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校長　山口　利幸校長　山口　利幸

本科卒業、専攻
科修了、おめでと
うございます。保
護者のみなさまに
おかれましても、

さぞお慶びのことと存じます。心よりお
祝いを申し上げます。

みなさんの船出していく世界は、どの
ような世界なのでしょうか。人類がつい
に宇宙に進出する夢のような時代となり
つつありますが、解決すべき様々の課題
もまた抱えています。

国際連合は、2015年に全ての加盟国
の合意のもと、持続的発展に関する17
の目標：Sustainable Development Goals

（UN－SDGs）を2030年に達成することをめ
ざして掲げました。貧困の克服（目標１）
や飢餓の克服（目標２）など技術による
貢献が大きく期待される課題も多く、目
標９では「レジリエントな（強靱な、回
復力のある）インフラを構築し、包括的
で持続可能な工業化、イノベーションを
促進する」と掲げられています。愛の精
神と教養に裏打ちされた技術の力が世界
中で求められていることがわかります。

みなさんは、社会に役立つ力、心豊か
で平和な社会を実現する力を身につけて
船出します。みなさん一人一人の力が身
のまわりの人々や世界に幸せを広げて
行くことになりますように期待していま
す。そのためにも知的好奇心や匠（巧み）
の心をみずみずしく持ちつづけ、みずか
らを高めるための継続的な学修を怠らず、
科学する（不思議を発見する、継続的に
探求する、くふうし、創造する）心を培っ
て、これからも成長しつづけてください。

みなさんの未来が希望に満ち充実した
ものとなりますように、心から願ってい
ます。卒業、修了おめでとう。

MVPなどの多くのタイトルを受賞し、MVPなどの多くのタイトルを受賞し、
年末恒例の新語・流行語大賞でも「リ年末恒例の新語・流行語大賞でも「リ
アル二刀流／ショータイム」という大アル二刀流／ショータイム」という大
谷選手の投打にわたる活躍ぶりを象徴谷選手の投打にわたる活躍ぶりを象徴
した言葉が選ばれました。大谷選手にした言葉が選ばれました。大谷選手に
関するエピソードも多く紹介されてい関するエピソードも多く紹介されてい
ますが、私が最も注目したのは、マますが、私が最も注目したのは、マ
ンダラチャートの内容です。マンダランダラチャートの内容です。マンダラ
チャートとは、目標を実現するためにチャートとは、目標を実現するために
必要な課題を洗い出し可視化するため必要な課題を洗い出し可視化するため
の手法で、３×３のマスの中心に目標の手法で、３×３のマスの中心に目標
を書き、その周囲８マスに達成するたを書き、その周囲８マスに達成するた
めの要素を記述するものです。大谷選めの要素を記述するものです。大谷選
手は高校生時代に一流の選手になるた手は高校生時代に一流の選手になるた
めの目標を設定し、それを実現するための目標を設定し、それを実現するた
めの要素をマンダラチャートに挙げてめの要素をマンダラチャートに挙げて
います。特筆すべきことは、一流の選います。特筆すべきことは、一流の選
手に成長するためには、単に野球の技手に成長するためには、単に野球の技
術だけでなく、人間力を高めることを術だけでなく、人間力を高めることを
認識しており、その実践として、「ご認識しており、その実践として、「ご
み拾い」と書いています。そして、そみ拾い」と書いています。そして、そ
れは超一流の大リーガーになった現在れは超一流の大リーガーになった現在
も続けています。高度なトレーニングも続けています。高度なトレーニング
で身につく技術だけでなく、常日頃ので身につく技術だけでなく、常日頃の
誰にでもできることの実践誰にでもできることの実践が大切であが大切であ
ると教えてくれているように感じます。ると教えてくれているように感じます。
ごみ拾いに限らず、例えば、将来就職ごみ拾いに限らず、例えば、将来就職
して出勤簿のある会社の場合、出勤簿して出勤簿のある会社の場合、出勤簿
に毎日押印するなど、誰にでもできに毎日押印するなど、誰にでもでき
る簡単なことをきちんと行うことです。る簡単なことをきちんと行うことです。
このような行動ができる人が、大きなこのような行動ができる人が、大きな
仕事もきちんと処理できると、私はこ仕事もきちんと処理できると、私はこ
れまでの経験から考えています。れまでの経験から考えています。
本校を卒業・修了する皆さんは、新本校を卒業・修了する皆さんは、新
たな環境で、自らを成長させる様々なたな環境で、自らを成長させる様々な
活動に取り組むと思いますが、単に専活動に取り組むと思いますが、単に専
門の技術や知識のみを追求するのでは門の技術や知識のみを追求するのでは
なく、日々の中の誰にでもできる簡単なく、日々の中の誰にでもできる簡単
なことを実践することも心がけてほしなことを実践することも心がけてほし
いと思います。きっと、その先には、いと思います。きっと、その先には、
新たな時代を切り開いて行ける人財に新たな時代を切り開いて行ける人財に
育っていると信じています。皆さんの育っていると信じています。皆さんの
新たな門出をお祝いするとともに、ご新たな門出をお祝いするとともに、ご
多幸を祈念します。多幸を祈念します。

本科卒業生、専攻科修了生の皆さん、本科卒業生、専攻科修了生の皆さん、
本科ご卒業、専攻科修了、誠におめで本科ご卒業、専攻科修了、誠におめで
とうございます。保護者の皆様におかとうございます。保護者の皆様におか
れましても、お慶びのことと存じまれましても、お慶びのことと存じま
す。謹んでお祝いを申し上げます。ます。謹んでお祝いを申し上げます。ま
た、今日まで本校へ多大のご支援、ごた、今日まで本校へ多大のご支援、ご
協力を賜りましたことに、衷心よりお協力を賜りましたことに、衷心よりお
礼申し上げます。礼申し上げます。
さて、令和２年から続く新型コロナさて、令和２年から続く新型コロナ
ウイルスの影響により、かつてとは異ウイルスの影響により、かつてとは異
なる２年間の学校生活を余儀なくされ、なる２年間の学校生活を余儀なくされ、
ストレスの多い日々であったと思いまストレスの多い日々であったと思いま
す。そのような状況の中、ワクチン接す。そのような状況の中、ワクチン接
種等のコロナ対策が進み、第５波の峠種等のコロナ対策が進み、第５波の峠
を越えた後の後期には、大分高専の三を越えた後の後期には、大分高専の三
大祭りである体育祭、高専祭、音楽祭大祭りである体育祭、高専祭、音楽祭
を、さらに前期から延期になっていたを、さらに前期から延期になっていた
球技大会を開催できたことが、高専生球技大会を開催できたことが、高専生
活を彩る良い思い出作りになっていれ活を彩る良い思い出作りになっていれ
ば、とても嬉しいことです。ば、とても嬉しいことです。
本科卒業生、専攻科修了生の皆さん本科卒業生、専攻科修了生の皆さん
は本校での学習を終え、本校の学習教は本校での学習を終え、本校の学習教
育目標である「人間性に溢れ国際感覚育目標である「人間性に溢れ国際感覚
を備え、探究心、創造性、表現能力をを備え、探究心、創造性、表現能力を
有する技術者」に育っています。科学有する技術者」に育っています。科学
技術が急速に進展するこれからの社会技術が急速に進展するこれからの社会
において、高専で培った知識、技術やにおいて、高専で培った知識、技術や
前向きに取り組む姿勢等をベースとし前向きに取り組む姿勢等をベースとし
て、日々精進しながらさらに成長してて、日々精進しながらさらに成長して
いってほしいと願っています。いってほしいと願っています。
2021年は東京オリンピックが開催2021年は東京オリンピックが開催
されましたが、それにも増して大きくされましたが、それにも増して大きく
注目されたのはメジャーリーグ・エ注目されたのはメジャーリーグ・エ
ンゼルスの大谷翔平選手の活躍です。ンゼルスの大谷翔平選手の活躍です。

総務主事

高橋　　徹
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主 事 室 便 り主 事 室 便 り

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。

寮生の卒業生・修了生である36名の
皆さん、入寮当日は大きな不安を抱えて
いたでしょうが、この日を迎え、身体的
にも、精神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、加えてこの２年間は新型コロナ
ウイルス感染症の対策もあって不自由も
お掛けしましたが、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思いを馳せ
て下さい。そこには人間の計らいでは及
ばない様々なご縁があって、今の皆さん
の成長があります。本当にありがたいこ
とです。

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、そして楽しい趣味と休養を忘れずに。

本科卒業生、専
攻科修了生の皆様、
ご卒業ならびに専
攻科修了おめでと
うございます。心

からお祝い申し上げます。また、長きに
わたり学生を支えてきた保護者の皆様に
も、謹んでお祝い申し上げます。

今秋は、春から延期した球技大会と例
年秋に行われている体育祭、音楽祭、高
専祭を１か月ほどの間に集中して開催し
ました。規模を縮小した部分もあります
が、天候にも恵まれ、運営に奮闘してく
れた学生会や参加学生の力で盛況に開催
できました。学校行事を行うことで、学
生間での会話が増え、笑顔が増えたこと
を感じています。課外活動の運動部では、
地区大会が延期や中止、代替大会となる
中で、硬式野球、柔道、ソフトテニスが
全国大会に参加しました。文化部では、
高専祭における展示や音楽祭で、日ごろ
の成果を発表することができました。ま
た、ロボット研究部は、 ２年ぶりに開催
された国技館での全国大会で、デザイン
賞を受賞する活躍を見せてくれました。

企業や大学等へ進む皆さんの生活環境
は大きく変わります。さらに、親元を
離れ一人暮らしを始める人も多いことで
しょう。人は、変化を恐れるところがあ
ります。一方で、変化を楽しむことがで
きるのも人間です。倦

う

まず弛
たゆ

まず自分の
新しい世界を築いてください。その時、
力になるのは、一緒に卒業・修了した同
期です。高専で共通の時間を過ごした
仲間と、時々会って、お互いを助け合い、
競い合いながら新しい環境で、自分の可
能性を広げていってください。皆様の活
躍を期待しています。

本科卒業生、専
攻科修了生の諸君、
保護者の皆様、ご
卒業・修了おめで
とうございます。

明日からは大分高専の看板を背負ったそ
れぞれの学位を持つ者として、誇りと夢
と勇気をもって、次なる活動の舞台へ進
み出てください。本校スタッフ一同、応
援しています。

アメリカ合衆国のアブラハム・マズ
ロー博士は“マズローの欲求５段階説”
を唱えた方として有名です。「人間は自
己実現に向かって絶えず成長する生きも
のである」と仮定し、人間の欲求を５段
階の階層で理論化し、現在の産業界、教
育界に大きな影響を与えた方です。その
最終着地点として自己実現欲求がありま
す。あるべき自分になりたい、自分の持
つ能力や可能性を最大限に発揮し具現化
したいと願う欲求なのです。私は、卒
業・修了する皆様には、他者から尊敬さ
れたい、感謝されたいという承認の欲求
のみならず、是非とも目標を設定し、そ
の目標を実現する、あるべき自分になり
たいなど、この高いレベルの自己実現
欲求にまで成長して頂きたいと思ってい
ます。

