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巻頭言巻頭言 人が環境をつくり、
　　　　　環境が人をつくる
人が環境をつくり、
　　　　　環境が人をつくる 校長　日野　伸一校長　日野　伸一

課題を抱えています。SDGｓのスロー
ガンは、これらの諸課題に対して、産業
界だけでなく教育研究機関をはじめ、さ
まざまな分野において取り組んで行かね
ばならないというものです。少々難しい
話だったかも知れませんが、現在、私た
ち人類が抱える社会的共通課題として認
識すべきものだと理解して戴ければよろ
しいかと思います。

皆さんは、大分高専の本科を卒業ある
いは専攻科を修了し、これから就職して
社会人として巣立つ人、あるいは本校の
専攻科や他大学・大学院に進学してさ
らに勉学に励む人、いずれにしても新た
な環境の下で生きていくことになります。
私は、皆さんの人生の先輩として、「人
が環境をつくる。そして環境が人をつ
くる。」という言葉を贈りたいと思いま
す。皆さんは、今日まで大分高専で、ク
ラスの友人、先輩後輩、そして先生方と
一緒に、日々の勉学や部活動などの学校
生活を過ごしてきました。良くも悪く
も、現在の皆さんの知的能力や人格は少
なからず、この環境の中で育まれたもの
と言えるでしょう。また、これからの皆
さんの生涯で、身を置く環境、つき合う
人間関係によって、それぞれに成長して
いくことでしょう。そして、最も大切な
ことは、日々の自己研鑽を怠らないこと
です。京セラや第二電電（現KDDI）の創
業者でわが国を代表する実業家であると
同時に、稲盛財団を設立して数々の啓蒙・
慈善活動に尽力された稲盛和夫氏は、著
書「生き方～人間として一番大切なこと」

（サンマーク出版、2004年）の中で、「一
生懸命働くこと、感謝の心を忘れないこ
と、善き思い、正しい行いに務めること、
素直な反省心でいつも自分を律すること、
日々の暮らしの中で心を磨き、人格を高
め続けること。すなわち、そのような当
たり前のことを一生懸命行っていくこと
に、まさに生きる意義があるし、それ以
外に人間としての生き方はないように思
う。」と述べています。

令和3年（2021年）、今年の干支は丑（牛）
です。地道ながら、一歩一歩勤勉実直に
一日を生きていこうではありませんか。

皆さんの新たな門出をお祝いしたいと思
います。

今春本校を卒業または修了される学生
諸君に、以下に激励の言葉を贈りたいと
思います。

本校では、5年一貫教育、専攻科修了
生に関しては7年一貫教育を通じて、わ
が国の工業の発展を支え、将来グローバ
ルに活躍できる実践的技術者を育成し、
社会に輩出してきました。これまで、多数
の本校卒業生が技術者や研究者として、
産業界、学界、官界などで活躍している
ように、皆さんも同様の活躍をし社会の
発展に貢献されるであろうと確信してい
ます。そのためには、本校で修得した専
門知識・技術とともに、実験・実習、卒
業研究や特別研究を通じて培った課題解
決能力、俯瞰的なものの見方、そして自
らの考えを他者にプレゼンし議論するコ
ミュニケーション力などが必要です。し
かし、それだけでは決して十分とは言え
ません。近年、急速に発展してきた人工
知能やロボットなどIoTやICTを駆使し
たデジタルイノベーションをフル活用し
て、社会が抱える諸課題を解決し快適に
暮らすことのできるような超スマート社
会、いわゆる「Society 5.0」の実現に取り
組んで行かねばなりません。

2015 年に国連サミットが開催され、
将来人類が抱える地球規模の諸課題に
対し、「世界を変革する：持続可能な開
発のための2030アジェンダ」が採択され
ました。その中には、2030年までを期
限とする17の目標と169のターゲットか
らなる「持続可能な開発目標（SDGｓ）」
が掲げられています。2030年といえば、
皆さんが一人前の技術者として成長し、
これからの社会を支えて行かねばならな
い時期に相当します。2030年には、世
界人口は現在よりさらに10億人増加す
る一方で、日本の総人口は1.2億人を下
回り急速な減少へと向かっていくと予想
されています。加えて、高齢化と都市集
中化が今以上に進みます。これは、わが
国だけでなく世界共通の課題です。食料、
水、エネルギー、都市インフラなどが不
足するとともに、資源の枯渇、自然災害
や地球温暖化など、深刻さを増す喫緊の

令和に入って2回目の卒業式・修了式
を迎えるにあたり、本科卒業生ならびに
専攻科修了生の皆さんに、心よりお祝い
を申し上げます。また、保護者の皆様に
も、ご祝意とともに今日まで多大のご支
援、ご協力を賜りましたことに対し、衷
心よりお礼申し上げます。

本来ならば、本科卒業生にもう1名が
加わるはずでしたが、昨年在学中に逝去
され、叶わぬ夢となったことは甚だ残念
でなりません。心よりご冥福をお祈りい
たします。

さて、昨年を振り返れば、まさに地球
上全体が、コロナウイルス感染症一色
ともいえる一年でした。本誌前号の巻頭
言で、世界の累計感染者数3,600万人お
よび死者総数105万人（いずれも2020年
10月9日現在）と報告しましたが、それ
からわずか3ヶ月後の現在（2021年1月
13日現在）における感染者数は9,000万人、
死者総数は195万人にまで急増し、恐ろ
しいほどにコロナ禍拡大の勢いは止まり
ません。本来ならば、最終学年として最
も充実した学校生活を送るはずのこの１
年間が、コロナ禍によるさまざまな制約
を余儀なくされ不完全燃焼に終わったの
ではないかと皆さんの胸中を推察しま
す。しかし、これも皆さんの長い人生の
中での思い出となる歴史的一ページとし
て前向きに受け止めようではありません
か。そして、まだまだ予断を許しません
が、今年こそは、忌まわしいコロナ禍か
らも脱却し、明るい未来に向かっての復
活の年になるであろうことを祈念しつつ、
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主 事 室 便 り主 事 室 便 り

卒業、修了おめ
でとう！

寮 生 27 名を含
む卒業生・専攻科
修了生の皆さん、

ならびに保護者の皆様方に心よりお喜び
申し上げます。　 

親元から離れ、中学卒業後の15歳で
入寮した皆さんは、この日を迎えるまで
に多くの成長を遂げています。入寮当
日は大きな不安を抱えていたでしょうが、
精神的にも、身体的にも大きくなりまし
た。辛いことや嬉しいことなど色々あっ
たでしょうが、同じ釜の飯を食べた仲間
がいて、互いを励まし合い、乗り越える
ことができたのではないでしょうか。さ
らには、寂しい思いをしながら家から送
り出してくれた保護者の方、毎日の食事
の世話をして体調を気遣ってくれた食堂
の皆さん、朝寝坊を起こしてくれた主
事補の先生方、優しく、時には厳しく指
導してくれた寮母さんや指導員の皆さん、
事務室で様々なことに対応してくれた事
務員の皆さんと、非常に多くの方々に支
えられた寮生活だったことに感謝して下
さい。さまざまなご縁があって、今の皆
さんの成長があるのですね。教科書では
学べない大切な何かを寮生活で学んだの
です。それらは、皆さんの信頼として現
れることになるでしょう。

これから社会人になる人、大学院に進
学する人それぞれの道を歩みますが、大
分高専で得た様々な経験を元に、技術を
深め、練磨していくことと併せて、総合
的な視座に立って的確な判断ができ、未
来を見通す技術者として社会に貢献され
るよう期待しています。

人生は何をするにしても健康が大切で
す。私ぐらいの年齢になると、切実に感
じます。皆さん、適度な運動と適切な食
事、そして楽しい休養を忘れずに。

本科卒業生、専
攻科修了生の皆さ
ん、そして保護者
の皆様、卒業・修
了誠におめでとう

ございます！大分高専での５年及び７年
間の学生生活、楽しいことばかりでなく、
辛いこともあったと思います。しかし、
それらを乗り越えて皆さんは大きく成長
されたことと思います。

今年は皆さんの高専生活最後の年に
「コロナウイルス」という世界中を恐怖
に落とし入れた怪物が暴れまわっていま
す。前期はほとんどの行事（新入生オリ
エンテーション、球技大会等）や大会（九
州沖縄地区体育大会等）が中止となりま
した。また部活動なども活動時間が短く
なり不満が残ったことと思います。しか
し後期は学生会やクラスの役員などの活
躍で３大祭りを開催することが出来まし
た。例年とは異なり、体育祭は短縮の午
前中の開催。高専祭は一般の方の入場が
出来ない教職員と学生だけの開催となり
ましたがどちらも思った以上の盛り上が
りだったと思います。音楽祭は３年ぶり
のホルトホール大分での開催でコロナ対
策を万全に行いました。そして、俺達に
はコロナのことなど関係ないとばかりに
活躍をしてくれたのがロボ研部です。ロ
ボコン九州沖縄地区大会で、コロナ禍に
よる初めてのオンラインでの開催という
こともあり多くの制約があるなか、見事
最優秀賞に輝き全国大会に出場すること
になりました。全国大会では大賞は逃し
たものの、見事３位になり、アイデア賞
を受賞しました。BRAVO ！！！ロボ研
部！！

皆さんが大分高専を巣立った後もコロ
ナウイルスは皆さんの前に立ちはだか
るかもしれません。世間では「withコロ
ナ」と言われてますが、私は「打倒コロ
ナ」だと思っています。どんなことがあ
ろうとも絶対に「コロナ」には負けない
で、君たちの未来を輝くものにして下さ
い。

本科卒業生、専
攻科修了生のみな
さん、本科ご卒業、
専攻科修了、おめ
でとうございます。

心からお祝いを申し上げます。保護者の
皆様におかれましても、さぞお慶びのこ
とと存じます。謹んでお祝いを申し上げ
ます。

卒業、修了に至るために、5年以上あ
るいは7年以上の長きにわたって日々尽
くされてきたみなさんのご努力を心から
讃えたいと思います。また、ここに至る
ためにご支援ご協力をいただきました保
護者の方々をはじめ関係者の方々に深く
感謝を申し上げます。

在学中にはたくさんの出会いがあった
と思います。かけがえのない友との出会
い、心に残る本との出会い、あるいは学
習の過程で得た発見や、クラブ活動で得
た体験、卒業修了までに培った能力など、
これらのたくさんの宝物をどうか大切に
されてください。

校歌に「心のたまをみがきあい」とあ
ります。さまざまの体験や知識、感情、
考察、によって、我々はだんだんと心の
たまを磨いていくことになるのだと思い
ますが、このとき「どのような人になり
たいか」を持っていると心のたまを磨く
指針にもなるのではないでしょうか。本
校は、技術者を養成する学校ですが、将
来のみなさんにめざして欲しい技術者像
をかかげ、このために卒業・修了までに
身につけて欲しい学習教育目標を設定し
てカリキュラムを構築しています。つま
り、教育の芯には技術者像があります。

社会や大学に船出するとき、自分なり
のめざすべき（めざしたい）技術者像あ
るいは人物像をしっかり思い描き、あゆ
みとともにもちろん時には描いた像を修
正しながら、心のたまを磨き、コツコツ
と一歩一歩進んでいっていただければと
思います。

