
アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト2019
九州沖縄地区大会を開催

令和元年10月13日㈰、別府市総合体育館 べっぷアリーナ メインアリーナにおいて、大分高専
が担当校としてアイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト2019 九州沖縄地区大会を開
催しました。
決勝戦は、熊本高専八代キャンパスと都城高専が対決し、昨年のロボコン大賞を受賞した熊本高

専八代キャンパスが優勝しました。

大会結果
優　　　勝：熊本高専（八代）Ｂ　【洗匠】
準　優　勝：都城高専Ａ　【ハッとトリック！ポッポちゃん！】
アイデア賞：佐世保高専Ｂ　【ふぁん　FUN　ファンドリー】
技　術　賞：沖縄高専Ａ　【Re：mind】
デザイン賞：大分高専Ａ　【令和さるかに合戦】

全国大会出場チーム
●熊本高専（八代）Ｂ
●都城高専Ａ
●大分高専Ａ
●佐世保高専Ｂ
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技術者教育の質保証から
　　　　　　　　社会貢献を
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います。そのような中で、わが国の政府います。そのような中で、わが国の政府
は、「Society 5.0」と名付けた、狩猟社は、「Society 5.0」と名付けた、狩猟社
会、農耕社会、工業社会、情報社会に次会、農耕社会、工業社会、情報社会に次
ぐ第５の新たな社会として、人工知能やぐ第５の新たな社会として、人工知能や
ロボットなど、ICTを駆使したデジタルロボットなど、ICTを駆使したデジタル
革新、イノベーションによって、社会革新、イノベーションによって、社会
が抱える課題を解決して快適で豊かな生が抱える課題を解決して快適で豊かな生
活を実現する構想を提唱しています。ま活を実現する構想を提唱しています。ま
た、国際的にも、2015年の国連サミッた、国際的にも、2015年の国連サミッ
トで採択された2016年から2030年までトで採択された2016年から2030年まで
の持続可能な開発目標として SDGsが提の持続可能な開発目標として SDGsが提
唱されています。SDGsとは、「サスティ唱されています。SDGsとは、「サスティ
ナブル  ディベラップメント  ゴールズナブル  ディベラップメント  ゴールズ
（Sustainable Development Goals）」とい（Sustainable Development Goals）」とい
う英語の略語で、誰一人取り残されなう英語の略語で、誰一人取り残されな
い持続可能な豊かで活力ある社会を実現い持続可能な豊かで活力ある社会を実現
するため、貧困・飢餓から始まり、教育、するため、貧困・飢餓から始まり、教育、
ジェンダー、エネルギー、気候変動、平ジェンダー、エネルギー、気候変動、平
和など17のゴール、すなわち開発目標と、和など17のゴール、すなわち開発目標と、
その下に169の具体的なターゲットを設その下に169の具体的なターゲットを設
定して、教育研究、企業活動などのあら定して、教育研究、企業活動などのあら
ゆる分野において積極的に取り組んでいゆる分野において積極的に取り組んでい
こうというスローガンです。こうというスローガンです。
第４期中期目標期間における本校の教第４期中期目標期間における本校の教
育のひとつの柱として、学科横断型の教育のひとつの柱として、学科横断型の教
育を特長とした、工学技術を農業分野に育を特長とした、工学技術を農業分野に
活用せんとするアグリエンジニアリング活用せんとするアグリエンジニアリング
教育、災害に対するレジリエントマイン教育、災害に対するレジリエントマイン
ドと基盤知識を持った人材育成の二つのドと基盤知識を持った人材育成の二つの
教育プログラムは、Society 5.0あるい教育プログラムは、Society 5.0あるい
は SDGs への一つの取組みとも言えます。は SDGs への一つの取組みとも言えます。
Society 5.0、SDGs に謳われる国際社会Society 5.0、SDGs に謳われる国際社会
の動向を注視しながら、自ら課題を発見の動向を注視しながら、自ら課題を発見
し情報収集・分析しながら、高専で修得し情報収集・分析しながら、高専で修得
した専門技術力に裏打ちされた課題探求した専門技術力に裏打ちされた課題探求
能力を発揮して社会の要請に応えられる能力を発揮して社会の要請に応えられる
活躍を皆さんが果たされんことを、強く活躍を皆さんが果たされんことを、強く
期待するものであります。期待するものであります。

卒業生が、国際社会や地域社会の中で活卒業生が、国際社会や地域社会の中で活
躍をしています。今年度から始まる第４躍をしています。今年度から始まる第４
期中期目標期間における全国51国立高期中期目標期間における全国51国立高
専共通の主要目標として、「高等専門学専共通の主要目標として、「高等専門学
校の高度化・国際化」が謳われています。校の高度化・国際化」が謳われています。
その施策として高等教育の質保証、社会その施策として高等教育の質保証、社会
ニーズを踏まえた人材育成が求められてニーズを踏まえた人材育成が求められて
います。います。
既に、教育の質保証については、本校既に、教育の質保証については、本校
をはじめ41高専において、JABEE（日をはじめ41高専において、JABEE（日
本技術者教育認定機構）が実施する技術本技術者教育認定機構）が実施する技術
者教育プログラムの認定を受けていま者教育プログラムの認定を受けていま
す。JABEEは技術者教育認定機関の世す。JABEEは技術者教育認定機関の世
界的枠組みであるワシントン協定等への界的枠組みであるワシントン協定等への
加盟した団体であり、JABEE認定プロ加盟した団体であり、JABEE認定プロ
グラムは、いわば国際的に保証された技グラムは、いわば国際的に保証された技
術者教育プログラムといえます。わが国術者教育プログラムといえます。わが国
では、JABEE 認定プログラムを修了しでは、JABEE 認定プログラムを修了し
た学生は、国家的資格である技術士の一た学生は、国家的資格である技術士の一
次試験免除という特典が与えられていま次試験免除という特典が与えられていま
す。将来、実務経験を重ね技術士資格のす。将来、実務経験を重ね技術士資格の
取得を目指す人には、きわめて有益な特取得を目指す人には、きわめて有益な特
典といえます。本校では、本科４，５年典といえます。本校では、本科４，５年
と専攻科を合わせた４ヶ年の課程を「シと専攻科を合わせた４ヶ年の課程を「シ
ステムデザイン工学プログラム」と称しステムデザイン工学プログラム」と称し
て、JABEE 認定基準に適合した教育プて、JABEE 認定基準に適合した教育プ
ログラムであることが認定されています。ログラムであることが認定されています。
本校としては、今後も JABEE認定を継本校としては、今後も JABEE認定を継
続して維持していく予定です。続して維持していく予定です。
一方、平成30年度からは、全国立高一方、平成30年度からは、全国立高
専51校において、到達目標の最低限の専51校において、到達目標の最低限の
能力・水準である「コア」と、高専教育能力・水準である「コア」と、高専教育
の高度化を図るための指針となる技術者の高度化を図るための指針となる技術者
が備えるべき汎用的技能・能力から成るが備えるべき汎用的技能・能力から成る
「モデル」を提示したモデルコアカリキュ「モデル」を提示したモデルコアカリキュ
ラム（MCC）を導入した教育が完全実施ラム（MCC）を導入した教育が完全実施
されています。まだスタートして間もなされています。まだスタートして間もな
いMCCですが、PDCAサイクルでの改いMCCですが、PDCAサイクルでの改
善を常に繰り返しつつ、教育の高度化に善を常に繰り返しつつ、教育の高度化に
取り組んでいく必要があります。取り組んでいく必要があります。
ところで、最近、わが国あるいは国ところで、最近、わが国あるいは国
際社会の将来を見据えたあり方を示唆際社会の将来を見据えたあり方を示唆
する言葉として、「Society（ソサエティ）する言葉として、「Society（ソサエティ）
5.0」や「SDGs」という表現を見聞きしな5.0」や「SDGs」という表現を見聞きしな
いでしょうか？私たちを取り巻く社会的いでしょうか？私たちを取り巻く社会的
課題として、少子高齢化、自然災害、エ課題として、少子高齢化、自然災害、エ
ネルギー、食料問題など、地球上のさネルギー、食料問題など、地球上のさ
まざまな問題が次第に深刻さを増してまざまな問題が次第に深刻さを増して

半年前の５月１日に、歴史的な改元が半年前の５月１日に、歴史的な改元が
行われ「令和」の扉が開きました。平成行われ「令和」の扉が開きました。平成
生まれの皆さん方にとっては、人生初の生まれの皆さん方にとっては、人生初の
改元と言えますね。30年続いた平成に改元と言えますね。30年続いた平成に
別れを告げて、新たな令和の新時代を一別れを告げて、新たな令和の新時代を一
人一人が平和で幸せな生活を送ることが人一人が平和で幸せな生活を送ることが
できるよう、その実現に向けて努力してできるよう、その実現に向けて努力して
いきましょう。いきましょう。
この原稿を執筆している８月上旬のあこの原稿を執筆している８月上旬のあ

る日、若い日本人女子アスリートの海外る日、若い日本人女子アスリートの海外
での活躍の朗報がテレビで流れてきましでの活躍の朗報がテレビで流れてきまし
た。イギリスで開催のゴルフの大会、全た。イギリスで開催のゴルフの大会、全
英女子オープンで、日本人選手として英女子オープンで、日本人選手として
42年ぶりのメジャー大会制覇を果たし42年ぶりのメジャー大会制覇を果たし
た渋野日向子選手です。本人、初めてのた渋野日向子選手です。本人、初めての
海外ツアー挑戦で優勝という快挙を成し海外ツアー挑戦で優勝という快挙を成し
遂げたというだけでなく、彼女の緊張感遂げたというだけでなく、彼女の緊張感
を感じさせない、常に満面の笑顔で楽しを感じさせない、常に満面の笑顔で楽し
そうにプレーする姿に対して、日本のメそうにプレーする姿に対して、日本のメ
ディアだけでなく、海外のメディアからディアだけでなく、海外のメディアから
も称賛の声が寄せられていました。若干も称賛の声が寄せられていました。若干
20歳と言えば、本科の５年生と同年代20歳と言えば、本科の５年生と同年代
です。最近はさまざまなスポーツや勝負です。最近はさまざまなスポーツや勝負
事の世界で10代の若い選手の活躍が目事の世界で10代の若い選手の活躍が目
立つようになってきましたが、素晴らし立つようになってきましたが、素晴らし
いことですね。学生諸君も、自らの目標いことですね。学生諸君も、自らの目標
に向けて継続的に自己研鑽を積み重ねるに向けて継続的に自己研鑽を積み重ねる
ことにより、その目標は達成されるといことにより、その目標は達成されるとい
うことをいつも心に留めて欲しいと思いうことをいつも心に留めて欲しいと思い
ます。ます。
さて、本校は設立以来、一貫して地域さて、本校は設立以来、一貫して地域

や国際社会に貢献しうる実践的技術者のや国際社会に貢献しうる実践的技術者の
育成をめざした教育を推進してきました。育成をめざした教育を推進してきました。
そして、これまで本校を巣立った多くのそして、これまで本校を巣立った多くの
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４月より寮務主
事を拝命致しまし
た機械工学科の小
西忠司です。どう
ぞ宜しくお願い致

します。さて、本年度の寮の体制につい
て説明します。寮務主事補は，新たに中
野壽彦（機械、２寮担当）が加わり、朝
美淑子（一般文系、１寮担当）、石川誠
司（電気電子、３寮担当）、石川秀大（情報、
４寮担当）、トメック（一般文系、５寮
担当）が昨年度からの継続です。専任職
員は、昨年10月より大分大学から係長
として赴任された後藤敦史が新たに加わ
り、糸長美智子が継続です。寮母は、新
たに髙崎亜希が加わり，工藤洋子、橋本
伊津美は継続です。学寮指導員は、昨年
度から引き続き佐藤満則、尾渡誠一、平
山幸生、佐藤秀己です。寮務主事室会議
として野口修学生課長、重光厚志学生
課長補佐が新たに加わりました。寮食は、
㈱魚国総本社九州支社から提供されてい
ます（前述は敬称略）。
８月１日現在の寮生数は、190名で男
性80％、女性20％の割合です。全学生
に対する寮生の比率は22％です。４月
から新入寮生として、１学年41名、３
学年にカンボジアとマレーシアから各１
名の留学生が入寮しました。また、８月
に寮生会新役員が決定し、寮長は、吉田
圭吾君（電気電子４年、陸上部）、副寮
長は、佐藤快成君（都市 ･環境３年、野
球部）が就任しました。
前期の主な行事は、毎水曜日の低学年
向け学習会、５／９寮内清掃 ･ 除草作
業、５／23寮内講演会（女子寮生向け）
「しずかちゃん（ドラえもん）から学ぶコ
ミュ力」、５／29寮防災訓練（イザとい
うときの「勇気と自信」が必ず身につく
防災訓練）、６／25学寮バレーボール大
会、７／６オープンキャンパス（学寮案
内，昼食体験）がありました。バレーボー
ル大会は、女子２、男子７チームが参加
し、白熱したゲームが展開されました。
今後も、寮生が安心して生活できる明野
寮でありたいと願っています。