本校の教育目的である「人間性に溢れ
国際感覚を備え、探求心、創造性、表現
能力を有する技術者の養成」について一
言。冒頭部分は人間的な情や思いやりを
多く持ち、社会に対して誠実であれ！と
いうことのみならず、自分の持つ能力や
可能性を最大限に発揮し自己の成長や目
標の達成を目指すという言葉であると私
は思っています。卒業生・修了生の皆様
が、次なるステップで様々な分野で個々
の能力や可能性を最大限に発揮し、ある
べき自分になられますことを、ご祈念申
し上げます。

教務主事

松本　佳久
学生主事

靏
つる

　　浩二
寮務主事

清武　博文
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卒業おめでとう卒卒業業おおめめででととうう卒業おめでとう 機械工学科
５M担任　軽部 　周

現在］（田中 真樹）／テストは受ければ
受けるほど知識がより定着するんじゃ
再試も糧にしてけ！（谷村 凌暉）／５年
間という日々を簡単に表すと、５年間に
なります。僕の５年間は、私の５年間
であり、君の５年間でした。ありがとう
（中野 幹太）／何があっても止まらねぇ
ぞ…（西山 由弥）／ほらほら、えーっ
とアレアレアレ、ほらほら、んーっと
何だったっけ？（野澤 昂聖）／まぁ、平
凡な学生生活を送れたかな。５年間あ
りがとうございました（廣瀬 侑真）／
僕の２つ前の人は高専の先生になりま
す。そっか。そんなことより５年間あ
りがとうございました（福岡 諒斗）／
Para－para－paradise－煮込みハンバーグ
（藤丸 朋泰）／良い友達に出会えたので
良かったと思う（前田 晃志）／様々なこ
とがあった高専生活でしたが後悔なく終
われました（元井 達貴）／５Mのことは
きらいになっても軽部先生のことはきら
いにならないでください（森 小次郎）／
コンビニの数よりも歯医者さんの数の方
が多いよ。炊飯ジャーを斜めにして炊
くと固いご飯とやわらか～いご飯２種
（矢野 誠人）／思い立ったら即行動！遊
びでも勉強でも‼（山﨑 麻未）／シャン
チーマーウェイ（吉原 拓希）

（大隈 悠也）／今までありがとうござい
ました（岡林 大和）／『君のハートに焼
なまし』（片伯部 雅清）／いちにんまえ
のりっぱなおとなになりたいです（川中 
宙）／５年間楽しい時間を過ごさせてく
れてありがとう。かけがえのない思い
出になりました（桐井 彩斗）／明るくて
優しい５Mが大好きです。笑顔が絶え
ない５年間でした（後藤 修藏）／どんな
行事でも淡々とこなすこのクラスが１番
ちょうど良かった（後藤 颯天）／５年間
お世話になりました。皆さん、単位回収
頑張ってください（酒井 里菜）／才能を
隠すのにも卓越した才能がいる。おてぃ
ん（佐藤 寿哉）／久保建英と同年代って
マジ？（佐藤 佳祐）／５年間泣きながら
機械工学を勉強し、来年から晴れて大学
に進学です。高専での経験を活かし、社
会の役に立てる立派なお花屋さんになろ
うと思います。みんなも頑張ってね！
（清家 玲里）／５年間たぶんよく頑張っ
たと思います。在校生のみなさん、思い
出を作るんだ！（髙嵜 陽奈）／５年間よ
く頑張りました（竹村 考平）／この５年
間何よりも優秀な先生方（）が心強かっ
たですね（）ガチでメンブレ止まらん、、、
（多田 圭佑）／まさか留年せずに卒業で
きるとは思ってもいなかったです［12月

月日が経つのは早いもので、もう卒業
の時期ですね。コロナの逆境にもめげず、
元気に高専生活を過ごしてくれてありが
とう。卒業後も高専を訪問してくれると
嬉しいです。お元気で！

長かったけど短かった。人生なんとかな
る！（荒金 匠）／高専ってホントに楽し
い！ CANMAKETOKYO（安藤 遥）／
尾形研は最強です（伊﨑 陸人）／私に
は沢山の仲間がいます。もっといたは
ずでしたがどこに行ったのでしょう
か。どちらにせよ、五年間ありがとうご
ざいました（石井 佑真）／高専生活楽し
かったです。ありがとうございました
（石﨑 雄大）／なんだかんだクラス会は楽
しかった！ありがとう！（伊南 清志郎）／
長いようでめちゃくちゃ長い５年間でし
た。お疲れ様でした（今村 悠世）／もっと
可愛い子がクラスにいたら高専生活楽し
かったんだろうなって思いました（衞藤 
巧弥）／老後を恐れることなかれ。未来
の自分が笑っているか、それは神ですら
も分からない。なら今だけでも笑い合
おう。５年間ありがとうございました！

●卒業生から一言●
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卒業おめでとう卒業おめめでとう卒業おめでとう 電気電子工学科
５E担任　上野  崇寿

穐好　有加 ５年間ありがとうございました．卒業おめでとう！
足立　悠佳 ５年間楽しかったです！先生方ありがとうございました！
阿部　直幸 ５年間長いようで短い高専生活でした。ありがとう！
井野本優太 ５年間ありがとうございました．卒業おめでとう！
浦上　将満 祝卒業？５年間楽しかったです…?
江藤悠太郎 みんなありがとう。幸せになりやがってください。
大平　海人 ３年間お世話してくれてありがとう。
片山　桂吾 ５年間ありがとうございました．卒業おめでとう！
上村　知也 ５年間、振り返ると弐寺しかやってません…
神志那　叶 為せば成る、為さなくてもなるようにはなる
後藤　志勇 我祝卒業！故超絶歓喜！今来人々感謝感激範馬刃牙！
後藤　聡真 #DIV/0!
後藤　尚也 ５年間ありがとうございました．卒業おめでとう！
後藤　寛明 ５年間ありがとうございました．卒業おめでとう！
小中　咲花 ５年間ありがとうございました。
小米良聡志 師匠って結局なんだったんだろう…
佐藤　結哉 半導体プレマス帯爪痕ダブハンになれました。
三丸　出人 高専に６年≒小学校、ということは次の進学先は中がっ
繁松　天琉 祝卒業！５年間ありがとうございました！
園田　拓生 祝卒業！７年間楽しかったです．ありがとう！
髙田康之佑 ５年間ありがとう！専攻科で+２年お世話になります。
髙野　聖也 ５年間とても楽しかった！また同窓会で会いたいです！
田坂　　隼 五年間とても楽しかったです。本当にありがとうござ
多田啓太郎 無事卒業できて良かった！楽しい５年間でした！
中野　飛彩 25文字で頑張ってコメントを残そうと思います！皆あ
日野　航平 ５年間色々あって楽しかった！ありがとう！！！！！！
平倉　拓海 ５年間ありがとうございました．卒業おめでとう！
藤田　悠斗 明野の風車って店でバイト募集中！ついでに皆ありがと
溝部　裕真 スマブラガチ勢の方専攻科で対戦待ってます
都　　隆羽 この５年間とても楽しかった～みんな僕のこと忘れないでね…
宮崎　翔冴 ５年間ありがとうございました．卒業おめでとう！
森永　　響 ５年間で身長は１㎝も変化しませんでした。来世に期待。
八島　永知 出所おめでとう！専攻科組はあと２年の懲役頑張ろう！
大和　郁也 祝卒業! 充実した５年間だったなぁ
ノ　　　ン ５年間ありがとうございました．卒業おめでとう！

これを書いているのは、まだ皆さんの
卒業が確定しない時ですが、卒業できる
と確信しながら執筆しています。まずは、
卒業おめでとうございます！

あっという間の５年間だったのではな
いでしょうか。短い高専生活でしたが、
皆さんの財産となる経験ができたのでは
ないかと思っています。ただ、その一方
で４年次からコロナ禍で研修旅行を始め
とした年間行事などが中止或いは短縮に
なっていき、本当に残念に感じています。
担任を任されてわずか一年という短い間
でしたが、制約された時間や環境の中で
も、どうすれば楽しめるか、どうすれば
より良くできるかを考えて実行してくれ
たことに感謝しています。

これから、企業人として社会に羽ばた
く人、大学や専攻科に入学し学術的研鑽
を積む人、或いは別の道を歩む人様々だ
と思いますが、新たな志を持って歩んで
行ってください。ときには悩み、苦しみ、
答えが出ないと思うような壁に出くわす
こともあるでしょう。学生生活では得ら
れない苦い経験をすることもあるでしょ
う。行き止まりは、無限への道だと思い
を持って、可能な限り全力を傾けて取り
組んで見てください。一回りも二回りも
成長した皆さんの姿を見られることを期
待しています。

●未来へ羽ばたく君たちへ● ●５Ｅ卒業コメント一覧●

本校モニュメント前にて
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卒業おめでとう卒業おめでとう卒業おめでとう 情報工学科
５S担任　西村  俊二

私からみなさんに伝えたいことは
「卒業おめでとうございます」。以上
です。それでは文字数まで各自でこ
れまでを振り返ってみませんか。

入学してから卒業するまでに高専
で出会った先生方。低学年での担
任・副担任の先生、各教科の先生、
技術指導をしてくれた先生、厳し
かった先生、やさしかった先生。

クラスメイトともいろいろなこと
があったのではないでしょうか。よ
く話をした人、よく一緒にいた人、
あまり交流がなかった人、仲が悪く
なったりした人、もう会わなくなっ
た人…、卒業するとみなさん同士
もなかなか会う機会がないのかもし
れません。

学校生活はどうでしたか。クラス
で参加した高専祭や体育祭、個人で
がんばったこと、がんばれなかった
こと、思い通りにいったこと、なか
なか結果につながらなかったこと、
おもいきり遊んだこと…。

みなさん一人ひとりが持っている、
それぞれの想い出を大切にしてほし
いと思います。

がとうございました！」　栗山ひかり「冬
の朝の布団の中くらい居心地が良いクラ
スでした！」　幸松佑人「いけ、幸松！
留の舞！」　古城司「感謝」　小手川康太

「筋トレのプレゼンが、暫定僕の人生の
ピーク。」　後藤優太「ありがとうござい
ました」　佐藤友哉「５年間お疲れ様で
した。卒業できてよかった‥」　下郡凱

「大分高専を卒業したいと思います。つ
まりこれは大分高専を卒業したいとい
う事なんです。」　秦眞翔「５年で卒業出
来そうでよかった^^楽しかったです！」　
髙木純花「５年間ありがとうございまし
た！ たのしかったです！」　髙橋佳那

「５年間ありがとうございました」　田中
志貴「時空が歪んでいる。もう５年経っ
た…？ あと２年…？？」　寺嶋陸音「充
実した五年間でした、ありがとうござ
いました‼」　戸髙幹斗「おめでとうご
ざいます」　中岡理仁「５年間ありがと
うございましたー。   …卒研ぐるじぃ
…じぬぅ…」　中屋敷楓「卒業できてる
か不安なので卒業してね。。」　原田清凪

「プロハ研しか勝たん！」　廣瀨花菜子
「研修旅行行きたかった!!!!!!」　藤井文音
「ありがとうございました」　渕野翔太
「 」　宮﨑陸翔「次の人が面白
いこと言います！」　森山神「卒研がや
ばい」　山路菜月「家族構成とか宗教と
かお酒で酔ったら体熱くならない?とか
聴いてくる面接官が居たら超逃げて。」

厚田龍成「５年間ありがとうございまし
た！」　安部恵都「恋愛は、言葉でもな
ければ、雰囲気でもない。ただ、すきだ、
ということの一つなのだろう。」　阿部
光希「スマッピｨｨーーインフォメーショ
ン！！！今週のトピックスはーー！！！こ
ちらーーーーーー！！！！」　石井悠太郎

