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巻頭言巻巻巻巻巻巻頭頭頭言言巻頭言 大分高専に着任して大分高専に着任して
校長　山口　利幸校長　山口　利幸

本年度より総務
主事職が新設され
拝命しましたので
ご挨拶申し上げます。
新型コロナウイ

ルス感染症への対応はもちろんのこと、
学位授与機構による認証評価、高等教育
機関との連携や地域貢献などなど、社会
の変化にともない高専業務も多様化し多
岐にわたるようになり総務主事職が新た
に設けられました。学校一体となって
しっかり対応してまいりたいと思います。
技術者教育の質の保証を説明責任とと
もに求められるようにもなり、これにと
もなって高専教育も大きな変化の波の中
にあります。
2009年に開かれた国際エンジニアリ
ング連盟の総会では、エンジニアリン
グ活動の範囲とレベル、エンジニア育成
教育に求められる知識範囲、卒業時まで
に身につけることが期待される能力など
が整理されました（GA&PC合意）。この
GA&PCは、工学教育の相互承認にかか
わるワシントン協定やヨーロッパの工学
教育のあり方を求めるボローニャ宣言な
ど世界の工学教育における重要な指標と
して影響を及ぼしています。高専独自の
モデルコアカリキュラム：MCCも国際
的な評価に耐えうる仕組みが必要となっ
てきています。大分高専の学習・教育目
標（技術者像）はこのGA&PCにも合致
したものとなっています。
このように高専のとりまく環境は大き
な変化の途上にありますが、本校の建学
の精神：技術と教養と愛の精神に変わり
はありません。この芯をしっかり持って
時代の進展に対応し積極的な活動を展開
して参りたいと思います。どうぞよろし
くお願いいたします。

え、変異種の出現などもあり、まだまえ、変異種の出現などもあり、まだま
だ十分な感染防止対策が必要です。そだ十分な感染防止対策が必要です。そ
のため、学生達には毎日の健康チェッのため、学生達には毎日の健康チェッ
クをお願いし、３密回避やマスク着用、クをお願いし、３密回避やマスク着用、
手指消毒などの感染防止対策を講じる手指消毒などの感染防止対策を講じる
とともに、校内行事や各種大会参加なとともに、校内行事や各種大会参加な
どで制約を加えており、大変心苦しくどで制約を加えており、大変心苦しく
思っています。一方、学生の学修機会思っています。一方、学生の学修機会
を保障するために、濃厚接触者に指定を保障するために、濃厚接触者に指定
されるなど万一の場合を想定して、対されるなど万一の場合を想定して、対
面授業とその様子をオンラインでリア面授業とその様子をオンラインでリア
ルタイムに受講できる学習システムをルタイムに受講できる学習システムを
構築しています。教室で行っている授構築しています。教室で行っている授
業は、すべてYouTube上に限定公開業は、すべてYouTube上に限定公開
動画としてリアルタイムで配信してい動画としてリアルタイムで配信してい
ます。さらに、授業動画は録画しています。さらに、授業動画は録画してい
ますので、病気などでリアルタイムのますので、病気などでリアルタイムの
YouTube動画を見られなくても、都YouTube動画を見られなくても、都
合の良い時間に動画を観て、学習する合の良い時間に動画を観て、学習する
ことができます。もちろん、テスト前ことができます。もちろん、テスト前
の復習としても活用でき、授業の重要の復習としても活用でき、授業の重要
な部分を止めたり巻き戻したりするこな部分を止めたり巻き戻したりするこ
ともできます。学生からも「聞き取れともできます。学生からも「聞き取れ
なかったことや分からなかったことをなかったことや分からなかったことを
後から落ち着いて確かめられるので、後から落ち着いて確かめられるので、
コロナ禍前よりも格段に学習効率が上コロナ禍前よりも格段に学習効率が上
がった。今後も現状の学習環境を続けがった。今後も現状の学習環境を続け
て欲しい」ととても好評です。本校とて欲しい」ととても好評です。本校と
して、本システムを今後も継続して運して、本システムを今後も継続して運
用します。さらに、他の高専等にも大用します。さらに、他の高専等にも大
分高専モデルを展開していく予定です。分高専モデルを展開していく予定です。
コロナ禍のため新たな生活様式、学校コロナ禍のため新たな生活様式、学校
様式を強いられていますが、学生たち様式を強いられていますが、学生たち
の学びがより深化できるように取り組の学びがより深化できるように取り組
んで行きたいと考えています。んで行きたいと考えています。
新米校長ですが、千里の道も一歩か新米校長ですが、千里の道も一歩か
らの諺があるように、少しずつ前進さらの諺があるように、少しずつ前進さ
せて行ければと思いますので、よろしせて行ければと思いますので、よろし
くお願いします。くお願いします。

私は、日野伸一前校長の後任として私は、日野伸一前校長の後任として
令和３年４月１日に着任しました。出令和３年４月１日に着任しました。出
身は和歌山県で、和歌山高専電気工学身は和歌山県で、和歌山高専電気工学
科を昭和53年３月に卒業した後、大科を昭和53年３月に卒業した後、大
学編入し、企業での勤務を経て、昭和学編入し、企業での勤務を経て、昭和
61年１月に母校和歌山高専の教員に61年１月に母校和歌山高専の教員に
採用されました。以来、和歌山高専に採用されました。以来、和歌山高専に
35年間勤務し、本年３月には定年退35年間勤務し、本年３月には定年退
職の予定でしたが、大分高専校長に赴職の予定でしたが、大分高専校長に赴
任することになりました。高専出身者任することになりました。高専出身者
が大分高専の校長を務めるのは初めてが大分高専の校長を務めるのは初めて
のことになります。高専での学生や教のことになります。高専での学生や教
員の経験を活かして、大分高専の更な員の経験を活かして、大分高専の更な
る発展のために頑張りたいという決意る発展のために頑張りたいという決意
で着任しました。で着任しました。
着任早々の令和３年４月５日着任早々の令和３年４月５日（月）（月）に、に、
本校第１体育館において、第59回入本校第１体育館において、第59回入
学式及び第19回専攻科入学式を挙行学式及び第19回専攻科入学式を挙行
しました。本科入学生162名、第３学しました。本科入学生162名、第３学
年編入の外国人留学生２名、第４学年年編入の外国人留学生２名、第４学年
編入学生１名、専攻科生33名の合計編入学生１名、専攻科生33名の合計
198名が本校に入学し、新たなスター198名が本校に入学し、新たなスター
トを切りました。本校での学修等を通トを切りました。本校での学修等を通
じて大きく成長することを期待していじて大きく成長することを期待してい
ます。また、４月には新任の先生方がます。また、４月には新任の先生方が
着任しました。一般科の山下航正准教着任しました。一般科の山下航正准教
授（国語）、機械工学科の德丸和樹助教、授（国語）、機械工学科の德丸和樹助教、
電気電子工学科の常安翔太助教、都市・電気電子工学科の常安翔太助教、都市・
環境工学科の山本大介准教授の４名で環境工学科の山本大介准教授の４名で
す。本校の一層の発展に向け、今後のす。本校の一層の発展に向け、今後の
活躍を期待します。活躍を期待します。
新型コロナウイルスの終息が見通せ新型コロナウイルスの終息が見通せ
ない現状ですが、本年度は、昨年度のない現状ですが、本年度は、昨年度の
ような休校措置は取らず、対面授業をような休校措置は取らず、対面授業を
４月当初から現在まで行っています。４月当初から現在まで行っています。
ワクチン接種が進められているとは言ワクチン接種が進められているとは言

総務主事
高橋　　徹
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主 事 室 便 り主 事 室 便 り

寮務主事を務め
させて頂いて２年
目となります。今
年度寮生のお世話
をする主事補の先

生方は、１寮が二宮純子主事補、２寮が
小関康平主事補、３寮が井上優良主事補、
４寮が竹尾恭平主事補、５寮が大庭恵一
主事補です。寮母３名、学寮指導員４名、
寮事務室２名は、昨年度と変わりありま
せん。
10月には新しい寮生会長が選ばれ、
各寮の寮長、企画部、内務部、広報部、
厚生部、美化部、緑化部、ネットワーク
管理部、選挙管理委員等の寮生会役員が
各寮の指導寮生と共に自治組織を形成し
ます。新型コロナウイルス感染症対策で
寮生の皆さんには不自由をおかけしてい
ますが、相談事や話したい事など何かあ
りましたら、寮生会役員や寮関係教職員
などに気軽に声を掛けて下さい。
さて、新型コロナウイルス感染症を含
め、呼吸器の感染症は湿度が低くなる冬
に大きく広がる傾向にあります。後期の
寮生活はこれまで以上に注意が必要で、
対策キーワードは「マスク」と「換気」です。
マスクは一般の学生に人気のあるウレタ
ンマスクではなく、不織布マスクを使用
して下さい。さらに、寮食堂で食事をす
る時は外して、会話する時はマスクを着
用することを厳守して下さい。また、こ
れまでと同じく、他の寮生の部屋には絶
対に行かないで下さい。
一方、後期のイベントとして、寮生
リーダ研修、防災訓練、寮生バレーボー
ル大会、寮祭を予定しています。規模は
縮小するかもしれませんが、感染症対策
を実施しつつ、人間形成と教育の場とな
るように務めて参ります。