みなさんの未来がいきいきと輝き、幸
多きことを心から願っています。

卒業、修了、おめでとう！

教務主事
高橋　　徹

学生主事
川内谷　一志

寮務主事
清武　博文
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卒業おめでとう卒業おめでとう 機械工学科
５M担任　薬師寺 輝敏

大分高専に赴任して33年目を迎え、
５年担任として卒業生を送り出すのは５
回目になります。ある程度の年齢にな
ると管理職等が回ってきて担任ができな
くなり、寂しい思いをしておりましたが、
16年目にしてやっと４Mの担任を任さ
れ、昨年度は球技大会や体育祭で大暴れ
するクラスを誇らしく見ておりました。
今年度は残念ながら行事が中止になりま
したが、最後に気持ちの良い学生が集ま
るクラスの担任ができて本当にうれしく
思います。卒業後はばらばらになります
が、何らかの形でつながっていけたらい
いなと思います。

（雪野 凜太郎）  勉学に積極的に取り組み、
自分を成長させることができた５年間で
した。飾りはゴミや、カスや、不要品や！
そんなものにこだわっとる限り、本質は、
真実は絶対に見えてこない！！

（大江 洸生） 5年間で学んだことがある。
それはこのクラスが最高で最強だという
こと。結局、俺らしか勝たん！（清松 
東矢 ）その両目は前を見るために着いて
いる。その両足は歩くために着いている。
あなたは夢を見るために生きている。（清
松 直人）自分が死ぬ時のことは分から
ないけど、死ぬ時は後悔したくない（河
野 柊 ）5年間同じ面子でも飽きのこない
とても楽しいメンバーでした。5年間あ
りがとう！楽しかった！（大窪 沢季）単

位与奪の権を先生に握らせるな！惨めっ
たらしく再試の勉強をするのはやめろ！

（執行 晃）10年後の僕へ。今、僕は幸せ
に暮らしていますか？高専では沢山の刺
激がありましたが、それは全部虚構です。
要するにフィクションなのです。高専の
地下には沢山の奴隷が働いています。僕
はその方々を助ける事が出来ませんで
したが、これを見ている貴方なら出来
ると思います。（栗山  和大）皆様のおか
げで僕がトップです。（微分してわかる
くらいの嘘）（江藤 春輝 ）お前がメンヘ
ラを語るな！！！だが、俺が言えること
は、メンヘラ女には気をつけろ（中村 建
太）1年生で左足、5年生で右足の靭帯を
切りました。晴れて体重もハチロクに戻
りました（中嶋 竜太郎）出来るだけ嘘は
無いようにどんな時も優しくあれるよう
に人が痛みを感じた時には自分の事のよ
うに思えるように（佐藤初秀）｢スクワッ
トしたら足が太くなるぅ〜｣ っていう女
子がゴキブリの次に嫌いです。（中島 佑
介）「追認試験しか勝たん。」（齋藤 一基 
）5年間ありがとうございました。（津久
間 俊太）体育祭の連覇切らすんじゃねー
ゾ!（中村 俊介）そんなことより麻雀し
よーぜ (姫嶋 萌木)た さらんへ〜（田仲 
和志） あ〜ここが別府アリーナやったら
良かったにな〜（西山 滉一）防水の設計
では、ガスケットが助っ人（阪本 倫太
郎）5年間楽しい高専生活ありがとうご
ざいました。科学室の床を溶かしたのも

いい思い出になりました。（ごめんなさ
い）それでも私は無事故無違反マン（佐
藤 翔一）JISZ2255:2003はいいぞ。（兼田 
皓生）59に愛された5年間でした。（末次 
晴彦）すっごい楽しかった（小並感）（木
本 裕大） 5年間楽しかったです。ありが
とう！（田村 崚） カネの脅迫、ダメゼッ
タイ。（村本 健太郎）むらもとは20さい
になった！おさけとまーじゃんをおぼえ
た。（足立 直弥） 研究楽じぃぃぃ！！！

（大嘘）（宮岡 雅弥）いろいろあったね、
みんなありがとう

（南 圭亮） 5年間ありがとう！（池永 賢
太） いいですねぇ（原 成実 ）5年間あり
がとうございました！（国宗 理恵） ｢5
年間ありがとう！専攻科勢は来年から
もよろしく。（宮野 竣一朗） 四筒と五筒
は似てるから間違えるなよ（立川 正真） 
ストレートで卒業できてよかったです。

（須藤 稜晟） 高専生活楽しんでください。
（田中 芳樹） 在校生の皆さん、文字数に
制限があるので率直に言います。今これ
を見ているあなたには私の後継者になっ
てもらいたいのです。そう、一発ギャグ
を高専行事の表彰時に披露する役です。
これを決めるにあたって年明け最初の行
事に1人ずつ一発ギャグを全員に披露し
てもらいます。一番面白いと思う人を後
継者とします。学校をさらに活気のある
ものとしましょう。

⃝卒業生からのメッセージ⃝

このページの主役は我々だ
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卒業おめでとう卒業おめでとう 電気電子工学科
５E担任　山口　貴之

この号が出ているころには、5Eの皆
さんは皆卒業を迎え、それぞれの進路に
羽ばたこうとしているかと思います。高
専生活はいかがだったでしょうか。進
学する学生にとっても、就職する学生に
とっても、この高専生活は人生のなかで
大きな意味を占める期間になるかと思い
ます。特にここでの交友関係は一生もの
になるでしょう、是非卒業後もお互いに
連絡を取り続け、社会に出てからも切磋
琢磨しあえる関係であり続けて下さい。

今年は年度当初よりコロナ禍の影響も
あり、就職・進学ともに手探りの状態
での活動だったかと思います。オンラ
インでの活動も多く、思ったように自己
を表現できなかった人もいたでしょう。
ひょっとしたら歴史の大きな転換点にみ
なさんは立っていたのかも知れません。
色々と苦労をしたと思いますが、後に振
り返って笑い話に出来るくらいに、社会
に出て活躍して貰えればと思います。

みなさん、卒業おめでとう！

安藤　磨雄：再见

岩尾　啓太：声なき声に力を。
大亀　幸樹：みんなとすごしたこの5年
間が僕の一生の宝物になりました？
岡田　真宣：ベンチマークに対して謝罪
しろ
岡本　空大：う〜
小野　公暉：Plus Ultra〜
小野　昂志：茜音しか勝たん 
小野　託未：TKMの呼吸二ノ型水筒お
とし
甲斐　睦大：はやくコロナが収束します
ように！
河上　啓吾：7年間ありがとうございま
した
河田　呼人：最近、なんで自分のニック
ネームが「よっぴー」なのかを考えるよ
うになりました
清末　龍希：5年間隠していましたが、
実は浜辺美波と付き合っています。
久保田承介：みんなのおかげで楽しく過
ごせました！俺はワンチャンを信じま
す:)
後藤　茜音：仲良くなれたと信じていま
す。愉快で楽しかったですがワンチャン
ありません
小森　英之：そうです、俺が遅刻会の王
様です。39番に告げる

坂川　樹生：ぺ
佐藤　壮馬：高専で僕が覚えた技をくら
え、破壊高専！！
佐藤　　匠：ｼﾝｶﾝﾀしか勝たん！
首藤宗一郎：え、ここ氷河期？
秦　　勘太：ｼﾝ・ｶﾝﾀ参上！
新野　　稜：シン・カンタ参上！
清家　孝徳：ｉ先生へ 
髙橋　慶多：お前〜、純正ー、飛車角桂
香落ちでー、東大レベルー
徳永　和彦：諦めないで！！
友清　伊織：わかる
中尾　瑞生：わからない
中村　颯汰：5年間ありがとー
挾間　皓大：どういたしまして
土師　孝典：やったー！！優勝だ〜！
林　　李駆：アキレス腱を他人に握らせ
るな！
平松　寛崇：この変なTシャツヤロー！
藤井　健人：なるようになりました
古市　有輝：知っていましたか？：私の
故郷、山香町は日本国内にあります。
松本　伊栞：5年間ありがとうございま
した。
山元　　誠：僕のスマホに誰かと撮った
写真が少ないのは多分気のせいです。
幸下　竜嗣：私も、そう思います。
吉田　圭吾：私はそうは思いません
渡邉　　剛：どうも遅刻界のsaijakkです！

⃝卒業生からのメッセージ⃝
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卒業おめでとう卒業おめでとう 情報工学科
５S担任　十時　優介

皆さん、卒業おめでとうございます。

また保護者の皆様にも心よりお祝い申し

上げます。

大分高専へ赴任してからすぐに担任を

堀先生より引き継ぐことになり、本校で

の担任としての経験や、体育祭や高専祭

などの各種イベントに関する思い出は

皆さんと共に歩んできたものになります。

前任校を含めて教員生活初の担任だった

ので皆さんに迷惑をかけることも多々

あったかもしれません。その点は皆さん

の広い心で許していただければ幸いです。

皆さん、高専での５年間はどうでした

でしょうか？楽しいこと大変なこといろ

いろなことをクラスメイトや課外活動の

仲間と頑張ってきたかと思います。ぜひ

卒業しても高専で得られた仲間・友人と

の繋がりを大事にしてください。きっと

一生の付き合いになると思います。

COVID-19がもたらした新しい生活様

式への転換が影響して、皆さんの門出は

大変なもの・・・なんてことを言われが

ちですが、逆に従来のことを知らない

ということをチャンスと捉えて積極的に

チャレンジしてみてください。

皆さんの新生活での活躍を期待してい

ます！

阿部大雅　「五年間ありがどうございま

した！」　池永拓海「高専楽しい」　石
井俊平「リーグオブレジェンドをやり

ましょう！！！」　井上僚大郎「編入す

る人は早めに勉強しよう。」　緒方聖七
「きっと十年後、この毎日のことを惜し

まない」　岡本龍馬「5年間楽しかったで

す！」　小野和志「楽しかったっす、あ

りがとう！」　小野泰生「劉研しか勝た

ん」　尾野優成「プロハ研しか勝たん」　

菊池柚衣「５　年　間　楽　し　か　っ　

た　で　す　。」　岸本うらら「５年間あ

りがとうございました。」　北里悠馬「定

期試験再試追認とテストいっぱい受け

ました」　木津達也「ウホウホウウウホ

ホホホホホホウホウホウホ」　倉田美咲
「5年間楽しかったです。」　栗誠哉「彼

女をどれ程後ろに置いてきてしまった

のか。それは概算しようもない。」　後
藤輝彦「5年間楽しかったです」　佐藤太
紀「サンキュー」　佐藤晴香「５年間楽し

かったです。」　鹿野陽人「あけましてお

めでとうございます。」　篠田紘成「高専

入学を目標にしている人は辛いと思いま

す。」　首藤瑞希「俺は長男だから卒業で

きた。次男だったら …」　高橋顕太「/* 

閾ｪ菴弃C縺ｯ繧､ 繧､ 縺橸ｼ */」　田上
右京「全ては主観性を失って、歴史的遠

近法の彼方で古典になっていく。いつの

日か、現在の私たちも、未来の誰かの古

典となるのだろう。」　田鶴原怜那「tián 

shàng  yòu jīng zi」　鳴海航汰「/＊働い

たら負け＊/」　野田直希「5年間ありが

とうございましたわっしょい」　

橋 本 燎「ヽ ( Д゚ )゚ ノ 」　 福 田 慶 一 朗
「KICKASS」　美矢晃良「メリークリスマ

ス☆〜（ゝ。∂）。」　村上太一「魔法,xR,

ラーメン,GLSLな5年間!」　矢野海結「げ

んきです」　吉田大輝「研究きらい」　𠮷
田陸「やせうまを食べたら推薦を取り消

される○か×か」　米倉未樹「編入の勉

強は早めに始めよう。」　渡辺莉奈「5年

間ありがとうございました！」　バチュ
カ「It is during our darkest moments 

that we must focus to see the light. 