「解放される…」　伊東亨夏「再試と追認
に追われる高専生活でした」　江藤美紀

「あっという間の５年間…ありがとうご
ざいました！」　衛藤玲央「御卒業おめ
でとうございます。」　小野竜也「いい５
年間でした」　小野稜太「５年間ありが
とう！ 楽しかった‼」　尾林慶亮「面白
いのが思いつかなかったので多分次の人
が面白いの言ってくれるはずです頼ん
だ」　河津太丸「プログラミングを学ぶ
はずが、動画編集や文書作成ばかり上達
してしまいました。５年間お世話になり
ました。」　川野陽介「ここに五十文字ま
で書いていいそうですが、他の人のス
ペースが無くなりそうで心配です。とも
あれみんな卒業お」　北﨑敦史「うぇー
いうぇーいうぇーい５年間ありがとうご
ざいました卍†xX」　吉良茉南花「５年
間ありがとうございました、楽しかった
です！」　工藤翔太「今までありがとう
ございました」　工藤鈴央「５年間あり

担任より担任より
卒業生のみなさんへ卒業生のみなさんへ

●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う卒業おめでとう 都市・環境工学科
５C担任　工藤  宗治

都市・環境工学科卒業生の皆さん、ご
卒業おめでとうございます。保護者の皆
様にも心よりお祝い申し上げます。

将棋の羽生善治永世７冠の言葉に「何
かに挑戦したら確実に報われるのであれ
ば、誰でも必ず挑戦するだろう。報われ
ないかもしれないところで、同じ情熱、
気力、モチベーションをもって継続して
いるのは非常に大変なことであり、私は、
それこそが才能だと思っている。」があ
ります。

大事な思い出が上手く作れなかったこ
の２年間を過ごした皆さんはその才能の
種ができていると思います。その種を次
の新しい世界で大いに咲かせてください。

また、羽生善治永世７冠はこうも言っ
ています。「無駄な駒は一枚もない。」こ
れまでの皆さんの全ての経験は、必ず皆
さんの未来を明るく照らす人生の強力な
アイテムになるでしょう。

保護者、そして応援してくれた周りの
皆さんへの感謝を忘れずに、さあ大いな
る旅の始まりだ‼

（麻生）20歳になりました。パーマかけました。卒業しました。 （稲田）専攻
科は第３志望  （岩上）お世話になりました！ 熊本大学編入なので質問があれ
ば連絡を！（上野）皆さんの「ハーモニー」を感じたら僕を思い出してくださ
い。　（大石）パンはパンでも食べられないパンはパーーーーンﾀﾞ。 （甲斐）美
味しいお店探しておくので近くに来たら連絡ください！（梶山）５年間留年せ
ずに頑張れました  （葛城）豊橋技科大でそんきょ  （鎌城）遅刻してすみません
でした。 （川底）未履修には気をつけてください。学校へ行こう  （喜見）ぼく
の夢は終らねぇ  （坂本）五年間、個性の塊のような皆さんと励めて楽しかった
です！  （佐々木）永家先生しか勝たん!!!!!!  （佐藤）それでもっ‼ それでもっ‼
ユニコｫｫｫｫｫｫｫン!!!  （庄司）研究室は是非永家研究室を選んでね！（末﨑）今
までありがとう！ またいつかどこかで会いましょう  （管谷）５年間ありがと
うございました。 （進耒）読み方はすずきです。卒業しても忘れないで下さ
い。 （田川）東大でも留年しないように頑張る。 （竹宮）幸せな家庭を作りま
す．（田中）ウイイレのおかげでクラスに馴染めました。コナミありがとう。 
（谷岡）私の文章が明野通信に載っていることを祈っています。 （玉井）これか
らも自分らしく。 （長尾）みんなたまには大分帰ってきて色々話聞かせてね～
～～！泣  （中川）おいらが大工のれんたんでい～てってれてってってーてって
れー  （中島）872816464650103919293927  （二宮）みんなとの勉強会、楽
しかったです  （畠山）いままでありがとう！ 楽しかったです。 （日名子）毎日
コンクリートと触れ合って楽しかったです。 （姫野）ダブらずに卒業できてよ
かったー！ （廣瀬）５年間の高専生活で友達がほぼ留年生の者です。皆卒業出
来僕嬉  （深瀬）恥の多い生涯を送ってきました。 （真島）面白いクラスでした!!!!  
（丸石）スエザキしか勝たんしか勝たんしか勝たん  （山下）勉強大変だけど無理
せずに頑張ってください。 （吉田）人生はピッツァ  （吉高）専攻科に合格しま
した。これからも学業に励みたいと思います。 （ジュン）この三年間楽しかった。
高専のみんなと会えてよかった。 （番外：工藤）約20年振りのファースト！ドキドキで
した！３連覇に貢献⁉

球技大会　ソフトボール　１位（２C,３C,５C  ３連覇‼〈実質４連覇⁉〉）
（R02 ４C） 体育祭 　玉入れ １位  クラス対抗リレー ３位   クラス総合　３位
 高専祭 出展店オーナメント（やせうま） ２位
（R03 ５C） 体育祭 大縄跳び １位  クラス対抗リレー ３位   クラス総合　２位
 球技大会　サッカー２位  クラス総合　３位

●卒業生からのメッセージ●

●C科51期生の記録●

令和３年10月14日　体育祭令和２年12月23日　現場見学

令和元年９月25日　校外研修

令和３年４月６日　クラス写真
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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修了おめでとう

電気電子情報工学専攻主任
辻　繁樹

専攻科修了おめでとうございます！専攻科修了おめでとうございます！
ついにこの慣れ親しんだ環境から離れ、ついにこの慣れ親しんだ環境から離れ、

旅立つときが来ました。みなさんは４月旅立つときが来ました。みなさんは４月
から新しい環境での生活を迎えることとから新しい環境での生活を迎えることと
なりますが、不慣れな環境で不慣れな仕なりますが、不慣れな環境で不慣れな仕
事や研究を体験することは自分をより成事や研究を体験することは自分をより成
長させるイベントだと思って不安な部分長させるイベントだと思って不安な部分
も含めて新しい環境での生活を楽しんでも含めて新しい環境での生活を楽しんで
ください。ください。

みなさんが過ごした専攻科の２年間はみなさんが過ごした専攻科の２年間は
新型コロナウイルスの影響を受けた２年新型コロナウイルスの影響を受けた２年
でもありました。行事スケジュールの大でもありました。行事スケジュールの大
幅な変更や遠隔授業など大変でしたが、幅な変更や遠隔授業など大変でしたが、
クラス全員で協力、連携しながらこの過クラス全員で協力、連携しながらこの過
酷な環境を乗り切ったみなさんを頼もし酷な環境を乗り切ったみなさんを頼もし
く思います。今後は、この学校での経験く思います。今後は、この学校での経験
を活かしつつ、いま持っている知識、技を活かしつつ、いま持っている知識、技
術をさらに高め、企業あるいは研究の場術をさらに高め、企業あるいは研究の場
で活躍されることを期待しております。で活躍されることを期待しております。

機械・環境システム工学専攻主任
坂本　裕紀

専攻科修了おめでとうございます。本専攻科修了おめでとうございます。本
科での５年間に加えて、専攻科での２年科での５年間に加えて、専攻科での２年
間は、皆さんにとって長かったでしょう間は、皆さんにとって長かったでしょう
か。それとも、短かったでしょうか。１か。それとも、短かったでしょうか。１
年の間は研究や文献調査等で慌しく、落年の間は研究や文献調査等で慌しく、落
ち着いたかと思えば２年開始と同時に進ち着いたかと思えば２年開始と同時に進
路の準備。とりわけ、コロナ禍の中での路の準備。とりわけ、コロナ禍の中での
活動は、想像以上に負担であったかもし活動は、想像以上に負担であったかもし
れません。これまでの修了生以上に、過れません。これまでの修了生以上に、過
酷な２年間を過ごしたのではないかと思酷な２年間を過ごしたのではないかと思
いますが、逆に、とても貴重な体験を伴いますが、逆に、とても貴重な体験を伴
う２年間であったともいえます。気付いう２年間であったともいえます。気付い
たら、あっという間でしたね。この経験たら、あっという間でしたね。この経験
を糧として、専攻科修了後の人生を楽しを糧として、専攻科修了後の人生を楽し
みながら邁進して下さい。大変なこと以みながら邁進して下さい。大変なこと以
上に、楽しみもいっぱいあるはずです。上に、楽しみもいっぱいあるはずです。
みなさんの活躍期待しています！みなさんの活躍期待しています！

専攻科長
本田　久平

 　
専攻科修了、まことにおめでとうござ専攻科修了、まことにおめでとうござ

います。皆さんが専攻科に在籍した２年います。皆さんが専攻科に在籍した２年
間は、新型コロナウイルスの影響を受け、間は、新型コロナウイルスの影響を受け、
予想とは違う学生生活になってしまった予想とは違う学生生活になってしまった
のではないかと思います。専攻科入学後のではないかと思います。専攻科入学後
の数カ月は、休校やオンラインでの授業の数カ月は、休校やオンラインでの授業
や実験を強いられ、対面授業実施後も勉や実験を強いられ、対面授業実施後も勉
学や研究の活動が制限されました。しか学や研究の活動が制限されました。しか
し、そのような厳しい状況の中でも皆でし、そのような厳しい状況の中でも皆で
協力し合って実験・実習を行い、定期試協力し合って実験・実習を行い、定期試
験を乗り越え、研究課題に励んできまし験を乗り越え、研究課題に励んできまし
た。学会の研究発表会等で賞を受ける学た。学会の研究発表会等で賞を受ける学
生もいたことを頼もしく思います。生もいたことを頼もしく思います。

修了後に選ぶ進路は人それぞれですが、修了後に選ぶ進路は人それぞれですが、
１つのことだけに固執してはダメだろう１つのことだけに固執してはダメだろう
と思います。自らを成長させるためには、と思います。自らを成長させるためには、
いろんなことに挑戦をしていき、できるいろんなことに挑戦をしていき、できる
ことをどんどん増やしていって欲しいとことをどんどん増やしていって欲しいと
思います。修了後も自らの能力を発揮し、思います。修了後も自らの能力を発揮し、
世の中の変化に対応しながら活躍される世の中の変化に対応しながら活躍される
ことを祈念しています。ことを祈念しています。