本年４月より学
生主事を務めさせ
て頂いております。
学生主事室は、昨
年から引き続いて

西村俊二主事補（学生会、１年生オリエ
ンテーション、高専祭、ロボコン担当）
が残り、新しく、山本通主事補（音楽祭、
特活担当）、上野崇寿主事補（体育行事、
クラブリーダー研修担当）、藤本教寛主
事補（車両指導、巡回指導計画担当）が加
わりました。また、事務部では４月に野
口修学生課長が着任されました。野口修
学生課長、馬場良子学生支援係長、４名
の主事補と一緒に、学生が楽しい学校生
活が送れるように頑張りたいと思います。
４月には新入生オリエンテーション
が「香々地青少年の家」で学生会主導の
もとで行われました。一泊二日の日程で
したが、学生会、各科指導学生の指導力
が素晴らしく、新入生にとっても有意義
な研修だったと思います。５月には球技
大会があり、各クラスとも優勝に向かっ
て熱い戦いが繰り広げられました。また、
学生総会では、決算報告、監査報告、予
算案の審議があり、原案どおり了承され
ました。
６月末から７月にかけて行われた九州
沖縄地区高専体育大会では、４月からク
ラブ活動の時間が短くなったにもかかわ
らず、陸上、ソフトテニス、水泳、野球、
卓球、剣道、テニス、柔道が全国大会出
場を果たしました。
後期には、体育祭、高専祭、音楽祭、
プロコン、ロボコン、九州沖縄地区高専
ラグビー大会等があります。九州沖縄地
区ロボコン大会は、大分高専が担当で別
府アリーナで行われます。２回目の「ロ
ボコン大賞」に向けて頑張れロボ研部‼

教務主事室は学
生課とともに教育
課程・カリキュラ
ム・授業・成績・
学習支援・教育環

境・入試業務などの教務全般を担当して
います。
全国の高専に導入されているモデルコ

アカリキュラムは全分野の学習項目と到
達レベルのミニマムを定めたものですが、
高専教育の「言語化」を行うことにより
社会に対して高専教育の質を保証する仕
組みでもあります。本校もこれに完全
対応しており、この実質化のうえに独自
の教育が加わって本校のカリキュラムに
なっています。
共通の教養基礎とともに各学科の専門

基礎もしっかり身につける科目が配置さ
れ、高学年では専門力を様々に応用した
り深めたりするための科目が配置されて
います。さらに、アグリエンジニアリン
グ教育や災害レジリエントマインド育成
教育など、技術者としての素地を広げる
ために学科の枠を超えて共通に学ぶ教育
プログラム科目も充実しつつあります。
特に各地での災害の発生にともない、防
災・減災に関する教育を充実することは
技術者教育における重点課題であると考
えています。また、情報化社会の高度化
の波も著しく、非情報系学科を含むす
べての学科における情報教育の強化・高
度化にも取り組んでいく必要があります。
一方、技術のグローバル化に伴い、英語
力の向上は技術者として必須になりつつ
あります。毎週水曜日のイングリッシュ
ルームやニュージーランド短期語学研修、
UTP大学との交流プログラムなど英語
力の増強を支援するための教育環境も充
実してまいります。
学力を向上するためには、コツコツと

継続的にそして主体的に学習を続けるこ
とがとても大切です。小さな目標を達成
しながら大きな目標を達成していく計画
性のもとに着実な歩みを重ね、将来に向
けて確かな素地を培っていただくことを
願っています。

教務主事
高橋　　徹

学生主事
川内谷　一志

寮務主事
小西　忠司
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「皆様、はじめまして」
４月から総務課企画係の事務補佐員と
して勤務しております井上です。
前職では大学事務をしておりましたの
で、教育現場の雰囲気には慣れているつ
もりでしたが、高専や明野方面にはあま
りご縁がありませんでしたので新しい発
見の連続で、日々新鮮な気持ちで仕事に
取り組んでおります。
学生の皆さんには、すれ違うときに爽
やかな笑顔で挨拶をしてもらえて、「今日
も１日頑張ろう」と元気をもらっています。
不慣れなことも多く、ご迷惑をおかけ
することが多々あるかと思いますが、皆
様のお役にたてるよう精いっぱい努力し
て参りますので、どうぞよろしくお願い
いたします。

「はじめまして」
平成31年４月より、機械工学科に技術
補佐員として着任いたしました五島です。
松本先生の研究室にて秘書業務や研究の
サポート等をさせていただいております。

浦川と申します。これまで38年間、大
学や高専に勤務してきました。そのうち、
大分には旧大分医科大学に３年間、高専
には久留米高専、鹿児島高専に計４年間
勤務してきました。高専という学校はご
存じのとおり、中学校卒業段階の学生に
５年間の一貫した技術者教育を行い、エ
ンジニアを育成する学校です。大学と同
じように高等教育機関に分類されますが、
学業だけではなく寮生活やクラブ活動を
とおして人間形成にも力を入れています。
さらに、教職員も一体となって学生を育
てようという雰囲気に満ちています。こ
の素晴らしい雰囲気の中で、人材を育て
社会に貢献できることを誇りに、頑張っ
てまいりますので、どうぞよろしくお願
いいたします。

「よろしくお願いいたします」
平成31年４月１日付けで大分高専総務
課用度係に着任しました藤野と申します。
私が任されている業務は経験したこと
のないものばかりですが、信頼できる上
司や相談できる先輩のもとで、大分高専
の職員として必要な知識を身につけたい
と思っています。
また私は学生時代ソフトテニスに励ん
でいました。今でも時間があるときは練
習をしています。皆さんと一緒に身体を
動かすことが出来たらと思っていますの
で、コートでみかけることがあれば気軽
に声をかけてください。
最後に、大分高専の発展のために尽力
したいと思います。よろしくお願いいた
します。

「行動を起こすことが大切」
初めまして。今年度の新任採用で着任

しました井上　優
ゆう

良
すけ

です。３月までは大
学院の学生でしたが、４月から教員の立
場になって身の引き締まる思いです。
私も高専出身者で福岡県の有明高専を

卒業しました。当時はロボコン、ビジネ
スプランコンテストへの出場、国際学会
発表など色々なことに手を出していまし
た。好きだからやってみよう！とか思っ
たわけでもなく、高専にいる間に何もや
らないのはもったいないかな、くらいの
軽い気持ちで始めましたが今ではこれら
の経験も私の大切な財産の一つになって
います。とにかくやってみることは大切
です。やる気は後からついてくるものな
のです。勉強、課外活動や趣味に日々行
動を起こして挑戦していきましょう！
ちなみに、今年の私の挑戦は編み物と

お菓子作りとジャグリングです。

「皆さん、初めまして」
今年の４月に事務部長に着任しました

情報工学科　　井上　優良 総務課企画係　　井上　憲子

総務課用度係　　藤野　誉也

事務部長　　浦川　宗久

機械工学科　　五島　知賀子
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学生支援事務を経験してきましたが、今
回初めて教務系の仕事をすることになり、
不慣れで戸惑うことばかりで先生方や皆
さんにご迷惑をかけているかと思います。
そして、高校・大学と文系一筋の私に
とっては学生の皆さんが学んでおられる
理数系・技術系の世界はとても新鮮に感
じられます。先生方や学生の皆さんから、
一から色々なことを学ぶつもりで頑張ろ
うと思います。
休日は、歴史物の作品や時代劇が好き
なので、ＤＶＤを鑑賞したり、図書館や
博物館に足を運んだりしています。学生
の皆さんも気軽に話しかけて下さいね。
よろしくお願いいたします。

「よろしくお願いいたします」
10月１日付けで総務課企画係に着任
しました立川と申します。
学生時代は、地域活性を学び、地域内
で農作業やイベントの実施など様々な活
動をしてきました。趣味は美食巡りで週
末は情報誌を参考に県内のグルメを満喫
しています。おすすめのお店があれば教
えてください。
社会人としての第一歩を大分高専で迎
えられることを本当に嬉しく思っていま
す。慣れないうちは何かとご迷惑をおか
けすることが多いと思いますが一日でも
早く仕事を覚え、大分高専の発展に貢献
したいと考えております。どうぞよろし
くお願いいたします。

「はじめまして」
５月から保健室の看護師として勤務し
ております松井です。
初めは、戸惑いや不安などありました
が、大分高専の学生さんや教職員のみな
さんのおかげで少しずつ仕事に慣れてき
ました。
保健室は健康診断や応急処置などをす
るところですが、学生のみなさんが健
康な学校生活を送れるよう、「体の健康」
はもちろん、「心の健康」作りのお手伝
いが出来ればと思っています。そのため
に、いつでもみなさんが気軽に来れる場
所として、またみなさんのお話しを聞け
るように日々取り組んでいきます。
今後もご指導ご鞭撻の程よろしくお願
いいたします。

「皆さんはじめまして」
こんにちは。７月１日付けで大分大
学から異動してきました岩田と申します。
これまで大学では附属学校事務、図書館
（一応図書館司書有資格者です）、経理事務、

これまでは、大分大学理工学部の研究
室で事務補佐員をしておりました。
高専は学生の年齢が若いこともあり、

同じ教育の場ではありますが、やはり大
学とは違った印象です。高専は先生方と
スタッフの方々がひとまとまりとなり、
学校全体で学生への細かな教育をされて
いるのだと感じています。
私もこれまでの経験を生かし、松本研

究室を通して少しでもお役に立てれば幸
いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

「充実した日々を」
四月より明野寮で寮母をしております

髙﨑です。
趣味はテニスで週１、２回程度コート

に行っています。仲間とのゲームやお
しゃべりは何よりの楽しみです。
私の主人はこちらの機械科を卒業して

います。とても激しい体育祭の棒倒しや
高専祭での女装、試験期間中の友達との
徹勉、バイトや部活で多くのことを学び
とても充実した５年間であったようです。
今まさにそういう学生と関われること

になるとは不思議な気がすると共にわく
わくしています。同じ年頃の子供をもつ
親として、親元を離れ寮生活を送るとい
うことは本人はもちろん親御さんにとっ
ても不安や心配事もたくさんあるかと思
います。
少しでも高専生活を楽しく充実し、

帰ってくればホッとするような環境作り
に努めていきたいと思っていますのでど
うぞよろしくお願い致します。

学生課教育支援係　　岩田　有紀子

総務課企画係　　立川　里奈

学生課学生支援係　　松井　ひろみ

学生課学生生活係　　髙﨑　亜希
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令和元年度大分高専オープンキャンパ
スが７月６日（土）に開催されました。
オープンキャンパスは、本校への進学

を考えている中学生とその保護者、そし
て周辺地域の方々に本校の施設を公開し、
各種イベントや実験を通して本校につい
てより深く理解していただくことを目的
に、毎年７月頃に開催しています。
今年度は、天候にも恵まれ、朝早くか

ら多くの方々にご来場いただきました。
中学生641名を含め総数1,872名の来場
者数は、過去最多の来場者数となりま
した。
例年同様、入試問題解説、入試・学校

説明会及び学生による学科紹介は、大盛
況で、多くの方が熱心に耳を傾けてくだ
さいました。
また、スタンプラリーも好評で、各会

場に設置したチェックポイントを巡って
スタンプを集めることにより、楽しみな
がら、各イベン卜に参加していただくこ
とができたようです。
アンケートの実施結果からも、大変満

足していただいた様子が伺えるとともに、
オープンキャンパスをきっかけに本校を
志願する小中学生も多いことから、今後
も充実したイベントとなるよう学校を挙
げて取り組んでいきたいと思います。

オープンキャンパス実行委員会

委員長　　一宮　一夫

学 科 等 イベント内容 時　　間

教務主事室
入試・学校説明会 11：40～12：10
高専なんでも相談コーナー 12：00～15：00

専門４学科 学生による学科紹介 12：10～12：40

寮務主事室 学寮見学・食事体験　※食事体験のみ要予約
学寮見学３回　10：00～10：15
　　　　　　　11：00～11：15
　　　　　　　13：00～13：15
食事体験【要予約】 12：15～13：15

一 般 科・
実行委員会

高専入試問題解説
※同程度の内容を２回実施（１科目約20分）

9：30～11：20
●レクチャーホール 【理、英、数、社、国】
●アカデミックホール 【数、社、国、理、英】
13：10～15：00
●レクチャーホール 【理、英、数、社、国】

技 術 部 足踏みミシンボランティア活動紹介！ 終日

機械工学科

光や機械で彫って、削って、ネームプレートを作ろう！ 終日

鋳造でオリジナルストラップを作ろう 9：30～11：30／12：30～14：30
（製作時間15分）

900℃の世界！ 調理法を変えた鉄（鋼）の強さの違
いを実感してみよう
材料試験の公開とマイクロスコープの実演

終日

機械工学科でロボット体験！ 終日
ガソリンエンジンが動く様子を見てみよう！
火災のメカニズム実演 終日（１時間おきに案内）

色んな流れを見て感じてみよう！ 終日（一部、１時間おきに案内）

電 気 電 子
工 学 科

学生のアイディア作品大集合！ 終日
AI とロボットを見て、触ってみよう！ 終日
電波で咲かせよう！ LEDのお花畑✿ 終日
モーターと発電機の可能性を体感しよう！ 終日
雷様を体感しよう 終日
何ができるかな？ ３Dプリンタ・レーザー加工機 終日

情報工学科

脳と視覚の不思議 終日
CGでパンダを作ろう 11：00～12：00／13：00～14：00
画像と映像であそぼう～動画スタジオへようこそ～ 終日
VRを体験しよう！ 終日
アルゴリズムで遊ぼう！ 学生プログラム展示 終日
片手でいくつまで数えられる？ 10：30～11：00／14：00～14：30