４月に学生主事
を拝命致しました
靏
つる

です。学生主事
の仕事は、『学生
の人間形成を図る

ために行われる授業以外の学生活動を
指導、援助する』ことです。つまり、ク
ラブ活動や学校行事、奨学金、保健指導、
アルバイト許可など学生に関する幅広い
事柄を担当しています。学生相談室や学
生課学生支援係、保健室と協力して、学
生が安心して学校生活を送れるように取
り組んでいます。また、学校生活で必要
な規則を定めています。規則を守れない
学生には注意や指導、時には懲戒処分を
行うこともあります。注意や指導、処分
などの方針は、４名の学生主事補、学生
部委員会の先生方と相談して決めていま
す。指導内容によっては、保護者にも同
席していただいくことがあります。学生
が本分を全うできるよう、ご家庭の協力
をお願いします。
新型コロナ感染症の影響が、学生生活
に影を落としています。クラブ活動で頑
張ってきた学生が、目標としていた大会
や競技大会の中止や延期により、辛い思
いをしています。後期には、体育祭、高
専祭、音楽祭、球技大会（５月から延期）
を計画しています。このうち体育祭、高
専祭への参加は、本校学生・教職員に制
限させていただきます。また、他の行事
も入校制限や時間短縮を行います。開催
や入場制限につきましては、本校ホーム
ページに随時掲載しますので、ご確認く
ださい。学生の成長を見る機会が少なく
なり、申し訳ございません。学生が良い
思い出を作れるように学校行事をできる
だけ実施したいと考えています。

本年４月より教
務主事を拝命致し
ました。教務主事
室には、高橋副主
事のほかに、樋口

主事補、山本主事補、前主事補がおられ
ます。教務主事室は教育の質保証、カリ
キュラム、成績、教育環境、入試業務な
ど教務全般を担当しています。宜しくお
願い致します。
さて、新型コロナウイルスや自然災害

は私たちのこれまでの日常を大きく変え
つつあります。座学と実験・実習がこれ
までの基本的な授業のスタイルでした
が、危機管理の対応の一つとして、授業
配信システムの導入が行われ、毎日の授
業で活用されています。このシステムは、
登校して授業に参加が出来ない場合でも、
都合の良い時間と場所で講義を見ること
が出来ます。授業の振返り（復習）や定
期試験前の講義の再視聴など、工夫すれ
ばいろいろな場面で利活用が出来ますの
で、これから積極的に使って欲しいシス
テムです。
BYOD（Bring Your Own Device）に
ついても、先ずは１年生から導入いたし
ます。自前のPCを本校のWi‒Fiに接続
し、授業や自学自習などで積極的に活用
して頂きたいと思います。
本校は令和３年８月４日付けで文部科

学省より、｢数理・データサイエンス・
AI教育プログラム（リテラシーレベル）｣
に認定されました。対象科目をすべて修
得した学生に対して、修了を認定します。
対象科目はすべて必修科目で構成されて
おり、卒業と同時に修了認定が得られる
プログラムです。
このように、学習・教育環境は日々改

善されております。学生諸君の将来の夢
が実現できるように、最大限のサポート
を引き続き行って参ります。

教務主事
松本　佳久

学生主事
靏　　浩二

寮務主事
清武　博文
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広島商船高専から異動し、高専教員と
して14年目を迎えます。前任校では毎
日フェリーを利用していましたので、陸
路だけの通勤が久々で、新鮮ですらあり
ます。また、郷里の佐賀から日田・由布
院（湯布院）・九重などを毎年のように
訪れていましたので、遠くの山並みや周
囲の人々の方言などをとても懐かしく感
じます。
「文学を読むこと」と「文学を教えるこ
と」の両方を学びたく、教員養成系の学
部と修士課程、その後に文学部の博士課
程に進学しました。現在の私の研究はそ
の二つ（文学研究、文学教育研究）とも
重要、両者の相互乗り入れが必要不可欠
なのですが、これまでの教員生活・研究
生活で思うのは、文学の、言葉の、面白
さと難しさです。
我々人間は、言葉を欠くことができま

せん。このことに、国語に対しての好き
嫌いや、理系・文系は関係ないはずです。
私自身もまだ道半ば、日々の学校生活や
授業を通して、皆さんとともに学んでい
きたいと考えています。お互いに励んで
いきましょう！

本年度４月１日付けで機械工学科に
GEAR5.0特任助教として着任いたしま
した德丸和樹と申します。
私は高校生まで大分市で育ちました。
明野地区は護国神社でセミやカブトムシ
を捕まえたり、アクロスで買い物をした
りといった思い出があります。大分を出
るときは、まさか大分でしかも高専で
仕事をするとは考えてもいなかったので、
不思議なめぐり合わせがあるものだなと
感じております。
大学時代には高専出身者と知り合う機
会も多く、そのせいで高専生に対しては、
いい意味で変人の集まりだという偏見を
持っており、少しワクワクしています。
特任助教という特殊な立ち位置ではあ
りますが、高専という環境に慣れ、楽
しく研究・教育活動を行っていきたいと
思っております。どうぞよろしくお願い
致します。

これまでに、画像工学に関わる基礎
から応用に至るハードからソフトまで
の幅広い科学・工学を学び、材料化学
の観点から次世代ディスプレイ開発を
行い、博士（工学）を取得しました。そ
の後、テクノロジーとアートの融合を
推進する東京工芸大学（旧称：東京写真
大学）で、３年間助教として教育研究活
動を行い、本学電気電子工学科の助教に
着任しました。また、昨年の２月～３
月には、新型コロナウイルス感染症に
より大幅な日程変更がなされたものの、
「AdvanceRIT Color Science Invited 
Scholars Program」に採択され、色の評
価研究で世界を牽引し続けているMark 
Fairchild教授（マンセル研究所、ロチェ
スター工科大学）のもとで一定期間研究
活動を行ってきました。
東京や海外の話、最先端の光や色の研
究動向について興味のある方、ぜひ声を
かけてください！

一般科文系　　山下　航正 機械工学科　　德丸　和樹 電気電子工学科　　常安　翔太
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本年４月１日付で都市・環境工学科に
着任しました山本大介です。専門分野は
コンクリート工学で、新設・既設の構造
物の長寿命化のための技術開発や環境負
荷低減を促す材料の開発などを研究テー
マとしています。授業や実習・研究を通
じて、学生の皆さんと、持続可能な社会
を実現するためには何が必要なのか、一
緒に考えていければと思います。
私にとって高専生活は初めての経験で

あり、日々新鮮な体験をさせていただい
ています。特に、低学年から専門的な科
目を修学し、熱心に勉強する学生たちに
感心をします。私が大分高専で学生と接
した時の第一印象は、明るく元気に挨拶
をしてくれる、ということでした。この
ような恵まれた環境で勤務できること
に感謝しつつ、誠に微力ではありますが、
大分高専の発展に努め、学生をしっかり
とサポートしていけるよう尽力いたしま
すので、どうぞよろしくお願いします。

令和３年４月１日より総務課総務係に
着任いたしました、谷口と申します。
学生のみなさんと関わる機会はあまり
ありませんが、校内を歩いていると気持
ちの良い挨拶をしてくれる学生のみなさ
んからいつも元気をもらっています。
以前は金融関係の仕事をしていたため、
慣れないことも多く、戸惑う日々ですが、
周りの皆様に助けていただき、少しずつ
ではありますが仕事にも慣れてまいりま
した。
まだまだご迷惑をおかけすることが多
いかと存じますが、少しでも皆様のお役
に立てるよう努めて参りますので、ご指
導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたし
ます。

令和３年４月１日付けで、学生課教育
支援係の事務補佐員として勤務しており
ます天崎と申します。あっという間に半
年が過ぎ、時間の速さに驚いておりま
す。まだまだ慣れないことばかりですが、
精一杯尽力したいと思います。業務で
は、留学生に関わることが多いのですが、
母国を離れ、ひとり高い志を持ちながら、
夢に向かい頑張っている留学生の、純真
さや礼儀正しさにふれ、学ぶことばかり
です。そんな皆さんに少しでもお役に立
つことが出来ればと思っております。ど
うぞ宜しくお願い致します。

都市・環境工学科　　山本　大介 総務課総務係　　谷口　友里恵 学生課教育支援係　　天崎　由美子
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１・２学年クラス通信１・２学年クラス通信学年通信

　新たな学びの、第一歩。　新たな学びの、第一歩。
１Ｍ担任　１Ｍ担任　中野　壽彦中野　壽彦

高専生としての最初の１年間の半分が高専生としての最初の１年間の半分が
過ぎました。スポーツが得意な人が多い過ぎました。スポーツが得意な人が多い
クラスですが、前期は皆さんが活躍するクラスですが、前期は皆さんが活躍する
球技大会は残念ながら延期になっちゃっ球技大会は残念ながら延期になっちゃっ
たね。この原稿を書いている９月上旬はたね。この原稿を書いている９月上旬は
部活ができなくなってしまいました。コ部活ができなくなってしまいました。コ
ロナ禍で沢山、ガマンをしなくちゃいけロナ禍で沢山、ガマンをしなくちゃいけ
なくて、辛いね。でも、この災難を一なくて、辛いね。でも、この災難を一
つのきっかけに、社会や世界が大きく変つのきっかけに、社会や世界が大きく変
わっていっています。この世界規模の転わっていっています。この世界規模の転
換期、歴史的なタイミングで、高専とい換期、歴史的なタイミングで、高専とい
う場所で新たな学びの一歩を踏み出したう場所で新たな学びの一歩を踏み出した
ということには、きっと、意味があるとということには、きっと、意味があると
思うのです。皆さんが卒業する頃、この思うのです。皆さんが卒業する頃、この
苦難が明けた先の新しい世界は、皆さ苦難が明けた先の新しい世界は、皆さ
んの力を必要とします。自由に、多彩に、んの力を必要とします。自由に、多彩に、
そして徹底的に自分を磨き上げるチャレそして徹底的に自分を磨き上げるチャレ
ンジをして、特活で話した皆さんの「商ンジをして、特活で話した皆さんの「商
品価値」を極限まで高めていってくれる品価値」を極限まで高めていってくれる
ことを願っています。ことを願っています。