特別研究テーマ  一覧
【機械・環境システム工学専攻（MC）】
〇阿部優大「自転車専用レーン走行時における自転車利用者の走行自動車に対する危険感知度調査」  〇上村悠貴「バウンシ
ングボール系に生じる非線形現象の解析」  〇梅木なつみ「FA-BS併用系ジオポリマーの流動性評価と品質管理方法に関する
研究」  〇上向井大輝「自励振動を利用した切削加工法の開発」  〇小野将輝「パルス通電焼結法による生体利用可能なチタン
多孔質体の創製」  〇木田龍也「自然界における葉のつくりに着目した構造形態の生成」  〇指原諒平「高強度ダクタイル鋳鉄
に行う切削摩擦加工とその効果」  〇新宮百恵「線状の軸方向傾斜機能材料の線形座屈に関する研究」  〇羽田野天「可変速シ
ングルジンバルCMGを用いた懸垂物体の運動制御」  〇林照将「直方弾性体の自由振動の三次元理論解析」  〇御手洗良紀「ス
マートフォンを用いた赤土等を含む懸濁液の汚濁度測定」
　　　　
【電気電子情報工学専攻（ES）】
〇壹岐琉晟「敵対的生成ネットワークを用いたフォント生成」  〇池田一史「ディープラーニングを用いたICワイヤーボン
ディングの製造不良検査装置」  〇大塚裕也「進行方向成分を伴う光渦の伝搬・反射特性の解明」  〇川野裕大「電磁鋼板製リ
ングコアの鉄損測定に用いるSiC－MOSFETインバータの開発」  〇相良駿昇「EAGCNを用いた機械学習によるHOLの自動
証明に関する研究」  〇佐藤了大「3D－CNNを用いた地中レーダ画像からの埋設物識別」  〇中元皓太「ファジィ論理を用いた
顔画像からの年齢推定」  〇濱田裕太「FDTD法を用いたコンクリート中の弾性波伝播シミュレーション」  〇日垣輝大「温室ハ
ウス内におけるロボットの自己位置推定」  〇藤原円央「ファジィ推論を用いた卓球の打法認識」  〇三嶋祐輝「キクの上方か
らの深度カメラによる節位置推定」  〇南椋斗「適応度変化型分散遺伝的アルゴリズムを用いた多角形詰め込み問題の解法」
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退職者挨拶職退職者挨拶

昭和62年４月１
日本校に採用され、
令和３年度末をも
って定年退職を迎

えることとなりました。大分医科大学、
大分大学への人事交流の期間６年間を含
めた35年間、勤務させていただきました。
時代は昭和から平成そして令和と替わる
中、あっという間の35年が過ぎ去って
いきました。楽しかったことや、辛かっ
たこともありますが、定年が近づくとと
もにそれも良い思い出となっています。

色々な思い出がありますが、思い出深
いものは、最初に係長となった頃からの
数年間です。当時は平成15年専攻科設
置、創立40周年、平成16年４月には独
立行政法人国立高等専門学校機構発足に
伴う移行手続きなどやJABEEの認定等
が続き連日、早く終わらない会議が続い
たことを思い出します。係では人事係・
庶務係・用度係・財務係・学生係・教務
係と全ての課で貴重な経験をさせていた
だきましたことは、今後の人生に生かし
て行けることかと思います。教職員皆様
のおかげで無事定年退職まで職務を行え
ることができましたことに心から感謝申
し上げます。

退職後はコロナ禍の中の２年間温泉に
行けずじまいで、修行を中断している「九
州八十八湯めぐり～九州温泉道～」あと
僅かで達成する「泉人」を目指してみよ
うかと思っています。

最後になりましたが、大分高専のさら
なる発展と皆様のご活躍並びにご健康を
お祈り申し上げます。本当にお世話にな
りました。

この度、トータ
ル41年間の高専・
大学職員生活に、
区切りをつけるこ

とになりました。思い起こせば昭和56
年４月に当時の佐賀医科大学（現佐賀大
学医学部）に採用していただき、佐賀大
学、九州大学、大分医科大学、統合後の
大分大学、久留米高専、鹿児島高専、長
崎大学、大分高専と九州内の多くの高専・
大学でお世話になりました。それぞれの
高専・大学にたくさんの思い出があり、
ご指導いただいた方々に感謝申し上げる
次第です。この41年間に大学に34年間、
高専に７年間勤務いたしました。前述の
とおり最初の勤務が大学だったこともあ
り、初めての高専勤務（久留米）の時に
は、大学との違いに驚くとともに、教職
員一体となって学生を育てていこうとい
う雰囲気を感じ、新たなやりがいを見つ
けることができました。大学では、高専
との規模の違いもあり、職員が直接に学
生さんとともに喜び、ともに感動するよ
うな場面は少なかったように思いますが、
高専では入学式から卒業式まで、いろい
ろな場面で学生さんの成長を見ることが
でき、高専での仕事に喜びを感じること
ができました。大分高専では３年間勤務
させていただきました。最後の２年間は
新型コロナの影響で様々な困難がありま
したが、学校一丸となって乗り越えよう
としています。大分高専がこれまで培わ
れてきた伝統と、新たな取り組みにより、
ますます発展していくことを祈念いたし
まして、ご挨拶といたします。

私は幼少期から
ずっと母に「将来
は学校の先生にな
りなさい」と言わ

れてきました。自分が果たせなかった教
師になるという夢を我が子に託したいと
願う母の言葉でしたが、その度に抱くの
は暗いイメージばかり…。部屋の壁は
本で埋め尽くされ、天井からは一本の
裸電球。机の両側にも本が山積みにされ、
黒縁の丸眼鏡をかけた髪モジャモジャ髭
ボウボウの男が本と睨めっこしている─。

そんな暗い部屋に一生居続けるなんて
到底我慢できないと思い、「教師になん
か絶対なるもんか！」と反発ばかりして
いましたが、人生とは不思議なもの。大
学で出逢った恩師、故若林俊輔先生の描
く教師像に大きな影響を受け、あれ程嫌
がっていたはずの教職に気付けば就いて
いました。人生はいつどこで誰と出逢う
かによってコロッと変わってしまうのだ
から、面白いものです。

英語教育の素敵な点は、言葉を通して
教師と学生が人生や、仕事、勉学等様々
なジャンルについて真っ向から意見を交
わせること。これほど楽しい仕事は他に
ないのではとすら思えます。

本校には平成２年に着任し、高校教員
時代を加えると40年間という長きに渡っ
て英語教育に携わってきました。一度き
りの人生で、かくも多くの魅力ある学生
諸君、教員、事務員の方々と出逢えたの
は、自分にとって一生の宝。今後の人生
もこの思い出を大切に歩んでいきたいと
思います。皆様の今後のご活躍とご発展
を祈念しております。

本当にお世話になりました。

一般科文系　教授

穴井　孝義

事務部長

浦川　宗久

総務課課長補佐
（財務担当）

梅本　春生
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新任教職員挨拶新新任新新新任新任教任任任教職教教教教職教職職職職員職職員職職職員挨員員挨挨拶挨挨挨拶拶拶拶拶拶拶新任教職員挨拶退職者挨拶退 挨拶退職者挨拶
学生課課長補佐

重光　厚志

学生課専門員
（学生支援係長併任）

森永　富美代

総務課財務係員

戸川　もえこ

学生課学生支援係

大江　実奈美

11月１日付け
で総務課財務係に
採用されました戸
川と申します。

社会人として初めての職場で分からな
いことや不安なことも多かったですが、
やさしい先輩方のサポートのおかげで少
しずつ慣れ始めています。

私は臼杵市出身で、この辺りの道やお
店をほとんど知らないので、抜け道やお
すすめのお店があればぜひ教えてくださ
い。また、事務仕事で運動しない日々が
続いていますので運動音痴でもできるス
ポーツがあればぜひ教えてください。

初めてのことばかりで、ご迷惑をおか
けすることも多いと思いますが、一つ一
つしっかり身につけ皆様のお役に立てる
ように精一杯頑張っていきますので、よ
ろしくお願いいたします。

令和３年11月
１日より、保健室
に勤務させて頂い
ています。看護師

の大江と申します。前職では、病院で看
護師として勤務をしていましたので、学
校勤務は初めてです。

不慣れなことも多く、戸惑う事が多い
ですが、学生さん方と関わることに楽し
さを感じ、充実した日々を送っています。
少しずつですが、皆さんのお役に立てる
よう努力してまいりますので、保健室へ
御用の際は、お気軽にお声掛けください。

まだまだご迷惑をおかけすることがあ
るとは思いますが、よろしくお願い致し
ます。

旧大分医科大学
に採用され、平成
に代わる直前の昭
和63年８月に大

分高専に転任してきました。ちょうどそ
の時の係が学生係（現学生支援係）です。
何の縁か、高専でのスタートと終わりが
同じ係となりました。

その間、平成15年４月に大分医科大
学に転任、大分大学との統合、法人化の
時期を過ごしました。大分医科大学へ異
動する際は、転任の辞令を受けましたが、
平成18年４月に大分高専に戻った際は

「辞職を承認する」と「採用する」の辞令
でした。

同じく高専も全国の国立高専が１つの
法人となり、専攻科も設置され、業務内
容が大きく変化していました。

総務課総務係（当時は庶務係）では、
庶務課、会計課、学生課の３課から２課
への移行、認証評価、JABEE審査、専
攻科審査、機構監査などを受審し、次の
企画係では、特許の出願だけでなく権利
化の手続きや、受託研究、コンクリート
受託試験など、外部資金の獲得のための
支援を行い、国の時代にはなかった業務
を初めて経験しました。

図書係においても冊子から電子ジャー
ナルが主となり、学生支援係でも就学支
援金等新たな制度に対応した業務が増え
ました。

採用当時と環境や業務内容が大きく変
化しましたが、そのスピードもどんどん
速くなっている気がします。

周りの皆様の支えがあって、昭和・平
成・令和の時代を大学及び高専の職員と
して無事定年を迎えられたことに感謝し
ます。ありがとうございました。

退職を意識しつ
つも現実として感
じたのは、かつて
担当係の業務とし

て退職予定者に依頼していた退職記念品
選択のメールが届いた時でした。

会計課出納係（現財務係）に採用され、
給与関係の担当でした。

現在、給与の振込みは当たり前ですが、
あの頃は３名が振込みではなく現金支給
でした。毎月小切手を切って運転手さん
と日銀大分支店に行っていました。その
３名の方とも酒を飲んで、かわいがって
もらい無事口座振込みに変えてもらった、
という懐かしい思い出があります。

その後、２つの大学（病院）で勤務をし、
高専では総務課で企画係以外（施設係除
く）の係長を、そして３度の出戻りとなっ
た学生課では教務系しか経験がないとい
うある意味偏った経歴で、皆様の力を借
りてやってきました。

今思えば係長の時代がつらくもあり、
おもしろかったと思っています。係がま
とまっていれば、未来に向かってどんな
困難な業務が現れようと闘うことができ
るという思いで、悪いことをしながら良
いことをしてきたような気がします。

皆様に助けていただいて区切りを迎え
ることができました。

長い間ありがとうございました。心か
ら感謝しております。
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面授業参加になります。後期は３Mの
各行事での活躍がありました。全て書け
ませんが、記録を残します。10月の体
育祭では、クラス対抗リレーにおいて、
他の追従を全く寄せつけず、ぶっちぎり
の優勝でした。高専祭では、模擬店でド
リップコーヒーを企画し、販売しました。
淹れたてのコーヒーの香り、味が好評で
かなりの待ちが出ていました。まわりの
評判もとても良かったです。価格も良心
的でした。11月の音楽祭は、高専の体
育館で行われ、３Mからも演奏者が出
演していました。体育館も予定数の観客
で埋まりました。12月にはロボコンの
全国大会にメンバーとして参加し、活躍
した学生もいました。10月、11月、12月
は凝縮された期間でした。

さて、そろそろ新年度を迎える時期で
す。各人にとってより良い高学年生活を
駆け抜けてください。

　
役　者役　者

4M担任　4M担任　稲垣　歩稲垣　歩

先日、学外講師としてスタートアップ
企業のCEOを務めている卒業生を招き
授業をして頂いた。前後の話は省略する
が卒業生との雑談の中で、一緒に立ち上
げた年配の方に「社長という立場を演じ
ろ」と言われたという話を聞いた。同様
の経験が自分自身にもあり、会社から高
専に移る際の送別会で当時の上司に「そ
れぞれの立場を演じてるんだよ」と言わ
れたことが印象に残っている。

