新年度スタート！
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さて、今回はネットブッ

クを再利用する手段として

Ｘｕｂｕｎｔｕをイン ス

トールしたが、このネット

はおそらくないだろう。と

ブックを継続的に使うこと

１年の１名を除き、学生は

ことになります。修士課程

えるまではこの体制でいく

りました。秋に３回生を迎

名、１年が１名、学部４年
生が６名でのスタートとな

田中教授と、修士２年が３

ります。その場合、対処方 す。

ときに、失敗することにな を見つめ直すことが必要で

発揮できるところではない ます。そういう人は、自分

するところが自分の価値を ることができない人があり

しくできていなくて、希望 すが、なかなか自分を変え

るのですが、自己評価が正 を持つように指導していま しっかりと自分のすること

しないと、
結果は出ません。 ので、学部生向けのゼミの 生諸君も、効率よく指導を を学生諸君に贈ります。
マッチするところは必ずあ 中で、そうしたことに意識 受けることができるよう、
（田中雅博）

なのかという部分がマッチ す。これには時間がかかる 言い聞かせていますが、学 る者を助く」ということば

ました。
今年度の田中研は、 見たときに自分の価値は何 めには、自己改造が必要で ならないよう、自分に強く にあたり、「天は自ら助く

ｎｔｕを入れることに決め

で、あとは直感でＸｕｂｕ

での動作報告もあった の

ＬｉｂｒｅＯｆｆｉｃ ｅ いと、ウィンドウズの代替

ウィンドウズ版も存在する 含めて楽しめるくらいでな

ないものだったので、私は 便なことも多いし、それを

ｏｒｄという聞いたことの 利くといっても、やはり不

ｎｕｍｅｒｉｃとＡｂｉｗ ンドウズのソフトと互換が

で、一通り弄って満足して

使わないＯＳを使ってみた
いという理由がほとん ど

きも、知的好奇心から普段

ｔｕをインストールしたと

いうのも、今までＵｂｕｎ

全員進路決定が必要な年で
法は２つ。１つは志望を変

４月９日にウィンドウズ のマシンへのＬｉｎｕｘの た。どうせ無料だし、気に

の意思の部分と、他人から ということです。後者のた 事です。「灯台下暗し」と を進めてください。新年度

す。既に内定をもらってい
え、自分を受け入れてくれ 館長の役職を終えると同時

活用したにすぎない。ウィ

ある。今回も実験台として

放置するのは毎度のことで

る人もありますが、場合に

るところを探すことです。 に、今年度から学部長とい ＸＰが長期にわたるサポー インストールを紹介してい 入らなければ入れ直せばい

と、普段から使っているオ としての積極的な活用は難
ンラインストレージのＤｒ しいのではだろうか。しか

した。しかし、いくらＸｕ で公開されているので気軽

が、コンピュータへの関心 々がプログラミング実習で

ネットブックの再利用
ＸＰからＬｉｎｕｘに

よっては、１年間がんばっ

ｏｐｂｏｘをインストール し多くのＬｉｎｕｘは無料

さて、私は２年間の図書

ても結果が出ないこともあ

インストールは特に大き

もう１つは、
自分を変えて、 う新たな役職に就きま し トを終了した。アナウンス るウェブサイトが多数見つ いのだから、そこら辺は適
あくまでも初心を貫徹する た。学部全体に責任ある仕 は以前から行われてい た かった。Ｌｉｎｕｘには我 当でいいだろう。

平成 年度がスタートし
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ります。自分が本当にやり
たいことは何かという自分