　Merci beaucoup　Merci beaucoup
１Ｅ担任　１Ｅ担任　川内谷　一志川内谷　一志

　４月に君達と出会ってからすでに半　４月に君達と出会ってからすでに半
年が過ぎました。10年ぶりの担任です。年が過ぎました。10年ぶりの担任です。
まずは掃除に関してMerci beaucoupまずは掃除に関してMerci beaucoup
私が遅れて来ても、用事があって来れな私が遅れて来ても、用事があって来れな
いときも、（さぼる学生はいないと思っていときも、（さぼる学生はいないと思って
います！）毎日ピカピカの教室に感謝です。います！）毎日ピカピカの教室に感謝です。
それから60歳のおじいちゃん先生を「いそれから60歳のおじいちゃん先生を「い
じって」くれてMerci beaucoup 腕相撲腕相撲
を真剣に挑戦してくれて本当に嬉しかっを真剣に挑戦してくれて本当に嬉しかっ
た♡♡まだまだ挑戦受付ま～すた♡♡まだまだ挑戦受付ま～す
この半年間「遅刻はするなぁ～、忘れこの半年間「遅刻はするなぁ～、忘れ

物はするなぁ～、貴重品をロッカーに入物はするなぁ～、貴重品をロッカーに入
れろ～、レポートは忘れるなぁ～etc…」れろ～、レポートは忘れるなぁ～etc…」
などと小言ばかり言ってたように思いなどと小言ばかり言ってたように思い
ます。きっと君達には「うざい」でしょます。きっと君達には「うざい」でしょ
う。でも、当たり前のことを当たり前にう。でも、当たり前のことを当たり前に
行うって事は、物凄く難しくて、人とし行うって事は、物凄く難しくて、人とし
て大切なことだと思います。後期も川内て大切なことだと思います。後期も川内
谷は「うざい」で～～

　Union is Strength!　Union is Strength!
 （団結は力なり） （団結は力なり）
１Ｓ担任　１Ｓ担任　朝美　淑子朝美　淑子

４月、緊張の入学式から初の90分授業。４月、緊張の入学式から初の90分授業。
初めてのテスト、友達、先生、部活と皆初めてのテスト、友達、先生、部活と皆
さんここまでよく頑張っています。友達さんここまでよく頑張っています。友達
ができるか全員が不安だった４月に比べができるか全員が不安だった４月に比べ
ると随分お話しする姿も見られるようにると随分お話しする姿も見られるように
なりました。１Ｓは誰も一人ぼっちにななりました。１Ｓは誰も一人ぼっちにな
らないように、皆が周囲に目を配り、勉らないように、皆が周囲に目を配り、勉
強でも生活でも助け合える集団になって強でも生活でも助け合える集団になって
ほしいと思い、クラス通信もタイトルのほしいと思い、クラス通信もタイトルの
ようにしています。勉強はとても大切。ようにしています。勉強はとても大切。
皆さんはより高い知識・技術を得るため皆さんはより高い知識・技術を得るため
にこの学校に入学しました。しかし同時にこの学校に入学しました。しかし同時
に人間性も高めていかなくてはなりませに人間性も高めていかなくてはなりませ
ん。どの仕事も人生も一人でできることん。どの仕事も人生も一人でできること
なんてほぼありません。１Ｓでこれからなんてほぼありません。１Ｓでこれから
さらに団結して、皆で学び、高め合いさらに団結して、皆で学び、高め合い
ながら後期も頑張っていってほしいです。ながら後期も頑張っていってほしいです。
先生も微力ですが皆が精一杯頭も心も体先生も微力ですが皆が精一杯頭も心も体
も成長できるように一緒にがんばるので、も成長できるように一緒にがんばるので、
後期も一緒に高め合っていきましょう！後期も一緒に高め合っていきましょう！
期待しています。期待しています。

　〈自己〉と〈他者〉　〈自己〉と〈他者〉
１Ｃ担任　１Ｃ担任　山下　航正山下　航正

７月の「特別活動」で、金子みすゞ７月の「特別活動」で、金子みすゞ
「私と小鳥と鈴と」とあわせて、夏目漱石「私と小鳥と鈴と」とあわせて、夏目漱石
「私の個人主義」の中の「自己本位」とい「私の個人主義」の中の「自己本位」とい
う思想について触れました。う思想について触れました。
実は、漱石に関しては、彼の造語とさ実は、漱石に関しては、彼の造語とさ
れる「則天去私」という文言も有名です。れる「則天去私」という文言も有名です。
人間は〈自己〉を捨て去ることなどでき人間は〈自己〉を捨て去ることなどでき
ませんし、おそらく漱石にもその自覚はませんし、おそらく漱石にもその自覚は
あったと想像されます。そして、そもそあったと想像されます。そして、そもそ
も〈自己〉とは、〈他者〉を鏡として現れも〈自己〉とは、〈他者〉を鏡として現れ
てくるものです。それらのことを了解してくるものです。それらのことを了解し
た上で、〈自己〉や〈他者〉へのこだわりた上で、〈自己〉や〈他者〉へのこだわり
をこだわりとして感ぜずに生活できる理をこだわりとして感ぜずに生活できる理
想の境地が、「則天去私」なのだと思い想の境地が、「則天去私」なのだと思い
ます。ます。
女子が40名中15名と多い中、クラス女子が40名中15名と多い中、クラス
全体、男女ともに仲が良いのが１Ｃです。全体、男女ともに仲が良いのが１Ｃです。
これからの高専生活でも、またその後のこれからの高専生活でも、またその後の
社会生活でも、〈自己〉と〈他者〉をきち社会生活でも、〈自己〉と〈他者〉をきち
んと捉えて振る舞える人になって欲しいんと捉えて振る舞える人になって欲しい
と願っています。と願っています。

　拝啓 ２Мの皆さんへ 　拝啓 ２Мの皆さんへ 
～～20212021.夏～.夏～

２Ｍ担任　２Ｍ担任　広瀬　裕美子広瀬　裕美子

拝啓　盛暑の候、２Мの皆さん、いか拝啓　盛暑の候、２Мの皆さん、いか
がお過ごしでしょうか？ そちらは10月がお過ごしでしょうか？ そちらは10月
ですね。こちらは現在７月です。只今、ですね。こちらは現在７月です。只今、
皆さんは、クラスレクを開催すべく、熱皆さんは、クラスレクを開催すべく、熱
心に声を上げ続けておられます。私の方、心に声を上げ続けておられます。私の方、
力強いコールに圧倒されながらも、「ミ力強いコールに圧倒されながらも、「ミ
ン！ミンミーン‼（広瀬！若い力に負ン！ミンミーン‼（広瀬！若い力に負
けるな‼）」という蝉応援団に励まされ、けるな‼）」という蝉応援団に励まされ、
日々細々と過ごしております。皆さんの日々細々と過ごしております。皆さんの
その勢い、次は是非、勉学に活かして欲その勢い、次は是非、勉学に活かして欲
しいものです。しいものです。
さて、２年生になりました。私自身もさて、２年生になりました。私自身も
そうでしたが、２年生という学年は学校そうでしたが、２年生という学年は学校
生活にも慣れ、中だるみになりがちです。生活にも慣れ、中だるみになりがちです。
遠いゴールを見るとやる気がなくなるけ遠いゴールを見るとやる気がなくなるけ
れど、そこの電柱まで頑張ろう、電柱にれど、そこの電柱まで頑張ろう、電柱に
届いたらその次の電柱まで…で、気付届いたらその次の電柱まで…で、気付
いたらゴールだったという話があります。いたらゴールだったという話があります。
皆さんも現地点で今後の高専生活を考え皆さんも現地点で今後の高専生活を考え
ると気が遠くなるかもしれませんが、スると気が遠くなるかもしれませんが、ス
モールステップです。ひとまず目前の課モールステップです。ひとまず目前の課
題を一つひとつ、地道に取り組んで行き題を一つひとつ、地道に取り組んで行き
ましょう！ましょう！
では、これからも素直で明るく元気のでは、これからも素直で明るく元気の
いい皆さんでありますように。時節柄、いい皆さんでありますように。時節柄、
ご自愛下さい。 敬具ご自愛下さい。 敬具

　「もし？を考えられる人」　「もし？を考えられる人」
２Ｅ担任　２Ｅ担任　福村　浩亨福村　浩亨

新型コロナウイルスの感染拡大により、
未だに収束の目途は立たず、日常生活に
戻ることができません。が、コロナ慣れ
のせいか３密を回避する行動ができてい
ない場面を多々見かけます。
「自分はコロナに感染しない」、「自分
は若いから大丈夫」などと思っていま
せんか。『もし』を考えてみてください。
自ずと自分の行動が変わってくると思い
ます。コロナ禍だからこそできることも
たくさんあります。ありあまる時間を有
効活用するために今一度、自分を見つめ
直すいい機会です。
後期は体育大会や高専祭など行事もた
くさん予定されています。感染対策を
しっかりして、コロナに負けないように
存分に楽しみ充実した学校生活を送りま
しょう。

明　　野　　通　　信2021年（令和３年）10月29日（6） 第132号



２・３学年クラス通信２・３学年クラス通信学年通信

　どんな命も大切に思うのが
人間なんだ

３Ｓ担任　石川　秀大

ここ数年、新しい命を授かるために奮
闘しており、命の尊さについて考える機会
が増えた。どんな生き物や植物にも命が
あって、子孫を残そうと頑張ってんだなぁ
と考えるようになった。子供の頃ライター
でいじめていたアリも、最近では応援する
ようになった。害虫や雑草はちょっと迷惑
なので、すまんと思いつつ始末させても
らっている。問題は、魚を捌くことに少し
抵抗が出るようになったこと。特に産卵前
や生きてる個体は心にくる。昨年、ハゼを
釣って帰り、まな板にのせた時、「お前さん、
ほんとにおいらを食うのかい？」と言わん
ばかりの目でこちらを見ていた。シンクで
泳いで待機中のハゼもこっちを見ている気
がしてならなかった。あのキラキラしてい
る目に心を揺さぶられる。鯛やハタ、ヒラ
マサやイカも、卵を持ってるときはほんと
にすまんと思う。嫌われもののエソやフグ
も同じ。綺麗に捌いて、おいしく食べてや
るしかない。どんな命に対しても敬意をも
ち、つなぐことを大事にしていきたい。