前回書いた人間力は、この与えられた
役を演じる力にもつながるのではないだ
ろうか？人生を人類の長い進化の歴史の
一部と捉えれば偉人以外は脇役だろう
が、個人で考えればそれぞれが主役であ
る。就活であれば企業が欲しがる人間を
演じることで内定は近づくだろう。では、
与えられた役とはどんな役だろうか？就
活という短期ではなく人生という長期
で見た時の適役を見つける期間が学生時
代なのかもしれない。「Fake it until you 
make it.」目指す姿を試しに演じてみて
はどうだろうか？

ができてホッとしました。皆さんの強み
ですから、自信を持って大事にしてくだ
さい。この文章は12月に書いています
が、年明けのピンポンフォールの審査も
楽しみです。

高専は５年間と長いですので、日々、
コツコツ取り組んで積み重ねていけば、
卒業する頃には別人のように成長してい
ることも珍しくありません。自分なりの
ペースで良いので、計画を立てて実践し
ていきましょう。

　
拝啓  2Мの皆さんへ拝啓  2Мの皆さんへ
~2021.  秋~~2021.  秋~

2М担任　2М担任　広瀬　裕美子広瀬　裕美子

拝啓　向寒の候、２М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。私の
方は、ヒロセ唯一の応援団「2021蝉応援
団」も解団し、心身ともに寒い日々を過
ごしております。先日、クラスで、「体
育祭は練習！ 球技大会は本番や！」と
いう声を耳にしました。その勢いで「授
業は練習！ 定期試験は本番や！」にし
て頂きたいものです。

さて、後期に入って、三大祭・球技大
会と盛り沢山な行事もあっという間に終
了しました。いつも思うのは、「『やる時
はやる。遊ぶときは遊ぶ。』とけじめを
つけることが出来る人は、順調に物事が
進むなあ」ということです。学校行事に
集中して取り組んだ皆さんは、勉強モー
ドにきちんと切り替えることができてい
ますか？…とはいえ、私自身も易きに
流れてしまい厳しい状況です。マッチの
歌にも「ケジメなさい」とあります。こ
の言葉を胸にお互い前進して行きましょ
う！

では、新年度も今のままの素直で明朗
活発な皆さんでありますように。季節柄
ご自愛下さい。 敬具

後期の記録後期の記録
3M担任　3M担任　手島　規博手島　規博

後期開始後の10月11日㈪よりマレー
シアからの留学生ファリド君が登校して
います。当初の予定から半年遅れての対

何を学んだか何を学んだか
機械工学科長　機械工学科長　薬師寺　輝敏薬師寺　輝敏

機械工学科５年生の皆さん、卒業おめ
でとうございます。今年も無事全員の就
職・進学が決まり、それぞれ旅立ってい
きます。コロナ禍で採用数を大幅に減ら
ず企業もありますが、機械工学科５年生
の就職先を探すのに苦労するようなこと
はこれまで無かったし、これからも無い
と確信しています。もう数えきれない程
就職指導をしていますが、高専学生に対
する評価はそれほど高いものがあります。
それではなぜそうなのでしょうか、卒業
生の中には、それとは逆に就職後の仕事
に不安を抱えている学生が多いと思いま
す。高専で何を学んだのかわからないか
らです。確かに専門の勉強をしていま
すが、最先端を行く企業の中ではそのま
ま使えるものではありません。すなわち、
高専では、基礎能力の高い学生を集めた
上で、企業での新しい仕事に対して、前
向きに、地道に取り組む訓練をしている
といえます。卒業までには、製図や時間
のかかる実験レポート、数々の課題、さ
らに、徹夜の連続で臨まないといけない
定期試験・卒業研究を経験し。それらを
全てクリアした学生にのみ、卒業証書が
与えられます。残念ながら、能力はあっ
ても、地道な訓練に耐え切れなくて進路
変更する学生もいます。これらをクリア
するには、一人の力ではなく学生同士の
連携も必要不可欠です。チームで仕事を
こなすといった企業が最も求める能力は
備わっているはずです。卒業証書を手に
した諸君、自信を持ってください。

新たな学びの、二歩目に向けて。新たな学びの、二歩目に向けて。
1М担任　1М担任　中野　壽彦中野　壽彦

後期は、体育祭・高専祭・音楽祭・球
技大会と行事が目白押しでした。若干の
制限はありましたが無事に開催され、生
き生きとしている皆さんの姿を見れてよ
かったなぁと思います。私自身、日頃は

「勉強！勉強！！」と発破をかけること
が多く、皆さんに窮屈な思いをさせてい
ないかと気にしてましたが、イベント事
で力を発揮するM科らしさを見ること
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進学や就職を決め、次のステップに進ん
でいる事でしょう。2022年４月には成
年年齢が18歳以上となり、身体的にも
精神的にも多くの成長を実感しているの
ではないでしょうか。

私たちが過ごす世界では時は止まって
くれません。皆１年間は平等に与えら
れ、あっという間に過ぎて行ってしまい
ます。今年度と同じことは２度とありま
せん。時間は財産だという人もいますが、
１年間で何をするのかをよく考えてくだ
さい。勉学・部活・睡眠・遊戯・恋愛・
思案　様々なことが選択肢にあると思い
ます。どの選択肢も価値があり、否定さ
れるものではないですが、無為な時間の
過ごし方をせずに、将来後悔が残る選択
はしないよう心掛けてください。

　
就職戦線間近就職戦線間近

4E担任　4E担任　山口　貴之山口　貴之

４年次も前半が終了し、夏季休暇を経
ていよいよ最終学年が見えてきました。
今年はコロナ禍もあり、インターンシッ
プなどが思うように活動できず、さらに
は研修旅行も本来の旅程で行えないなど、
就職を希望している学生にはとても厳し
い状況下であったことは否めません。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、
感じてくることは本来進路を決定する上
で極めて重要なはずですが、これらの機
会が失われてしまったことが非常に残念
ではあります。しかし逆に、日本全国の
競争相手も似たり寄ったりな状況であっ
たことを考えると、むしろチャンスと捉
えることもできます。自ら情報を収集し、
そして判断し行動できるという地力が、
アピールしやすくなったと捉えましょう。

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。学年
末試験が終わると求人票も開示され、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。

す。１年生では１位！ Incroyable。次
は高専祭です。正直「射的」はあまり人
気がないのでは‥（失礼）と思ってまし
た。ところが最後までお客さん（学生）
が途切れることはありませんでした。（私
は３個商品をゲット）Incroyable。次は
球技大会です（焼肉食べたくてみんな必
死でしたね）優勝は出来なかったけど
サッカーにしびれました。あの優勝確
実と言われた専攻科チームに点を入れた
のは、なんと１Eだけなんです。超、超、
Incroyable‼

さて１Eのチームワークは最高とわか
りましたが、学年末に向けては個人技（勉
強！）が大事になります。学年末試験
の後、大声で叫びたいですOh～la、la、
Incroyable　１E‼

　
時　間時　間

2E担任　2E担任　福村　浩亨福村　浩亨

早いもので今年度も終盤に差し掛かっ
ています。振り返ってみてどのような１
年でしたか？ 明確な目標を立て実現で
きましたか？ １年前の自分と比べて成
長できましたか？ 長いようで短い高専
の５年間。実はあまり時間はありません。
３年生になれば、進学や就職に対して本
気で考える。４年生になれば、具体的に
大学名や就職先を調べたり、それに向か
い準備（勉強）を始めなくてはなりません。
のんびり５年生になってからでいいや～
では、間に合いません。１度しかない自
分の人生の時間です。今のうちにしっか
り具体的な計画を考えましょう。そして、
今はちゃんと勉強しましょう。

あと３年間で社会に通用する人になら
なくてはなりません。自分の行動を振り
返ってみてください。「時間を守れてい
るか」、「制服はきちんと着ているか」な
ど普段からの振る舞いがこれからの自分
を形成していくと思います。

もっと時間を有効に使いましょう。

光陰惜しむ可し、時人を待たず光陰惜しむ可し、時人を待たず
3E担任　3E担任　石川　誠司石川　誠司

折り返し地点を過ぎ、高専生活も後半
になりました。他高校に行った友人達は

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

昨年から続くコロナ禍で、求人に関し
て気にされている学生や保護者が多い
かと思います。明野通信を執筆してい
る12月１日時点の電気電子工学科５年
生に対する求人数は767人です。コロナ
禍前の一昨年度が851人、昨年度が835
人でしたので全く影響が無かったわけ
ではありませんが、毎年の就職希望者
が30名弱であることから１学生に25人
以上の求人数となっており依然高い求人
倍率が維持されています。全体の求人数
は減っているものの大手企業からの求人
数は逆に増加傾向です。工業は日本を支
える基幹産業ですし、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。求人数自体は多いのですが、５年生
は４年次に多くの学生がインターンシッ
プに行けなかったり、関東方面への工場
見学旅行がやむなく中止になったりした
ことで、社会人になった自分を想像する
機会が減って、企業選びに苦戦した学生
が見受けられました。電気電子工学科と
しては、県内企業の工場見学やOB/OG
訪問による企業説明会の実施などの工夫
をして参りました。大学編入学に関して
は、実施時期や募集人員等には変化はな
く、混乱はありませんでした。

今年度の４年生に関しては、企業がコ
ロナ禍でのインターンシップ実施に慣れ
てきたこともあり、実施時期が東京オリ
ンピック直後の感染拡大時期でしたが、
昨年度よりは参加機会が増えました。工
場見学旅行は大分県内での日帰り実施で
はありますが、複数回の見学会を実施し
たり、県内外からOB/OGを迎えての企
業説明会の実施を計画したりなど、学生
に企業イメージをもってもらうよう工夫
を重ねています。

　
Incroyable  １E‼Incroyable  １E‼
1E担任　1E担任　川内谷　一志川内谷　一志

後期はIncroyableな１Eを沢山見まし
た。最初は体育祭です。担任をしてて
あんなに玉入れで入ったのは初めてで
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迎えてください。高専ではなかなか難し
いことですが、皆さんならきっとできる
と信じています。

　
んじゃぶちんじゃぶち

3S担任　3S担任　石川　秀大石川　秀大

人生は往々にしてうまくいかないもの
である。一生懸命努力しても結果が伴わ
ないことは多々ある。成績が良くても希
望の大学や企業に入れないかもしれない。
好きな子に告白したら振られるかもしれ
ない。良い研究結果の裏には数多の失敗
がある。自分の思い通りに事が進むこと
はほとんどない。また、そのときは思い
通りの結果になっても、先々はどうなる
のかわからない。逆も然りで、その時
やばいと思っても、後になってみれば良
かったなんてこともザラにある。急にう
まくいったりダメになったりもする。だ
からこそ人生は楽しい。時間は常に平等
に動いていて、状態St は常に変化して
いる。結果に一喜一憂している暇はない。
あしたはきっとなにかある。あしたは
どっちだ。

　
勝負所です。勝負所です。

4S担任　4S担任　十時　優介十時　優介

この１年間、担任として非常に楽しく
過ごさせてもらいました。様々なイベン
トにチャレンジできたでしょうか。もし、
来年度も皆さんの担任ができるような
ら、一部の学生と約束した通り球技大会
のサッカーに出場して足を引っ張らない
ことを目標として体を作っておきます。