が薄い人達のあいだではあ 使ったＶｉｎｅ Ｌｉｎｕ な問題は起きずに完了 し

はりシングルコアのＡｔｏ なくなった古いパソコンに

まり認知されていなかった ｘのほかに、Ｕｂｕｎｔｕ た。
実際に操作してみると、 ｂｕｎｔｕとは言えど、や に試すことができる。使わ

ようで、中には困惑した人 やＣｅｎｔＯＳ、ほかにも ウィンドウズと異なる部分

場面が見られた。快適な動 はハマる人もいるかもしれ

もいるようだ。
我が家では、 数多くのディストリビュー はあるが、
許容範囲である。 ｍでは少し動作がもたつく 入れて遊んでみたら、中に

私のは３年ほど前に、家族 ションが存在する。私は初 はじめから互換のオフィス

性能が要りそうだ。Ｃｏｒ ィンドウズに戻せないじゃ

ｅ２Ｄｕｏのマシンも埃か ないか！」等の苦情は受け

作を求めるならもっと上の ない。「入れたはいいがウ

ぶって放ったらかしになっ 付けないので、自己責任で
ているし、これにもなにか お願いします。（大畔裕）

用は昨年にウィンドウズ７ めて自作パソコンを組んだ ソフトなどが入ってい る

騒動は割と他人事として捉 一時的にＵｂｕｎｔｕをイ ｔｕソフトウェアセンター

入れてみるか。

に切り替えたので、今回の ときに費用を抑えるために し、足りない分はＵｂｕｎ

えていた。普段家で使われ ンストールしていたことが で検索してインストールす
ているＰＣは７が数台とビ あり、その後も余ったマシ ればいい。Ｘｕｂｕｎｔｕ

ことができる。参考文献で

探すことも多いので、今の

ところは実感がわかずとも

今後、確実に役に立つであ

ゼミでは毎年、図書館か

えるかどうかもわから な

も満足のいく論文に巡り合

データを最新の物から過去

が、 号館１Ｆ事務室でも
情報処理学会などの電 子

とができないものも多 い

新規の論文は中身を見るこ

ろう。
著作権などの関係上、

い。とは言え、売っても大 ある。そこで目をつけたの ら４回生に向けてガイダン

い。検索エンジンから検索
しても出てくることもある

図書館ガイダンスを開催

論文検索について

スタが１台、あと８が １ ンにインストールしたり、 の互換オフィスソフトはＧ
台・・・。そういえば最近 仮想ドライブに入れて、遊
使ってなかったＸＰのネッ ぶことはあった。だが、最
トブックがあった。しかも 近のＵｂｕｎｔｕは動作が
視界の範囲内に積んで あ 重く、シングルコアのＡｔ
る。どうせ使わないので問 ｏｍではとても快適に動か
題はないのだが、そのまま せそうだと思えなかったの

した金にもならず、ソ フ が、Ｕｂｕｎｔｕの派生の スをしてもらっている。私
マップの買取金額検索では ＯＳだ。派生との主な違い 自身はこれで３回目な の

寝かせておくのも勿体 無 で、選択肢としてはナシで

２０００円にしかなら な はデスクトップ環境で あ で、
内容を理解しているが、 が、どれだけの数が出てく

たことがあるが、そのとき トップ環境にＵｎｉｔｙが 分も多かったので、のちに

い。以前に一度売却を考え り、Ｕｂｕｎｔｕはデスク ４回生の時には知らない部

もつきにくい。

がいいものであるかの判断

るかはわからず、どの論文

で、これらを借り、参考に

の分を含め所有しているの

だった。ちなみにそのとき るＸｕｂｕｎｔｕ、ＬＸＤ いる。図書館では、論文の

て１月頃まで貸しっぱなし りにＸｆｃｅを使用してい 義な時間になったと思って

Ｎｉｉ

料でみることができるＣｉ

そこで、学内であれば無

のの、図書館に行けばお目

院生と教員のみではあるも

このＰＣを何かに活用で 存在する。中でもＸｕｂｕ 論文を探すのはインタネッ

いるＫｕｂｕｎｔｕなどが の助けなしではお目当ての

円程になっていたので惜し ｎｔｕ、ＫＤＥを使用して で、学部生にとっては先生

誌などの絞り込みもできる と考えている。
（野々口誠人）
ので、効率よく文献を探す

ジンよりも数は多く、論文 ので、今後も活用できれば

導してもらった。検索エン ることが可能なものもある

どを利用する方法などを指 れば後日、中身を手に入れ
いことをしたと思う。

きないかと思い調べてみる ｎｔｕとＬｕｂｕｎｔｕは トを使わなければ非常に困
と、サポートが切れたＸＰ 軽量であり、ネットブック 難であり、先生に相談して

、ＪＳｔａｇｅな 当ての論文の複写を申請す

に売っていれば、７０００ Ｅを使用しているＬｕｂｕ 複写などは置いていないの

することもできる。また、

は弟が使いたいと言い出し 使われているが、その代わ 類似論文を探すなど、有意
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二輪の免許を取得中
就活で見つけた新しい趣味