-Aristotle」

〜 ５S 担任より〜〜 ５S 担任より〜

「おまえら、元気でな。」

⃝５Sクラスからのコメント⃝

4年生　研修旅行（スクウェア・エニックス） 3年生　研修旅行（IDCフロンティア）
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卒業おめでとう卒業おめでとう 都市・環境工学科
５C担任　帆秋　利洋

赤嶺拓海　野球部の主力バッター、大
将こと赤嶺です・・・愛に愛されて愛
に泣く5年間だった。マジ最高の仲間あ
りがとう。荒巻拓海　剣道部の主力バッ
ター、 マジックペンのマッキーこと荒巻
です・・・心を燃やせ！自分に言い聞か
せては来たものの僕の心にはいつも空っ
風が吹いていた。 またこれから2年間
寮の美味しい食事が頂けると思うと嬉し
くてたまらん ! 安藤康介　5年間ありが
とうございました。飯田康太　香取慎吾
ことイイダコです・・・Lets 飲みにケー
ション！親友のくさなぎ君は素っ裸で公
園に寝ていた事件があったなぁ・・・僕
も気をつけないと。池園柊太　ひょっ
としたら7年になるかも知れないが最高
の6年間でした。ありがとうございまし
た。石井彩生　荒川良々こと石井くんで
す・・・5年間ありがとう。ゴーストラ
イター！伊東大智　まだ俺は専攻科にお
るから、まあたまにはコーヒーでも飲
み来てや〜。井上文恵　5年間ありがと
う。小野夏帆　5年間ありがとうござい
ました！小野巧雅　楽しかった、ありが
とな、、みんな ! 給料入ったらまた「誉寿
司」でゴチするよ。織田和希　5年間あ
りがとう。楽しかったよ。甲斐杏子　良
い仲間たちに出会えて離れるのが寂しい
かぎり。忘るまじ我らの5年間。片山愛
理　今までお疲れさまでした。神野夢
希　ジャニーズ系 ? ホスト系 ? の夢希
です・・・お前らと出会えて最高に良かっ
た！ダチっていいもんだな（しみじみ）
こんどは新宿歌舞伎町で再会しようぜ ! 
河野涼凪　ィロィロあった5年間だった
ケド、楽しかったョ。釘宮大宜　次会う
時はくぎみーじゃなくてゴリみーになっ
とくわ！ばいちゃ！古屋尚弥　銀魂最
高！、 俺は将来BIGになるぜ、 みんな期
待してろよ ! 佐藤春輝　タルビッシュこ
と学生会長の春樹です・・・日本ってベー
シックインカムでよくないすか。髙橋大

暉　食ってパチンコして寝る。また起き
て食ってパチンコして寝る。パチンコパ
チンコパチンコパチンコパチンコは俺の
人生です（笑）。伊達大我　僕って・・・
いつだってワガママばっかで子供みたい
ね。田渕雅也　君だって・・・ないもの
ねだりで何が欲しいの？教えて。堤爽　
帰省の際は、大分の山川海街、 それらの
勘定もすべて私にお任せください。みん
なのために大分の昼の部と夜の部の良い
ところを隈無く開拓しておくよ ! 長谷部
杏林　朝はパン♪パンパパン♪昼は麺♪
メンメメン♪ 廣戸鳳馬　「ラーメンつけ
麺僕イケメン」の狩野英孝こと廣戸鳳馬
です・・・皆俺がいなくなるのは寂しい
と思うけど優秀な後輩が一個下のE科に
いるから寂しい時はあいつらに相談す
るといいよ。藤縄愛大　ボブ○〇〇こと
藤縄です・・・いや〜ボブはいいよなぁ
〜。うんうん。その中でもショートボブ
は特にいいよなぁ〜。うんうん。星野翔
馬　原神はいいゾ〜これ。松浦美吹　5
年間お世話になりました！ありがとう！
松尾愛結　楽しかったよ。ありがとう！
松尾友誠　オバマです、 いろんなゴシッ
プがあり5Cの石田純一とも言われてい
ます。大学へ進学したら、 過去のことは
忘れて真面目にバイトに励むぞ〜。椋
本美里　5年間楽しかったです、ありが
とうございました。森山竣矢　小中高と
ソフトテニスで全国3位以内！文武両道
の俺って見かけに依らずすごい ? 矢方
優大　田中直樹こと優大です・・・名は
体を表すってことで心優しく大きな器の
男になるぜ!　みんな〜俺みたいになる
な！！〜寮編〜栁井翔　皆んな大好きで
す！山本理得　ありがとうございました。
山元玲奈　5年間ありがとう、わたしは
ずっとみんなの味方です。幸皇太　みん
なと出会えた奇跡。この世界78億分の
36。エイリアン含めると????想定でき
ません、 この奇跡を噛みしめて生きてく。

〜 ５C 担任〜 ５C 担任
帆秋利洋より一言 〜帆秋利洋より一言 〜

はじめての担任を経験したこ
の2年間の思い出・・・注意し
ても言う事を聞かず教室の掃除
もしなかったし非常勤の先生の
授業中に騒いで問題となり監視
させられたり、 そんなことが日
常茶飯事の毎日でした。 皆さん
には色んな意味で楽しませて貰
いました・・・有難う。 そして、 
卒業おめでとう !

20歳になった君たちへの送る
言葉を探していて、 故河島英五
の野風増（のふうぞ）の歌を思い
出しました。

そ の 歌 詞 は・・・　お 前 が
二十歳になったら　酒場で二人
で飲みたいものだ　ぶっかき氷
に焼酎入れて　つまみはスルメ
かエイのひれ　お前が二十歳に
なつたら　思い出話で飲みたい
ものだ　したたか飲んでダミ声
あげて　お前の二十歳を祝うの
さ　いいか男は生意気ぐらいが
丁度いい　いいか男は大きな夢
を持て　野風増　野風増　男は
夢を持て・・・

野風増とは、 岡山県の方言で
「やんちゃ」や「生意気」という意
味のようですが、 これは「芯のあ
る人物」とも受け取れます。 皆
さんにはこれから先、 芯があり
そして大きな夢を持ち続け、 そ
れを成就する社会人になること
を願っています。 最後に、 これ
まで育ててくれたご両親に感謝
して卒業して下さい。

⃝卒業生からのメッセージ⃝

2019.9  4年次研修旅行JAMSTECにて
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専攻科修了おめでとう専攻科修了おめでとう

専攻科長
嶋田　浩和

 　
専攻科修了おめでとうございます。
本科、専攻科合わせて7年間の課程を

修了し、いよいよ社会に向かって旅立つ
日となりました。慣れ親しんだ環境から
離れ、新たな生活を迎える皆さんは、期
待と不安が入り混じった複雑な感じだと
思います。特に今年は新型コロナウイル
スにより通常の行事や行動ができず、自
分の行動や考えをさらに考えさせられる
年になりました。

夢をもち、その実現のために2年前に
入学し、プロジェクト実験や特別研究
などいろいろな制約、条件を一生懸命に
クリヤするために努力をしていた皆さん。
いよいよ自分の夢をかなえるために社会
や大学院へと羽ばたく皆さんを誇らしく
感じます。必ずこれまでの努力は結実す
ることと思います。

さて、現在の社会環境を鑑みると、国
内外、および世界に広く様々な大きな変
化が見られます。その様な中、落ち着い
て自分を失わず生活するために先人は、

「おいあくま」という言葉を後世のため
に残しています。“おいあくま”は「お；
おこるな」「い；いばるな」「あ；あせるな」

「く；くさるな」「ま；まけるな」の頭文
字をとった言葉です。この言葉をみると、
自分を戒めながら、自分を振り返り、自
分のできること、なすべきことを粘り強
く頑張る前向きな気持ちになれると思い
ます。

修了の日は、今までの自分に決別し、
新たな自分をはじめるスタートの日です。
今後新しい環境で、一層のご活躍を期待
するとともに、皆様のご健勝とご多幸を
お祈り申し上げます。 

 

機械・環境システム工学専攻主任
前　稔文

 
専攻科修了おめでとうございます。本

科での５年間を過ごし、専攻科では２年
間を過ごしてきました。

とりわけ、この２年間は時間が過ぎる
のが早く、専攻科に入学して１年も経た
ないうちに進路に向けた準備を行い、コ
ロナ禍の中で、大学院受験や就職試験に
臨み、それぞれの進路を決めました。ま
た、遠隔で授業を受け、指導教員の下で
特別研究を遂行した期間もあり、慣れな
い学習環境におかれても学びを継続して
きました。

振り返れば、あっという間の専攻科
だったのではないでしょうか。それでも、
このような厳しい環境の中、こうして修
了を迎えるみなさんを頼もしく思います。

さて、修了を迎えると同時に、新しい
道への始まりでもあります。みなさんの
今後のさらなる活躍を期待しています。

 

電気電子情報工学専攻主任
徳尾　健司

 
学士（工学）の学位を取得され、また専

攻科および教育プログラム（JABEE）を修
了された皆さん、おめでとうございます。

私が専攻科を担当するのは実に9年ぶ
りで、皆さんとは主にこの春からのお付
き合いでした。今年は新型コロナウイル
ス感染症の影響で何事にもつけイレギュ
ラーな年となりましたが、毎日の健康確
認や教室の消毒作業のために、かえって
以前より顔を合わせる機会が増えたので
はないかとも思います。E科出身の学生
が6名、S科出身の学生が1名という少
人数のクラスでお互い仲が良く、就職や
進学も概ね順調に決まって、クラス担当
教員としては安心してただ見守っている
だけの一年でした。

今後は高専の本科および専攻科で身に
つけた高い能力を活かして、企業あるい
は研究の場で大いに活躍されることを期
待しています。

特別研究テーマ  一覧
【機械・環境システム工学専攻 (MC)】
〇有賀大吾「加圧噴出法を用いた粉体の流動性の評価に及ぼす粒子特性の影
響」　〇石井大地「金網後流に形成する渦干渉構造に関する研究」　〇岩下建

「切削摩擦加工材の疲労き裂発生及び停留挙動に及ぼす圧縮残留応力の影響」　
〇浦上なるみ「黒ボク土で構成された地盤からの降水による塩分除去に関す
る研究」〇片伯部拳磨「HPS 加工法で超微細結晶化したバナジウム水素分離
膜の創製と水素透過性能に与えるRFスパッタ条件の影響」　〇後藤大輝「振
動を利用した歯車加工法の開発」　〇佐藤光亮「ジオポリマーのアルカリ溶液
濃度と高温下での物性変化の関係」　〇佐藤千明「マシニングセンタを用いた
潜像加工に関する研究」　〇首藤聖人「モーフィング技術を応用した小型垂直
軸風車の研究開発」　〇秦明弘「傾斜構造を有する各種 PVD 被膜の高温酸化
機構解明」　〇田渕愛佳「群論に基づく多面体の射影図を用いた平面充填形の
構造形態への適用」　〇仲町征将「ジオポリマーの塩化物イオン浸透性と鋼材
腐食の関係」　〇西川創太「一般的な測定器具を使った 5 軸マシニングセンタ
の回転軸幾何誤差推定と幾何誤差補正」　〇村上彩音「歩道舗装の歩行者暑熱
対策効果に関する数値的検討」
　　　　