さてこの文章を読んでいるころには、
年末年始の期間に保護者の方とよく話し
合い進路について決定していることかと
思います。５年ぶりの進路決定です。納
得いくようしっかりと準備をしていきま
しょう。また卒業についてもあと１年に
なりました。様々な最後の行事の他に５
年生は卒業研究も始まります。来年度は
新しい世界への一歩を踏み出す準備の１
年になると思います。いろいろとあるで
しょうが来年の今頃は笑顔でいられるよ
う、この１年間が勝負所です。みんなで
頑張っていきましょう。

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

高専生活もあっという間に１年が過ぎ、
私も副担任のプロハースカ先生も日々皆
さんの成長に目を細め、一緒に楽しみ一
致団結して過ごしてきました。皆さんの
成長は先生たちの予想を大きく上回るほ
どで素晴らしく温かいクラスを作り上げ
ることができたと思います。何でも一生
懸命に取り組む姿、掃除を黙ってする姿、
友人にそっと声をかける姿。たくさんの
一瞬がギュッと詰まったシーンが全部宝
物です。学園祭もすごかったね。思えば
あれがクラスの団結を一気に盛り上げた
期間だったと思います。あの苦労があっ
ても、個性を認め合える空気を作ったの
が今年度の１Sの全てだったと思います。
人は余裕がなくなると時々そんな余裕も
忘れてしまうこともあるけど、きっとこ
のクラスは大丈夫。皆で作った学園祭の
レジンみたいに色んな色がキラキラ光る
存在であってほしいし、彩りある２年生も
さらに充実したものになりますように！

　
お願いお願い

2S担任　2S担任　東木　雅彦東木　雅彦

入学していきなり遠隔授業。新しいク
ラスメイトと直接あうことができず、も
どかしい日が続きましたね。Teamsを
使って自己紹介したり、委員を決めたり
しましたね。

週番日誌もTeamsに書いてもらい、そ
の中でおしゃべりして、わいわいしました。

昨日のことのように思い出しますが、
あっという間に２年です。これを書いて
いるときには、まだ来年のことはわかり
ませんが、恐らく３年は新しい担任を迎
えることになるでしょう。私は皆さんに
とって、良い担任だったか、あるいは嫌
な担任だったかはわかりません。ですが、
自信をもって言えるのは、私自身は大い
に担任という仕事を楽しませてもらいま
した！

ありがとう
最後に皆さんにお願いがあります。 

このクラスのまま全員いっしょに卒業を

自分を見つめる言葉自分を見つめる言葉
情報工学科長　情報工学科長　嶋田　浩和嶋田　浩和

卒業おめでとうございます。５年間過
ごした学び舎を離れ、自らの足で立ち、
世間の中にみを置くことになります。不
安と希望の入り混じった心境かと思いま
す。今後自分をどうしていくのか、どう
やったら日々活気をもって過ごせるのか。
また今がどうなのかなど考えることは多
いと思います。

先日こんな言葉を聞きました。「努力
する人は希望を語り、怠ける人は不満を
語る」。またこんな言葉もあります。「人
の欠点が気になったら器が小さい人物、
他人の短所が見えなくなったら相当の人
物。長所ばかりが見えてきたら大人物」。
今の自分はどうですか。どちらも今の自
分を知る物差しだと思います。一方で、
人は自分以外も勝手な物差しで測って、
ある枠にはめたがります。なんとなく枠
をはめると自分が安心するのかもしれま
せん。でもそういうのが人間かもしれま
せん。このようなことと付き合いながら
生きていくことになるでしょう。日々な
にを考えて生きればいいのでしょうか。
私は先人がのこした「おいあくま」とい
うことばを時折考えます。「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」です。自分を粘
り強くふりかえり、きっと自分のできる
ことなすべきことを頑張る前向きな気持
ちになれると思っています。

何かにつけ、悩み、苦しみ、心中穏や
かでないことがあると思います。そんな
時自分のことをしる言葉を見つけること
をお勧めします。

今後のあたらしい環境でのより一層の
ご活躍を祈っています。
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られることでしょう。「備えあれば憂い
なし」といいますので、早め早めに心積
もりを整え、皆さんにとって大きく飛躍
の一年になることを祈念します。

　
来年度の就職・進学活動に向けて来年度の就職・進学活動に向けて

4C担任　4C担任　名木野　晴暢名木野　晴暢

今年はあっという間に時間が過ぎ去
り、気がつけば学年末のみなさんに向け
たメッセージを綴る時期になりました

（現在12月）。今年度は、“高専卒業後の
自分の進路”を考える大切な一年間だっ
たと思います。また、開講される専門科
目数が多くなり、授業の難易度も高くな
る中で、キャリア教育（校外実習とキャ
リアデザイン）を受ける…という慌ただ
しい一年でした。今年度もよく頑張り
ました。みなさんの頑張る姿を励みにし
て、私も一年間頑張ることができました。
やっと球技大会の約束も果たすことがで
き、個人的には悔いのない充実した一年
間でした。ありがとうございました。

さて、コロナ禍２年目という制約はあ
りましたが、昨年度同様、みなさんの進
路決定に資すると思うキャリア教育は全
て提供しました。みなさんの進路決定の
一助になればこの上なく嬉しいです。後
は、企業・大学の研究を継続し、各自が
“自分の進路”を“自分で決めて”、行動
に移すだけです。

最後に、来年度のみなさんの就職・進
学活動が成功に終わることを願って、以
下の助言を送ります。
⑴　自信を持つ：これが全て！自分を信

じる！
⑵　己を知る（自己分析）：私の知るみな

さんの良さは、履歴書にほとんど書
かれていませんでしたよ。

⑶　決断する：一定量の情報を収集した
後、アレコレ悩んでも「正解」は分
かりません（そもそも正解って何？）。
最後は、「直感」を信じて決断するこ
とも大切です。

⑷　十分な準備をして、あと一歩の努力
を怠らない：苦しいとき、辛いとき
は逃げてもいいです。しかし、その
“一歩の差”が結果に大きな影響を与
えることがあります。これは個人的
な経験則ですが…。

点と、より伸長すべき点との両方（必ず、
両方です）を、真摯に振り返ってみて下
さい。そして、就職や進学、各種大会や
お披露目の場＝〈終わり〉までの残りの期
間に向けて気持ちを新たにして、新年度
を迎えて下さいね。

　
今年を飛躍の年に！今年を飛躍の年に！
2C担任　2C担任　池田　昌弘池田　昌弘

令和４年になりました。そして、２C
のみんなが無事に進級して、３年生にな
れることを祈りながら本原稿を書いてい
ます（原稿執筆時, R３. 12月末）。新型コ
ロナ禍でまだまだ大変な世の中ですが、
みなさんは今年度を振り返っていかがで
したか？ 学業面は大丈夫でしたか？ 部
活動やプライベートは充実できました
か？ よかった点・悪かった点（反省す
べき点）を列挙してみて、客観的に自己
評価してみてください。

来年度は18歳になる年です（留年して
いないを前提に）。選挙権を持つことに
なります。また、普通高校に進学した友
達は最終学年です。みなさんは卒業まで
まだ時間がありますが、高専は他の学校
とは密度が違います！ 専門科目も格段
に難しくなります。しかし、きっと乗り
越えられます。今年を飛躍の年にしてく
ださい。応援しています。

　
飛躍の一年に向けて飛躍の一年に向けて
3C担任　3C担任　東野　誠東野　誠

今年度も、コロナに翻弄された一年で
したが、それもようやく終わり、春期休
暇を迎えられることと存じます。寒い冬
が終わり、桜の花が咲く４月からは専門
科目が一気に増え、これまで以上に忙し
くなります。また、インターンシップや
キャリアデザイン等、社会との距離が縮
まり、将来のことを意識し始めるかもし
れません。４年次は低学年で培った基礎
を土台として専門の知識、学芸を学ぶと
ともに、進路について考える時期でもあ
ります。折角の機会ですので、春休み
の間に、少し早いですが、高専卒業後の
進路について考えて頂ければと思います。
４年生になりますと、上述のような事情
で多忙となり、時間が経つのが早く感じ

飛躍の一年飛躍の一年
都市・環境工学科長　都市・環境工学科長　田中　孝典田中　孝典

未だに新型コロナウイルスは収束せず、
今冬には新変種株による感染が再拡大し
ています。

一方で2021年度の明るいニュースと
しては、将棋界では史上最年少で藤井
聡太氏が四冠達成、第32回夏季五輪東
京大会では史上最多58個メダルの獲得、
男子ゴルフの松山秀樹選手が米マスター
ズで日本人史上初の大会制覇、また、米
メジャーリーグでの大谷翔平選手の大活
躍は圧巻でした。彼らの活躍はコロナ禍
で沈みがちな私たちに大きな感動を与え
てくれました。

2022年度は、日常の学校行事や校外
実習などが実施でき、皆さんにとって実
り多い、飛躍の年となるように祈念して
います。

　
〈終わり〉のために〈終わり〉のために
1C担任　1C担任　山下　航正山下　航正

年末のSHRで、「『終わり良ければす
べて良し』というのは、あまりよくない」
という話をしました。「途中の努力がな
ければ、結果は出ないからだ」、また、「努
力の結果が報われなかったとしても、努
力それ自体も評価されるべきで、結果だ
けが評価されるべきではないからだ」と
いう二つの理由も、同時に伝えたと記憶
しています。

発展途上段階での失敗や試行錯誤、そ
れ自体はまったく問題ありません。です
が、夢や目標・希望を叶えるには、絶え
ざる努力・たゆまぬ（弛まぬ）努力という
ものが不可欠なはずです。そして、休息・
休憩は必要ですが、それは次への一歩の
ためのもの。停滞や逃げにならないよう
に気をつけなければなりません。さらに、
世の中には期限があること・もののほう
が多く、その場合には成長の速度も要求
されます。この辺りについても話したよ
うな気がしますが、大事なことなので何
度でも。

入学からのこの一年、どうだったで
しょうか。幾らかでも、成長できました
か？ 学習面のみならず、何かにおいて
手応えが感じられますか？ 改善すべき
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専攻科外部発表一覧（令和３年１月から令和３年12月までに発表済みのものを掲載）
※第７回大分高専・大分大学合同研究発表会は第７回合同研究発表会と略しています。

機械・環境システム工学専攻１年
●赤嶺拓海「微細藻類の増殖に与える光照射の影響」第７回合同研究発表会，令和３年12月【優秀賞】 ●石井彩生「VRを用いた
歩行者の危険感知に基づく自転車歩行者道の検討」第７回合同研究発表会，令和３年12月　●伊東大智「炭素鉄複合材のレアアー
ス回収材料としての可能性」第７回合同研究発表会，令和３年12月　●木本裕大「工業的厚さを有するバナジウム膜のHPS加工
による水素透過能の変化」第31回日本MRS年次大会，令和３年12月　●齋藤一基「焼結温度による多孔質チタンの加工特性」第
31回日本MRS年次大会，令和３年12月　●釘宮大宜「大分県内におけるため池の越流シミュレーション」第７回合同研究発表会，
令和３年12月【奨励賞】 ●国宗理恵「３軸マシニングセンタを用いた切削による潜像加工の実現」2021年度精密工学会秋季大会，
令和３年９月　●森山竣矢「動画による走行自転車とすれ違う歩行者の危険感知に関する基礎的調査」第７回合同研究発表会，令
和３年12月　●南圭亮「平織金網近傍の流れ構造の解明（開口比が後流速度分布に与える影響）」第49回可視化情報シンポジウム，
令和３年９月　●南圭亮「平織金網近傍の流れ構造の解明（後流速度分布の時間推移）」第99期流体工学部門講演会，令和３年11月