　将来に向けて
３Ｃ担任　東野　　誠

前年度はコロナ禍のため、大変な１年
でしたが、本年度は、４月より対面授
業を開始することができました。しかし、
夏休み前から一変し、厳しい状況に直面
しています。このメッセージが皆様の手
元に届くころには、状況が改善している
ことを祈念します。さて、高専生活も３
年目になりました。いよいよ、中間点を
過ぎた頃と拝察します。３年になって専
門科目が多くなり、戸惑うこともあるで
しょう。そして、４年になると進路のこ
とも考えなければならなくなります。３
年次に４、５年、およびその後に備えて
しっかりと基礎を固めましょう。それは、
家を建てることに例えることができるか
もしれません。すなわち、岩の上に建て
られた家は、雨が降り、洪水が押し寄せ、
風が吹いても、倒れることはありません。
慌てずに着実に歩まれることを期待し
ます。

　今後の過ごしかた
３Ｍ担任　手島　規博

４月に稲垣先生から引継ぎ、３Ｍの担
任をしています。43名＋１名の留学生
（マレーシア出身）、44名でスタートし
ました。留学生はコロナの感染状況がな
かなか改善されず、自国において遠隔授
業で参加しています。さて、先日まで１
年遅れて東京オリンピック2020、パラリン
ピック2020の競技がほぼ無観客で開催さ
れました。本校でも行事の殆どが延期・
中止・規模を縮小しての開催など窮屈な
生活が続いています。いまだにクラスの
学生が活躍している様子を見ることがで
きていません。ところで、あと半年もす
ればインターンシップ参加準備など学外
での活躍が試される時期が来ます。一般
的な履歴書を眺めてください。志望動機、
得意科目、高専時代に頑張ったこと等の
欄があります。自己分析し、しっかり空
欄が埋まるような今後の高専生活を送っ
てください。ゴールが見えてきました。

　高専生活折り返し地点
３Ｅ担任　石川　誠司

高専に入学し、マスクを着用しながら高専に入学し、マスクを着用しながら
高校生活を送る事を想定していた人はい高校生活を送る事を想定していた人はい
ないでしょう。その状況下でもタフに生ないでしょう。その状況下でもタフに生
き、自分の道を進んでいる学生を見て力き、自分の道を進んでいる学生を見て力
を貰えている気がします。を貰えている気がします。
さて３年間は長かったでしょうか？さて３年間は長かったでしょうか？
普通高校では３年間で卒業ですが、皆さ普通高校では３年間で卒業ですが、皆さ
んは折り返し地点といえます。地元の友んは折り返し地点といえます。地元の友
人は大学入学共通試験に向け勉学に励ん人は大学入学共通試験に向け勉学に励ん
だり、就職を決めたりしていると思いまだり、就職を決めたりしていると思いま
す。その中で皆さんには、２年間の考えす。その中で皆さんには、２年間の考え
る猶予があります。この２年間は自分のる猶予があります。この２年間は自分の
人生を考えるうえで非常に大切な期間で人生を考えるうえで非常に大切な期間で
す。悔いのない選択をして欲しいと思いす。悔いのない選択をして欲しいと思い
ます。ます。
折り返し後の４年生からは、インター折り返し後の４年生からは、インター
ンシップをはじめ、より専門的な勉強やンシップをはじめ、より専門的な勉強や
社会的な活動が始まります。困難な課題社会的な活動が始まります。困難な課題
に自らぶつかり、より大きく成長するこに自らぶつかり、より大きく成長するこ
とを望みます。とを望みます。

　拝啓、保護者の皆様
２Ｓ担任　東木　雅彦

今年も引き続き担任をさせて頂いてお
ります。現在のこういう状況で、なかな
か皆様とお話できる機会がありませんの
で、この場をお借りいたします。
さて、クラスはあいかわらず明るく、

問題点がないわけではありませんが、基
本的には非常に良いクラスなので、その
点は安心して頂いて結構です。
担任と学生との関係ですが、これも

「順調に」担任を嫌い・煙いと感じてい
る学生も出てきているようです。すべて
の学生に好かれるような担任では、きち
んとした指導ができないということです
ので、もし家でお子さんが担任の悪口を
言っていても、それは大丈夫、決して担
任が悪いわけではありませんので、ご安
心ください。
最後にこれを見ている学生諸君へ
そういうことなので、残り半年も厳し

くすべきところは厳しくいきますよ！

　コロナ禍で大変ですが
２Ｃ担任　池田　昌弘

まだ新型コロナの猛威が振るう中、世
界中の国々で人々は日々命の危険に晒さ
れています。近未来はどうなるか予想は
つきませんが、私たちは各人がやれるこ
とを（手洗い、消毒、３密の回避、など）
励行する以外に手はなさそうです。皆が
意識して今回の危機を一緒に乗り越えら
れることを願います。
後期に入り涼しくなってきました。学

業面について少し申しますと、物理を
担当する教員として高専生には是非「物
理は得意！」と云ってもらいたいですね。
このコロナ禍だからこそじっくり腰を据
えて学習に取り組んでみてはいかがで
しょうか。進級できるかどうか瀬戸際の
話ではなく、自己実現に向けて今やるべ
きことは何か、できるようになっておく
べきことは何なのか、をよく考えてみて
欲しいと思います。後期もよろしく。
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　校外実習の指導を終えて　
４Ｃ担任　名木野　晴暢

昨年度に引き続き、みなさんのクラス
担任を学校から任せてもらいました。今
年度こそ、球技大会の約束を果たした
い…。一方で、今年度も第４学年の授
業担当がありません。担任が得意とす
るエネルギ原理や積分変換などを教える
機会がなく、残念です。唯一の担当科目
は“キャリアデザイン”です。第４学年の
クラス担任の使命は、来年度の就職・進
学に向けた事前準備（キャリア教育）で
すから、みなさんの成長に繋がるように
尽力します。今年度もよろしくお願いし
ます。
さて、校外実習の申込手続きでは、初
の一対一の個別指導をしました。履歴書
の添削がスムーズに進んだ人、添削が複
数回になってしまった人など、一人一人
にしかできない指導をすることができて
楽しかったです。また、これまで見るこ
とができなかった一面を知ることもでき
ました。褒められたこと、指摘されたこ
となどは、今後に活かしてもらえれば嬉
しいです。途中で投げ出すことなく、最
後まで頑張ってやり遂げてくれたことに
は感謝しています。
最後に、クラス通信第２号に記した夏
季休暇中の宿題には、必ず手を付けてく
ださい。また、後期からは、校外実習で
の経験を念頭に置いて企業（または大学）
研究を継続し、一日でも早く“現段階の
自分の将来の目標（夢）”または“自分の
進むべき道”が見えてくることを楽しみ
にしています。

や研修旅行でお世話になった企業を志す
学生もおり、進路を検討するにあたって
非常に重要な情報源でしたが、これらが
充分に得られなかった本年度は、より一
層企業研究を行い、情報を入手する必要
があると言えるでしょう。
昨今は少し調べただけで大量の情報を
得ることが出来る時代ですが、陳腐では
ありますが情報を取捨選択していく能力
も磨く必要があります。過去の例があま
り活きない手探り状態での進学・就職活
動となりますが、今まで培った力を発揮
して乗り越えて貰えればと思います。

高専生活において勉強以外で
頑張ったことを教えてください

４Ｓ担任　十時　優介

２年ぶり２回目の４年担任を仰せつ
かって早くも半年。持ち下がることもあ
るんだなと思いつつ、相変わらず迷惑を
かけてしまっていますが、皆さんに助け
られてなんとかできていると自己分析し
ています。
相変わらずCOVID‒19が猛威を振るっ
ているなかではありますが前期も終わり、
後期のイベントも大半が終わった中でひ
と段落ついて、そろそろ具体的な進路に
ついて考え、保護者の方と相談している
頃だと思います。進路について考えるの
も、もちろん重要なのですが４月に話を
した「高専で勉強以外に頑張ったこと」
について、なにか話せるようになったで
しょうか？
昨年度、進路指導に携わった際に感じ
たのですが、この内容を聞くと答えられ
ない人が意外と多かったです。そのため
４月にこの話をさせてもらいました。あ
と半年で次の進路への活動を始めること
になります。進学でも就職でも面接の際
にはかなりの頻度で聞かれているようで
す。部活でも課外活動でも資格でも、皆
勤賞・精勤賞でもどんなことでも構わな
いです。何か自分の強みを持てるように
いろんなことにチャレンジをして学生生
活を過ごしてください。

　「学力」と「人間力」
４Ｍ担任　稲垣　　歩

本年度からこのクラスの担任となり
ました。今年は、昨年度まで担当してい
た低学年と比較して特活などのクラス全体
と関わる時間が圧倒的に減り、インターン
シップの対応などの個人と接する時間が増
えたという印象です。その中で感じたこと
が、タイトルの「学力」と「人間力」です。
「学力」はテストごとに順位として現
れているため、学生の皆さんもわかりや
すいかと思います。（ただし個人の感覚
では「学力≠頭の良さ」で、学力はテス
トで点が取れるか？という要領の良さを
含んだ指標であり、頭の良さは「記憶力」
「発想力」「理解力」「計算力」だと考えて
います。）一方で、「人間力」は表現する
力、詰める力、本質を見る力だと考えて
います。インターンシップの履歴書を確
認する中で、テストの順位は低くても「い
い文章書くなぁ」と思える学生もいます。
こういう学生は「人間力」が高いと感じ
ており、就活もすぐに決まるイメージが
あります。
高専生活の目的は成長することです。
ぜひ「学力」（＋頭の良さ）と「人間力」
のどちらも伸ばし、成長して社会に出て
いくことを期待しています。