【電気電子情報工学専攻 (ES)】
〇石丸大稀「白線検出に依らない道路追跡手法の研究開発」　〇伊藤将仁「芽
摘みロボットのための AIによるわき芽検出と3次元計測」　〇後藤兼藏「大
容量負荷への高電圧印加を目的としたインパルス電源の開発」　〇柴山信之介

「電界によるエアロゾル中の細菌不活化」　〇霜山大和「境界領域における低
強度交流電場のリゾチーム結晶生成への影響」　〇夛賀大貴「AI で地中レー
ダ画像を高精度に識別するための地中レーダや地中媒質の違いに対応する学
習画像の生成」　〇原尻駿吾「光渦励起によるコアシェル構造の局在プラズモン
共鳴特性」
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退職者挨拶退職者挨拶

昭 和61年7月16
日に大分高専会計
課総務係に事務職
員として採用され、
その後、大分大学

（旦野原）と医学部に通算6年間と熊本大
学での研修を含め34年8カ月と16日間
勤務し、大過なくその任務を果たすこと
ができました。

採用当時は、職員の野球部がありまし
た。採用と同時に強制的に入部させられ、
雨の日以外は毎日、地獄の特訓を行った
ことを思い出します。冬場は野球がシー
ズンオフとなり、野球の自主トレの一環
として始めたのがテニスでした。それ以
来、継続してテニスを行い、今でも元気
な体でストレスを貯めずに健康を維持で
きているのはテニスとの出会いがあった
からだと思っております。退職後も、健
康のためにも継続して行きたいと思って
おります。
「継続は力なり」
あと数カ月で定年というこの11月初

旬に眼の緊急手術を行い入院しました。
原因を医師に尋ねたところ「外傷がない
ため老化が原因である。」と言われ、さ
すがに定年ということを痛感させられま
した。

退職後は職員の身分を離れ、再雇用と
してお世話になることとなっております。

最後になりましたが、大分高専の益々
の発展と皆様におかれましては健康に留
意され、精進されることを願いつつ、お
礼の言葉にかえさせていただきます。あ
りがとうございました。

情報工学科で3
年、高専の教育研
究に携わり、大分
の企業とディスカ
スし、また大分の

地域名所にも行けて嬉しく思います。私
は電機メーカから国の研究機関へ異動し
たり、海外の企業や大学とも共同研究を
し、その後、教員となって約10年。企
業と学校で得た教訓を学生の人にも伝え
たいと思います。チャンスとピンチは同
時に来る。神様は合わせ技が好きだ、客
先での不具合対策後に徹夜で作った提案
書が採択されて予算が付いた、そんなこ
とが何度もあった。体力が絶対必要、普
段から自炊出来る能力も必要。自分が
やったことダケが分かる。研究室には私
が設計した無線機達や自作パソコン達も
沢山います。実務経験は有益な財産。授
業は自作のテキスト、世の中の専門書に
は間違いが結構多い。ブレずに自分で証
明し自信を持とう。群れない。職場は舞
台の一つ。皆が俳優で自分の魅力を磨こ
う、時間が勿体ない。外の世界を知ろう、
関心ある人同士が自然に離合する、幸せ
を相対値で見ない、心は強く。カッコよ
く言い過ぎかも。私はと言うと、大器晩
成と言われて未だ成らず、これからも修
行です。今まで大変お世話になり有難う
ございました。

この3月に定年
退職となるという
ことで、平成の初
めに本校に常勤の
教員として赴任し、

平成年間と令和の二年間を本校に国語科
の教員として勤めたことになります。大
過なくここまで至ることができましたの
は、ひとえに、学生の皆さんも含めて、
これまでの本校の皆様との御縁と皆様の
御支えと御心遣いによるものであり、そ
れに対する感謝の思いは尽きず、何より
も心から御礼を申し上げたい。

国語の授業や試験等を通して、言葉や
文学の価値や役割、その様々な問題点や
課題を学生達と一緒に検討し考えていく
ことを私は行なっていきたいと思い、い
ろいろと不十分な点はあり、心残りのこ
とはありながら、それを行なって来れた
ことを、あらためて、ありがたく思って
います。また、そのつど担った役職の
仕事を通して、学生達や教職員の方々と、
交流し、智慧をしぼり、協力し合って、
本校の運営を行ない、自分自身も成長し
て来れたことを嬉しく思います。　

今後は、外部からとなりますが、大分
高専の行く末を見守り、出来うる範囲
で支援を行なっていこうと思っています。
大分高専の教職員、卒業生・在学生の皆
様の活躍と本校の発展を祈って、結びの
言葉とさせていただきます。

一般科文系
相本　正吾

情報工学科
渡辺　正浩

総務課用度係長
佐藤　繁久
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新任教職員挨拶新任教職員挨拶

令和2年11月1日付けで都市・環境工
学科に着任しました姫野です。出身は福
岡県北九州市で、趣味は釣りとスポーツ
です。3月に学位を取得し、10月末まで
博士研究員として佐賀大学に在籍してお
りました。専門は地盤工学で、セメント
系固化材を用いた地盤改良に関する研究
に取り組んでいます。

大分高専の学生の皆さんは毎日明るく、
元気に挨拶をしてくれる印象を持ってい
ます。皆さんの学びに貢献できるよう頑
張りたいと思います。気軽に声をかけて
いただけたら嬉しいです。どうぞ宜しく
お願い致します。

皆様、はじめまして
令和2年12月より学生課学生生活係に

大分大学より異動してまいりました。熊
本大学、大分医科大学、九州大学、日本
学生支援機構、大分大学、そしてこの度
6機関目として大分高専勤務となります。
その間、ほぼ会計（調達や病院収入）業
務に携わっており、学生支援関係の業務
は素人に等しく皆様にはご迷惑をおかけ
すると思いますがどうぞよろしくお願い
いたします。

趣味ではありませんが、2年前に防災
士になった事をきっかけに何かに使えれ
ばと中型自動車一種、普通小型二輪、小
型車両系建設機械、フォークリフト等資
格を取得しているところです。

令和3年１月１日付けで、学生課学生
支援係に着任しました赤松と申します。

まだまだ分からないことばかりで不安
ではありますが、周りの方々とコミュニ
ケーションをとり、一日でも早く大分高
専に慣れていきたいと思っています。

ご迷惑をお掛けすることが多々あるか
と思いますが、精一杯努力して参ります
ので、どうぞよろしくお願いいたします。

初めまして。
令和2年10月よりGEAR5.0事業の事

務補佐員として勤務しております。安部
と申します。

大学時代は文系の学部に通っていまし
たが、高校時代は理数科で生物系の研究
を行っていました。これから多様な研究
を目にする機会があると思うとわくわく
します。教育の現場での勤務は初めてで、
不慣れな点が多々あるかと思いますが、
微力ながらプロジェクトの発展に貢献で
きるよう努めてまいります。どうぞよろ
しくお願いいたします。

令和２年10月１日より、GEAR5.0の
技術補佐員として勤務しております、高
橋昌土と申します。GEAR5.0では、主
に実験機器の遠隔共同利用方法の構築に
ついて担当しております。私は大分高専
の電気電子工学科出身で、材料系のプ
ロジェクトであるGEAR5.0は、私の専
門分野とは異なりますが、遠隔制御技術
等、電気電子工学科で習得した知識を活
かして貢献していきたいと思います。ま
た、材料等のこれまであまり勉強してこ
なかった分野についても、勉強しながら
広くプロジェクトに貢献できるよう努力
していきます。どうぞよろしくお願い致
します。

はじめまして。
令和2年12月に情報工学科の事務補佐

員として採用されました三浦と申します。
嶋田先生の研究室にてプロジェクト研

究のサポートや事務補助をさせていただ
いております。

以前、大分大学医学部の研究室でも事
務補佐員をしていたことがあり、久しぶ
りの学校勤務にどこか懐かしさを感じて
います。

高校では、理系のクラスに在籍してい
たため、高専の研究にも興味津々、少し
ワクワクしているところです。

短期間ではありますが、どうぞよろし
くお願いいたします。

都市・環境工学科　　姫野　季之 学生課学生支援係　　赤松　龍一 技術部　　高橋　昌土

学生課学生生活係　　工藤　幸治 総務課　　安部　りほ 情報工学科　　三浦　昌子
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学科通信学科通信学科通信学科通信機械工学科機械工学科機械工学科機械工学科

自己実現への段階自己実現への段階
機械工学科長　機械工学科長　菊川　裕規菊川　裕規

卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうご
ざいます。心よりお祝い申し上げます。

今年は何と言っても新型コロナウイル
ス感染症拡大の影響を忘れることはでき
ません。普段あたりまえと思っていたこ
とが、あたりまえでなくなった歴史的
な転換点だったと思います。改めて、健
康の有難さと自由な人の移動、大勢での
会食、密集状態、熱狂的なイベントなど、
ありふれた日常が貴重な日々だったと感
じざるをえません。安心・安全な日々が
早く訪れることを願うばかりです。

さて、マズローの欲求5段階説という
のを知っていますか。心理学者マズロー
は、人間は自己実現に向かって絶えず成
長する生き物であるとの考えに基づいて、
人間の欲求を5段階に類型化したもので
す。まず第1段階として「生理的欲求」が
あり、食欲、睡眠欲など、これがなけれ
ば生命の維持ができない欲求です。第2
段階として「安全欲求」があります。安
心・安全な生活ができなければ次の欲求
を満たすことはできません。今年の新型
コロナウイルス感染症拡大は、この第2
の欲求すら満足に満たすことができない
状態と言えます。第3段階は「社会的欲
求」です。家族、友人、会社から受け入
れられたい欲求を指します。この欲求が
満たされないと孤独感や社会的不安が増
します。第4段階は「承認欲求」です。他
者から尊敬されたい、認められたいとい
う欲求です。満たされないと劣等感や無
力感が生じます。最後に第5段階として

「自己実現欲求」があります。自分の人
生観に基づいて、あるべき自分になりた
いと願う欲求です。自分の理想とする自
分になるためには、第1段階から第4段
階が全て満たされていなければ、第5段
階には到達できません。みなさん、それ
ぞれの卒業後の新生活と向き合って、各
段階の欲求が満足され、自己実現欲求が
満たされるよう、自己研鑽に努めてほし
いと思います。

　　

拝啓  1Мの皆さんへ拝啓  1Мの皆さんへ
~2020.  秋~~2020.  秋~

1М担任　1М担任　広瀬　裕美子広瀬　裕美子

拝啓　晩秋の候、1Мの皆さん、いか
がお過ごしでしょうか?そちらは2月で
すね。こちらは現在11月です。

皆さんの近況としては、数学の到達度
試験が良かったとのことで、意気揚々と
されております。社会的には、『鬼滅の
刃』ブームです。私も「肩柱」となり、義
勇さんと一緒に肩凝りに立ち向かってい
きたい今日この頃です。

さて、後期に入って、体育祭・高専祭・
音楽祭 … と初めての学校行事が数多く
ありましたね。皆さんが積極的に参加し
て楽しんでいる様子を、大変嬉しく思い
ながら見ておりました。

この「積極的に参加する」という姿勢
は非常に大事なことです。誰しも「めん
どくさい」と思う時はあります。ですが、
やる気がなくても一旦始めてみると意外
と楽しかったりします。人生の旅は一回
限り。お互い様々なことに参加して視野
を広げていきましょう!