電気電子情報工学専攻１年
●浅見響平「Development of Impulse Power Supply for Applying High Voltage to Low Impedance Loads」14th International 
Symposium on Advances in Technology Education （ISATE），2021年８月　●池永拓海「衣服抽出機構を備えた画像ベース仮想
試着システムの提案」スマートインフォメディアシステム研究会（SIS），令和３年３月　●佐藤太紀「Development of the human 
tracking system using the cooperating of multiple cameras arranged sparsely」IEEE Region Ten Conference（TENCON）2021，
2021年12月　●高橋顕太「Social VRのためのメニューシステムの実装と評価」電子情報通信学会九州支部　2021年度（第29回）
学生会講演会，令和３年９月　●中尾瑞生「特徴点追跡に基づく孔壁内展開画像生成」電気学会九州支部高専研究講演会，令和３
年３月　●中尾瑞生「Visual SLAMを用いた孔壁形状計測」電気・情報関係学会九州支部連合大会，令和３年９月　●村上太一「仮
想環境における没入感向上のための遷移技術の設計」電子情報通信学会九州支部2021年度（第29回）学生会講演会，令和３年９月　
●新野稜「AIを用いた地中レーダ画像の識別精度向上法」第７回合同研究発表会，令和３年12月【最優秀賞】

機械・環境システム工学専攻２年
●有村虎哲「Study of thermal dehydration characteristics of waste gypsum particle in a rotary heating vessel」8th Asian 
Particle Technology Symposium APT2021，令和３年10月　●有村虎哲「定容積回転過熱容器内での廃石膏由来二水石膏の形態
変化」日本混相流学会混相流シンポジウム2021，令和３年８月　●梅木なつみ「高温化におけるカリウム系アルカリ溶液を用いた
ジオポリマーの物性」令和２年度土木学会西部支部研究発表会，令和３年３月　●木田龍也「葉の構造に着目した葉脈の抽出と骨
組解析へのモデル化」日本建築学会九州支部研究発表会，令和３年３月　●新宮百恵「軸方向傾斜機能材料からなる長柱の線形座
屈解析」第９回九州橋梁・構造工学シンポジウム，令和３年12月　●羽田野天「可変速シングルジンバルCMGを用いた懸垂物体
の運動制御」第52回学生員卒業研究発表講演会，令和３年３月　●御手洗良紀「撮影環境とデバイスの違いによる赤土を含む懸濁
液の色彩特性」令和２年度土木学会西部支部研究発表会，令和３年12月　●山下航史「粉体の流動化水平輸送に及ぼす粉体ヘッド
の影響」日本混相流学会混相流シンポジウム2021，令和３年８月

電気電子情報工学専攻２年
●池田一史「変分オートエンコーダVAEによるICワイヤボンディングの製造不良検査装置」2021年度電子情報通信学会九州支部
学生会講演会，令和３年９月【学生会講演奨励賞】 ●大塚裕也「進行方向成分を伴う光渦の伝搬特性」第７回合同研究発表会，令
和３年12月　●川野裕大「高キャリア周波数励磁時の鉄損評価に用いるSiC－MOSFET　PWMインバータの開発」第７回合同研
究発表会，令和３年12月　●相良駿昇「EAGCNを用いた機械学習によるHOLの自動証明に関する研究」2021年度電子情報通信
学会九州支部学生会講演会，令和３年９月　●佐藤了大「３D－CNNを用いた地中レーダ画像からの埋設物識別」2021年度電子
情報通信学会九州支部学生会講演会，令和３年９月　●中元皓太「ファジィクラスタリングを用いた顔画像からの年齢推定」2021
年度電子情報通信学会九州支部学生会講演会，令和３年９月　●濱田裕太「FDTD法を用いたコンクリート中の弾性波伝播シミュ
レーション」2021年度電子情報通信学会九州支部学生会講演会，令和３年９月　●日垣輝大「温室ハウス内におけるロボットの自
己位置推定」2021年度電気・情報関係学会九州支部連合大会，令和３年９月　●藤原円央「fuzzy推論を用いた卓球の打法認識」
2021年度電子情報通信学会九州支部学生会講演会，令和３年９月【学生会講演奨励賞】 ●三嶋祐輝「キクの上方からの深度カメ
ラによる節位置推定」2021年度電子情報通信学会九州支部学生会講演会，令和３年９月　●南椋斗「階層的最適化を用いた自由回
転を許す多角形詰め込み問題の解法」第37回ファジィシステムシンポジウム，令和３年９月

令和３年12月23日㈭に大分大学旦野
原キャンパスにて「テクノカフェ大分
2021　第７回高専・大学合同研究発表会
～地域活性化と若手研究者の飛躍を目指
して～」が開催されました。

本発表会は、大分産業人クラブ、大分
大学理工学部、大分工業高等専門学校
の三者主催で行われ、地場企業様と大
学・高専の教員および学生が交流を深め
ました。新型コロナウイルスの影響で規
模を縮小しての開催となりましたが、大
分高専専攻科から11名、大分大学から
７名が参加し、２分間のポスター概要講

演と約１時間のポスター発表を行いまし
た。大分大学・大分高専の各校の発表者
からそれぞれポスター賞数名が選ばれ、
そのうち大分高専の最優秀賞は新野稜君

（１AES）、優秀賞は赤嶺拓海君（１AMC）、
奨励賞は釘宮大宜君（１AMC）でした。

来年度も、より多くの学生の積極的な
参加を期待しています。

第７回 大分高専・大分大学
合同研究発表会開催
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令和３年度大分高専オープンキャンパ
スが10月２日㈯・10月30日㈯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、例年７月頃に開催しています。

今年度も昨年度同様、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防止の観点から、開催
規模を縮小し、中学３年生を対象に事前
予約制にて実施しました。新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大の影響により
例年よりも遅い時期の開催となりました
が、中学生330名、保護者等138名の合
計468名にご参加いただき、入試問題解
説、入試・学校説明会、専門学科４学科
を見学するキャンパスツアーを実施しま
した。

アンケートの実施結果では、「すべて
の学科を見学できたことで、それぞれの
特色を知ることができた」、「今まであま
り想像ができなかった、高専がどのよ
うなところなのかを知ることができた」、

「他校のオープンキャンパスよりも、実
際に見て感じることが多く、非常に有意
義なものとなった」など満足していただ
いた様子が伺えました。

オープンキャンパスをきっかけに本校
を志望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。

受付前の検温

校長あいさつ

高専なんでも相談コーナー

学科見学

オープンキャンパス実行委員会

委員長　　一宮　一夫

学　科　等 テ　ー　マ

機 械 工 学 科
機械工学科のロボット展示

材料試験の実演

熱流体実験

電気電子工学科
ロボット作品と実験装置紹介

卒研・特研内容展示

学生のアイディア作品

情 報 工 学 科
Vtuberになろう

学生製作ゲーム展示

メディアスタジオから公開生配信

都市・環境工学科
防災シミュレーション

コンクリート破壊実験

水質浄化実験
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鋼の熱処理と引張破断試験の実演，
3D－CADの紹介

鋼の熱処理と引張破断試験の実演，
3D－CADの紹介 機械工学科のロボット展示機械工学科のロボット展示熱流体実験の紹介熱流体実験の紹介

本会場では、まず学科紹介を動画によ
り行いました。その後、担当学生により、
機構学等で学ぶ装置を数種類紹介、説明
しました。興味のある方には実際に触っ
て、操作していただきました。また、本
科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を行い、ベルトコン
ベヤー、振動による部品の輸送、組立て
等の一連の作業を見学していただきまし
た。最後に産業用ロボットアームによる
ダンスを披露し、盛大な拍手をいただき
ました。担当学生の事前準備、当日の説
明・指導、質問への対応も好評でした。

機械工学科で学ぶ熱流体の内容を体験
できるイベントを開催しました。「ポン
菓子機で学ぶ熱力学」では、容器内で米
を加熱した際に、どのような温度・圧力
の変化が生じてポン菓子ができるかを理
解して頂きました。「サイクロンで粉を
回収しよう」ではサイクロン内部の粉の
螺旋状の流れや回収効率を知って頂きま
した。「流動層で粉を分離しよう」では、
粉を空気で浮かせてピンポン玉とビー玉
が分かれる流れを体験して頂きました。
尾形研と稲垣研の学生諸君の説明と実演
に対して熱心に耳を傾けておられ、大変満
足して頂けた様子が伺えました。

鋼の熱処理実演では、加熱と冷却方法
の違いによって硬さや脆さといった特性
が変化する様子に大変興味を持っていた
だきました。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、鋼のボルトが大きな音を立てて
破断する様子に驚きの声が上がりました。
他にも、授業で行っている3D-CADの紹
介に学生はもとより、保護者の方々も興
味津々。担当学生も熱心に説明してくれ
て、場を楽しく盛り上げてくれました。

５年生による作品実演と実験装置展示
５年生のデザイン実習では、作品の立

案から制作までを各グループで議論した
上で、自分達で電子回路を設計・実装す
ることで、一つの作品を製作しています。
エアホッケーなどの作品の実演がありま
した。また、製作の際に使用した実験装
置の紹介がありました。
卒研・特研内容の説明と実演

５年生および専攻科生が取り組んでい
る研究についてのパネル展示と実機のデ
モがありました。高電圧パルスパワーに
よるストリーマー放電発生実験と、地中
レーダ画像を用いた埋設物のAI認識に
ついての説明と実演がありました。
学生のアイディア作品の紹介

１年生では、プログラミングによるロ
ボット制御について学んでいます。各グ
ループで製作したアイディア作品を紹介
しました。

⒜  5年生による作品実演 ⒝  実験装置（3Dプリンタ）展示
⒞  卒研・特研内容の説明と実演 ⒟  学生のアイディア作品の紹介
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VTuberになろうVTuberになろう メディアスタジオから
公開生配信

メディアスタジオから
公開生配信

学生制作ゲーム展示学生制作ゲーム展示

情報工学科棟２階の映像メディアスタ
ジオから、学生によるYouTube番組を
生配信しました。
「高専生！入試問題解けるの？？？」

や「情報工学科クイズ」などのコーナー
で盛り上がりました。

スタジオの様子を中学生・保護者の皆
様に観覧していただきました。

3）環境実験
環境実験では、環境生物化学実験室に

おいて卒業研究で取り組んでいる ⒈ 産
業副産物を活用したレアアースの回収技
術、⒉ 浄水汚泥による水質浄化、⒊ 有
用成分を含むプランクトンを餌とした海
洋牧場構想、について学生達がポスター
形式にて説明しました。また、環境機器
分析室では、それらの研究を支える高度
な分析装置を見学してもらいました。

多くの方（学生、保護者）にご来場い
ただき、大変熱心に先生達の説明を聞い
てもらいました。

アバターに反映させます。参加者の皆様
は、最初は手を振ってみるだけの方が多
かったのですが、慣れてくると一回転し
たりジャンプをしたり思い思いの動きを
し、アバターを動かして楽しんでいただ
けたようでした。