　手探り状態での進路の模索
４Ｅ担任　山口　貴之

コロナ禍で授業中のマスク着用などで
色々と煩わしいことも多かった前期の授
業が終わり、夏季休業に入りました。夏
季休業中にもインターンシップで忙し
い学生も多いことでしょう。特に今年は
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が、
ちょうどインターンシップの実習期間と
重なってしまったことも多く、中止や期
間変更など色々と振り回されてしまった
学生も多かったと思います。また研修旅
行もまだ原稿執筆中の現在ではいつどこ
に行くことが出来るのか決まっていない
状況です。例年ですとインターンシップ

明　　野　　通　　信2021年（令和３年）10月29日（8） 第132号
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　有終の美を飾ろう

５Ｃ担任　工藤　宗治

昨年から続くコロナ禍で、皆さんの大
事な４・５年の思い出のページが少なく
なってしまい残念ですが、高専生活もあ
と半年余り、一日一日を有意義に過ごし
ていますか。
現在、卒業後の進路が決まった人もま
だ活動中の人も４年ほど前に大いなる希
望と少しの不安を胸と鞄に押し込んでこ
の明野台地に集まってきました。そのと
きの思いはまだ胸の中に残っていますか。
高専生活は第４コーナーを回っても
う最後の直線に向かおうとしています。
ゴールは先着を争うものではなくいかに
最後まで走りきったか、やり抜いたかで
す。このとき大事なのが入学時に抱いた
思いです。日々の忙しさに埋もれて入学
時の思いは薄れてしまいがちです。斯く
言う私自身もそうでした。
今からでも遅くありません。もう一度
あの頃（の思い）を思い出し、あの時の
自分に、５年間の成長した姿を見せられ
るように、あと半年アクセルを踏み直し
ましょう。
「有終の美」：物事を最後までやり通し、
立派に成し遂げること。
皆さんが自分の目標に向かって、高専
生活のゴールを全力で駆け抜けてほしい
と願っています。

から抜け出してみましょう。できれば、
何かクリエイティブな時間を過ごすこと
をおすすめします。料理、絵画、何か文
章を書くことも良いですね。
いずれ、この感染症が収束する日が来る
と思いますが、生活様式を始めとして態
様そのものが大きく変化することは間違
いありません。ポストコロナに向けてこ
の時間を有意義に使い、自身のあり方を
見直すきっかけにしては如何でしょうか。

　独白：高専生とその担任
５Ｓ担任　西村　俊二

オレは高専の５年生。学校が社会に出
て役立つことを教えてくれているとは思
えない。だからという訳でもないがほと
んどの授業は退屈でよく寝ている。でも
プログラミングだけは好きだ。部活は最
後の大会が終わるまでがんばっていたが、
引退するとクラスには友達がおらず、学
校は居心地が悪い。なんとか就職先を決
めることができているが、実は世間から
離れ、陶芸家となってひっそりと技を磨
くことだけに生きたいという願望をひそ
かに持っている。だってこの世の中矛盾
だらけじゃないか。どう生きていけばい
い？ 誰か教えてくれ……！
（ハッ、夢か…。）
時計を見るとちょうど起きて出勤の準
備をする時間だ。私は高専の５年生の担
任。学校で教えていることは社会に出て
すぐに役立つという内容ではなく、長い
目で見た時に最大公約数的に妥当なとこ
ろとなっていると思いたい。今でもやっ
ぱりプログラミングは好きだ。性に合っ
ているんだろう。相変わらず友達はいな
いが、それでもいいじゃないかと思える。
歳を取るにつれ色々な点で妥協するこ
とを覚え、以前と比べたら楽に生きられ
るようになったと感じます。これはこれ
で良いことなのでしょうが、その一方で、
担任として接しているクラスのみなさん
の、うまくいかないことだらけ（失礼！）
の日々が、まぶしくてかけがえのないも
のに見えています。

　「学ぶ」ということ
５Ｍ担任　軽部　　周

皆さんは高専でどのように勉強してき
ましたか？ 授業で先生が教えてくれる
ことが全て、と受け身で勉強してはいな
いでしょうか？ 本来、知識とは「自ら
学び取ろうとして得るもの」です。
例えば私が学生の頃の大学では、勉強

する、しないは個人の自由でした。先生
も勉強しない学生に無理に勉強させませ
ん。留年・退学も多かったです。逆に
「自ら学び取ろう」という学生にとって
は、好きな勉強に集中でき、質問や議論
を受けてくれる先生がいる、という素晴
らしい環境となります。
皆さんにもぜひ「自主的な学び」を経

験し、満足感を得てもらいたい。そのた
めに高専最後の半年間、卒業研究に真剣
に打ち込むことをお勧めします。卒業
研究で一番重要なことは、未知の問題に
対するアプローチの仕方を学ぶことです。
大学編入すると、４年次で初めて研究を
始める大学生に比べ、既に一度研究をし
ている高専出身者は非常に有利です。就
職する人にとっても研究手法を知ること
は、新しい仕事に取り組むときの大きな
自信となります。この好機を逃さず、真
剣に考え、自己研鑽して下さい。高専最
後にめちゃくちゃ頑張った、と胸を張れ
るように。

　ポストコロナに向けて
５Ｅ担任　上野　崇寿

この文章を書いている９月上旬、我が
国におけるCOVID‒19による感染症は、
爆発的な拡大を見せ、感染者数および重
傷者数ともに県問わず増加し収まる気配
を見せません。
本校でも、部活道の禁止を始めとして

皆さんに自粛を求めていますが、家庭の
時間をどのように過ごしていますか。た
だ漫然とスマホやTVを見て過ごしてい
ませんか。
一方的な情報を受ける、受動的な姿勢

明　　野　　通　　信2021年（令和３年）10月29日 （9）第132号
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専攻科に入学して
ＥＳ専攻１年　　池永　拓海

専攻科に入学して
ＥＳ専攻１年　　池永　拓海

輝かしい未来のための準備期間
ＭＣ専攻１年　　伊東　大智

輝かしい未来のための準備期間
ＭＣ専攻１年　　伊東　大智

電気電子情報工学専攻
ＥＳ専攻主任　　辻　　繁樹

電気電子情報工学専攻
ＥＳ専攻主任　　辻　　繁樹

機械・環境システム工学専攻
ＭＣ専攻主任　　坂本　裕紀

機械・環境システム工学専攻
ＭＣ専攻主任　　坂本　裕紀

専攻科の状況
専攻科長　　本田　久平

専攻科の状況
専攻科長　　本田　久平

今年度の専攻科は、機械・環境シス
テム工学専攻１年生19名、２年生16名、
電気電子情報工学専攻１年生14名、２年
生12名が在籍しています。
専攻科１年前期には、プロジェクト実

験が実施されます。この実験は、２専攻
合同でチームを組み、協力しながらもの
づくりを行います。ここ数年間は、ア
グリエンジニアリング教育の一環として、
自動植物栽培システム製作などがテーマ
でした。今年度については、本校が行っ
ている「災害レジリエントマインド育成
教育」に関連したテーマとしました。具
体的には、南海トラフ地震による津波を
想定し、津波被害軽減のために迅速な避
難を促すロボットの作成をテーマとし、
工学的アプローチで課題解決する方法の
提案と試作機製作に取り組みました。今
年の１年生は、２つのグループで、避難
に関する調査をし、避難経路の自動算出
プログラム、GPS測位による自動走行ロ
ボットを完成させ、学内デモ走行でその
性能を披露することができました。
近年、本科より専攻科へ進学する人数

は増加傾向にあり、本科生が卒業した後
の進路先として定着している印象があり
ます。その理由の１つとしては、専攻科
修了後の進路先の選択の幅が広がったと
いうことがあるのだろうと思います。他
校の専攻科修了生の活躍もあるかもしれ
ませんが、専攻科を修了した後に就職先
や進学先で高い評価を受け、その結果、
専攻科修了生を受け入れるところが徐々
に多くなってきているようです。今後も
継続して良い進路先を確保するためには、
現在在籍している専攻科生達も在学して
いる間や修了した後、高い評価を受ける
必要があると考えています。もちろん
後輩のためだけではなく自分のためにも、
専攻科生には日頃より勉学や研究で自己
研鑽に努めることを期待しています。

昨年度は副主任、そして今年度は主任
として、皆さんと過ごしてきました。昨

できます。また、本科に比べ他学科との
交流機会も多くあります。
専攻科は、本科の卒業研究で学んだ
ことを特別研究として継続させること
で、さらに深く研究することができ、通
常の授業だけでなく研究に対する時間も
充実しています。さらに、後輩の卒研生
（５年生）が研究室に入ってきましたが、
我々専攻科生は彼らに指導する立場とな
り、他人に教える・伝える・理解しても
らうことの難しさを痛感しています。し
かし、これは社会では必要なことであり、
良い経験であると感じています。
本科での５年間も束の間でしたが、専
攻科は２年間とさらに短く、その中で自
分の時間を有効活用しなければなりませ
ん。自分が後悔せず納得できるよう、将
来に向かって、この２年間を有意義に
使っていきたいと思います。

私は、情報工学科から専攻科に入学し
ました。専攻科では、これまで学んでき
た情報工学の分野に加え、電気電子工学
の分野についても深く学ぶことができま
す。さらに、専攻科では本科に比べて他
学科との交流が増えます。例えば、全学
科合同で行うＰＢＬ科目『プロジェクト
実験』では、各学科で学んできた知識を
活かして課題解決に挑みます。今年は２
グループに分かれて「津波被害軽減のた
めの避難誘導ロボット」を製作しました。
様々な制約条件と実現可能性を考慮しな
ければならないため、専門知識だけでな
く期限内に完成するための工程管理やグ
ループ内での円滑なコミュニケーション
等も必要になりました。
専攻科で過ごす時間は２年間ととても
短く、入学して１年も経たないうちに次
の進路について考えなければいけません。
限られた時間の中で自分自身と向き合
い、将来「あの頃もっとこうしておけば
よかった」と後悔することがないように、
勉強や研究を頑張り、学生生活を存分に
楽しみたいと思います。