都市・環境
工 学 科

コンクリートの不思議 終日
地盤環境災害について考えてみよう！ 終日

ドローンを使って土木を学ぼう！
※ドローンの実演飛行（13：30～14：30） 終日

スライムを作ろう 終日
廃油キャンドルを作ろう！ 終日（５名単位で随時）

一般科理系 科学実験を楽しもう！ 9：30～12：00／13：00～15：00

専 攻 科
専攻科の紹介 終日
専攻科生の研究紹介 終日

共 通 施 設
学食開放 11：00～14：00（なくなり次第終了）
図書館の一般開放 10：00～15：00

学 生 会

受付 終日
学生会新聞配布 終日
質問コーナー 終日
学校行事＆部活紹介の写真展示とビデオ上映 終日

文 化 局

【囲碁将棋部】来たれ将棋部！ 終日
【茶道部】お茶会 終日
【写真部】写真展示 終日
【電子計算機部】ゲーム展示、タイピング大会 終日
【文芸部】一緒にイラストを描こう！ 終日
【科学部】科学実験を楽しもう！ 9：30～12：00／13：00～15：00
【気天部】気象天文部活動展示 終日
【軽音部】オープンキャンパス特別ライブ 13：00～
【書道部】いろんな作品を見てみよう！ 終日
【吹奏楽部】吹奏楽部ミニコンサート 11：30～
【美術部】ART CREATION 終日
【ロボ研部】ロボット実演・操縦体験 終日

明　　野　　通　　信2019年（令和元年）11月５日（6） 第128号



スススパパパキャンパキャキャャンャンンャ パンパンキャキャャキンキンキキンプンキプンプンンキオープオオープププププオオ キキキキキキキキキキププププププププ ャャャャオオオオ ンンンンンンンンオオオオオオオオーーーー キキオープンキャオープンキャオオオオオオ ンンンンンンプププ キキキキオオ ププププオーオオオオオオープープープププププププンンンンンンンンンキキキキキキキャンャャャャンャャンンンンパパパパパパパパパパパパパススパスンンンンパパパャンパンンンャ パンパンャンンンンパパパパンパパパスススススススススススススススススススススオープンキャンパスオープンキャンパス科科学科学科科械工学工工学械械機械械械機機機機機械機械機機機械械機械械機機機機機機機械械械械械械工工工工学学学学科科科科科科科科学科学科学工工工工学学学学科科科科科科科機械工学科機械工学科

ガソリンエンジンが動く様子を見て
みよう！ 火災のメカニズム実演
ガソリンエンジンが動く様子を見て
みよう！ 火災のメカニズム実演

光や機械で彫って、削って、
ネームプレートを作ろう！
光や機械で彫って、削って、
ネームプレートを作ろう！

900℃の世界！ 調理法を変えた鉄（鋼）（（
の強さの違いを実感してみよう。材料
試験の公開とマイクロスコープの実演

900℃の世界！ 調理法を変えた鉄（鋼）
の強さの違いを実感してみよう。材料
試験の公開とマイクロスコープの実演

鋳造でオリジナルストラップを作ろう鋳造でオリジナルストラップを作ろう

機械工学科でロボット体験！機械工学科でロボット体験！

色んな流れを見て感じてみよう！色んな流れを見て感じてみよう！

例年同様に機械工学科のメカトロ授業
の紹介等を行いました。本科１年で学ぶ
LEGO 教育セットを用いたロボット製
作、２.３年で学ぶメカトロ無人工場の
デモンストレーション、４年で学ぶ二足
歩行ロボットの体験等をしていただきま
した。さらに産業用ロボットアームによ
るダンスも披露し、倒立振子の展示等も
実施しました。担当学生の事前準備、当
日の説明、指導もたいへん好評でした。
会場内には例年以上に幅広い年齢層から
ご参加いただき、終了時刻ぎりぎりまで
たいへん盛況でした。

空気の流れや粉の不思議が体験でき
るイベントを開催しました。「手作り風
車」のコーナーでは、見本を基に厚紙で
風車を作り、風洞実験装置にて風車の回
転数を競いました。初めはうまく回らな
かった風車でも、ちょっとした修正を加
えることでよく回転する風車となること
を体験してもらいました。「粉の不思議」
のコーナーでは、ミニポン菓子製造装置
を用いてポン菓子ができるしくみを学び、
実演しました。高温高圧で熱した米を急
減圧させることで膨張する仕組みを学ん
でもらいました。各コーナーとも学生諸
君の熱心な説明と指導で、大変好評で
した。

鉄（鋼）の熱処理実演では、熱により
硬さや脆さといった特性が変化する様子
に驚きの声が沢山あがりました。工学実
験で使用している万能試験機を用いたボ
ルトの引張破断試験では、鋼のボルトが
くびれ、大きな音を立てて破断する様子
が迫力満点。釣り糸の強度コンテストで
は、長時間真剣に取り組む人が多数。マ
イクロスコープの実演では、お札の中に
隠された文字を一生懸命探すなど、小中
学生はもとより、保護者の方々にも好評
でした。担当学生の熱心な説明や指導も、
場を楽しく盛り上げてくれました。

熱で溶かした金属を型に流し込み成形
する「鋳造」という加工法により、オリ
ジナルのストラップ作りに挑戦してもら
いました。自分の好きな形の鋳型の作成、
溶かした金属の流し込み、紐を通すため
の穴あけまでの工程を実際に体験して頂
きました。今年も沢山の方に来場して頂
き大盛況のイベントになりました。小さ
なお子様も参加して一生懸命に取り組み、
最後にきれいなストラップが出来上がる
と大変喜んで頂けました。長時間のイベ
ントでしたが、担当の学生たちは丁寧な
指導を心がけ、場を盛り上げてくれま
した。

例年の「ガソリンエンジンが燃焼する
様子の観察」に加えて、本年度は「軽自
動車のエンジン展示」と、燃焼つながり
で「火災のメカニズムの実演」を行いま
した。火災のメカニズムの実演では、コ
ンセントからの出火や電池のショートに
よる出火を実際に発生した例をもとに再
現し、日常での注意を呼びかけました。
軽自動車のエンジン展示では引率で来校
された保護者の方からの専門的な質問に、
説明に立っていた学生もたじたじ。燃焼
する様子を観察する実験エンジンだけで
なく、実際のエンジンの内側を見てみた
いという声も多く頂いたため、来年度に
向けて展示できるように作製を進めたい
と思います。

目に見える力と、目に見えない力で金
属やプラスチックの表面を加工する技術
を紹介しました。前者では、PC上にデ
ザインした名前やマークを厚さ２㎜のポ
リカーボネート板に３Dモデリングマシ
ンで切削するもので、後者は同様なデ
ザインをステンレス鋼のタグプレート
にレーザー光でマーキングするものです。
加工速度はこれらで大きく異なり、光で
はたったの10秒ほどで殆どのデザイン
の彫刻が高精度で完成することを、参加
された皆さんに体験してもらいました。
最先端の技術で身近な沢山の工業製品が
作られていることに皆さん感動されてい
ました。
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モーターと発電機の
可能性を体験しよう！

電波で咲かせよう！
LEDのお花畑✿ 雷様を体験しよう

ＡＩとロボットを見て、
触ってみよう

学生のアイディア作品
大集合！

何ができるかな？
３Ｄプリンタ・レーザー加工機

電気電子工学科では
●モーターと発電機の可能性を体験しよう！ ●学生のアイディア作品大集合！
●電波で咲かせよう！ LEDのお花畑✿ ●雷様を体験しよう
●ＡＩとロボットを見て、触ってみよう ●何ができるかな？ ３Ｄプリンタ・レーザー加工機

といった、実験や体験がありました！

終わりに…
雨の心配もなく晴天の中で展示や体験イベントを無事に終了することができました。例年以上に盛況だっ
たように感じます。ご協力頂いた教職員、学生の皆さんのおかげです。本当に有り難うございました。

磁石から出ている不思議な「磁界」、
通常、目には見えませんが、磁界の
中ではLEDが光る！驚きです。また、
クリップモータや磁石にくっつくス
ライムといった楽しい体験もできま
した。

ここでは、学生が実習で作成した
ロボットや電子工作物を展示してい
ました。カーゲームやスマホで操作
できるラジコンをはじめ、巨大な戦
車やリニアモーターまでありました。
どれも力作ばかりで、学生のモノ作
りの凄さを感じました。

電子ライターをパチンと押すと、
コップに入ったアルミ玉に電気が流
れてLEDが光る！ ここでは電磁波を
使った無線通信の実験を行っていま
した。ライターをパチンと押した瞬
間、一斉に色とりどりのLEDの花が
咲く様子は圧巻でした。

マインドストームと呼ばれるプログ
ラミングが可能な動くレゴブロックを
使って、思い思いのロボットを作成
していました。どのロボットもクオリ
ティが高く来場者も興味津々でした。
また、学生がプログラミングしたゲー
ムは、多くの方がはまっていました。

200万ボルト！ もの凄く大きな電圧
を瞬間的に発生させ人工的な雷を見
せていました。すさまじい光や音を
発していました。また、ガラス表面
に電気が伝わる現象、「沿面放電」と
呼ばれるものも凄く印象的でした。

今、話題の３Dプリンター。ここ
では３Dプリンターやレーザー加工
機を使った加工品を見せていました。
エコバッグに思い思いの絵を描いて、
レーザー加工！ 普段目にすることな
い高価な装置で、こんなこともでき
るんだ～と驚いていました。
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アルゴリズムを遊ぼう
学生プログラム展示
アルゴリズムを遊ぼう
学生プログラム展示

画像と映像であそぼう
～ようこそ動画スタジオへ～
画像と映像であそぼう

～ようこそ動画スタジオへ～

VRを体験しよう！VRを体験しよう！脳と視覚の不思議脳と視覚の不思議 CGでパンダを作ろうCGでパンダを作ろう

片手でいくつまで数えられる？片手でいくつまで数えられる？
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ヘッドマウントディスプレイを装着し
て、VR（バーチャルリアリティ、仮想
現実）を体験してもらいました。多くの
方から体験希望を頂き、機材が一台なの
で、最大２時間待ちの整理券を配る時も
ありました。内容は、初めてVRに触れ
る方へのチュートリアルで、周りを見回
したり、前後左右に動いたり、手に持っ
たコントローラで風船を作ったりするも
のです。体験した方は、自分の体やコン
トローラと、周りが完全に連動して見え
る３Dの世界に、新鮮な驚きを隠せない
様子でした。

人には片手で５本の指がありますが、
その５本の指でいくつまで数えられるで
しょうか？普通に数えると５になります
が、二進法というコンピュータ上の数え
方をすると31まで数えることができます。
これを体験してもらうために、電子ボー
ドを使いながら自分の指も動かして数え
方を学ぶというイベントを開催しました。
ちなみに、当日いくつまで数えられるか
聞いたところ、想定していた31と答え
てくれた中学生がいて大変驚きました。

昨年と同様に３次元CG製作用フリー
ソフトウェアの Brender を用いて、パ
ンダの３Dモデルの作成に挑戦して頂き
ました。イベントを午前と午後で一回ず
つ行い、二回とも満員の状態でした。参
加された方の多くは、初めての体験でし
たがパンダのモデルを作成できて楽しん
で頂いたようです。次回からはより多く
の方の参加が可能なように工夫したいと
思います。また、難しい、分かりにくい
等のご意見も含め今後改善していきたい
と思います。

オープンキャンパス開催日の直前まで
大雨が続き、当日の天気を危惧する声
もありました。こうした心配とは裏腹に、
開催日当日は快晴に恵まれ、大勢のお客
様を迎えることができました。そのお陰
で、今年の動画スタジオの展示も大盛況
となりました。動画スタジオの展示では、
映像を流しながら、背景を別の画像と差
し替える処理の紹介に加えて、画像編集
ソフトウエアを駆使して、写真の合成に
挑戦する体験コーナーも設けました。ご
来校の皆様が画像処理の楽しさを少しで
も体験して頂けたのなら大変幸いです。

静止画なのに動いているように見える
錯視画像や学生が作成した３Ｄトリック
アートを展示しました。視覚情報で、い
かに脳が騙されやすいかを体験すること
ができたと思います。また、学生が今後
卒業研究に使用するために作製した３Ｄ
カメラを用いた仮想現実体験映像も展示
しました。私たちの研究室では、このよ
うな画像や動画などの刺激に対して、脳
がどのように反応するかを研究していま
す。展示場の一角には、脳波や脳血流を
測定する実験装置も展示しました。多く
のご家族や小中学生に来て頂いて、とて
も感謝しています。

どういう命令文を書けば、課題をクリ
アできるかという趣旨のゲームを用いて、
“ アルゴリズムとはなにか ” について学
習していただきました。また、専攻科生
が作成したゲームを展示し、ゲームを作
成する授業もあるということを知ってい
ただきました。今年度も多くの方にご来
場頂きました。
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ドローンを使って土木を学ぼう！ドローンを使って土木を学ぼう！地盤環境災害について考えてみよう！地盤環境災害について考えてみよう！ スライムを作ろう！スライムを作ろう！

コンクリートの不思議コンクリートの不思議ローソク創りでエコを学ぶローソク創りでエコを学ぶ
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建設現場で積極的に導入されているド
ローンを用いて、土木について学ぶ取り
組みを行いました。
来場者には、ドローンに搭載されたカ
メラによって上空から撮影された画像
データを用いて、コンピュータ上で撮影
した地形を作成する映像を見ていただき、
土木分野でドローンが担う役割について
知っていただきました。
ドローンの操縦体験をコンピュータ上
で行うフライトシミュレーションをして
いただき、また、小型ドローンの実機を
実際に操縦していただくなど、いろいろ
な形でのドローン体験を通じて、土木に
ついて知っていただけたと思います。