では、新年度も今のままの明朗快活な
皆さんでありますように。長々失礼しま
した。季節柄ご自愛下さい。　　　敬具

　　
What do you think?What do you think?

2М担任　2М担任　稲垣　歩稲垣　歩

11月16日のSHRで、野口宇宙飛行士
がスペースXのCrew Dragonで国際宇
宙ステーションへ向かう打ち上げを見ま
した。文章を書いている現在、はやぶさ
2の帰還も話題になっています。
「宇宙を目指して海を渡る」というNASA

で働く小野雅裕さんの本に、“十トンの
荷物を東京から大阪まで500km運ぶ費用
はせいぜい10万円だが、ロケットで同じ
重さの荷物を高度500kmの地球周回軌
道に運ぶ費用は約100億円である。宇宙
での研究は将来社会の役に立つ可能性を
持つが、そのお金を貧困層の教育や福祉
に使えばどれだけの数の人を直接的に救
えるか…”とあり、類似の議論が漫画の
宇宙兄弟にも出たように記憶しています。

みなさんはどう考えますか?本には小
野さんなりの考えが記されています。答
えのない問題は世の中に多く存在します。
日頃から疑問を持ち考える力を伸ばしま
しょう!

やっぱりイベントは強い!（3M）やっぱりイベントは強い!（3M）
3M担任　3M担任　大庭　恵一大庭　恵一

今年度、皆さんを1年生から3年間連
続で担任させていただきました。初めて
でしたので、どんな展開になるかちょっ
と楽しみでもあり、不安でもありました。
そんな中、年度当初からコロナによる
休校で大変な一年の始まりとなってしま
いました。いつも元気な3Mの皆さんも、
かなり堪えたのではないでしょうか?

後期に入って、体育祭や高専祭が行わ
れましたが、3Mはコロナ禍でも、抜群
の集中力と団結力を見せてくれて、クラ
ス対抗リレー、大縄跳び、総合でいずれ
も1位、高専祭も昨年に引き続き大盛況
でした。

そんな皆さんのこれからが、とても楽
しみです。私はさすがにここでお役御免
となりますが、皆さんが今後も充実した
高専生活を送ってくれることを心より祈
念しております。

3年間ありがとうございました。とて
も楽しかったです。

　　
春休みの過ごし方春休みの過ごし方
4M担任　4M担任　軽部　周軽部　周

今年はあっという間に終わった感じで
すね。新型コロナウイルスで県外イン
ターンシップや研修旅行が無くなり残念
でしたが、そんな中でも皆さん頑張って、
雰囲気の良いクラス作りをしてくれたと
思います。個人的には、週番日誌を書く
のが楽しかったです。皆さんの書いた通
信欄、かなりびっしり埋めてくれていて、
返事にも気合いが入りました。

今年の春休みは、まず研究室配属があ
ります。5年になる前に、配属した研究
室の先輩から研究内容を受け継いで、卒
業研究の準備をしましょう。卒業研究は
大変、というイメージがあるかもしれま
せんが、なぜその研究をするかを真剣に
考え、周りの人達と討論しながら進める
ことで、今までの授業とは一味違う楽し
い体験になるはずです。また、就職・進
学について考え、行動するのもこの時期
です。すぐに動けるように、日頃から企
業研究、過去問対策などを十分にしてい
きましょう。悩みがあったら、話しに来
て下さい。気分は楽観的に、準備は周到
に。来年度も張り切っていきましょう。
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学科通信学科通信学科通信学科通信電気電子工学科電気電子工学科電気電子工学科電気電子工学科

今年度の求人状況今年度の求人状況
電気電子工学科長　電気電子工学科長　木本　智幸木本　智幸

今年は新型コロナで始まった年で、景
気動向が大きく左右されましたので、求
人に関して気にされている学生や保護者
も多いかと思います。大分高専の求人に
関しては、新型コロナの影響はほとん
どありませんでした。明野通信を執筆し
ている12月21日時点で、電気電子工学
科5年生に対する求人数は835人で、昨
年度の851人からほぼ変化はありません。
特に、大手企業からの求人は一切減って
おりません。工業は日本を支える産業で
すし、高専生は頭だけではなく手も動か
すことができると、産業界からは高い評
価を受けているためです。求人数自体
には新型コロナの影響はありませんでし
たが、試験スタイルは大きく変化しまし
た。本校で実施していたオンライン授業
と同様に、採用試験でもオンラインで面
接試験を行った企業が半分以上を占めま
した。そのため、学校にオンライン面接
用の部屋と専用のコンピュータを準備し
ました。これまでの対面での面接に比べ
て、パソコン画面越しの面接は違和感も
ありますが、SNSによるテレビ電話に慣
れている学生たちは、問題なく対応して
いました。企業への往復がないので、授
業を欠席する時間もほぼなく、オンライ
ンでのメリットもあったと思います。一
方で、4年生の工場見学旅行やインター
ンシップは、中止もしくはオンライン開
催も多く、現地に行けないことで会社の
雰囲気を理解することが難しくなってお
ります。そのため、県内企業の見学、学
内インターンシップ、OB/OG訪問によ
る企業説明会の実施など、コロナ禍の中
でも最大限企業体験ができるようにカリ
キュラムを準備しました。大学編入学に
関しては、実施時期を少し遅らせる大学
が一部出ましたが、募集人員等には変化
はありませんでした。

　　

非日常の1年非日常の1年
1E担任　1E担任　福村　浩亨福村　浩亨

2019年12月頃から、新型コロナウイ
ルスに関する報告があり、皆さんも色々
と「非日常」の毎日を過ごすことが多かっ
たと思います。マスクの着用・消毒・イ
ベントの縮小・授業の短縮・部活動の制
限…。そんな日々が早いもので1年が経
ちますがこの1年で自分がどのように成
長できたでしょうか。

コロナ対策を日々行う中で、いいこと
もあります。それは風邪やインフルエン
ザ患者の減少です。一人ひとりが気を付
けて生活すれば絶大な効果を発揮します。
勉強に対しても同じことが言えると思い
ます。「毎日」の積み重ねが皆さんの血
となり肉となるのです。高専は勉強に関
してはシビアな環境です。周りに流され
ることなく自分を強くもって「今」やる
べきことを考えて行動できる人になって
ください。

“心を燃やせ
　　　　歯を食いしばって
　　　　　　　机にむかえ!”

　　
自分の感受性くらい自分の感受性くらい
2E担任　2E担任　北川　友美子北川　友美子

これは、茨木のり子さんの詩のタイト
ルです。 
「駄目なことの一切を//時代のせいに

はするな//わずかに光る尊厳の放棄//
自分の感受性くらい//自分で守れ//ば
かものよ」

彼女は1926年に生まれ、国のために
死ぬことこそ忠義という時代を経て、19
歳で敗戦を体験しています。現在とは違
う価値観を持つ環境の中で青春を生きて
きました。皆さんもまた違う意味の生き
苦しい世の中で生き抜いていかねばなり
ません。その中で、大切にして欲しいの
は、この「わずかに光る尊厳」です。自
分以外の何ものかにこれを奪われてはな
りません。放棄してはいけません。しっ
かりと自分の意志や価値観を育ててくだ
さい。そして守り抜いてください。私は
その手助けができればと願っています。

　　

言葉と人生と自転車と言葉と人生と自転車と
3E担任　3E担任　川野　泰崇川野　泰崇

言霊と呼ばれるように、言葉には不思
議な力が宿っています。同程度の努力で
も、「自分には無理」「面倒くさい」と否
定的に思って取り組んだ場合と、「やれ
ばできる」「なんとかなる」と肯定的に捉
えて取り組んだ場合とで、現れる結果は
顕著に異なってくるものです。とは言え、
誰しも挫けそうなときはあります。そん
な時、私はいつも次の言葉を思い出して
自分を奮い立たせるようしています。
Life is like riding a bicycle. To keep 
your balance you must keep moving.”  
― Albert Einstein

走り出しはペダルが重く車体が不安定
な自転車ですが、こぎ続けると次第に
バランスが安定し、走りも軽快になりま
す。ギアを重くしてさらにペダルをこげ
ば、加速とともに今ある景色を置き去り
にし、新たな境地へたどり着くことだっ
てできるのです。

残りの高専生活、そしてその後の人生
をバランスよく進んでいくためにも、今
後も絶えず挑戦し続けてもらえたらと思
います。3E諸君、まだまだ伸びしろが
ありますぜ（言霊発生中）!

　　
進路選択に向けて進路選択に向けて
4E担任　4E担任　本田　久平本田　久平

この1年は世界中の人々が新型コロナ
の影響を受けて不可解な年となってしま
いました。4年生は研修旅行やインター
ンシップに行けなくて辛い思いをした人
も多かっただろうと思います。

このようなことが起こった時、気持ち
の切り替えをいかに早くするかというこ
とが大事だと思います。自分たちではど
うしようも無いことをあれこれ考えても
仕方がありません。与えられた状況の中
で自分ができることや自分なりの解決策
を探してみてください。

学年末試験後には、就職の履歴書作成
や進学の試験勉強など、進路に向けて行
動する必要があります。より良い進路選
択と準備ができるよう願っています。
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学科通信学科通信学科通信学科通信情報工学科情報工学科情報工学科情報工学科

大変な1年での良かったこと大変な1年での良かったこと
情報工学科長　情報工学科長　靏　浩二靏　浩二

卒業生の皆様、保護者の皆様、ご卒業
おめでとうございます。今年の情報工学
科の卒業生は、予定を含め就職51%、進
学49%となり、ここ数年の傾向と同じ
く進学する学生が多くなりました。卒業
生たちにとっては、困難な最後の一年で
したが、それを乗り越え、次のステージ
に旅立つ皆さんに心よりエールを送りま
す。世の中はまだ大変な時期が続きそう
ですが、これから徐々に視界が開けるこ
とを信じて、それぞれの新しい環境で新
しい事に挑戦してください。

高専でも初めての体験が多い一年でし
たが、良いこともありました。学生が
ネットワークを通じて、気軽に質問をし
てくれるようになりました。放課後、仕
事をしているときに、パソコンがピコー
ンと鳴って、学生が質問してきているの
に気付きます。春先の遠隔授業の影響で
学生がオンライン学習に慣れたのでしょ
う。学生からのいろいろな質問は、授業
中の説明や配布資料などの理解しにくい
点に気づかせてくれます。今までは「こ
んなこと聞いて大丈夫かな」などとため
らっていた質問を気軽にできるように
なったのはオンライン学習のメリットで
す。また、遠隔授業を経験し、当たり前
と思っていた学校で普通に友達に会える
環境が貴重であることに気づいたのか、
例年より多くの学生が、放課後に友達と
話したり、何人か集まってカードゲーム
をして楽しんでいます。感染対策の立場
から、換気をするようにとか、早く帰る
ように指導していますが、新型コロナ感
染拡大以前の普通の生活が、恵まれてい
たことを学生が認識できたことは、良
かったことではないかと思います。これ
から、まだ感染対策が続きますが、対面
授業という普通の学校生活を維持できる
ように、関係者一同、皆様のご協力のも
と、精一杯取り組んでまいります。