年度から続く新型コロナウイルス感染症
の拡大により、就職活動や学会発表、授
業、そして生活面において大きな影響が
出ており、今もなお不安を抱いているか
と思います。進路指導状況として、現在
は就職希望者15名、大学院への進学希
望者１名となっております。まだ全員で
はありませんが、コロナの制約の中にお
いても内々定をいただくことができ、中
間発表会も無事に終えることができま
した。生活面では、教室の消毒清掃も当
たり前のようになっており、益々体調管理
には気をつけねばならない日が続くかと思
います。ワクチン接種も進んでおりますが、
油断しないよう過ごしていきましょう。さ
て、これからは専攻科修了に向けて、特
別研究をまとめ、各種修了要件をクリアし
ていかなければなりません。これが非常
に大事になります。残りの半年、気を抜く
ことなく、共に頑張りましょう。

本年度のＥＳ専攻２年は12名のクラス
で、うち大学院への進学希望者が９名、
就職希望者が３名です。今年も昨年に引
き続き新型コロナウイルスの影響により、
日程や試験方法などが急遽変更となるな
ど、それらの変化にうまく対応する必要
がありましたが、持ち前の対応力を発揮
して無事乗り切ることができたようです。
就職については、６月初旬までに希望
者全員が内々定をいただき、進学について
は、まだ入試がこれからという大学院もあ
り、試験対策に励む学生もいますが、現
在のところ推薦、一般あわせて進学希望
者全員が合格をいただいています。今後
は専攻科の修了および学位取得に向けて、
研究活動を頑張ってもらいたいと思います。

私は、この春に都市・環境工学科から
専攻科へ進学しました。専攻科では、こ
れまで学んだ土木工学と環境工学の分野
をより深く学べるとともに、機械工学や
災害レジリエンス工学、宇宙地球科学、
農学など幅広い分野について学ぶことが
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学 生 会 便 り学 生 会 便 り
学生会長挨拶学生会長挨拶 副会 長 挨拶副会長挨拶 総務局長挨拶総務局長挨拶

こんにちは。総務局長の大隈悠也です。
１年生の皆さんはもう学校になじめま
したか？ 今年も去年と同様に新型コロ
ナウイルス感染症の影響で、香々地で予
定されていた新入生オリエンテーション
が中止となり、校内で開催する運びとな
りました。学校に打ち解けるきっかけを
作ることが、この行事の目的です。例年
よりも規模が縮小されはしましたが、楽
しんでいただけたなら幸いです。
私たち学生会が力を入れた企画が２つ
あります。１つ目は紹介動画の製作です。
学校・学科・部活と３種類製作しました。
気合いが入りすぎて合計１時間超の動画
になってしまいましたが、１年生の皆さ
んは期待に満ちた目で見てくれていたの
で、本気で作って良かったと思っていま
す。２つ目はレクリエーションです。運
動が苦手な学生にも楽しく体を動かして
欲しかったので、ルールを変えた球技を
２つ選びました。どのクラスも運動を始
める前より明らかに雰囲気が明るくなっ
て、学生同士の会話も増えたように感じ
ています。
私は人生初の最高責任者としてこの行
事に取り組みました。大きなトラブルに
見舞われることもなく、無事に終えるこ
とができて安堵しています。初めてのこ
とだったので、もちろんプレッシャーに
押しつぶされそうな時もありました。そ
れでもやり遂げることができたのは、学
生主事の先生方や職員の方々、学生会の
仲間たちの助けがあったからです。この
場を借りて心より感謝申し上げます。
今後総務局を中心とした大きな行事は
ありませんが、今回の経験を活かして皆
さんの学生生活をより豊かにできるよう
に、これからも尽力します。

みなさんは、人の集中力がどれくらい
続くかご存知でしょうか。大人の平均的
な時間は50分と言われています。しか
し、実際には15分周期の集中力の波が
あり、この波の狭間を乗り越えられるか
どうかで集中力の長さが決まるそうです。
これでは、勉強が捗るわけがありません。
もうちょっと上手いこと先祖は進化でき
なかったのでしょうか。
では、「何かを始めたい！」と決心し
た時のやる気はどのくらい続くのでしょ
うか？ それは、５秒です。５秒ですよ！
マジで訳わかんないです。どうかしてま
す。先祖。
しかし、やる気を延ばす方法がありま
す。それは、５秒以内に行動することで
す。例えば、「勉強を始める」と決意す
れば、とりあえずノートを開く。「痩せ
る」と決意すればとりあえず外に出てみ
る。など、とりあえず行動することでや
る気を継続することができるのです！
学校生活の中で何かを思いつく瞬間や、
何かを決心する時があるでしょう。その
時にとりあえず行動するための方法が大
分高専にはありません。より良い学校生
活とし、活発な活動のために、みなさん
の「とりあえず」をサポートできるよう
な学生会にしていきたいと思います。現
時点で学校をより楽しくするためのアイ
デアや学生会に行ってほしい活動はあり
ませんか？ ここまで読んでくださった
あなたなら、学生会に少しでも興味を
持っていただけてい
るはずです。QRコー
ドを読み取って、私
たちに是非協力して
ください！ ５秒以内
にお願いします。

皆さんお久しぶりです。私です。長い
長い夏休みも終わり後期の学校生活が始
まりましたね。夏休みといえば、私は小
学校一年生のときに一日で宿題を終わら
せるという偉業を成し遂げたことがあり
ます。その時の宿題の一つにこの様なも
のがありました。
―「自分でおにぎりを作ろう」―
自分でおにぎりの具を考えてオリジナ

ルのおにぎりを作るという内容だったの
ですが、これが非常に難関でした。
なぜなら、その時冷蔵庫には何も入っ

ておらず当時私は、台所が使えるほど背
が高くなかったからです。そこで私はそ
の時大好物だった塩コショウを具材に
選びました。サランラップにご飯を乗
せ、塩コショウを中央に振りまくりまし
た。それを丸く整形して作ったのが私の
人生初のおにぎりです。
味は爆弾でした。爆弾は食べたことが

無いですが、確かにあれは爆弾でした。
チャーハンには塩コショウが入っている
のになぜ？ 今となってはむしろなぜそ
んなことをしたのかと思いますが、少年
小手川はあの爆弾は美味しいに違いない
と思ったのです。
しかし今年で二十歳になる私には当時

のような無鉄砲さはなく、失敗を恐れて
挑戦することも減りました。それは失敗
することで失うものが増えたからだと思
います。そしてこれからも増えていくと
思います。ですがそれは挑戦をしないこ
との理由にはなりません。
なぜなら、若いほど挑戦しやすいのな

ら、これからの人生の中で最も若いのは
今、この瞬間だからです。

学生会長
５Ｓ

小手川　康太

副会長
４Ｓ

吾妻　勇太

総務局長
５Ｍ

大隈　悠也
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寮 生 会 便 り寮 生 会 便 り

こんにちは、５寮長
の吉田です。５寮では

４・５年生、専攻科生、留学生が生活し
ています。多くの学年が生活している５
寮だからこそ、挨拶をすることや公共の
場を綺麗に使うということはお互いが気
持ちよく寮生活を送るために大切なこと
だと思います。５寮長と言いましたが、
仕事は特に無く、毎週の掃除の呼びかけ
くらいです。しかし、僕のやることが無
いということは、５寮は平和という解釈
で良いのではないでしょうか。さて、本
題に入るのですが、なぜ僕が坊主かと
いうと、部活（陸上部）の最後の大会に
向けて気合を入れようと思ったからで
す。何か悪いことをしたのかと聞かれる
ことが多いのですがそんなことはないで
す。根っからの善人です。部活動に限ら
ず、高専で何か１つの事を続けるという
ことは今後の人生において大きな自信に
繋がると思うので、皆さんも長く続けら
れるものを見つけてみてはいかがでしょ
うか。（＊ちなみに陸上部で坊主なのは
僕だけで、坊主にさせられるような部で
はありません。）

令和３年度前期副寮
生会長の市川伊吹です。

相変わらずコロナ禍収束の気配すら感じ
られませんが、明野寮では、今日まで感
染者を出すことなく、前期を終えること
ができました。これは、寮務主事及び
主事補の先生方のご尽力、そして何より
明野寮生ひとりひとりの感染予防に対す
る意識の高さの現れだと感じております。
引き続き、徹底した感染予防をお願いし
ます。
さて、私事ではありますが、後期から
寮生会長に就任します。果たして自分に
寮の代表が務まるのかと心配な面が多々
ありますが、どうか温かく見守ってやっ
てください。最後に、タフな生活を強い
られる毎日ですが、それでも寮生の皆さ
んが笑顔で過ごせるよう責務を全うする
ことを誓い副寮生会長の言葉とします。

僕は、３寮の寮長と
して、１年間活動しま

した。３寮は、２年生男子が生活する寮
ですが、新型コロナウイルスの影響で、
１つの部屋に２人の寮生が暮らすこと
が難しくなり、１人１部屋の体制になっ
たため、昨年からは、２寮に入りきれな
かった１年生男子数名と、２年生男子が
生活を送っています。寮長としての仕事
は、指導寮生としての寮生の指導に加え、
他の指導寮生をまとめること。それから、
寮の代表として、集会などに出席し、他
の寮の寮長や教職員の方と意見交換等を
重ねて、寮生活の改善に向けて活動をす
ることです。僕は、４年生の後期から３
寮長を務めました。最初はどうしたらい
いかもわからず、寮の担当の先生や、他
の指導寮生に迷惑をかけてしまいました
が、次第に仕事にも慣れ、しっかりと寮
長としての務めを果たせるようになりま
した。ですが、最近は新たに問題も生ま
れ、全て解決しないまま引退を迎えて
しまったので、次の寮長には僕以上に頑
張ってもらいたいです。しかし、この１
年間の経験は無駄ではなかったと思うの
で、これからの生活に役立てたいと思い
ます。