４００ＳＦというモデルな 教習では腰に負担をかけず ついて心が折れそうになっ
のだが、この車体は約２０ に起こせるようになった。 ていたが、次第にできるよ
０ｋｇある。停車している この重量なので、走行中に うになっていったので、同
あいだはこの巨体が倒れな バランスを取るのも大変だ 様になんとかなるものだと

ロボット実験室開設

より便利な研究環境に

で実験するスペースなどが が増えるため、今後甲南大

十分に確保できませんでし 学のロボット開発は、より

た。しかし本年度から設置 一層進化していき、より良

の２階にロボット実験室が 整っておらず、廊下やそれ

ロボット開発の研究室（田

るようになりました。また

の配慮せずに、実験が行え

（吉岡一樹）

されたロボット実験室 に いロボットが開発されるで

新たに設置されました。昨 ぞれの研究室内で実験 を

実験する際に通行人などへ

以上傾くと支えきれなくな ならない。両手両足で違う 得は早くて５月末、遅くて

年度まではロボットを屋内 行っていたため、ロボット

際科学学校に参加した１０
０名の現地の生徒の家 に

移動台車ロボットを使って

５月 日 田中教授、シ

５月 日 野々口君、ロ

実験する際に先生の許可が ボティクス・メカトロニク

省かれたこで、スムーズに ス講演会２０１４ ｉｎ

こんな企業に入ってこん

後
編
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実験が行える環境が整った Ｔｏｙａｍａにてポスター