　　

前号の続きです。前号の続きです。
1S 担任　1S 担任　東木　雅彦東木　雅彦

皆楽しく学校生活を送っています。こ
れだけ男女隔たり無く仲がよいクラス
も珍しいです。放課後には、友達同士
でいっしょに勉強する姿も見えるよう
になってきました。週に1度 ALH（活動
的学習時間）という時間があるのですが、
これにも皆熱心に取り組んでくれ、それ
ぞれの科目で、得意な学生が苦手な学生
に、懸命に教えています。

良いことばかりというわけではありま
せん。課題の提出を忘れたり、遅れたり
する学生が比較的多いです。これについ
ては、週番がオンラインの週番日誌に、
その日に出た課題を記入するようにしま
したので、その効果を待っているところ
です。週番日誌は、前回の保護者会でプ
リントしたものをお渡ししました。中に
は「これを頂いただけでも、来たかいが
ありました。」と言って下さった方もい
らっしゃいます。もし来年もこのクラス
の担任になることができましたら、次回
の保護者会でもまた配布する予定です。

　　
日日是好日日日是好日

2S担任　2S担任　二宮　純子二宮　純子

毎朝、教室に入ると換気のために誰か
が窓を開けてくれています。放課後、教
室の机・椅子などが消毒され、静かな教
室はアルコール臭で凛とした空気が漂い
ます。

この原稿は12月中旬、後期中間考査
後に書いています。返却される答案に一
喜一憂し、友と競い合う姿は、微笑まし
く、頼もしくあります。サッと答案用紙
を机の中に入れ、ジッと座っている人が
…1人で悩まず、顔を上げれば、助けて
くれる人が傍にいるよ!
「毎日が良い日」になるよう各自で努め

るのは大切。だけど、誰かに助けてもらっ
たり、誰かを助けたり、どんな些細なこと
も「良い日」に変える力があると思います。

2Sでは、週番や掃除当番が責任感を
持って作業してくれるおかげで、効率よ
く安全に教室管理が実現しています。寒
い日もみんなで換気に協力し・・・この
良き日に感謝!

　　

怒られているうちが華怒られているうちが華
3S担任　3S担任　石川　秀大石川　秀大

僕は幼少期からとにかく怒られること
が多い。中学校ぐらいまで、武力で制圧
してくる母親のことを悪魔の化身か何か
だと思っていた。保育園では誰かを泣
かせては怒られ、小学校では悪さが多
すぎて、数えきれないくらい怒られてい
た。中学の部活では、ミスのたびに見た
目が明らかに暴力団の先生に何度も怒ら
れ、泣かされた。高校の部活では、指導
者だけでなく、先輩からも何度も大目玉
を食らった。大学院では進捗が遅いこと
や発表準備が整っていないことで怒られ
た。就職後はさすがに大丈夫だろうと
思っていたが、そんなことはなく、今で
も定期的に叱責される。非常にありがた
いことである。怒られるということはま
だ自分に伸びシロがあるということ。い
ろんな人にふるまいを正してもらったお
かげで、なんとか社会でやっていけてい
る。 今は人を怒らないといけない立場。
なかなか簡単じゃねぇなと思う。

　　
進路を考える時期ですね進路を考える時期ですね

4S担任　4S担任　西村　俊二西村　俊二

私も30年前は情報工学科の4年生でし
た。一般科目が嫌いで成績も下の方。卒
業したら就職することにしており、プロ
グラミングが好きでしたから大手電機
メーカ系列のソフトウェア会社を希望し
ていました。30年後、こうして大分高
専の教員になっているなんてつゆほども
思ってませんでした…。

それはさておきみなさん、進路の選択
はペーパーテストと違って答えが無くて
難しいと思ってませんか?そんなことは
ありません。実は進路の選択にも正解が
あるのです。4Sの各学生について正し
い進路が書かれたExcelが、私のパソコ
ンの秘密のフォルダにあります。（見せ
ることはできません。）これからみなさ
んが考え決心し行動し、何度かのチャレ
ンジの末にみごと進路を決めることがで
きたときには、ぜひ私の所に答え合わせ
に来てください。（いやまあ…もれなく

「正解!」と言うだけですが…。）
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学科通信学科通信学科通信学科通信都市・環境工学科都市・環境工学科都市・環境工学科都市・環境工学科

時代の変化に適応時代の変化に適応
都市・環境工学科長　都市・環境工学科長　田中　孝典田中　孝典

COVID-19によるパンデミックが未だ
に私達の生活、経済活動等に大きな影響
を及ぼし、これまでの日常の生活スタイ
ルが一変しました。本校では他の高等教
育機関と同様に感染症予防対策としてオ
ンライン授業が実施され、学生の皆さん
は勿論、教員も初めての同授業の運用に
戸惑いました。しかし、一方で情報通信
技術を活用した遠隔授業の利点を認識す
ることができました。

また、7月には九州北部に発達した線
状降水帯（雨雲の列）により熊本県、大
分県等で豪雨被害に見舞われました。こ
の数年、各地では大雨等による甚大な
被害が発生しています。今後も予期しな
い事象等により、社会情勢が変化しても、
学生の皆さんにはその変化に適応できる
人材になってほしいと思います。

2020年度は改めて平穏な日常生活の
大切さを思い知らされた一年でした。一
日も早いCOVID-19の収束と来年度は甚
大な自然災害が発生しないことを切に願
うばかりです。

　　
三つの賞状よりも…三つの賞状よりも…

1C担任　1C担任　田中　美穂田中　美穂

今年度の1Cは、三つも賞状を獲得し
ました。10月の体育祭の大縄跳びで第2
位になりました。同月の高専祭でも出展
店の装飾で第3位になりました。そして、

「クラス・ナンバー・ワン・コンテスト」
でも第3位に入ったというではありませ
んか? !　担任もビックリでした。景品の
お菓子を、皆さんは担任にもおすそ分け
してくれました。

体育祭では、女子が進んでテント張り
を手伝ってくれたので感心しました。ど
うなることかと少々心配だった高専祭も、
みんなで協力して売り上げも伸びて、大
成功（？）に終わりました。

三つも賞状を獲得したこともうれしい
ことですが、私は、このクラス全体に感
じることができる「あたたかな」雰囲気
がとても素晴らしいと思っています。い

い意味で無邪気なところもあり、明るく
元気がよい皆さんですが、周囲の人や他
の人のことを思いやることができる「や
さしさ」も持ち合わせてくれている、そ
んな気がします。

今後も、皆さんは一年、また一年と成
長していくことでしょうが、そういうと
ころは変わらないでほしいです。

　　
基礎固め基礎固め

2C担任　2C担任　東野　誠東野　誠

令和2年度もいよいよ終盤です。年が
明ければ、約1か月の授業の後、学年末
試験がやってきます。振り返れば、あっ
という間の1年でした。毎日、朝のHR
で皆さんと顔を合わせていると、私自身
がteenagerに戻ったかのように錯覚し
たことが何度かありました。さて、高専
での勉強も残すところ3年です。この間
に皆さんが将来、活躍するための礎を
しっかり築きましょう。葡萄の枝もこれ
らが木についていなければ枝だけで実を
結ぶことはできません。土台をしっかり
築き、皆さんが将来、豊かに実を結ばれ
ることを期待しています。

　　
10年に一度のクラス!?10年に一度のクラス!?

3C担任　3C担任　名木野　晴暢名木野　晴暢

この先10年は同程度の存在が現れな
いと感じられるほどに優れた才能をもっ
た存在のことを「10年に1人の逸材」と
表現すること（出典：実用日本語表現辞典）
を知っていますか?これまでに“13”のC
科の第三学年を見てきましたが、「素直」
で「暖かく」、「思いやり」があって、「中
だるみ」を感じない3Cは初めてです。身
だしなみも低学年最高学年として（概ね）
模範的でした。コロナ禍のクラス運営に
は不安しかありませんでしたが、みなさ
んの協力のお陰で楽しく過ごすことがで
きました。

さて、今年度はみなさんにとって「変
化」の多い一年でしたが、いかがでしたか。
今年度を終えるにあたり、担任としてみ
なさんへ最後に伝えたいことは … あり
ません。来年度以降、みなさんが困らな

いように、この一年間、必要なことは妥
協することなく伝えてきました。高専
教員13年目にして初めて自分のしてき
た指導に後悔がありません（12月18日現
在）。担任の自己満足かもしれませんが、
これも“なぎしー”のみなさんのお陰で
す。唯一の心残りは、昨年度、「来年は
一緒に球技大会に出ましょう」と誘って
もらった約束を果たせなかったことです
…。いつか約束を果たせる日がくると強
く信じて、ちゃんと練習しておきます!!

一年間、ありがとうございました。
　　

今こそ『各員一層奮励努力セヨ』今こそ『各員一層奮励努力セヨ』
4C担任　4C担任　工藤　宗治工藤　宗治

「各員一層奮励努力セヨ」。このタイ
トルで学科通信を出したのは平成29年

（2017年）度の3月でした。あの頃は、夏
はインターンシップに、秋には研修旅行
にと各自でキャリアデザインを作り、準
備をした上で3月からの戦いに余裕を
持って乗り込んで行きました。それから
2年も経たないうちにこんなにも状況が
変わるとは・・・・。

と嘆いても状況は変わらない。周りが
変わらなければこちらから変わってみよ
う。意識（心）を変えてみよう。

 
  心　 が変われば 態度 が変わる。
  態度 が変われば 行動 が変わる。
  行動 が変われば 習慣 が変わる。
  習慣 が変われば 人格 が変わる。
  人格 が変われば 運命 が変わる。
  運命 が変われば 人生 が変わる。

もうすぐ人生を変える分岐点（進路決
定）が目の前に来る。人生を変えるため
にも今こそ『各員一層奮励努力セヨ』。
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専 攻 科 通 信専 攻 科 通 信専 攻 科 通 信専 攻 科 通 信

●専攻科外部発表一覧 （令和 2年 1月から令和 2年 12月までに発表済みのものを掲載）

　
⃝有村　虎哲「定容積回転加熱装置による廃石膏粉体の加熱脱水に及ぼす圧力の影響」
　　　　　　　第 26 回流動化・粒子プロセッシングシンポジウム　令和 2 年 11 月

⃝小野　将輝「SPS を用いた多孔質材及び複合材の製作と評価に関する研究」
　　　　　　　第 30 回日本 MRS 年次大会　令和 2 年 12 月

⃝吉田　京介「巨大ひずみ付与加工と高圧下率圧延の組合せによる超微細結晶粒 V 水素分離膜の創製」
　　　　　　　第 30 回日本 MRS 年次大会　令和 2 年 12 月