４寮長を務めさせて
いただきました、尾林

慶亮です。４寮の住人は、２、３年生中
心と比較的寮生活に慣れている学年が多
いです。そのため、先輩への挨拶を欠か
さずしてくれる人が多く、とても嬉しい
思いでいっぱいです。反面、補食室の扱
いについては、少々改善の余地が見受け
られます。感染症対策も踏まえて、今一
度見直しましょう。また、そろそろ、寮
長の役目も引き継ぎの季節になりました。
僕個人としては、無事、役目を終えるこ
とにほっと息をついています。新寮長に
は、油断せずに安心安全な寮生活を目指
してほしいです。最後になりましたが、
４寮の皆さんには、大変お世話になりま
した。ありがとうございました！

昨年度後期より１寮
長を務めさせていただ

きました、機械工学科５年の山﨑麻未で
す。昨年度はコロナウイルスの影響で例
年行っていた寮の行事がほとんどできず、
他学年とのコミュニケーションの場が少
なくなってしまいました。１寮は男子寮
と違い、全学年の女子が１つの建物で生
活しているため、学年を超えて何気ない
会話をしたりなどのつながりがあるのと
ないのでは寮の過ごしやすさや居心地が
変わってくると考えています。そのため
今年度はコロナ禍のなかでもできる範囲
で寮の行事をしたいと思い計画したとこ
ろ、新入生歓迎会も無事行うことができ
ました。これは寮生全員が感染症対策な
ど様々な面で協力してくれたおかげです。
普段の生活においても、私自身があまり
考えすぎない性格ということもあり、寮
内の困りごとや気になる点を聞くたびに
いつも気づかされてばかりでした。たく
さんサポートしてくれた同級生と指導寮
生、１寮生のみなさん、本当にありがと
うございました。

２寮長の野澤昂聖で
す。僕と寮生活を共に

した後輩の皆様へ質問があります。２寮
での生活は楽しかったでしょうか。指
導寮生の役割って沢山あります。その中
で何より大事なのは後輩に楽しんでもら
うことだって思っています。目が笑っ
てない鬼みたいな先輩が同じ寮にいる
と無駄に気を遣うじゃないですか（経験
談）。皆様にのびのび生活してほしくて、
僕たちなりにいろいろ考えて活動してい
ましたが、ただふざけてる先輩に見えて
いたかもしれませんね。でもそんな僕た
ちの姿を見て「指導寮生って楽しそう！」
「やってみたい！」って思ってくれる人
がいるんじゃないかなって考えてます。
もしそうなら、僕は大満足です。僕が指
導寮生になった時、「お前が指導される
側だろ」とか言われてましたけど、気づ
けばもう活動も終わってしまいました。
名残惜しいですが、去らなきゃ怒られる
ので去ります。後期からは１寮の指導寮
生がしたいです。なんちゃって。

１寮　寮長
５Ｍ

山﨑　麻未

３寮　寮長
５Ｃ

麻生　哲希

５寮　寮長
５Ｃ

吉田　大成

４寮　寮長
５Ｓ

尾林　慶亮

副寮生会長
４Ｅ

市川　伊吹

２寮　寮長
５Ｍ

野澤　昂聖
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新

留

新

新

本科  新入生・留学生の声本科  新入生・留学生の声

大分高専に入学して
感じたことと将来の夢

１Ｍ　　椎原　伸輝

大分高専に入学して
感じたことと将来の夢

１Ｍ　　椎原　伸輝

高専に入学して
１Ｓ　　越智　友香

高専に入学して
１Ｓ　　越智　友香

日本での留学生活
３E　　サイナー

日本での留学生活
３E　　サイナー

高専に入学して感じたこと
１Ｅ　　太田　道志

高専に入学して感じたこと
１Ｅ　　太田　道志

高専生活について
１Ｃ　　加藤　響花

高専生活について
１Ｃ　　加藤　響花

一つ目は専門教科の勉強ができること
です。前期は製図をしました。難しくて
苦労しましたが、その分できた時には達
成感がありました。
二つ目は部活動が充実していることで
す。私は科学部に所属しています。今は
先輩方の実験を見学したり、皆で基礎的
な実験に取り組んだりしています。夏休
みには自分たちでテーマを決めて活動す
る予定になっているので、今から楽しみ
です。
５年間の高専生活を充実したものにで
きるように頑張っていきたいと思います。

私はモンゴルから来ました。１年前に
日本に来て、東京日本語教育センターで
日本語の勉強をし、大分高専に入学しま
した。４ヶ月が経ち、高専のやさしい
方々のおかげで生活にも慣れ、楽しく過
ごしています。
エンジニアになる高専生にとっては教
室と実験室で勉強するのは一番重要だと
思います。私にとっても高専の雰囲気を
感じ、高専生と一緒に勉強でき感謝して
います。
なぜ日本の高専に留学したいと思った
かというと、私の国では日本のエンジニ
アの作ったものが一流だと考えられてい
るからです。将来は国の電気電子技術
の発達に寄与したいと思い勉強していま
すが、日本語がわからない時があります。
しかし、同級生ができるだけやさしい日
本語で説明しくれるので、とても助かっ
ています。毎日勉強だけではなく日本人
の倫理観や日本文化も学べるので、留学
できたことを喜んでいます。これからの
大分高専での生活も楽しみです。

ちゃくちゃ面白く、普通じゃ教えてくれ
ない内容や教科書の内容と違うところを
教えてくださいます。高専の勉強は大変
ですが、studyは娯楽、schoolは娯楽施
設なので、勉強を楽しみながらテストと
いうイベントをこれからもどんどん乗り
越えていきたいと思います。

自由度の高さ、夏休みの長さによる自
己研究の自由時間確保。これは私が高専
入学前に知っていた高専の良いところで
す。今回は、実際に高専入学後に気づい
た高専の良いところを書きたいと思いま
す。高専の１番のいいところは、２年生
から５年生、そして専攻科の先輩がいる
点です。先輩方は日常生活のこと、また
勉強についてのアドバイスや、問題の解
き方までも教えてくれます。高専の先生
は学年関係なく様々なクラスで授業をし
ているので、様々な情報を与えてくれる
とても親しみやすい存在です。自分の兄
よりも歳の離れた先輩方と気軽に話せる
のも、高専ならではの良いところであり
充実した生活ができていると、とても感
じています。

新型コロナウイルスの影響で今年も宿
泊研修などの行事が中止や延期となり、
不安なスタートでした。私は人見知りな
のですが、高専には気遣いができて優し
い人が多いので友だちをつくることがで
き、楽しい高専生活を送れています。
私が高専に入って良かったと思ったこ
とは２つあります。

大分高専に入学して僕が感じたことは
「授業時間が長い」ということです。そ
のため、授業の復習と予習をする範囲が
増えました。また高専は単位制であり、
それぞれの教科で単位を取得して進級し
ていく点も高専独特の点であると感じて
います。ほとんどの教科がそれなりの勉
強をしないと単位が取れないため、勉強
をおろそかにできません。この点から僕
は「勉強の大切さ」を改めて感じました。
僕の将来の夢は家業を継ぐことです。

この大分高専の機械工学科でたくさんの
専門知識を身につけたいです。さらに人
の上に立つ「リーダーシップ」も身につ
けていこうと思います。夢を実現させる
ために、日々の学習に力を入れていきた
いです。

僕が高専に入学して、今一番感じてい
ることは定期試験の大変さです。普通の
高校は欠点が30点ですが高専は60点な
ので自分から勉強することが大切です。
ですが、中学校で自分から勉強をあまり
してこなかった僕は前期中間テストでと
ても苦労しました。これからのテストで
は、もっと早くから先生に聞いたりして
勉強に取り組もうと思います。
テストは大変ですが高専の授業はとて

も面白く興味をそそられる教科が多いで
す。各教科の先生方の深いエピソードは
とても興味深くめちゃくちゃ面白いです。
特に面白いのは現代社会の小関先生で

す。テストは難しいですが、授業がめ
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地域共創テクノセンターから地域地地地域共域共共共創域共共共創テ創テテクテテテククノノセセセセンンンンタタタターかかかかかかかかかかかからららららららら地域共創テクノセンターから

を設置できる体制が整いました。2021
年２月には、第１号研究室として、㈱ハ
イドロネクスト社殿との「ハイドロネク
スト水素協働研究室」が設置され、水素
分離膜の社会実装研究が始まりました。

地域共創テクノセンターでは、大分高
専の開発技術を社会に広く実装するため
に、大分の地元企業との深い連携を図っ
ていきます。関係者皆様のご支援をよろ
しくお願いします。

ような取組みや活動を主に行っています。

●技術相談窓口、共同研究、受託研究、
寄附金の受入れ

●技術講習会、講演会、公開セミナー及
び小学生から社会人までの幅広い年齢
の方を対象とした講座の実施
●「科学と遊ぼう！」の実施等、地域文化、
マインド形成への貢献を目的とした科
学技術教育支援活動
●コンクリート受託試験の実施
●大分高専テクノフォーラムとの連携に
よる技術講演会（年２回）の実施

このような活動は社会のニーズと本校
の誇る研究教育能力の接点を増やす貴重
な機会であり、本校教職員が一丸となっ
て取り組んでいるものです。

また、大分高専では、新しい産学連携の
形態として、校内に「産学官協働研究室」

地域共創テクノセンターは、以下の地
域貢献活動を行うことを目的に、2017
年に発足しました。

⑴工業および環境科学に関する教育と研究
⑵地域研修会や公開講座の実施 
⑶地域企業への技術支援および共同研究

地域共創テクノセンターでは、連携協
定を締結する大分県の「安心・活力・発
展プラン2015」に対応した全教員による
研究体制を構築しています。また、大分
県・大分市の水素活用計画に即した水
素協働研究室を地元企業とともに設立
し、世界最先端の技術開発を行ってい
ます。さらに、全国高専メンバーで組織
するGEAR5.0プロジェクトにも参画し、
地域企業との共同研究を通じて、先端マ
テリアルおよび周辺技術の開発研究にも
取り組んでいます。
また、地域連携の活動拠点として、次の