また、当日は晴天にも恵まれ、ドロー
ンの実演飛行が出来ました。上空を飛ぶ
ドローンからの映像をタブレットを通し
て見ていただくことで、建設業でのド
ローンの活用についてイメージしていた
だけたと思います。
ドローンの活用により、撮影画像を設
計・施工に生かし、建設現場での作業の
安全向上を図ることができます。この体
験を通じて、情報技術の進歩により変化
する建設業について関心を持っていただ
ければ幸いです。

水環境に関連したテーマとして、スラ
イムを作ってみました。赤、青、緑、水
色等、お好みの色を選んで頂きまして、
カップの中で異なる液体を混ぜ合わせま
す。２～３分経ちますとスライムの出来
上がりです。お楽しみ頂くとともに水環
境に興味を持っていただければ嬉しいで
す。当日は、多くの方々に足を運んで下
さり、途中で材料がなくなってしまいま
した。また、長時間お待ち頂くこともあ
りました。ご不自由をお掛けして申し訳
ございませんでした。

圧縮試験機を使ったコンクリートの圧
縮強度、コンクリートの構成とトラス橋
の設計に関するシミュレーションを紹介
しました。在校生の丁寧で分かりやすい
説明により多くの参加者の方が社会資本
を支えるコンクリートおよび橋の構造設
計について興味を示していただきました。

地球温暖化の影響により、猛暑酷暑が
全国的に拡がっている昨今、環境教育の
重要性が謳われています。そこで、今年
も恒例の「天ぷら廃油からローソクを創
る」ことを企画しました。今回体験した
「廃棄物の有効利用法」について楽しく
学ぶことが、子供達のエコに対する意識
改革に繋がることを期待しています。今
回は、昨年度よりバージョンアップして、
色とりどりのパステルカラーや柑橘類を
はじめとしたアロマの添加により人気が
殺到しました。

地盤環境工学研究室では、地盤環境災
害について考えるために、地盤災害のパ
ネル展示や模型を使ったがけ崩れ、液状
化現象を再現する実験を行いました。ま
た、初めての取り組みとして、沖縄県内
の赤土が混じって汚れた水の汚濁度をス
マートフォンで評価する実験を行いまし
た。これは、写真に示すように赤土懸濁
液をスマートフォンで撮影すると直ちに
画面上に汚濁度が表示されるアプリケー
ションの体験です。がけ崩れや液状化現
象、さらには、赤土の流出問題など土木
と環境の関わりについて興味を持ってい
ただけたのではないでしょうか。
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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

　５年間をどう過ごすか？　５年間をどう過ごすか？
２Ｍ担任　２Ｍ担任　大庭　恵一大庭　恵一

今のクラスを担当して２年目となりま今のクラスを担当して２年目となりま
す。２Ｍはとても活発で笑顔の絶えないす。２Ｍはとても活発で笑顔の絶えない
良いクラスだと感じています。良いクラスだと感じています。
一方で、スマホを没収される学生も多一方で、スマホを没収される学生も多
く、一部にルールを守らなくて大丈夫く、一部にルールを守らなくて大丈夫
という雰囲気もあります。高専の規則は、という雰囲気もあります。高専の規則は、
学生を罰することが目的ではありません。学生を罰することが目的ではありません。
常識的に考えて、もしくは社会に出て困常識的に考えて、もしくは社会に出て困
らないためというのが根底にあって、規らないためというのが根底にあって、規
則が作られています。そこを自由だと履則が作られています。そこを自由だと履
き違えている学生が存在しているのだとき違えている学生が存在しているのだと
思います。思います。
自由度が高く、５年間を自分の好きな自由度が高く、５年間を自分の好きな
ことに使えるのが高専の魅力です。まずことに使えるのが高専の魅力です。まず
は、直近のテストや課題にしっかりと取は、直近のテストや課題にしっかりと取
り組んでほしいです。継続して行うことり組んでほしいです。継続して行うこと
で、自分でも気がつかないうちに多くので、自分でも気がつかないうちに多くの
ことを身につけています。今が楽しけれことを身につけています。今が楽しけれ
ばよいという考えだけでは、高専で本来ばよいという考えだけでは、高専で本来
得られる達成感や充実感を味わうことは得られる達成感や充実感を味わうことは
できません。５年間で、自分の個性を見できません。５年間で、自分の個性を見
極め、自らを磨き続ける努力を怠らない極め、自らを磨き続ける努力を怠らない
でください。でください。

　コミュニケーション力　コミュニケーション力
２Ｅ担任　２Ｅ担任　辻　繁樹辻　繁樹

２Ｅのみなさん、「読む」、「書く」、「聞２Ｅのみなさん、「読む」、「書く」、「聞
く」、「話す」能力を忘れず鍛えていますく」、「話す」能力を忘れず鍛えています
でしょうか？勉強に限らず大半の物事にでしょうか？勉強に限らず大半の物事に
対する人の行動は、「知りたい」、「理解し対する人の行動は、「知りたい」、「理解し
たい」、「思考したい」、「実行したい」とたい」、「思考したい」、「実行したい」と
いう順番になるかと思いますが、知るたいう順番になるかと思いますが、知るた
めには「情報」を入手する必要があり、実めには「情報」を入手する必要があり、実
行には「情報」を出力することが伴います。行には「情報」を出力することが伴います。
この入出力を正しく行うためには、上記この入出力を正しく行うためには、上記
の４つの能力がとても大事となります。の４つの能力がとても大事となります。
ここを鍛えないで高度な内容を勉強するここを鍛えないで高度な内容を勉強する
というのは、質の悪いキーボード、マウというのは、質の悪いキーボード、マウ
ス、ディスプレイで高難易度のゲームをス、ディスプレイで高難易度のゲームを
しているのと同じです。また、「情報」をしているのと同じです。また、「情報」を
入出力するというのは、「他者」がいない入出力するというのは、「他者」がいない
と出来ないことであり、４つの能力を向と出来ないことであり、４つの能力を向
上させることは、他人とのコミュニケー上させることは、他人とのコミュニケー
ション能力を向上させるということです。ション能力を向上させるということです。
正確かつ高度な「情報」を相手とうまくや正確かつ高度な「情報」を相手とうまくや
りとりする力をまずは身につけましょう。りとりする力をまずは身につけましょう。

えに皆様とともに感謝しつつ、今後のごえに皆様とともに感謝しつつ、今後のご
活躍をお祈りしたいと思います。活躍をお祈りしたいと思います。

　当たり前のことに感謝　当たり前のことに感謝
１Ｓ担任　１Ｓ担任　二宮　純子二宮　純子

「おはよう」って言える相手がいること。「おはよう」って言える相手がいること。
自分でも気づかない自分の気持ちの変化自分でも気づかない自分の気持ちの変化
に対して「何かあったの？」と気にかけに対して「何かあったの？」と気にかけ
てくれる人がいること。普段どおりにしてくれる人がいること。普段どおりにし
ていただけなのに、思いがけずに「ありていただけなのに、思いがけずに「あり
がとう」と言われたこと。そんな些細ながとう」と言われたこと。そんな些細な
日常が続くことは、当たり前のようで素日常が続くことは、当たり前のようで素
晴らしいことではないでしょうか。晴らしいことではないでしょうか。
私は、思いがけず学生から挨拶をされ私は、思いがけず学生から挨拶をされ
ると嬉しくなります。そんなことで喜ぶると嬉しくなります。そんなことで喜ぶ
のは単純だと笑われるかもしれませんが、のは単純だと笑われるかもしれませんが、
挨拶は、人（私）を幸せにする力を持っ挨拶は、人（私）を幸せにする力を持っ
ています。「クラス全員が登校すること」ています。「クラス全員が登校すること」
「自分が自分らしく過ごせること」そん「自分が自分らしく過ごせること」そん
な「当たり前」のことを大切にできるクな「当たり前」のことを大切にできるク
ラスであってほしいと願い、始業の挨拶ラスであってほしいと願い、始業の挨拶
をしています。皆さんにとって、大分高をしています。皆さんにとって、大分高
専での生活が豊かでありますように！専での生活が豊かでありますように！

　前期を振り返って　前期を振り返って
１Ｃ担任　１Ｃ担任　名木野　晴暢名木野　晴暢

みなさんが高専に入学してから半年がみなさんが高専に入学してから半年が
過ぎようとしています。昨年度の校務過ぎようとしています。昨年度の校務
分掌は、１Cの副担任でした。「来年は、分掌は、１Cの副担任でした。「来年は、
２Cの担任かなぁー？」なんて勝手に想２Cの担任かなぁー？」なんて勝手に想
像していましたが…想像は想像でしか像していましたが…想像は想像でしか
なく、なんと二年連続で新入生を担当すなく、なんと二年連続で新入生を担当す
る機会に恵まれました。る機会に恵まれました。
入学当初、「学生」として過ごす学校入学当初、「学生」として過ごす学校
生活や１コマ90分間の授業に慣れない生活や１コマ90分間の授業に慣れない
様子のみなさんを心配しつつ見守ってき様子のみなさんを心配しつつ見守ってき
ましたが、これらの心配はもう不要ですましたが、これらの心配はもう不要です
ね。よく頑張っています。ね。よく頑張っています。
今年の一年生は、学校生活に慣れてき今年の一年生は、学校生活に慣れてき
ても気持ちのよい挨拶ができ、担任の話ても気持ちのよい挨拶ができ、担任の話
をしっかり聞ける学生が多いです。必要をしっかり聞ける学生が多いです。必要
に応じて、報告と相談もできる。一年生に応じて、報告と相談もできる。一年生
の担任として、これ以上望むことはなく、の担任として、これ以上望むことはなく、
今後の学校生活にも期待しています。欲今後の学校生活にも期待しています。欲
を言えば…、何事にも疑問を持ち、「考を言えば…、何事にも疑問を持ち、「考
える力」を養ってほしい。そして、我田える力」を養ってほしい。そして、我田
引水ではなく「相手の立場に立って考え引水ではなく「相手の立場に立って考え
られる人間」に成長してほしいと願ってられる人間」に成長してほしいと願って
います。います。

　ノウハウを憶える方法記憶　ノウハウを憶える方法記憶
１Ｍ担任　１Ｍ担任　稲垣　歩稲垣　歩

「本を読め」「旅をしろ」と入学時や夏「本を読め」「旅をしろ」と入学時や夏
休み前に伝えたかと思います。休み前に伝えたかと思います。
最近手にした「海馬」という本に、頭が最近手にした「海馬」という本に、頭が

良いとは何なのか？という内容が書かれ良いとは何なのか？という内容が書かれ
ていました。本の一部を要約すると、“脳ていました。本の一部を要約すると、“脳
の能力とは、煎じ詰めれば「情報の保存」の能力とは、煎じ詰めれば「情報の保存」
と「情報の処理」しかなく、記憶がないとと「情報の処理」しかなく、記憶がないと
処理もできないから情報の保存が大切で処理もできないから情報の保存が大切で
ある。情報の保存にはものを憶える「意ある。情報の保存にはものを憶える「意
味記憶」と、自転車の乗り方のようなノ味記憶」と、自転車の乗り方のようなノ
ウハウを憶える「方法記憶」があり、方ウハウを憶える「方法記憶」があり、方
法記憶の蓄積が重要”ということでした。法記憶の蓄積が重要”ということでした。
文頭の「本を読め」「旅をしろ」も方法文頭の「本を読め」「旅をしろ」も方法

記憶を伸ばす行動であると腑に落ちまし記憶を伸ばす行動であると腑に落ちまし
た。高専の学生からは、「テストは気合た。高専の学生からは、「テストは気合
の暗記」「数学も暗記科目」と言う声も聞の暗記」「数学も暗記科目」と言う声も聞
こえてきます。これでは方法記憶は伸こえてきます。これでは方法記憶は伸
びないのではないでしょうか？ みなさびないのではないでしょうか？ みなさ
んが高専生活を通して様々な経験を積み、んが高専生活を通して様々な経験を積み、
成長していくことを願っています。成長していくことを願っています。

集団生活を形成し、自己を生かす集団生活を形成し、自己を生かす
１Ｅ担任　１Ｅ担任　佐藤　秀則佐藤　秀則

大野順子先生の担任を引き継いで１大野順子先生の担任を引き継いで１
Eの担任を引き受けることになりました。Eの担任を引き受けることになりました。
後期は始まったばかりですが、SHR、特後期は始まったばかりですが、SHR、特
活、個人面談と彼らに接触する中ででき活、個人面談と彼らに接触する中ででき
るだけ早く信頼関係を築きたいと努めてるだけ早く信頼関係を築きたいと努めて
います。います。
長年教員をやっていますが、今回は特長年教員をやっていますが、今回は特

別に驚かされています。ホームルームが別に驚かされています。ホームルームが
綺麗ですし、何事にも学生が主体的に動綺麗ですし、何事にも学生が主体的に動
いてくれるのです。入学早々から教室掃いてくれるのです。入学早々から教室掃
除は毎日やりたいとのことで今も続いて除は毎日やりたいとのことで今も続いて
います。高専祭出展店の準備には夏休みいます。高専祭出展店の準備には夏休み
にも協力して活動していました。そのにも協力して活動していました。その
ための資金管理も自分達でやっています。ための資金管理も自分達でやっています。
学級日誌の感想もできるだけたくさん書学級日誌の感想もできるだけたくさん書
こうとの大野先生の指導が今も生きていこうとの大野先生の指導が今も生きてい
て、楽しく読まさせてもらっています。て、楽しく読まさせてもらっています。
最初の時間に「より良い集団生活を形最初の時間に「より良い集団生活を形