この実験室には「漫才ロ

と言えるでしょう。

ボット」で有名な北村研、

灘本研等が合同開発を行っ

ている
「アイちゃん」
と「ゴ

ン太」
や、
田中研、和田研、 な仕事がしたいというビジ
梅谷研等が合同開発を行っ ョンはあったのですが、人

ている「ＫｏＲｏ」が収納 生はなかなかうまくいかな

されています。また私たち いものなので、きっと夏あ

ｏは、８月に行われるデモ 業の内々定が出るのだろう

が開発を行っているＫｏＲ たりに聞いたことのない企

いる方ではない。この年に とは言わない）が各都道府 だった。英語には少し自信

どがロボットに触れる機会 トントン拍子で進み、その

しかし、３月初旬から受け

なって、まだ行ったことが 県を通じて推薦された高校 があったが、いわゆるオー

す。

に向けて現在開発途中 で と漠然と考えていました。

４月１日に企業から内定 え、これがまた難しい。教

ない県
（単なる通過は除く） 生を文部省に集め、英語の ジーイングリッシュには大

まま内々定を頂くことがで
しんどかったという印象が きました。自分が関わる製

は酷である。しかし、そう まりません！

就職活動は、今後約 年

40

のに熱を上げていた。それ 企業研究、いろいろな人と

は立派と思う。もともと、 喋ったり文章を書いたりと
何をするにも、平等なんて 頑張りましたが、この努力

ら、日米学生会議というも す。そのために自己分析や

ことはあり得ないので あ が報われたのは、運もあっ

ＮＨＫ解説委員、 空を動く太陽や星であ っ 英語については、入試でほ
ば、ウィーンに１年半住ん ホームステイをしながら国 大学教授、

んも、南半球に行くことが エネルギー」がテーマで、

問したことのある町をラン た。当時、国際便は羽田空 ている。

高校３年の夏にそんなこ 特別の講義をした。テキス

た先生が百数十名を相手に

休みに連れて行って も あったら、是非空を眺めて 世界のあちこちから集まっ
８００円だった。円が安い 残っているのは、シドニー

の固定相場制、１ポンドが らったところで一番印象に 欲しい。

ダムに挙げていこうと 思 港だった。１ドル３０８円
う。

私が初めて外国に行った のは日本の輸出産業には良 の西にあるブルーマウンテ とをしていていいのかと、 トはあったが、なかなか聞

境に適応していかなけ れ

さて、気づいた方もいる

ば、やっていけないのがこ かもしれませんが、今回か

た。と言っても今回は殆ど

の世の常であると理解 し ら編集担当が２人増えまし

イベントとして、外国の高 てもらったのだから、あり ドライブで連れて行っても 地理の勉強になっており、 と言われるものだから、私

大学物理学財団が国際交流 いう時代に、招待で行かせ ング以外にも、近隣の街へ とで知らず知らずのうちに 少なくとも質問しなさい」

の家も訪問し、歓迎を受け ので、ご期待ください。

の際に、ホストファミリー トしていきたいと思います

ほど学会で行っている。そ 以降は少しずつ仕事をシフ

シドニーは、その後２回 大畔が作っています。次回

た。

校生３年生を招待し、国際 がたい。噂では、我々５名 らったりした。あの頃可愛 社会は地理を選択すること も何とか質問をした。休み

た。
今も、
心の故郷である。
（田中雅博）

（大畔裕）

科学学校というのを開いて には一人あたり２００万円 かった妹達が、今は立派な により、受験に活かすこと 時間に外国の生徒と将棋を
いる（今も続いている）。 ほど掛かっているとのこと 女性になっているのをフェ ができた。他の科目、特に 指したりしたが、なかなか

の夏休みである。シドニー まだ高嶺の花だった。そう ンガ動物園である。ハイキ たが、世界一周を回ったこ 行の先生が、「一人１回は

る。そのときそのときの環 てのことだと思います。

い出のレベルが異なる。こ 香港旅行がおまけに着いて と、それぞれ社会で活躍し 居る我々にはなかなか想像 は、旅行のおかげだろう。
２週間の学校は、「太陽
れは後に置いておいて、訪 日本に帰るという行程だっ ており、今でも連絡を取っ しがたい現象である。皆さ

でいたので、他の町とは思 際科学学校に通い、最後、 小説家、大手ゼネコン社員 た。これは、北半球に日頃 ぼ完全解答ができた。これ

その結果、 の一人は、学生になってか 決める人生の大イベントで
うと思う。外国の町といえ ニーに到着、その後２週間 人の私以外の４人も、専修 十字星であり、右から左へ 系志望を貫いた。

40
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のは、昭和 年、高校３年 かったが、外国旅行はまだ ンへのハイキングと、タロ 学校の先生は心配してくれ き取れない。それでも、同

49
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こうした環境が整うこと ていた、是非とも行きたい

の連絡をもらい、 日に基 習で使用しているバイ ク

強い。そもそも、日本人以 品が、将来世界中で使われ

いう環境が好きな人も い

ている人ばかり。この状況 ると、今からワクワクが止

る点を挙げ、読者の皆さん 地球を回り、イギリスの５ 港ではウルルンとなったの とって、シドニーにいる、 うかとも担任から言われた

る。このときの５人のうち 活動するであろう居場所を

外は皆日頃から英語を使っ るのだということを想像す

にもお勧めできればと 思 人、アメリカの 人と合流 である。なお、このときか 南半球に居るということを が、私は、英語を理系の勉

だ。そこで、外国の町を中 生を含む６人が東京を発っ こち連れて行ってもらった では、やはりオペラハウス できるのなら、それを活か

い、これから連載してみよ し、ハワイを経由してシド ら約 年経過したが、日本 実感させてくれたのは、南 強の中で活かしたいと、理

心に、私の印象に残ってい てから２週間の間に西から のは大変役に立ち、最後空 が印象深い。しかし、私に せる文系学部に行ったらど

で、様々な先生方や学生な と思っていた某社の選考が

本情報技術者試験があった は、普通自動二輪免許で運

が東・北日本を中心にかな 面接試験で５名を選び、私 変戸惑った。それでも、２
りある。しかし、職業柄、 はその一員（奨学生）とし 週間の間、家族の一員とし イスブックで見ると、時間 英語は元々自信があった。