大分高専テクノフォーラム 第31回技術講演会（WEB開催） 令和３年度公開講座
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地域共創テクノセンター長
尾形　公一郎



国内インターンシップ報告国内インターンシップ報告
オレンジを基調とし、コンテンツも何を
体験できるかを大きく掲載することにし
ました。
最終日に作成したサイトをインターン
シップに参加した学生同士でプレゼン
テーションし合った時に、コンセプトに
沿ったデザインができていると褒めてい
ただき、コンペでは優勝することができ
ました！今回のインターンシップで学ん
だことは非常に大きく、これから生きて
いく上でも役立つ大切なことで、この機
会をいただいた株式会社メンバーズ様に
は感謝してもしきれません。この場を借
りてお礼を申し上げます。

4C　池永　　花　

私は８/23～８/27の５日間、大分県
庁のインターンシップに参加させていた
だきました。
研修では、市街地のまちづくりと農村
部の農業土木について学びました。実習
内容は、道路工事やため池整備などの現
場視察、都市計画や資金の割り振りなど
の事業説明です。現場視察では、関係者
しか立ち入れない大規模な道路工事の現
場や高さ20ｍ以上の頭首工などに入ら
せていただきました。職員の方々も皆様
親切で、またその仕事に対する熱心な姿
に心が奮い立たされました。
この５日間で私は、土木技術が実用さ
れ、それが多くの人の役に立っている様
子を間近で見ることができました。土木
の可能性を再確認するとともに自身の将
来の目標を具体的にイメージすることが
できるようになりました。また職員の
方々と様々なお話をさせていただき、多
くの専門知識やアドバイスも得ることが
できました。私は将来、土木工学を用い
て多くの人の命や生活を守ることのでき
る技術者になりたいです。今回得た学び
や経験を目標の実現に活かすことができ
るよう、日々の勉学や学校生活に励んで
いきたいと思います。

芽・成長促進法の開発です。その他にも、
研究している環境やその過程、卒業後の
進路のことなど大学院に進んだ際に自分
が通る道を聞くことができました。 
インターンシップを通して感じたこと
は、経験が大切だということです。自分
の進路を決めるための判断材料になるの
でインターンシップに限らず、自分か
ら様々なことにチャレンジしてください。
私も機会があればまた違う研究室の見学
に行ったり、企業説明会に参加したりし
ていこうと思います。

４S　吾妻　勇太　

私が参加したインターンシップは８/23
～８/27まで行われ、「５日間でWebサ
イトを０から作る」というものでした。
テーマは「自分の高専でオープンキャン
パスを紹介するサイト」です。過去の
オープンキャンパスを紹介するサイトを
参考にして作成を行いました。サイトの
作成のための作業には段階があり、
⒈　サイトのコンセプト
⒉　サイトのデザイン、レイアウト
⒊　サイトの実装
の３つに分類できます。私が特に苦労し
たのは、サイトのデザイン、レイアウト
でした。サイトのコンセプトを満たすた
めにはどの情報が必要か、その情報の中
の優先度をどうつけるか、重要な情報を
どうアピールするかなど、経験がなかっ
たこともありますが、考えれば考えるほ
どわからなくなっていきました。そこで、
講師の方から言われたのは「このサイト
を見る人の目的は何か」ということでし
た。ユーザーの視点に立ってモノを作る
ということは授業でも習っていたこと
でしたが、実行してみると難しい。まず、
どのようなユーザーがサイトを使うのか、
そのユーザーは何を価値としているのか。
オープンキャンパスのサイトを閲覧する
人は、大分高専に入学したいと考えてい
る学生であると考え、配色は楽しそうな

４M　小池　風馬　

私は９/６～９/17の12日間、大分県
産業科学技術センターのインターンシッ
プに参加させていただきました。
同センターは県内の企業の技術相談、

依頼試験、機器貸付等での技術支援を
行っている機関です。実際の支援事例と
して、ドローンを実際に飛ばすことなく、
その飛行性能を評価するドローンアナラ
イザーを企業と共同開発することなどを
行っています。今回の研修では、金属材
料の観察や評価を行い、依頼試験や技術
相談の流れを体験しました。体験では金
属をメッキすることによる影響調査をし
ました。この体験で自分が感じたことは、
高専での授業の大切さです。インターン
シップ中では高専での専門授業で習った
用語が飛び交い授業の大切さを、身を
持って感じました。
今回の研修を通して後輩に伝えたいこ

とは高専の授業を疎かにしないで欲しい
という事です。授業を受けている間は
「この授業は社会に出て使うのかな？」
と思う授業も直接じゃなくてもどこかで
繋がっています。学業以外にも大切なこ
とはありますが勉強は百利あって一害な
しなので信じて頑張っていきましょう。

４E　田尻　隼人　

私は９月20日から22日までの３日間、
九州大学大学院総合理工学府の林信哉研
究室のインターンシップに参加させてい
ただきました。当初は対面の予定でした
が緊急事態宣言もあり、オンラインでの
実施となりました。そのため実際に行っ
ている研究内容や実験の様子を、パソコ
ンを通して見学させてもらいました。
私が参加させてもらった研究室はプラ

ズマの応用的な研究をしており、大きく
分けて３つの研究内容を紹介していただ
きました。１つ目はプラズマによって
発生させた活性酸素による滅菌法。２つ
目はプラズマ照射によるがん細胞の不活
化や免疫細胞の活性化によるがん治療。
３つ目はプラズマ照射による植物の発
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イングリッシュ・ルームに

ついて
４Ｍ　　脇坂　早雲　

私は、１年時からコロナ期間を除い
て毎週水曜日に行われるイングリッ
シュ・ルームに参加させていただいて
います。講師はAPUの先生方で、90
分間の活動です。この２年間はコロナ
の影響で、tea breakや対面での班活

動はできなくなりましたが、プロジェ
クターを利用して、クイズ等、先生対
学生でする活動が増え、有意義な時間
を過ごすことができています。授業以
外の時間に英語を聞いたり話したりす
る環境を確保することは、私にとって
大切な時間になっています。
講師の先生はインドやネパールなど
様々な国の出身です。毎回の講義の最
後に20分程度母国の紹介を、ユーモ

アを交えてプレゼンテーションしてく
れます。クイズ等でやりとりをしなが
ら、英語だけでなく、先生方の母国
の文化についても学ぶことができます。
例えば、ベトナムの先生はバイク社会
の様子や母国の料理を、ネパールの先
生は100以上の母語や多民族の説明を
してくれ、驚くとともに大変興味深
かったです。皆さんも週１回、英語や
異文化に触れてみませんか。

英語集中セミナーについて
１Ｓ　　佐藤　光河　

私は「英語集中セ
ミナー」に参加して
本当に良かったと
思っています。４
日間にわたって行
われたのですが、と
ても濃い４日間で、
これ以上にないたくさんのことを講師
の先生方から学べたと思います。私は
英語のテストで点数を取ることだけで
なく世界に通ずるエンジニアになる為
にも英語が喋れるようにもなりたいと
思い、「英語集中セミナー」に参加し
ました。しかし、それ以上にこれから
の自分にとって良い経験、そしてスキ
ルアップができました。
１日目は主にグループワークが中心
でした。英語で質問をお互いに出しあ
うことでスピーキング力をつけること
と共に、お互いのことをまずは知る事
ができて先輩方とも仲良くなることが
できました。また先輩方は、自分が知
らないことをたくさん教えてくれまし
た。先輩方はとても高レベルで自分の
刺激になりました。次に１分間スピー
チをしました。１分間スピーチでは、

それぞれの班で題が異なり、自分た
ちの班では「もし校長先生になったら、
どんなことを変えたいですか？」とい
うお題でした。準備時間はそれほどな
く、スピーチをしました。「少し無理
難題だな」と思いましたが、会話する
ときに長時間考えて発言はしないと思
います。なので、そういった面では力
になったなと思います。
２日目、３日目は二つの活動をしま
した。一つ目はある題について英語で
質問し討論をしました。題は「教育」
と「言語」についてです。質問内容は
予め書かれていたので、とても入りや
すく楽しむことができました。好きな
教科、嫌いな教科、高専での思い出、
将来何がしたいか、などを質問しあい
ました。先輩方に高度な話を色々聞け
て刺激になりました。次は最終日のプ
レゼンテーションに向けての準備。英
語でプレゼンテーションを行う際の注
意点やパワーポイントの使い方を習い
ました。私には知らなかったことばか
りだったのでとても参考になりました。
最終日はプレゼンテーション。数日
間かけて練習をしたので、英語だけ
でなくプレゼンテーションをする力
も身についたと思います。私はプレゼ
ンテーションをする力、すなわち自
分が紹介したいことを聴衆に対してど

れだけ簡潔に表現できるかという力を
付けることができて、これからの自分
にとってとても良い経験ができたなと
思います。当日私はとても緊張しまし
た。そのためか、練習の中ではする予
定だった話も本番ではすることができ
ず失敗しました。しかし未練はありま
せん。なぜならば、幾度となく練習し
燃焼できたからです。機会を与えて下
さった事に感謝しています。
英語集中セミナーの４日間を通じて
とても成長できたと思います。先輩方
と交流することができ、高度なプレゼ
ンの方法、英語力など、刺激を受け、
勉強になりました。プレゼンテーショ
ンを英語ですることもなかなか機会が
ないと思いますが、パワーポイントを
使うこともなかなか機会がないと思い
ます。英語集中セミナーを開催して
下さった先生方、またわざわざ来て下
さった講師の先生方、貴重な体験を本
当にありがとうございました。
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