成し、自己を生かすこと」を目標として成し、自己を生かすこと」を目標として
くださいと挨拶したのですが、半分はでくださいと挨拶したのですが、半分はで
きているように思います。きているように思います。
大野先生は古書研究の道にさらに一歩大野先生は古書研究の道にさらに一歩

を踏み出したいとのことで、新たに金沢を踏み出したいとのことで、新たに金沢
大学に奉職致しました。これまでの御教大学に奉職致しました。これまでの御教
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　楽しい高専生活を
３Ｓ担任　北川　友美子

今年の夏は、梅雨入りが遅れたり、台
風で試験が延期になったりイレギュラー
な事が多く大変でしたね。
３Ｓの皆さんは勉強熱心で、言われな
くても清掃やゴミ捨て、クラスの運営を
積極的に行う、本当に素晴らしいグルー
プだと思います。数学に対する好奇心
にあふれ、他者に対する思いやりもあり、
ユーモアもあり、笑いも絶えず、担任と
して皆さんの中に存在できている時間が
とても幸せです。
社会に出た時に、必要とされる要素は、
専門的な能力はもちろんのこと、やはり、
人間力ですよね。皆さんは十分にそれら
の種を備えていますし、その種はこれか
ら芽を出し、ぐんぐん成長し、卒業する
頃には立派な社会人になり、実を結ぶこ
とが大いに期待されます。
私はあまり細かいことは言いません。
皆さんが納得のいく進路、人生を歩ん
でくれればいいなとそれだけをいつも
願っています。あと半年、共に濃密な時
間を過ごしていきましょう！

　平成から令和へ
３Ｃ　工藤　宗治

皆さんは平成29年４月に入学し、令
和４年３月に卒業になりますね。学生時
代に年号が変わるという貴重な経験して
います。今年の４月30日と５月１日の
出来事は記憶に新しいと思います。また
10月にはラグビーワールドカップが大
分でも開催され、来年は東京オリンピッ
クが開催されます。
このような歴史の（ある意味）転換点
とビッグイベントを通じて皆さんの更な
る成長を期待しています。

　社会人
３Ｍ担任　久保山　力也

社会は厳しくて当然だろうか。社会は
不平等・不公平に満ち溢れている。親の
社会的地位や教育投資は子の進路に極め
て大きな影響を与える。かなり努力をし
ないと挑戦権すら得られない人が多くい
る一方、何もしなくても別ルートで上昇
する人たちもたくさんいる。いくらでも
稼いでいい、稼いだ金でどんだけ贅沢し
てもいい、という社会はおかしくないか。
自分は生活できるくらいお金があればい
い、という人がいる。社会の大半の人に
そう思わせるのがまた資本主義のやり口
だ。日本人に「夢」をたずねると、たい
がい「なりたい職業」を答える。そもそ
も「夢」なんて、持つ必要があるのであ
ろうか。社会は厳しい、というのはよく
考えてみれば、社会を支配している人た
ちが裕福に、楽しく生きていくために仕
組んだ装置なのではないか。今年で45
歳になるが、この種の疑問をもって、も
う40年。ちなみに、私の小学生のとき
の夢は「アメリカ軍」（文集より）。

　　「今」
３Ｅ担任　福村　浩亨

みなさんの高専生活も残り半分ですそ
う言われたときに早いと感じた人、まだ
半分もあるのかと思った人もいると思い
ます。当たり前ですが、今日この日は最
初で最後です。戻ってくることはありま
せん。みなさんは毎日を「真剣に」過ご
していますか。「今」やるべきことはそ
れで大丈夫ですか。自分を変えたいと考
えている人・このままではダメだと思っ
ている人は「今」変えましょう！チャン
スはいつもでもあるわけではありません。
いよいよ３年生も後半戦ですね。まず
は目の前にあるもの（授業・課題・部活動）
を全力で取り組んでみてはどうでしょう
か。私はみなさんの本気をまだ見ていま
せん。きっと素晴らしい結果になると思
います。資格試験に向けても計画的に学
習をしてください。大分高専の生活を充
実させるためにも「今」やるべきことを
ちゃんと判断できる人になってください。

　いよいよ後期ですね
２Ｓ担任　プロハースカ  ズデネク

ついこの間学年が始まったと思ったら、
早くも前期が終わりました。２年生にな
れば、高専にすっかり慣れてきて、１年
のときの緊張感がだいぶ解れてきたので
はないでしょうか。環境に慣れるのは良
いことですが、それが油断になってはい
けません。高専の生活にめりはりを付け
て、後期からも頑張ってもらいたいと思
います。
テレビや新聞では、人工知能（ＡＩ）

やデータサイエンスに詳しい人財が不足
しており、企業がさまざまな優遇策を打
ち出しているというニュースがしばしば
取り上げられています。こうした分野の
根幹にあるのが、まさに今習っている線
形代数と微積です。高専では、立派なエ
ンジニアとしてさまざまな分野で活躍で
きるように、日々高度な知識を与えてい
ます。その知識自分のものにするのか、
それとも無駄に流してしまうのかが日々
の授業態度次第であり、それによってあ
なたの今後の可能性が大きく左右されま
す。後期の授業が始まったら、このこと
を是非とも念頭に置き、引き続き頑張っ
て下さい !

　後期開始に向けて思うこと
２Ｃ担任　池田　昌弘

暑い夏は終わり、秋の訪れとともに後
期が始まります。春夏秋冬の中で僕は秋
が最も好きです。皆さんはどの季節が好
きですか？秋は涼しくて過ごし易く、ま
た実りの季節でもあって、食も美味しく
なります。夏季休暇中は心身ともに充電
できたでしょうか。気持ちを切り替えて
後期も頑張ってください。後期は学校イ
ベントも多いので楽しんで欲しいですね。
２Ｃクラスは１年生の頃から担任とし

て接してきましたが、もう２年生の後半
なのですね！早いです。徐々に（連続的
に）成長しているように感じます（掃除も
主体的に取り組んでくれています。いつ
もありがとう！）。将来の職業など、自
己実現についても真面目に考えていくべ
き時期だと思います。これからの半年間、
みんなの更なる成長を期待しています。
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「一生」残る、「一瞬」のために
４Ｓ担任　十時　優介

大分高専へ赴任して２年目。そのまま、
皆さんの担任を続けることになり、嬉し
い反面、自分が担任で大丈夫かなと少々
不安でいましたが、無事に半期を終える
ことが出来ました。
皆さんはインターンシップの応募準備
から参加を行い、ほぼ初めて社会活動に
触れることにより、なんらかの成果や感
想を得て帰ってきたと思います。
その時に感じたこと、ポジティブだっ
たりネガティブだったり色々あるでしょ
うが、その気持ちを忘れずに残りの学生
生活や次の進路へのモチベーションにし
てください。
次のステップへの準備の時間は非常に
少なくなってきています。来年度、卒業
する際に記憶に残る「一瞬」がたくさん
残る様、頑張って行きましょう。

　「夢」をもって生活しよう
４Ｃ担任　帆秋　利洋

昨年度、東京の大手企業より都市・環
境工学科へ転職しました。教鞭を執る事
の難しさを体験しながら、２年目のこの
４月より、４年生の担任を受け持つこと
になりました。
大分高専は、私の母校であるが故に、
学生の気持ちがよく分かる気がします。
そこで、学生達には、私がこれまでの長
い社会人生で得た大切な事を教えてい
きたいと考えています。それは、大きな
夢、すなわち目標や目的をもって日々の
生活を送るということです。チコちゃん
に「ボーっと生きてんじゃねーよ !」と言
われないように、常にチャレンジ精神を
持っていきていく事の重要性を訴えてい
きたいと考えています。
なんでも手に入り裕福な時代に育った
学生たちには、夢というものが何である
のか分からないようです。夢は、それを
達成するために頑張る目標でもあり、生
き甲斐でもあります。
新しい令和の時代で活躍する皆さんに、
大きな「夢」を持って生きて欲しいと思
います。

　就職戦線まであと数か月
４Ｅ担任　山口　貴之

前期が終了し、夏季休暇が始まりまし
た。試験の結果も出揃い、一喜一憂して
いる学生も多いかと思います。ただ、4
年生の夏季休暇はいままでと違い、イン
ターンシップに参加した学生も多かった
でしょう。学校での生活では滅多に身を
置くことのできない企業の現場で、多く
のことを学び、感じてきてくれたと期待
しています。皆さん自身が思い描く進路
に向かって、それらの経験を就職活動
や進学に繋げていってくれれば幸いです。
また秋季研修旅行では、こちらも普段見
る事のできない企業の現場に触れる事が
できます。これらの知見を活かして、就
職戦線に臨んでください。
既に進路希望調査を行っていますが、
しっかりとした目標を持って進路を記載
していた人は少ないかと思います。次の
進路希望調査がみなさんの進路を本格的
に決定する時期になるかと思いますので、
高専の中だけでなく、幅広くアンテナを
張って高専生活を過ごしていって下さい。
年末頃から本格的に企業を決めていく作
業に、また進学を希望する人は出来るだ
け早い時期から試験対策を始めて下さい。
編入学試験の過去問だけを対策して、勉
強した気になって失敗した先輩も多いで
す。後悔の無いよう、残りの高専生活を
計画的に過ごして下さい。

　もてる男（女）になれ
４Ｍ担任　薬師寺　輝敏

16年ぶりに本科の担任に復帰しまし
た。４月からクラスの学生たちに迷惑を
かけないようにとても気を使ってきまし
たが、やはりあれこれ抜けることが多く、
寛大な４Ｍ学生に助けられています。高
学年担任の使命は、学生それぞれの希望
する進路に進めるようにフォローするこ
とです。５年生の夏休みには、全員の進
路が決定し、あとは無事に卒業させるだ
け─といった具合になりたいものです。
就職試験は希望者の中から企業が必要と
する人材を選ぶことになるので、自分の
希望を叶えるためには、選んでもらえ
る人材になっておかなければなりません。
コンビニにパンを買いに行くと多くの種
類が並んでいます、この中から選ばれる
ような商品を作るために、企業は生き残
りをかけた努力しています。つまり、４
Ｍの学生皆それぞれ魅力的な人間になっ
ておく必要があります。一度自分を見直
してください。何か売りがありますか？
どんな人とも仲良くやっていける。
体が丈夫。
＊＊＊をやらせたら誰にも負けない。
機械の専門教科は全てＡ判定。
皆勤賞。つらいことがあってもすぐ

に立ち直れる。忍耐強く努力できる。
─何でもいいです。無い人はこれから
作りましょう。
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学年通信 ５学年クラス通信５学年クラス通信
　卒業へのカウントダウン

５Ｃ担任　佐野　博昭

令和元年度前期の楽しい行事として５
月15日の球技大会があり、クラス全員
で頑張りました。皆さんの笑顔にエール
を送りたいと思います。
さて、就職・進学のための試験もある
程度落ち着いてきました。そして、前期
末試験が終われば楽しい夏休みとなりま
す。しかしながら、５年生の夏休みは、
就職・進学試験、卒業研究、追認試験勉
強など、取り組まなければならないこと
がたくさんあります。是非とも１日１日
を大切にしてください。
後期になると、10月1日内定式、10月
17日体育祭、10月26日高専祭、11月３
日音楽祭と多くの行事がありますが、５
年生にとっては１つ１つの行事が大分高
専最後の行事となってきます。
そして、３月18日は皆さんにとって
最大のイベントである卒業式があります。
担任として39名全員揃っての卒業式を
今から楽しみにしています。

　皆さんの進路
５Ｓ担任　徳尾　健司

例年、お盆休みには、他県から帰省し
た卒業生たちが、高専にも顔を出してく
れます。彼や彼女たちも、５年生のとき
の就職活動や大学受験では、それぞれに
苦労していたことが思い出されます。話
を聞くと、今では各々、忙しくも充実し
た毎日を送っているようで、頼もしいか
ぎりです。
悩んだ末に決断し、選び取った進路が、
果たしてそれで良かったのかどうか、本
当のところは、後になってみなければわ
からないものなのかもしれません。
翻って、現５Ｓの皆さんの中にも、神
経をすり減らして受験勉強をし、履歴書
やエントリーシートを書き、面接の練習
をして試験に挑むも、結果は思うように
いかず、落ち込んだり、目指すべき道が
わからなくなったりしている人がいるこ
とと思います。
当初の希望が叶わないことは残念です
が、それでもなんとか自分の道を見つけ、
将来振り返ったときに、この道で良かっ
たと思えるようになることを、担任とし
て願っています。

　　新生活へ
５Ｍ担任　坂本　裕紀

君達とは、２年次に機械製図Ⅱの授業
で出会ったのが初めてでした。３年次の
材料力学Ⅰではわりかしワイワイとした
授業をしていて、まさか５年の担任にな
るとは思いもしませんでした。就職や
進学に向けた活動があるというのに、急
に担任が変わって戸惑ったことでしょう。
それでも、皆が協力的であったことが何
よりも幸いでした。しかも就職における
求人数は好調で、順調に進路が決まって
いきました。担任として、とにかく安心
しています。ただし、就職や進学を決め
て、油断だけはしないで下さい。あと半
年、学生として最後まで気を抜かず、や
るべきことに全力を注いでください。出
席、単位取得といった、当たり前のこと
がちゃんと出来てこそ、ようやく社会に
飛び立つことが出来ます。皆で楽しく笑
いながら卒業を迎えましょう！