⃝石井　大地「平織金網の開口比の違いによる近傍後流構造の比較」
　　　　　　　第 48 回可視化情報シンポジウム　令和 2 年 9 月

⃝岩下　　建「切削摩擦加工材の疲労き裂発生及び停留挙動に及ぼす圧縮残留応力の影響」
　　　　　　　日本材料学会九州支部 第 7 回学術講演会　令和 2 年 11 月

⃝秦　　明弘「PVD 被膜の高温酸化挙動の評価」
　　　　　　　第 30 回日本 MRS 年次大会　令和 2 年 12 月

⃝片伯部拳磨「バナジウム水素分離膜の水素透過係数に及ぼす RF スパッタ条件の影響」
　　　　　　　第 30 回日本 MRS 年次大会　令和 2 年 12 月

⃝石丸　大稀「白線検出に依らない道路追跡手法の研究開発」
　　　　　　　2020 年度電気・情報関係学会九州支部連合大会　令和 2 年 9 月

⃝霜山　大和「境界領域における低強度交流電場のリゾチーム結晶生成への影響」
　　　　　　　2020 年度応用物理学会九州支部学術講演会　令和 2 年 11 月

⃝夛賀　大貴「AI で地中レーダ画像を高精度に識別するための地中レーダや地中媒質の違いに対応する学習画像の生成」
　　　　　　　電子情報通信学会 宇宙・航行エレクトロニクス研究会 (SANE)   令和 2 年 11 月

⃝霜山　大和「境界領域における低強度交流電場のリゾチーム結晶生成への影響 」
　　　　　　　2020 年度応用物理学会九州支部学術講演会　令和 2 年 11 月

機械・環境システム工学専攻 1 年

機械・環境システム工学専攻２年

電気電子情報工学専攻 2 年
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今年のロボコンは初のオンライン対戦
「はぴ☆ロボ自慢」。人をハッピーにする
ロボットを作るコンテストでした。撮影
も自分達でiPhoneによる生配信。今ま
でにない苦労がありました。

11月1日の地区大会では、本校から4
チームが参加しました。4体のカラフル
なチアガールロボットが1枚の布（パラ
バルーン）を使って演技をする「チアロ
ボ」（Aチーム）は高く評価され、地区大
会で優勝を勝ち取りました。チアロボは
4体全てが自動ロボットであり、レベル
の高い制御をしていました。他の3チー
ム（花火師、音楽隊、昆虫ロボット）も
デザイン性に優れた美しいロボットで、
今後オープンキャンパス等で活躍してく
れると思います。

11月29日の全国大会は、新たにカメ
ラマンロボットを加えた5体構成で臨み
ました。結果は全国3位＆アイデア賞で
した。1位は小山高専、2位＆ロボコン
大賞は沼津高専でした。小山高専はオ
リンピックを彷彿とさせるアーティス
ティックスイミングがモチーフ、沼津
高専はリモートで自転車旅行ができるロ
ボットで、どちらも世相を反映したメッ
セージ性の強いチームでした。対して、
本校のチアロボは「人をハッピーにする」
というお題に最も直球勝負で挑んだチー
ムでした。全国3位は誇るべき成績であ
り、素晴らしいロボットを作った学生達
に惜しみない拍手を送りたいと思います。
応援して下さった皆様に感謝いたします。

【全国大会メンバー】
　髙橋慶多(5E)、　長谷川陽仁(3M)、
　宮井颯汰(2M)、宿理晃央(2E)

新型コロナウィルス感染対策のため、
中止になっていた九州高専体育大会陸上
競技の代替大会が11月8日(日)に大牟田
市御大典陸上競技場で行われました。コ
ロナ禍の中、練習時間が十分に確保でき
ない状況でしたが、多くの学生が自己ベ
ストを更新し、例年に比べてもよい成績
を残してくれました。また、本校の学生
を含め、参加した学生たちは皆、大会が
開催されることに感謝しながら、久しぶ
りの対外試合を存分に楽しんでいまし
た。大会運営に関しては、大牟田市陸上
競技協会が、日本陸上競技連盟のガイド
ラインに則り、感染症対策をしっかりと
行ってくれたおかげで、大会を無事に開
催することができました。大会に係る経
費の支出等の事務的な業務は、久留米高
専に担当していただきました。宿泊施設
におきましても、検温や消毒などの感染
症対策は徹底されていたように感じまし
た。来年の九州沖縄地区高専大会陸上競
技は、大分での開催となり、準備などで
学生支援係をはじめ、多くの教職員の皆
さまにお世話になるかと思います。引き
続き、ご理解とご協力をよろしくお願い
いたします。

【入賞者(８位以内)】
男子400ｍ　　　　2位　吉田大成（4C）
男子400ｍ　　　　6位　田尻隼人（3E）
男子1500ｍ　　　 7位　栗　誠哉（5S）
男子110ｍH　　　1位　植原茂樹（2S）

男子4×100ｍR 　5位　
　　喜見優樹（4C）- 植原茂樹（2S）-
　　吉田大成（4C）- 藤澤孝吉（2M）
男子4×400ｍR 　5位　
　　植原茂樹（2S）- 吉田大成（4C）-
　　田尻隼人（3E）- 栗　誠哉（5S）
男子走幅跳　 4位　藤澤孝吉（2M）
男子砲丸投　 2位　後藤滉太（3C）
男子円盤投　 3位　後藤滉太（3C）
男子やり投　 5位　光森大翔（2M）

高専ロボコン 2020高専ロボコン 2020

九州高専大会陸上競技九州高専大会陸上競技
（代替大会）（代替大会）
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学 生 会 便 り学 生 会 便 り

と違うクラスのテントの賑わいや、慌た
だしく走る役員やスタッフ、バンドス
テージでの一体感などが身近に感じられ
る良い高専祭だったと思っています。正
直、実行委員長という役職は身に余るも
のだったと考えていますが、それでも何
とかなったのは役員や励ましてくれるク
ラスメイト、そして夜中まで愚痴や作業
を手伝ってくれた寮生のおかげです。

このコロナ禍で様々な制約が掛かり日
常にストレスを感じることもあるとは思
いますが、その鬱憤をぜひ来年も学生会
行事で晴らしてください。

最後になりましたが、常日頃からご支
援いただいている地域の皆様、親身に
なってご指導いただいた学生主事室を始
めとする諸先生方、役員の無茶なお願い
にも対応してくださった学生支援係を始
めとする職員の皆様、そしてこの高専祭
を楽しんでくださった学生諸君に心から
御礼申し上げます。

2020年度・第55回高専祭は、異例の
在校生のみという形での開催となりまし
た。今年はアンケートをとらず、感想を
受け付けませんでしたが、皆さんどう
だったでしょうか。今年のテーマである

「OFFLINE」には、基本に立ち返り身近
な人とのつながりを重視するような高専
祭にしたいという思いが込められていま
した。

５年生には今回が最後の高専祭となり
ましたが、私個人の感想としてはいつも

去年の今頃は誰もこのような未来を想
像することができなかったでしょう。必
ずやろうと思っていたこと、必ず行こう
と思っていた場所、必ず会おうと思って
いた人。それらは簡単には叶わなくなり
ました。弱冠二十歳ながら、人生は思い
通りにいかないものだと考えさせられま
した。

2020 年度も大変お世話になりまし
た。本年度の体育局の主な仕事としては、
リーダー研修の運営、体育祭の運営でし
た。開催が危ぶまれていた体育祭はコロ
ナ禍になってはじめての学校行事でした。
感染対策を万全にとり、プログラムも午
前短縮と例年とは大きく変わった形とな
りました。正直準備段階で嫌になること
も多々ありましたが、本番中に皆さんの
楽しんでいる姿を目にした時、「やって
よかった」と思えました。

ですが一つ心残りがあります。それは
球技大会ができなかったことです。学校
行事として特に盛り上がる球技大会を開
催することができなかったのは偏に私の
力不足だと思っています。この場をお借
りしてお詫び申し上げます。

最後になりますが、2020年度学生会
に協力していただいた学生主事室をはじ
め諸先生方、学生課の職員の皆様、学生
会メンバー、そして本校学生の皆さん、
本当にありがとうございました。

体育局長
機械工学科

5 年

清松　東矢

高専祭実行委員長
機械工学科

5 年

末次　晴彦

2020 高 専 祭2020 高 専 祭

2020 体 育 祭2020 体 育 祭
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学 生 会 便 り学 生 会 便 り

11月3日（火）の文化の日に第54回音
楽祭がJ:COMホルトホール大分大ホー
ルで開催されました。会場では、吹奏楽
部･軽音楽部による演奏、写真部･美術
部による作品や高専アーカイブの展示が
行われました。本校の関係者のみならず、
地域住民の皆様など多くの方々にご来場
頂きまして、誠に嬉しい限りです。

今年は新型コロナウィルス流行により、
体育祭の短縮、内部だけの高専祭等充分
に行事を行えていない中で感染対策によ
る制限はありましたが、ほぼ例年通りに
行えた事に喜びを感じます。

今年のテーマにある「OFFBEAT」で
すが、これはジャズ演奏で特徴的に現れる、
通常とは外れたところに強弱やリズムが
あることです。今年の音楽祭も新型コロ
ナウィルスの影響で例年とは立ち位置が
少し違う音楽祭ですが存分に楽しんで欲
しいという思いを込めてこのテーマに
決めました。演者達の短縮された部活時
間の中で立派に練習した成果を肌で感じ、
とても良い音楽祭になったと思います。

前回のホルトでの開催からの4年と時
間が少し経っており、あまりノウハウが
なく、準備から終了までバタバタしてお
りあまり良い実行委員長ではなかった
と思います。こんな私を支え、協力して
くれた、同じ実行委員をはじめとする学
生会役員達、吹奏楽部・軽音楽部の皆様、
日頃からご指導いただいている学生主事
室をはじめとする諸先生方に心から御礼
申し上げます。

皆さんこんにちは。この度新たに大分
高専の学生会長になりました。小手川康太
です。今年度はコロナウイルスの影響も
あり、慣れないことが多い一年だったと
思います。しかし、そんな生活も一年経
つと案外慣れるもので、外出時のマスク
の着用も今では当たり前になりましたよね。

私はこの一年、習慣について考える時
間が多かったような気がします。「継続
は力なり」なんて言葉がありますが、皆
さん新年に立てた目標は順調ですか？
三日坊主になっていませんか？？いいえ。
答えなくていいです。

継続といえば昔、twitterかテレビだ
かでこんな女性のお話を目にしました。

― 私はバイオリンを弾いてみたいと
考えていましたが、当時私は二十歳。昔
から音楽の経験がなく今更始めても上手
くなれないとバイオリンを始めるのを諦
めました。しかし還暦を迎えてあの日始
めていたら40年もバイオリンができた
と後悔し、それを機にバイオリンを始め
ました。今私は80歳。バイオリン歴は
20年。あの日始めて良かったです。―

みたいなやつ。うろ覚えすぎてほと
んど想像で書きましたが、私が言いた
いのは「始めるのに手遅れだということ
はない」ということです。私は来年で5
年生になります。人間の一生を80年と
して人間で例えると64歳くらいですね。
ちょっと何言ってるかわかんないと思い
ますが、私は高専の中ではもう老害に分
類される歳だということです。しかし、
会長となった今これを言い訳に保守的に
なるつもりはありません、自ら志した
この地位。選ばれた意味を深くかみしめ
て会長の名に恥じぬよう努めて参ります。
拙い文章ですが、これを今年一年の私の
決意表明としたいと思います。よろしく
お願いします。