ホームステイさせてもらっ

研究室対外活動予定

よって、ロボットを屋内で しょう。

り、
そのまま倒れてしまう。 作業をしなければならない も６月中だろうか。できれ

今年度の４月から 号館 で実験する環境が十分 に

力投球し、なんとか早い時 制約があるし、時期が遅く
倒れたら倒れたでここから ので、操作がモタついたり ば取得後すぐに自分のバイ

今のペースだと免許の取

いように両足で支えないと し、そのうえＭＴ車なので 思いたいところである。

期に終わらせることができ なると学会発表の準備や修
も大変で、自分で起こさな 誤ることもしょっちゅ う クが欲しいのだが、今興味
ければならないのだが、普 だ。コースが狭いので２速 があるホンダのＣＢＲ２５

いけないから大変だ。一定 ギアチェンジもしなければ

たので、普通自動二輪の免 論などに影響する可能性も

通に持ち上げようとしても から３速に上げたらすぐブ ０Ｒは中古でも結構高く、

今年の年始から就活に全 生のうちでないと時間的な

許を取ることにした。きっ あるので、できる限り早く
かけは、とある自動車＆バ 免許を取得したいところで

整備することができる。パ 分である一方、やや緊張気
初回の教習ではバイクに

ソコンを組み立てたり分解 味でもあった。
したりするのが好きな の
で、自分の手で弄り回すこ 跨るまでの動作や操作の仕

中研、和田研、梅谷研等） ステム制御情報学会で口頭
の学生は、セグウェイ等の 発表

イク部品メーカーの企業説 ある。
年間維持費は参考にしたウ

万円以上、

コツが必要になってくる。 ないのだが、３速に上げた
ェブサイトでは２５０ｃｃ

全然持ち上がらないので、 レーキを掛けなければなら 安いものでも

員懇談会。社員も学生もみ ポートアイランドドライビ
説明は受けるが中途半端な ことに満足して壁に突っ込

通うことになったの は

んなバイクの知識が豊富で ングスクール。３年前に自

買ってひとまず慣れる べ

今は１２５ｃｃのバイクを
き？いずれにせよ金欠気味

は約８万円かかるようだ。

要注意だ（治るのに４日程 だろうが、どうも公道で走

なので倹約をしていきたい

腰を痛めることになるので 体で覚えるまでの辛抱なの

が一方で、バイクに関して 楽だと思ったが、２輪の教
でわかりやすい解説の動画 の教習を受けていたときも

かかった）。ユーチューブ る未来が見えない。自動車

ところである。（大畔裕）

理解で行うと、私のように みそうになったりもした。

楽しそうに話す彼らを 見 習は自動車のコースの奥に
を見つけたので、２回目の 初めはギアチェンジでモタ

話についていくことができ 動車の教習を卒業して以来

て、自分も乗って快感を味 あり、３年前はちゃんと見

わたしの訪れた町
第１回 シドニー

た。
私のホームステイ先は、

23

28

13

外国は結構行っているほう て派遣された。文部省の先 て受け入れてもらい、あち を感じる。シドニーの景色 そのため、そんなに英語が

も理由だ。

だった。５名それぞれ、国

日本はあまり旅行をして 文部省（当時は文部科学省 両親と子供７人の、大家族

わってみたいと思った。バ たことがなかったコースや
イクは知識があれば自分で 設備を使うので、新鮮な気

わった。しかし基礎とはい

とにハマりそうだというの 方など基礎的なことから教

ず、悔しい思いをした。だ だ。来慣れた場所だから気

明会に行ったときの先輩社

30

ので、 日に教習所に入校 転できる中では最大の４０
した。教習所に通うのは学 ０ｃｃであるホンダのＣＢ
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