　残りの高専生活
５Ｅ担任　田中　大輔

卒業まで残り半年もない今、皆さんは
どんなことを考えていますか？ 私の目
からみたクラスの個々人もクラス全体も
去年の今頃と比べて確実に成長している
と感じます。一方で、もっともっと精神
的にも頭脳的にも伸びるチャンスがあっ
たはずだと思ったりもします。教員なん
てものは君たち学生に大きな期待をして
しまうもんなんです。そして、世間もそ
んなもんです。高専を卒業し、大学や企
業へ進んだ君たちは多くのオトナから当
然の様に「期待」され、それに応える作
業が待っています。高専生の内にそのこ
とを強く意識し、少しずつでも準備すれ
ば卒業後、スムーズに新しい環境に溶
け込むことができ、評価を得ることがで
きるでしょう。高専最後の半年、「卒業
さえすれば良い」という甘い考えを捨て、
次のためにしっかり備えてください。少
し先の未来のために予め準備すると、後
でその効果は何倍にもなって返ってきま
す♪
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専攻科に入学して
ＭＣ専攻１年　　秦　明弘

専攻科に入学して
ＭＣ専攻１年　　秦　明弘

機械・環境システム工学専攻
ＭＣ専攻主任　　軽部　周

機械・環境システム工学専攻
ＭＣ専攻主任　　軽部　周

なすべきことを
責任を持って実行する
専攻科長　　嶋田　浩和

なすべきことを
責任を持って実行する
専攻科長　　嶋田　浩和

専攻科に入学して
ＥＳ専攻１年　　石丸　大稀

専攻科に入学して
ＥＳ専攻１年　　石丸　大稀電気電子情報工学専攻

ＥＳ専攻主任　　本田　久平
電気電子情報工学専攻

ＥＳ専攻主任　　本田　久平

専攻科長の嶋田です。本年もよろしく
おねがいします。
本年度の専攻科の状況は次の通りで

す。昨年度は、ＭＣ専攻14名、ＥＳ専
攻15名全員が学士（工学）の称号を修得
し、修了しました。またＭＣ専攻15名、
ＥＳ専攻７名の計22名が入学し、２年
生ＭＣ専攻17名ＥＳ専攻12名と合わせ
て総数51名となりました。
現在２年生の皆さんは、修了に向け自

分のなすべきことを見定めて着実に実行
しているところでしょう。また、１年生
は、入学して半年が経過し本科との違い
を感じ戸惑いながらも自分の選んだ学生
生活を満喫していることと思います。今
後は自分の将来像を描き、今後その達成
に向け計画を立て実行していくことにな
ります。初心を忘れずしっかりと進んで
ください。
一方、教員について考えます。学生諸

君が質の高い教育や研究を享受するため
には、当然その能力を持った教員が必要
となります。得られた教育研究成果を積
極的に公表することも求められています。
そこで昨年度に専攻科を担当する教員と
して本校における資格を次のように明確
にしました。教員は５年に２本の論文発
表、専門学科の准教授および教授は学位
授与機構における特別研究の指導教員と
しての認定を受けることとしました。ま
た教員の能力を高めるためには少なから
ず教育研究費が必要となります。教員一
人当たりの外部資金の獲得目標が高専機
構本部より示されています。外部資金は
専攻科における特別研究の環境にも影響
を与える重要な要因です。教員はこれら
の獲得に向け日々活動を行っています。
このようにそれぞれの立場で達成すべ

きことに向け、責任を持って実行するこ
とが専攻科にとって重要なことになりま
す。これらが実行できるように今後推進
していきます。

私は機械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いた機
械工学の内容をより深く学ぶだけではな
く、都市・環境工学の内容も学びます。
また専攻科では本科に比べ他学科との交
流が増えてきます。例えば一年次のある
プロジェクト実験では講義の最初に与え
られた課題を各学科の学生がチームを組
んで、本科で学んできた知識を活かして、
課題に挑みます。各々が持つ知識を出し
合い、様々な制約条件下の中で実現可能
性を考慮し、自らにできることを考え行
動します。講義の中で自分が持つ専門知
識を他学科の友人に教える機会がある事
やその逆の事もあるなど他学科との交流
は自分にとって大きな刺激にもなります。
専攻科で過ごす２年間はとても短いで
すが、限られた時間の中で自分自身と向
き合い将来の為に成長する重要な期間で
す。この期間の中で自分がどれだけ成長
できるか大きなチャンスだと思います。

私は情報工学科から専攻科へ入学しま
した。専攻科では情報工学だけでなく、
電気電子工学の内容も学びます。本科
でも実施していた PBL（Problem Based 
Learning）を全学科で行うプロジェクト
実験Ⅰでは、与えられた課題に対する解
決策など違う分野の考え方を知り、作品
を一から作り上げることで、自分の視
野を広げることができました。専攻科は
２年間と短く、あっという間です。自ら
時間を作り研究を行い、資格試験の勉
強を行うなど時間を有効活用しなけれ
ばなりません。さらに、現代社会におい
て英語能力は必須となってきています。
TOEICだけでなく、学校行事で行われ
る短期海外留学や交換留学等を利用する
ことで、実際の英語に触れ、グローバル
な社会で活躍するためにも、自分の将来
を見据え、少しでも糧となるように日々
努力を重ねていきたいと思います。

本年度のＭＣ専攻２年生は、就職12
名（うち公務員３名）、進学５名の計17
名です。学生諸君の頑張りにより、企業
就職組は６月中旬までに全員内々定、大
学院進学組は７月末までに全員合格、公
務員組も８月末までに全員内々定を取る
ことができました。このクラスは、授業
に来る先生方から「教室が整理できてい
ない」などとクレームが来ることも多々
ありましたが、定期試験が始まるとき
には教室をきちんと掃除する、オープン
キャンパス等の準備も積極的に参加して
くれる、など「やるときはやる」メリハ
リの効いた姿勢は立派です。就職・進学
が比較的スムーズに進んだのも、皆さん
の底力が認められたためと思います。
これからは、学位取得・専攻科修了と
いう最後のハードルが待ち構えています。
互いに協力しながらクラス全員がクリア
できることを祈っています。専攻科修了
後の輝かしい未来に向け、諦めずに着実
に進んでいって下さい。

ＥＳ２年生のクラスは、彼らが２年生
になってから担任を任されましたが、全
体的に明るく温かいクラスで、担任とし
て非常にやりやすく感じています。情報
科出身の学生が多く、就職も進学も情報
系に興味を持っている学生が多いようで
す。進路希望の割合は、就職希望者６名、
進学希望者６名と半々です。就職につい
ては、６月末までに全員が内々定を頂き、
進学についても、大学院の推薦組は順調
に合格を頂いています。大学院の学力組
については、今のところ結果待ちですが、
希望するところに合格してくれることだ
ろうと思います。これから学位取得のた
めの研究の遂行やまとめ等に気の抜けな
い日が続くかと思います。専攻科修了の
ための英語資格取得と学外発表がまだの
人もいますので、学位取得とともに専攻
科修了に向けて全力を尽くしていただき
たいと思います。
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九州・沖縄地区高専体育大会競技結果九州・沖縄地区高専体育大会競技結果

第56回 九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会第56回 九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会 ★は全国大会出場★は全国大会出場

担 当 校 鹿児島工業高等専門学校

ソフトテニス 令和元年７月13・14日
日置市吹上浜公園テニスコート

陸　上陸　上 令和元年７月13・14日
白波スタジアム（鹿児島県立鴨池陸上競技場）、
鴨池補助競技場

●男子100ｍ
　　第５位：森光　春暁（2C）
　　第７位：佐藤　匠悟（1M）
●男子200ｍ
　　第６位：森光　春暁（2C）
　　第８位：吉田　大成（3C）
●男子400ｍ
　　第６位：吉田　大成（3C）
●男子800ｍ
　　第５位：栗　　誠哉（4S）
●男子1500ｍ
　　第６位：宿野　圭佑（5M）
　　第８位：栗　　誠哉（4S）
●男子5000ｍ
★第３位：宿野　圭佑（5M）

●男子110ｍハードル
　　第４位：植原　茂樹（1S）
●男子４×100ｍ
　　第５位：佐藤　匠悟（1M）
　　　　　　森光　春暁（2C）
　　　　　　吉田　大成（3C）
　　　　　　染矢　一樹（2M）

●男子４×400ｍ
　　第７位：吉田　大成（3C）
　　　　　　栗　　誠哉（4S）
　　　　　　染矢　一樹（2M）
　　　　　　森光　春暁（2C）
●男子砲丸投
★第２位：後藤　滉太（2C）

●男子円盤投
　　第４位：後藤　滉太（2C）
●男子1500ｍ（オープン）
　　第２位：矢野　稜之（2C）
　　第７位：吉田　圭吾（4E）
●女子走高跳
　　第３位：阿南　日和（2C）

担 当 校 熊本高等専門学校（八代キャンパス）

令和元年７月13・14日
八代市東陽スポーツセンター

●女子ダブルス
★優　勝：篠田　侑実（5M）

　　　　　　甲斐　杏子（4C）

●女子ダブルス
★準優勝：中野　和奏（2C）

　　　　　　船橋のどか（1C）

令和元年７月20・21日
八代市東陽スポーツセンター

●男子個人
　★準優勝：森岡　僚汰（2E）

●男子団体　第３位
●男子個人戦の部
　★準優勝：御手洗良紀（5C）、森山　竣矢（4C）

令和元年７月19～22日
（第一会場）県営八代運動公園野球場
（第二会場）川上哲治記念球場

　★準優勝：大分高専

水　泳水　泳

卓　球卓　球 剣　道剣　道

野　球野　球

令和元年７月19日
鴨池公園水泳プール

【決　勝】
●男子200ｍ平泳ぎ
　　第４位：稲田　真大（3C）
●男子200ｍ自由形
　　第６位：安藤　拓翔（2S）
●男子200ｍ背泳ぎ
　　第５位：小澤　和也（2S）

●男子100ｍ平泳ぎ
　　第６位：稲田　真大（3C）
●男子100ｍバタフライ
　　第８位：朝田　悠斗（2S）

【タイム決勝】
●男子200ｍバタフライ
★第１位：小澤　和也（2S）

●男子400ｍフリーリレー
　　第８位：兒玉　峻暢（5C）
　　　　　　野上　皓平（2M）
　　　　　　朝田　悠斗（2S）
　　　　　　安藤　拓翔（2S）
●男子400ｍメドレーリレー
　　第５位：小澤　和也（2S）
　　　　　　兒玉　峻暢（5C）
　　　　　　野上　皓平（2M）
　　　　　　安藤　拓翔（2S）
●女子50ｍ自由形
　　第７位：原　　成実（4M）

●女子100ｍ平泳ぎ
　　第６位：中屋敷　楓（3S）
　　第８位：山路　菜月（3S）
●女子100ｍ背泳ぎ
　　第４位：原　　成実（4M）
●女子４×50ｍメドレーリレー
　　第５位：原　　成実（4M）
　　　　　　中屋敷　楓（3S）
　　　　　　山路　菜月（3S）
　　　　　　疋田　萌華（1S）
●女子４×50ｍフリーリレー
　　第５位：山路　菜月（3S）
　　　　　　中屋敷　楓（3S）
　　　　　　疋田　萌華（1S）
　　　　　　原　　成実（4M）
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各種大会結果報告・全国高専大会競技結果各種大会結果報告・全国高専大会競技結果

第54回 全国高等専門学校体育大会第54回 全国高等専門学校体育大会

令和元年度 大分県高等学校新人陸上競技大会令和元年度 大分県高等学校新人陸上競技大会

担 当 校 都城工業高等専門学校

●男子50ｍ背泳ぎ
　　　　第７位　小澤　和也（2S）
●男子100ｍ背泳ぎ
　　　　第４位　小澤　和也（2S）

●男子50ｍバタフライ
　　　　第８位　安藤　拓翔（2S）
●男子200ｍバタフライ
　　　　第６位　小澤　和也（2S）

●女子50ｍ背泳ぎ
　　　　第８位　江藤　綾花（2S）
●女子50ｍ平泳ぎ
　　　　第７位　疋田　萌華（1S）

●男子砲丸投：第３位　後藤　滉太（2C）　●男子200ｍ：第７位　森光　春暁（2C）　●男子1500ｍ：第８位　矢野　稜之（2C）

令和元年度（第50回岡田杯） 大分県高等学校新人水泳競技大会（兼）
第81回（末弘杯） 全九州高等学校新人水泳競技大会大分県予選
令和元年度（第50回岡田杯） 大分県高等学校新人水泳競技大会（兼）
第81回（末弘杯） 全九州高等学校新人水泳競技大会大分県予選

担 当 校 広島商船高等専門学校

サッカーサッカー 令和元年７月12～14日
宮崎県都城市高城運動公園多目的広場

●優秀選手賞　山下　航史（5M）

柔　道柔　道 令和元年６月29・30日
早水公園体育文化センター
武道場

●男子60㎏級
　　第３位：木本　裕大（4M）
　　第３位：葛城祥太郎（3C）
●男子73㎏級
★準優勝：廣瀬瑠唯斗（3C）
●男子90㎏超級
　　第３位：高野　　聡（5E）
　　第３位：山野　雄貴（2M）

