢らしくなろうかな
（笑）
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info.
1

ブログ・twitterはじめました!
今年度から、広報サポートスタッフみんなでブログを始めました。フリーペー
パー「G.S.C.」の取材や編集といった活動から、テストやサークルなどスタッ
フの日常まで、幅広いテーマを取り上げています。また、
twitter も始めたので、
良かったらフォローしてみてください !

info.
2

広報サポートスタッフ募集
「G.S.C.」は、およそ 10 人の仙台の学生からなる、広報サポートスタッフによっ
て作られています。スタッフとして一緒に本誌の発行に携わってみませんか？
フリーペーパーを通して情報を発信していきたい、みんなと協力して何かを作
り上げたいと考えている人にはオススメですよ! いろんな専攻や学年のスタッ
フがいるので、やる気がある人は大歓迎です! 興味のある人は下のメールアド
レスまで連絡をください。

info.
3

意見・ネタ募集
本誌へのご意見・ご感想を募集しています。読者の皆さんの声が、より良いモノ
を作るために必要なので、気軽にご意見をお寄せ下さい! また、
「G.S.C.」で取り
上げて欲しいネタや企画も募集中です。
「仙台で最も学食がおいしい学校は？」
「学校で一番人気の講義って何?」
など何でも結構です♪

編集後記
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。さて、今号は3つの大学・3つの特集が掲載されて
盛り沢山です。中でも個人的に印象に残ったのは、工大祭。ここで僕たちは、人生初めての『セグ
ウェイ』を体験することになります。少しの恐怖と、乗り終えたときの達成感。あのドキドキは今で
も忘れることができません。またそのほかにも、学生がデザインした T シャツの販売・"本物"の射
的の体験など、自分達の大学とは一味違う雰囲気を味わうことができました。今回の取材で、僕た
ちは多くの発見・体験をしてきました。自分と違う価値観に触れるのはとても楽しく、ためになるこ
とだと思います。みなさんも是非一度、ほかの大学へ足を運んでみてはいかがでしょうか。
（おーじ）

製作・発行

学都仙台コンソーシアム 広報部会広報サポートスタッフ
ｗ e ｂ サ イ ト ： http://www.gakuto-sendai.jp
学 生 ブ ロ グ ： http://wp.gakuto-sendai.jp/students
t w i t t e r : @gakuto_students
メールアドレス ： gakuto022@live.jp
スタッフの
2012年の
抱負
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宮城大学のどら

>>>http://wp.gakuto-sendai.jp/students/dora/

宮城大学1年のどらです。もう少し活動の幅を広げたいなあと思っていた矢先におーじさんに誘われ、今号からG.S.C.の制作
活動に参加させてもらっています。今号の制作のために行った取材全てに参加させてもらったのですが、初めて会った人と
話をするのはとても緊張するもので、ほとんど喋らないまま取材が終わってしまいました…。見つめ合うと素直におしゃべ
りできない性分です。ということで2012年の抱負は「人見知りをしない」
です。
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