副会長に就任しました。情報工学科3
年の吾妻勇太です。まずは自己紹介から。
成績、身長どちらもそこそこ。体重はご
想像にお任せします。好きな食べ物は馬
刺しです。私の今までしてきた学生会的
な活動は、中学での生徒会長と、卒業式
での答辞です。ひとつよしなに。

さて、私は学生会に参加する上で、自
分の中で一つテーマを決めました。それ
は「つながりを強く」です。コロナによっ
てどうしてもつながりが薄くならざる
を得なかった2020年度。これに加えて、
学生会は大きなイベントを運営する組織
という印象が強く、学生一人一人とのつ
ながりが薄い(普段は何をやっているの
かよくわからない)と考えています。私
が演説で言った「企画会」の実施は誰で
も学校全体に働きかけられるようにして、
全体のつながりを強くする目的もありま
す。(自由に活動するための施策という
のが正直なところですが・・)

また、つながりを強くするための方法
として学生会を増員することも考えてい
るので、「普段暇でやることがない人」
や、「何か将来につながることを今から
したい」という人がいれば是非、学生会
に参加してください！！学年やこれまで
やってきたことは関係なく、とにかく何
かやってみたいというアバウトな気持ち
でいいので参加して欲しいと思います！

音楽祭実行委員長
情報工学科

5 年

田上　右京

学生会長
情報工学科

4 年

小手川　康太

副会長
情報工学科

3 年

吾妻　勇太

2020 音 楽 祭2020 音 楽 祭 新学生会長挨拶新学生会長挨拶 新副会長挨拶新副会長挨拶
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学 生 会 便 り学 生 会 便 り 寮生会便り寮生会便り 留学生通信留学生通信留学生通信留学生通信

私はマレーシアから来たディヤナです。
私が大分に来て１カ月が過ぎようとして
いますが、大分の最初の印象について語
ろうと思います。大分には沢山の山々が
あり、緑でいっぱいです。とても美しい
と思っています。

学校では、みんなが私を温かく受け入
れてくれることがとてもありがたいです。
私のクラスメイトはとても素敵で親切で、
私が困っているときはいつも助けてくれ
ます。私はまだ来たばかりで大分の方言
について慣れていないので、時々言葉が
わからない時があります。でも、みんな
がきちんと説明してくれます。そして
沢山の言葉を友だちから教わっています。
先生方もとても親切で、私が健康保険証
を取得する時やいろいろな書類を提出す
る時も手伝ってくれました。

後期中間テストが終わった後、私は「ク
ラスのみんなは天才だ！」という感想を
持ちました。クラスのテストの平均点は
だいたい90点くらいで、私はそのよう
な経験をしたことがありませんでした。
私はこれまで自分の点数が90点以下で
も気にしたことはありませんでした。し
かし、日本に来てからはみんなが満点を
取るために競争をしているのを目にして、

「今までよりもっと一生懸命勉強しなけ
れば！」という「やる気モード」にスイッ
チが入りました。

一生懸命勉強をして良い結果を出すこ
とは大切です。しかし、身体が休憩を必
要としている時はきちんと休息をとるこ
とも決して忘れてはなりません。そのよ
うな時は、週末に自転車であちこち出
向いてストレスを発散させようと思いま
す。私は既に何カ所かに行ってみました
が、周りの皆さんの親切さには本当に驚
かされます。私はムスリムなので食事に
制限があります。一度、セブンイレブン
で私の携帯画面のアプリに何が食べられ
る物で、何が食べられない物かを調べて
いた時、近くにいたおばあちゃんが話し
かけてきて上手にスマートフォンのアプ
リを操作し、どの食べ物を買うべきかを
私に教えてくれました。その時、私はと
ても感動しました。

マレーシアには季節の違いがありませ
ん。雨が多くて暑い日が何日かあるだけ
です。私は日本に来る時にいろいろな季
節を体験できるということで非常にワ
クワクしていました。大分に着いた時は
まだ少し肌寒いくらいでした。最初、こ
れくらいの寒さなら十分にやっていける
と思いました。しかし、時が経つにつれ、
どんどん寒くなっていき、今では時々身
体が震えることもあります。それにもか
かわらず、私は大分の冬が経験できるの
を楽しみにしているのです。しかし、こ
のような時期にコロナウィルスが蔓延し
ているので、注意もしていきたいと思っ
ています。

私は大分にあと２年半いることになり
ます。その間にこの町のいろいろな面を
できる限り発見していきたいと思ってい
ます。私をこの学校に受け入れてくださ
り、本当にありがとうございました。

今年度、寮生会長を務めている
都市・環境工学科4年佐藤快成で
す。コロナウイルスの影響で寮
では、色々な対策を講じてきまし
た。寮生のみんなには苦労やき
つさを感じた人も少なくないで
しょう。しかし今はまだ我慢の
ときです。いつか必ず羽を伸ば
す時が来ます。4月には新入生が
来るので今のうちに先生方と寮
生会が連携しコロナ対策を完璧
にしておきたいなと思います。

この度、副寮生会長に就任した
３Eの市川です。 コロナ禍の影
響で、なかなか皆さんの前に立っ
てご挨拶ができませんでした。
このような形とはなりましたが、
改めてよろしくお願い致します。

昨年は、例年通りとはいかず、
我慢の寮生活を余儀なくされま
した。しかし、来年度は、今年度
の経験を基に、工夫を凝らした寮
行事の企画をしたいと思います。
乞うご期待ください。

都市・環境工学科　4 年

佐藤　快成

電気電子工学科　3 年

市川　伊吹

情報工学科  ３年　ディヤナ

寮生会長挨拶寮生会長挨拶

寮生副会長挨拶寮生副会長挨拶
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第17期：令和２年度（2020年）修了予定者（21人）

機械・環境システム工学専攻（14人） 電気電子情報工学専攻（ 7人）

九州大学大学院　工学府　大学院工学研究院　土木工学専攻
九州大学大学院　総合理工学府　総合理工学専攻（2名）
豊橋技術科学大学大学院　工学研究科　機械工学専攻
ENEOS株式会社
大分県
サントリースピリッツ株式会社
ダイキンエアテクノ株式会社
株式会社酉島製作所
株式会社日建コンサルタント
日本鉄塔工業株式会社	
ファナック株式会社
株式会社安川電機
株式会社横河ブリッジ

九州工業大学　大学院　生命体工学研究科
奈良先端科学技術大学院大学　先端科学技術研究科
九州大学大学院　総合理工学府　総合理工学専攻
NTN株式会社
株式会社NTTデータSBC
ENEOS株式会社
サンリツオートメイション株式会社

令和２年度　専攻科進路状況 令和３年 2 月 1 日現在

令和２年度　学科別進路状況 令和３年 2 月 1 日現在

番
号 就職および進学先

学科名
計

M E S C
1 株式会社IHI 1 1
2 株式会社アイ・エス・ビー 1 1
3 旭化成株式会社 2 1 3
4 イジゲン株式会社 1 1
5 今治造船株式会社 1 1
6 株式会社AKシステム 1 1
7 NTTインフラネット株式会社 1 1
8 NTTコム エンジニアリング株式会社 1 1
9 株式会社NTTデータ 1 1
10 ENEOS株式会社 1 1
11 ENEOS株式会社 大分製油所 1 1
12 株式会社エム・ソフト 1 1
13 株式会社オーイーシー 1 1
14 大分キヤノン株式会社 1 1 2
15 公益財団法人大分県建設技術センター 1 1
16 大分市 2 2
17 株式会社大阪防水建設社 1 1
18 オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 1 1
19 関西電力株式会社 1 1 2
20 九州電力株式会社 1 1
21 株式会社九電工 1 1
22 京セラコミュニケーションシステム株式会社 1 1
23 株式会社クボタ 1 1
24 ＫＭバイオロジクス株式会社 1 1
25 株式会社三水コンサルタント 1 1
26 サントリープロダクツ株式会社 1 1
27 Gcomホールディングス株式会社 1 1
28 昭和電工株式会社大分コンビナート 1 1
29 株式会社神鋼環境ソリューション 1 1
30 株士会社SCREEN SPE サービス 1 1
31 株式会社住化分析センター 1 1
32 西部電機株式会社 1 1
33 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 1 1
34 第一精工株式会社 1 1
35 ダイキン工業株式会社 1 1
36 株式会社タカギ 1 1 2
37 中国電力ネットワーク株式会社 1 1
38 株式会社デンソーテン 1 1
39 東亜グラウト工業株式会社 2 2
40 東亜建設工業株式会社 2 2
41 東海旅客鉄道株式会社 2 2
42 有限会社トスカンパニー 1 1
43 西日本高速道路株式会社 1 1
44 西日本高速道路エンジニアリング九州株式会社 1 1
45 株式会社西原環境 1 1
46 日揮ホールディングス株式会社 1 1
47 日商エレクトロニクス株式会社 1 1

番
号 就職および進学先

学科名
計

M E S C
48 日新電機株式会社 1 1
49 株式会社日水コン 1 1
50 日鉄テックスエンジ株式会社 1 1 2
51 日鉄パイプライン＆エンジニアリング株式会社 1 1
52 株式会社日本コンピュータ開発 1 1
53 日本鉄塔工業株式会社 1 1
54 日本電測機株式会社 1 1
55 パナソニックLSエンジニアリング株式会社 1 1
56 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 1 1
57 株式会社日立ハイテクフィールディング 1 1
58 社会福祉法人　福祉のまちづくり研究所 1 1
59 富士ソフト株式会社 1 1
60 株式会社富士通エフサス 1 1
61 富士電機株式会社 1 1
62 マツダ株式会社 1 1
63 株式会社マツダE&T 1 1
64 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 1 1 2
65 水土里ネット大分 (大分県土地改良事業団体連合会) 2 2
66 宮地エンジニアリング株式会社 1 1
67 矢崎総業株式会社 1 1 2
68 株式会社安川電機 1 1
69 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 1 1
70 株式会社横河ブリッジ 1 1
71 リンク情報システム株式会社 1 1
72 ローム・アポロ株式会社 1 1
73 株式会社ワコー 1 1

就 職 者 小 計 22 21 18 25 86
1 大分工業高等専門学校（専攻科） 11 4 9 8 32
2 大分大学 1 1
3 北九州市立大学 1 1
4 九州工業大学 1 4 2 7
5 九州大学 2 2 2 6
6 熊本大学 1 1
7 佐賀大学 1 1 2
8 下関市立大学 1 1
9 信州大学 1 1
10 千葉大学 1 1
11 東京農工大学 1 1
12 豊橋技術科学大学 1 1 2
13 長岡技術科学大学 1 1
14 山梨大学 1 1

進 学 者 小 計 14 13 20 11 58
未　定 0 4 1 0 5
小 計 0 4 1 0 5

卒 業 予 定 者 計 36 38 39 36 149

　　　　M：機械工学科　　Ｅ：電気電子工学科　　Ｓ：情報工学科　　Ｃ：都市・環境工学科
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