テニステニス 令和元年７月12・13日
熊本県民総合運動公園 パークドーム熊本

●男子団体　第３位
●男子シングルス
　　第３位：上向井大輝（5M）
●男子ダブルス
★準優勝：上向井大輝（5M）

　　　　　　甲斐　睦大（4E）
●女子団体　準優勝
●女子ダブルス
★準優勝：岡﨑　夢乃（5C）

　　　　　　安部　　萌（2C）

令和元年８月17・18日
エディオンスタジアム広島
（広島広域公園陸上競技場）

令和元年８月31日令和元年８月31日

令和元年９月15日・16日令和元年９月15日・16日

●男子5000ｍ 第６位　宿野　圭佑（5M）
●男子砲丸投 第８位　後藤　滉太（2C）

陸　上陸　上

担 当 校 津山工業高等専門学校

令和元年８月20～22日
岡山県倉敷マスカットスタジアム
（メイン・サブ球場）

●準優勝：大分高専

硬式野球硬式野球
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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 新入生オリエンテーション新入生オリエンテーション

こんにちは。総務局長の新納琉平です。
今年のオリエンテーションは豊後高田
市の香々地青少年の家で一泊二日の実施
となりました。当日まで不安で眠れない
日々でしたが、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
ました。
新入生の皆さんは素直で元気な学生ば
かりで二日間とても楽しかったです。
オリエンテーションの一大イベントで
ある校歌コンクールは例年よりも完成度
が高く、どのクラスも団結力がありいい
クラスだと感じました。
新入生の皆さんには、今回できた友達
を大切にしてイベントに積極的に取り組
み、楽しんで学校生活を送っていただき
たいです。
今回は自身も初めての最高責任者とし
ての経験で大きく成長しました。今後総
務としての大きな行事は無いですが、今
回の経験を生かして学生の生活を豊かに
できるよう尽力します。
最後になりますが、今回のオリエン
テーションは指導学生や先生方、職員の
方々のおかげで成功させることが出来ま
した。関係者の皆さんに厚く御礼申し上
げます。

ふと世間を見渡すと、日本では30年
続いた平成が「令和」へと変わり、世界
では技術の進歩による生活の質の向上、
異常気象による自然災害の増加など身に
しみてわかるほど状況が大きく変化し、
新たなる時代を迎えています。ですが今
も昔も世の中に高専生のような技術者が
必要であることに変わりありません。
副会長という立場である僕は大分高専
も変革を迎える時であると考えています
が、先頭に立つものが目標を掲げ、目指
さなければ簡単に変えることはできませ
ん。これからも例年同様行われる行事に
より一層力を入れ、充実させると共に、
今までにない新しい何かを実現できない
か日々考え、大きな壁が立ちはだかろう
とも現実から逃避行せずに頑張ります。
高専の学生を始め、地域の方々、三大
祭りにご来場いただいた皆様に満足して
いただけるような行事の企画・運営に努
めますので温かい目で見守っていただけ
ると嬉しいです。

昨年の副会長から引き継ぎ学生会長に
なりました森です。今年度も早いもので
半分が過ぎ、自分の高専生活も数カ月と
考えると少し寂しさを感じます。残され
た時間は少しでも多く学校に貢献できる
ように頑張ります。よろしくお願いします。
さて、夏休みが終われば大分高専の誇

る三大祭り「体育祭」「高専祭」「音楽祭」
があります。私たち学生会の一年間の
集大成がこのイベントに詰まっていると
言っても過言ではありません。
私自身も精一杯「退かぬ」「媚びぬ」「省
みぬ」の精神で頑張って行きたいと思い
ますのでよろしくお願いします。学生み
んなで最高の思い出を作りましょう‼

学生会長
５Ｍ

森　光志郎

副会長
４Ｃ

佐藤　春輝

総務局長
５Ｍ

新納　琉平
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学 生 会 便 り学 生 会 便 り
球 技 大 会球 技 大 会 学 生 会 総 会学 生 会 総 会 オープンキャンパスオープンキャンパス

こんにちは。文化局長の池園柊太です。
７月６日に行われたオープンキャンパ
スでは、多くの方にご来場いただき大分
高専が活気にあふれた一日となりました。
私が担当した文化展示では、各部活の日
ごろの活動の成果を多くの人に見ていた
だきました。
囲碁将棋部、茶道部、電子計算機部、
文芸部では、笑顔で楽しそうに活動を体
験する多くの方々の姿が見受けられまし
た。
写真部、気象天文部、書道部、美術部
では、作品の活動記録を、足を止め熱心
に見てくださっている方々が多くいらっ
しゃいました。
また、体育館では、軽音楽部、吹奏楽
部によるミニコンサート、ロボット研究
部によるロボットの実演が行われ、来て
くださった方も楽しんでいただけたこと
と思います。
今回のオープンキャンパスでご来場し
てくださった方々や先生方から意見や質
問がありましたので、それらをしっかり
と改善し、来年以降より良いオープン
キャンパスにできるように努めます。各
部活や先生など多くの人と連携して無事
終えることが出来ました。ご協力ありが
とうございました。

こんにちは、会計・監査局長の岡本美
柚です。
今年度の学生会総会を行うにあたって
各部活動の方々や高専祭実行委員、体育
局、音楽祭実行委員、総務局と慎重に話
し合って学生会費の予算を決めました。
今年度は、高専大会が南九州で行われる
ということで、例年よりも旅費が多くか
かるため、各方面での削減を行っていた
だきました。皆様のご協力のおかげで、
学生会総会において予算の承認をいただ
くことができました。ありがとうござい
ました。
監査に関しましては、今年度から学生
主事室のお力添えをいただき、大幅に方
針が変わりました。もし困ったこと等が
ありましたら、お気兼ねなく私たち学生
会にご相談ください。
今年度のよかった点も改善した方がよ
い点も、しっかりと後輩に引き継いで
いきます。今後とも、皆様のご協力の程、
よろしくお願いいたします。

※追記：全学生の分の資料を作る作業が
１番大変でした。

体育局長の矢野二朗です。最近はご飯
をよく噛んで食べます。当たり前のこと
を当たり前に行う「平凡の非凡」をモッ
トーに体作りに取り組んでいます。早食
いをして消化不良で体調を崩すのはもう
嫌です。さて５月に行われた球技大会、
みなさんお疲れ様でした。球技大会に向
けて昼休みや放課後は体育館またはグラ
ンドで各競技の練習に励む学生の姿が例
年以上に見られ、球技大会にかける情熱
が私の心にも伝わってきました。新入生
はクラスの仲間との絆は深まりましたか。
五年生は最後の球技大会、完全燃焼で終
わりましたか。また総合優勝を目指して
汗を流した他学年のみなさんも熱い時間
を過ごせましたか。総合結果は１位専攻
科、２位５Ｍ、３位４Ｍでした。おめで
とうございます。なんと専攻科が優勝し
ました。非常に驚きをかくせません。ま
たバスケ、バレー、サッカー、硬式テニス、
ソフトボール競技で入賞した各クラスの
みなさんもおめでとうございます。運営
を務めさせていただいた体育局、また学
生会、審判のご協力をしていただいた各
部活動、さらには各競技に参加した学生
のおかげで大きな怪我の報告もなく今年
も球技大会を行うことができました。こ
の場をお借りして、心より御礼申し上げ
ます。
また、10月には体育祭があります。

大分高専独特の雰囲気に包まれる第一グ
ランドがもうすぐやってきます。競技は
パワー系の種目よりもスピード系の種目
のほうが圧倒的に多いです。いまのうち
に走り込みをして体に鞭を打ち、入念な
準備をしたうえで総合優勝を目指してが
んばってください。

体育局長
５Ｃ

矢野　二朗

会計・監査局長
５Ｓ

岡本　美柚

文化局長
４Ｃ

池園　柊太
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寮 生 会 便 り寮 生 会 便 り
長長会長会後期寮生会後期寮後期寮生会長生会長生会長生会長会生会長後期寮生会長後期寮生会長 長長会長会後期寮生副会後期寮生副後期寮生副会長会長会長会長会会長後期寮生副会長後期寮生副会長 前期寮生会長前期寮生会長前期寮生会長前期寮生会長前期寮生会長

前寮生会長の電気電子工学科５年坂本
泰都です。任期を終えるにあたって遺言
を残して消えようと思います。

遺言書。
１年間寮生会長を務めさせていただい
たのですが、まあそんな印象に残ってい
ないことでしょう。それもそのはずこの
１年私はほとんど何もしていません。強
いて言うなら寮祭の買い物に行き、友達
におごらせたぐらいですかねｗ
この１年間様々な行事がありましたが
寮生会の役員の協力あって何とか成功？
させることができました。友達には感謝
感謝です！ 寮生活を送っていく中で友
達や交友関係を大事にして欲しいし、そ
ういう寮づくりをしていってほしいです。
この１年仲間の大切さ、協力すること
の大切さを実感する１年でした。寮生会
長の吉田君には寮生会の役員を率いてこ
れから頑張ってもらいたいです。私はお
手本になるわけでもなく、ぐだぐだして
いましたが、私自身も改心しこれから頑
張っていきたいと思います。
今までありがとうございました。
最後にこれまでお世話になりました
様々な方々に感謝申し上げます。

この度新しく副寮生会長になりました
都市・環境工学科３年の佐藤快成です。
僕が入寮した頃は、指導寮生や寮生会
長がとても大人に見えて、自分が副会長
になれるなんて思ってもいませんでした。
あれからもう２年も経ち、寮生会のメン
バーを決めると先輩から話を聞いた時は
「もう３年生か、この２年間一瞬だった
なぁ」という感想しか出てきませんでし
た。それほど寮生会を運営されてきた先
輩方がすごかったからだと思います。僕
たち３年生も先輩方を見習って後輩に素
晴らしいと思われるような寮生会を作り
ます。これからの明野寮を引っ張ってい
くのは３年生です！
今までは寮祭やバレーボール大会など
楽しむ側でしたが、運営する側になるの
で寮生全員が楽しめる新しい行事などを
作りたいなと思っています。
また明野寮は共同生活を学ぶ場所だと
思います。先輩や後輩が一緒に住むこと
は中々経験できることではないので、挨
拶など学ぶことがたくさんあります。寮
生の意見をしっかり聞き入れて全員の学
習や寮生活が充実するような環境作りを
頑張りたいです。
僕自身もこのような大役を担うのは初
めてですが、みんなに信頼されるよう
な副寮生会長になれるように頑張ります。
よろしくお願いします。

この度寮生会長になりました、電気電
子工学科４年の吉田圭吾です。ついに吉
田圭吾が会長になるときがきましたよ！
さぁ、寮生たちよ働け働けー！…なん
て言いませんが、みなさんの力をお借り
することがあると思いますので、頼みま
すね。私の役目は、みなさんの意見を聞
き、より良い明野寮をつくること。そし
て寮生個人個人の橋渡しだと考えていま
す。精一杯頑張りますので、よろしくお
願いします。
みなさんは、寮で他学科や他学年と交

流を深められているでしょうか？私は今
の明野寮では私が入寮したときよりでき
なくなってきていると感じています。こ
れを言うと「寮で人と関わらんでも生活
さえできればいいじゃん」そう思う人も
いると思います。考えてみてください。
寮の最大の利点とは何か。私は「コミュ
ニケーションをとる経験を積める環境で
ある」と思います。社会に出ると必要な
コミュニケーション。その練習の場が寮
だと私は思います。自宅通学や一人暮ら
しではありえないこの寮という環境。食
堂や風呂場などコミュニケーションをと
るチャンスはいくらでもあります。活か
すも活かさぬも自分次第。活かせば将来
役に立つ。ぜひ活かしてください。
最後に、前寮生会長、坂本泰都さんを

はじめとする前寮生会のみなさんお疲れ
様でした。先輩方の団結力や会議で積極
的に討論する姿、私たちに足りないもの
を教えてもらいました。これからその背
中に追いつき、追いこせるよう私たちも
精進してまいります。本当にありがとう
ございました。

４Ｅ

吉田　圭吾

３Ｃ

佐藤　快成

５Ｅ

坂本　泰都
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新 新 留

新

新

留

本科  新入生・留学生の声本科  新入生・留学生の声

高専で生活して感じたこと
１Ｍ　　山本　勇貴

高専で生活して感じたこと
１Ｍ　　山本　勇貴

高専に入学しての気づき
１Ｓ　　北村　玲英

高専に入学しての気づき
１Ｓ　　北村　玲英

大分高専での生活
３Ｅ　　ノン

大分高専での生活
３Ｅ　　ノン

高専に入学して
１Ｅ　　小野　夏樹

高専に入学して
１Ｅ　　小野　夏樹

自律・自立する高専生
１Ｃ　　渡邉　龍聖

自律・自立する高専生
１Ｃ　　渡邉　龍聖

日本での留学生活
３Ｃ　　ジュン

日本での留学生活
３Ｃ　　ジュン

私はカンボジアから来ました。私は大
分に来る前は東京で留学生向けの日本語
コースを受けました。これからは大分高
専に入って専門の勉強を目指して学んで
いきたいと思います。もう入学し３カ月
経ちましたが、勉強は当然上手くいくこ
ともあればそうでないこともあります。
留学生の私にとってのうまくいかない
原因は日本語です。私の日本語はまだま
だで、大分にも方言があるからです。辛
いことに先生の面白い話をしてくれたと
き、皆さんは笑っている中で、私は何の
話か分かりません。それでも先生は私に
やさしくして、よく私の困りごとを聞い
てくれました。専門科目と実験では経験
したことがないので困りましたが、私が
困っているとクラスの仲間が説明してく
れて助かりました。
大分高専で過ごすには楽しいことも辛
いことも両方あります。今では学校生活
にも慣れてきました。これから勉強はど
んどん難しくなりますが、頑張ろうと
思っています。

私はジュンです。マレーシアから来ま
した。日本に着いてからもう三ヶ月に
なります。やはり日本は聞いた通り綺麗、
清潔、豊かな国だと思います。留学して、
家族からこんなに遠く離れたのは初めて
だから、ここにきたばかりは少し不安
だったけど、寮のチューターと担任の先
生からいろいろ助けてもらったから、寮
の生活については安心しています。大分
高専の人達も親切だし、先生方の授業も
分かりやすいから、困ったことは特にな
いです。
日本の文化や習慣は素晴らしいと感じ
ています。部活は卓球部に入りました。
練習も楽しんでいます。卓球部の皆は毎
日練習を励んでいるから、自分も皆と一
緒に頑張りたいと思います。
ここの生活にだいぶ慣れてきたのは、
周りの友達と先生方のおかげです。いつ
もお世話になってありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。

僕が大分高専に入って良かったと思っ
たことは沢山ありますが、まず１つ目は
先輩や先生方が、とてもユニークで面白
いという事です。先生方は、個人で専門
的な研究を行っており、その話を聞くの
はとても興味深くめちゃくちゃ面白いで
す。先輩方も県立のほかの高校と違い、
５年生までいますから幅広い年代の人達
と話をする機会があり、色々な話を聞く
ことが出来てとても楽しいです！
２つ目としては、専門教科の勉強の興
味深さです。専門分野を学ぶためにこの
学校に入ったと言っても過言ではないの
で、楽しくない訳がなく週一しかないの
がすごくもどかしいまであります。
３つ目は学習環境の良さです。部活動
に入れば先輩方に丁寧に教えてもらうこ
ともできるし、先生方の研究室に行けば
分かるまで何度でも教えてもらえます。

僕は高専に入学して、「自律・自立」
するのが高専生なのだと感じました。大
分高専は他の高校に比べて自由な面が多
く、のびのびと学校生活を過ごせます。
その反面、自分が甘えようと思えば甘え
ることができてしまいます。
入学当時、ある先生が「他者から “ 勉
強しなさい ”と言われなくても自ら勉強
するのが高専生」と、これまでとこれか
らの違いを教えて下さいました。僕は、
そのとき、高専生が生徒ではなく、自ら
学ぶ「学生」と呼ばれる意味が分かりま
した。
僕は、この高専での五年間を有意義に
するためには、自分に厳しく成し遂げて
いく「自律」と、自分の力で考えて判断し、
行動していく「自立」が重要だと思います。
そして、これからをどう過ごすかは、自
分次第です。
僕は、高専生としての自覚と自律心を
持ち、自立した人間になる為、日々邁進
していきます。また、自分の夢の実現に
向け、良き友と充実した高専生活を送り
たいです。

僕が高専で生活をして感じたことは
勉強の難しさです。普通の高校は欠点
が30点ですが高専は60点なので普通の
高校の倍です。それに加えて高専は課題
が少ないため勉強するか、しないかは自
由です。中学校では宿題でしか勉強しな
かった僕にとって「自主的に勉強する」
ということはとても難しいことでした。
勉強に力が入らず時間だけが過ぎていま
した。そして迎えた前期中間テスト。僕
はとても悪い結果になりました。そこで
やっと本気で勉強しないと、と思いまし
た。これからは図書館などを利用して勉
強に力を入れたいと思います。高専は勉
強こそ大変ですが楽しいイベントがたく
さんあります。まずは入学してすぐにあ
る球技大会です。球技大会には１年生か
ら専攻科生まですべての学年の学生が出
ます。そのため先輩との交流やクラスの
仲を深めることができとても楽しかった
です。

私が高専に入学して３か月経ちました
が、今一番感じていることは、高専で進
級することの大変さです。
高専では課題がほとんどないと言って

も過言ではなく、放課後の時間は大部分
を自分のために使うことができます。し
かしながら定期テストの欠点は60点と
普通の高校よりも高いため、自分で学習
し理解することが求められます。課題の
少なさにより与えられた自由には、自分
で学習するという責任も伴うと考えてい
ます。このことを意識しなければ、高専
で進級することはできないと思います。
私達の５年間の高専生活は、まだ始

まったばかりです。入学して３か月の今
の気持ちを忘れずに「初志貫徹」を意識
していきたいと考えています。また、与
えられた自由を活かし、それに伴う責任
を全うし、これからの高専での生活を謳
歌したいです。
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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らららららららら地域共創テクノセンターから

大分高専の全教員が各部門のいずれかに所属しています

大分高専地域共創テクノセンター

安心部門
●防災研究と防災士養成
●水環境保全
●紛争・交渉力

活力部門
●農工連携研究
● IoT, ＡＩ技術
●温泉システム

発展部門
●ニッチトップ（小水力，地熱）
●有望分野（電力自由化，水素）
●ドローン

知力向上部門
●地域公開講座及び出前授業

南　海
トラフ

温泉県
おおいた

  「豊の国」
共　創

また、地域連携の活動拠点として、次の
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。

トラフ」、「温泉県おおいた」、「豊の国共
創」の３つのキーワードを掲げて、「安
心部門」、「活力部門」、「発展部門」に加え、
これまで活動を行ってきた理科教育支援
を含む「知力向上部門」の４部門を設け、
本校の全教員がいずれかの部門に所属す
ることにより、学科を越えた連携研究を
行います。
地域共創テクノセンターには、運営委
員会メンバーの教職員組織といったソフ
ト対応部分と本部、共同教育研究棟、共
同プロジェクト研究棟及び ICT 分析 ･
計測実験室等のハード対応部分があり、
各科教職員が展開する研究や共同研究等
に利用されている外、学外の教育研究機
関や企業研究者あるいは技術者の方々に
も本校設置の機器類を利用していただく
ことが出来る仕組みがあります。

高等専門学校（高専）では教育研究活
動に加えて、積極的な「地域貢献（地
域連携）」に関する活動も推進しており、
大分高専においても平成13年度に、従
来の実習工場と共同教育研究センターを
工業技術に関する教育と研究のための学
内共同利用施設に統合し、総合教育研究
センターを設置しました。
平成18年度には地域との連携交流を

さらに促進するため、名称を地域連携交
流センターと改称、さらに、平成29年
度には、これまでの産学官連携活動を強
化して新たに地域共創を展開するため、
地域連携交流センターと環境科学技術セ
ンターを改組し、地域共創テクノセン
ターとして生まれ変わりました。
地域共創テクノセンターでは、連携協

定を締結している大分県が掲げている
「安心・活力・発展プラン」を基に「南海

テクノフォーラム 第29回技術講演会 科学と遊ぼう！ 公開講座
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４S　野田　直希　

私は９月16日から９月20日までの三
菱電機システムサービス株式会社のイ
ンターンシップに参加させていただきま
した。
主な研修内容はシステムエンジニアと
はどのようなことをする仕事なのかとい
う説明とシーケンサのプログラミング実
習でした。
私は今回のインターンシップでコミュ
ニケーションをとることの大切さを学び
ました。システムエンジニアとは、お客
様の要望を聞き出し、その要望に合った
最適なシステムを提案、設計までを行
う職業です。そのためお客様の要望を適
切に聞き出すことが重要になってきます。
高専は５年間同じクラスなため環境が変
わりません。そのため社交性やコミュニ
ケーション能力が身に付きにくいところ
があると思います。それらの能力を身に
着けるためにアルバイトや留学など自ら
コミュニケーションの幅を広げていく必
要があると感じました。

４E　吉田　圭吾　

私は８月28日から９月６日までの二
週間に亘り、株式会社デンソーテンのイ
ンターンシップに参加させて頂きました。
デンソーテンのインターンシップでは、
電池制御の仕組みや、クルマづくりの技
術と ICT を活用した、つながるサービ
スについて学ぶことができました。授業
で教わった知識や技術もたくさん使われ
ており、学校の授業や実験の大切さを感
じました。特にクルマに関する研修では、
近年の急速な電子化に伴う数多くの技術
と展望、またそれらを繋ぐネットワーク
の重要性がますます高まっており、企業
も日進月歩の中、最新の技術を勉強して
いるんだと感じました。また企業が製品
に対して求める水準がとても高く、安全
性や生産性といった点への注力がものす
ごかったことが記憶に残りました。
企業全般に言えることかと思いますが、
会社で働くにあたって重要なことは、技
術や知識だけでなく、協調性が大切なの
だと教わりました。チームで物事を解決
し、製品を作り上げていく姿勢が大切な
のだと話して頂けました。私も部活動
やクラスの友人らと培ってきたコミュニ
ケーション能力と積極性をさらに伸ばし、
社会でも通用する人材になれるよう高専
生活を過ごしていきたいです。

国内インターンシップ

４M　大江　洸生　

皆さん、ご自身の自転車をご覧下さい。
ブレーキ部分、変速、レバーなどよく見
たら SHIMANOと書いてませんか？ も
ちろん、そうでないのもあります。シマ
ノと言えば、釣具で有名なのですが、冒
頭で述べたように自転車の部品も作って
いる会社なのです。意外と知られてない
ですが、自転車の変速機では世界シェア
率ナンバーワンで、私のような自転車マ
ニアからしたら高嶺の花のメーカーでイ
ンターンシップを行うことができました。
本社は大阪府堺市にありますが、今回

は現場実習ということで山口県にある下
関工場で研修が行われました。インター
ンシップ内容としては、鍛造・切削・熱
処理・表面処理の現場をグループに分か
れて見学、実習をしました。そこで何を
していたのかは社外秘なので言えません
が、私がこのインターンシップを通して
感じたことを述べようと思います。『ハ
ングリー精神』この７日を言葉で表すと
したらこれです。たしかに、マニュアル
に基づいて制作を行ったり行動したりす
ることは悪いことではありません。し
かし、それで満足してはいけないのです。
生産企業というのは常に新しいアイデア
を出し続け、ゴールを作らずに前へ前へ
と進んでいるのです。そんなハングリー
な精神がこの先私たちの未来に必要なん
だと感じました。
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情報工学科　　西村　俊二

テマセク・ポリテクニックからの
　　　　　　  短期留学生受入

国際交流・留学生委員会委員長　　　
穴井　孝義

　第一回ニュージーランド
　　　　　　  短期語学研修

に慣れていきました。
訪問先のティマル市は人口約４万５千
人と小さくのどかな街で、都会から離れ
ている分、勉学に集中するには最適な滞
在場所でした。ホームステイ先も全て国
による資格審査をクリアした家庭のため、
より安心感がありました。
ただ、初回ならではのプチ事件も多々
発生。入国後の税関審査に時間がかかり
乗継便を逃した事件、空港でのパスポー
ト紛失事件（後日無事に戻りました。何
と治安のいい国か！）、航空券をスーツ
ケースに入れたまま手荷物預入れしてし
まった事件…等々ありましたが、全員
無事に帰国しました。
帰国後、学生からは「NZ の良さ、日
本の良さ、英会話、NZ以外の国の文化
なども色々学べた」、「時差が短くて良
かった」、「日本語が全く通じないので
英語に挑戦しやすい環境だった」、「授
業で習った英語表現をそのまま現地で
Output できて良かった」、「ホームステ
イ先の家族がみんな歓迎してくれて嬉し
かった」等々、肯定的な感想が多く寄せ
られました。
今回の訪問で本校はクライストチャー
チ工科大学と正式に交流協定を締結しま
した。今後も積極的に国際交流を拡大さ
せていく予定です。

本校では、幅広い国際感覚を持った「英
語が使える高専生」を育成する事業の一
環として、本年３月、ニュージーランド
国立クライストチャーチ工科大学ティマ
ルキャンパスでの短期語学研修（約２週
間）を実施しました。
第一回は、本校１年生から専攻科１年
生まで計16名の学生が参加。午前中は
大学での語学研修、午後は現地小学生
との交流や文化施設訪問、牧羊大国な
らではの大自然との触れ合い等、バラエ
ティー豊かな体験をしました。
学生は出発前に基本的な会話表現の習
得に励みましたが、現地では “生の英語 ”
に圧倒される場面もあったようです。そ
れでも、さすがは若者。皆、徐々に英語

ちょっと古い話となってしまいました
が平成30年９月25日から12月14日まで
の約３ヶ月間、シンガポール国テマセク・
ポリテクニック（TemasekPolytechnic）校
からの短期留学生ケビン（Kevin Wong）
さんとダレン（Darren Seah）さんの２名
を受け入れました。ケビンさんはリー
ダー肌でスポーツマン、来日初日に寮を
案内しつつ「ここでの生活に早く慣れて
くださいね」と話しているとさっそく「ト
レーニングができるところはあるか？」
と尋ねてきました。ダレンさんはプログ
ラミングが得意な根っからのエンジニア
という感じで、ルービックキューブをい
つも持ち歩いており、研究室では見事な
早解きを見せてくれました。
期間中ケビンさんはアカデミックリ

サーチを、ダレンさんは先端技術に関す
るソフトウェア開発を中心に活動し、最
後にケビンさんは “Academic Research 
for UPPAAL and Development of 
Magic Mirror System”、ダレンさんは
“Academic Research for Computer 
Graphics and Application of Smart 
Speaker” と題して成果発表を行いました。
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