本科２年生と専攻科生が授業で作成し
たオリジナルゲームをいくつか展示し、
ゲームを作成する授業があること、２年
生までに高いレベルのプログラミング技
術を取得できるということを知っていた
だきました。普段、なにげなくやってい
るゲームがどのようなコンピュータ言語
で作成され、どのようなプロセスで開発
されているかを知っていただきました。

このようなイベントの積み重ねにより
災害に強い大分県を大分高専から発信で
きたら良いなと感じました。

2）コンクリート破壊実験
コンクリート実験室にて、土木分野に

おけるコンクリート材料の研究紹介を行
い、それらが社会でどのように役に立っ
ているかを解説しました。また、コンク
リート実験室にある様々な実験装置の見
学を行いました。コンクリートの破壊実
験では、コンクリートの圧縮試験と鉄筋
の引張試験の動画を用いて、コンクリー
トと鉄筋の強度について解説をしました。

スクリーンに映っているアバターが、
自分の体の動きに合わせて同じように動
いてくれる、いわゆるVTuber（バーチャ
ルYouTuber）のまねごとができる展示
でした。赤外線を用いた特殊なカメラを
使っており、これにより人体の画像から
骨格がどのような状態になっているのか
を推定することができますので、それを

都市・環境工学科では、
1）防災シミュレーション
2）コンクリート破壊実験
3）環境実験
についての説明・展示を行いました。

1）防災シミュレーション
ため池の越流シミュレーションと水位

観測について説明し、その重要性に頷く
来場者が多くいました。また、ドローン
とスマホを繋いだデモでは、スマホを通
じてドローンが捉える映像を見ることに
驚かれるなど、防災・減災について興味
がわいた来場者もいらっしゃったのでは
ないでしょうか。
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高専体育大会競技結果高専体育大会競技結果

第58回（令和３年度）
　九州沖縄地区国立高等専門学校

体育大会代替大会結果

【陸上競技】 11/14㈰
担当校：大分高専
大牟田市御大典記念グラウンド
男子100m *PBは自己記録

３位　佐藤匠悟（3M） 11"31 *PB
５位　森光春暁（4C） 11"41
７位　藤澤孝吉（3M） 11"56 *PB
男子200m
３位　森光春暁（4C） 23"13
男子400m
８位　岡原圭都（2E） 59"37

男子800m
５位　矢野稜之（4C） 2'09"62
６位　浅野束颯（2E） 2'11"42

男子1500m
４位　矢野稜之（4C） 4'14"78 *PB

男子４×400mR
３位　3'32"38

 １走　浅野束颯（2E）
 ２走　森光春暁（4C）
 ３走　矢野稜之（4C）
 ４走　吉田大成（5C）
男子走幅跳
１位　藤澤孝吉（3M） 6m32  *PB
女子100mH
３位　麻生理紗（2C） 19"89
女子走幅跳
６位　麻生理紗（2C） 4m52

【バドミントン】 11/13㈯、14㈰
担当校：鹿児島高専
霧島市牧園体育館・霧島市国分体育館
男子団体予選リーグ
大分高専A　Bブロック ２位
大分高専B　Aブロック ４位

女子団体予選リーグ
大分高専　　Aブロック ２位

個人戦女子ダブルス ３位
荒木爽羽（1C）・大城香穂里（1C）

【水　　泳】 通信大会
担当校：沖縄高専
記録測定　 7/ 2～10/31
記録申請　11/ 1～11/ 5
記録集計　11/ 6～11/11 

男子100m自由形
４位　染矢一樹（4M） 59.11
男子100mバタフライ
６位　朝田悠斗（4S） 1:18.25

【硬式野球】 8/26㈭
担当校：有明高専
久留米市野球場
（大分）　6－０　（久留米）

【バスケットボール】 11/6㈯、7㈰
担当校：佐世保高専・久留米高専
男子：佐世保高専　　女子：久留米高専
男子　（大分）　61－64　（有明）
女子　（大分）　69－41　（沖縄）

【卓　球】 12/19㈰
担当校：有明高専
有明高専
男子団体　３位
メンバー 【阿部光希（5S）、ジュン（5C）、
高橋晴希（3M）、篠田侑志（3M）、中野
哲志（2M）、平山大智（2E）、小出真叶
（2E）、赤峰拓海（1C）】
男子シングルス　準優勝
平山大智（2E）
女子団体　優勝
メンバー 【山﨑麻未（5M）、中野和奏
（4C）、小林典（4E）、船橋のどか（3C）、
山本未羽（2M）、後藤彩伽（2E）、庄野
佑衣（2C）、深浦小夜野（1S）、マネー
ジャー  阿南木花（3C）】
女子シングルス　３位
船橋のどか（3C）

【サッカー】 11/5㈮～7㈰
担当校：熊本高専（熊本キャンパス）
志布志市しおかぜ運動公園
（大分）　１－１　（熊本〔八代〕）
　　　 PK３－４
優秀選手賞　　谷口陽人（3E）

【柔　　道】 12/18㈯、19㈰
担当校：北九州高専 
北九州市立浅生スポーツセンター柔剣道
場・小倉南武道場
団体戦　準優勝
メンバー 廣瀬瑠唯斗（5C）
 山野雄貴（4M）
 平山創大（4M）
 山下陽生（4C）
 十時　涼（1M）
 廣瀬優唯斗（1E）
 山口龍斉（1C）
66㎏以下級　３位
山下陽生（4C）

73㎏以下級　優勝
廣瀬瑠唯斗（5C）

81㎏以下級　３位
山口龍斉（1C）

無差別級
準優勝　山野雄貴（4M）
３位　　十時　涼（1M）

【バレーボール】 12/18㈯
担当校：鹿児島高専
山鹿市総合体育館
男子
（大分） 0－2 （久留米）
　第１セット　17－25
　第２セット　 8－25
女子
（大分） 0－2 （熊本〔八代〕）
　第１セット　20－25
　第２セット　24－26

第56回
全国高等専門学校体育大会結果

【陸上競技】 9/4㈯、5㈰
担当校：仙台高専（広瀬）
キューアンドエースタジアムみやぎ
出場辞退：コロナウイルス感染拡大防止

措置のため

【ソフトテニス】 11/5㈮～7㈰
担当校：八戸高専
八戸市東運動公園・テニスコート
個人戦　男子ダブルス１回戦
渡邉拓海（2E）・野澤亮冴（2C）
 0－4　松尾・松尾（岐阜）

【硬式野球】 10/28㈭～30㈯
担当校：秋田高専
ことおか中央公園スカルパ野球場
男鹿総合運動公園野球場
２回戦
（大分）　３－５　（石川）

【柔　　道】 11/1㈪、2㈫
担当校：秋田高専
秋田県立武道館
団体戦
対 和歌山 負
対 岐阜 負
個人戦
廣瀬瑠唯斗（5C） 予選敗退
葛 城祥太郎（5C） 予選敗退
山野雄貴（4M） 予選敗退

【テニス】 8/25㈬、26㈭
担当校：仙台高専（名取）
泉総合運動公園泉庭球場シェルコムせんだい
出場辞退：コロナウイルス感染拡大防止

措置のため
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電子計算機部は10/9㈯、10/10㈰にオ
ンライン開催された第32回全国高専プ
ログラミングコンテストの競技部門に出
場しました。

今回のテーマは、「技術廻戦」と題さ
れたパズルゲームです。自然画やイラス
ト画などの原画をバラバラに並べて作ら
れた画像が問題として与えられ、各チー
ムは開発したプログラムを用いてそれを
元の画像に戻します。プログラムには、
原画像を推測するフェーズと、元に戻す
最小限の操作を探索するフェーズの２つ
の要素が必要となります。

大分は１回戦はグループ10チーム中
５位で、準決勝進出（４位以内）を惜し
くも逃しました。その後、翌日の敗者復
活戦に向けてメンバーは徹夜でプログラ
ムの改良に取り組みましたが、敗者復活
戦でもグループ９チーム中７位に終わり、
復活（３位以内）はなりませんでした。

今回は、個々の要素技術については完
成している部分もありましたが、全体的
にはプロジェクトの進行とチーム内の連
携が思うようにいかず、残念な結果とな
りました。これらの反省点を次年度に活
かしたいと思います。

【出場メンバー】
河村健弘（4E）　　橋本拓磨（4E）
菊池　空（3S）

【開発サポートメンバー】
岩本拓己（4S）　　栗林　諒（4S）
望月龍一（4S）　　工藤優花（3S）
疋田萌華（3S）

しました。まず開会式では、全出場校を
代表して選出された小野くんが堂々たる
宣誓を行いました。全国大会ではフィー
ルドの大きさが広くなった分、より躍動
感のある演技を目標に、ペンギンの８の
字走行や30度もある急斜面を二輪だけ
でバランスを取りながら登るという大技
で挑みました。本番ではマシントラブル
がありつつも倒立二輪走行と斜面踏破を
成功させ、技術面で高い評価を得て、参
加26チーム中６位の高得点を獲得しま
した。またロボットや小道具の精巧で可
愛らしいデザインが評価され、「デザイ
ン賞」を受賞することができました。学
生たち自身が思い描いたロボットを作り
上げ、その力を評価されたこと非常に喜
ばしく思います。ご支援、ご声援頂いた
皆様に深く感謝いたします。

【全国大会出場者】
小野夏樹（3E）　　菊川琢朗（3E）
宮井颯汰（3M）

【ピットクルー】
今泉　駿（4E）　　小室祥汰（3E）
荒金　毅（3E）　　安部紳一郎（3E）
加藤寛幸（2E）

第34回 アイデア対決・全国高等専門学校
ロボットコンテスト2021九州沖縄地区大会

10月17日㈰　リモート
Ａチーム（The Great Penguins Show）

安川電機賞
Ｂチーム（翔け！　ピヨ助） ローム賞
第34回 アイデア対決・全国高等専門学校
ロボットコンテスト2021全国大会

11月28日㈰　国技館
Ａチーム（The Great Penguins Show）
第６位（26チーム出場）　デザイン賞

各種大会結果報告各種大会結果報告

第69回大分県高等学校総合体育大会
少林寺拳法競技

６月６日㈰　九重文化センター武道場
●男子自由単独演武
　髙橋宥人（2C）　　第２位
　神河崇太（1C）　　第３位

令和３年度大分県高等学校新人大会
空手道競技

10月17日㈰　杵築市文化体育館
●男子個人組手　55㎏
　安達　匠（1M）　　第２位

第７回九州沖縄地区高等専門学校
弓道大会（通信大会）

７月10日㈯
担当：熊本高専（熊本キャンパス）
●女子団体戦 ３位
●男子個人戦 玉井涼雅（5C） ５位
●女子個人戦 風戸杏月（2M） ９位

今年の高専ロボコン競技テーマ名は
「超絶機巧（すごロボ）」で、「すごい！技
のロボット」を自由なアイデアで製作し
披露するという課題でした。昨年度に引
き続き、自由課題ということで頭を悩ま
せました。

10月17日に開催された地区大会は新
型コロナウイルス感染症対策の観点から
オンラインでの開催でした。本校からは
２チームが参加し、体育館から配信で演
技をお届けしました。Ａチームは、倒立
二輪型のペンギンロボットがバランスを
取って立ち上がったり、すべり台を滑った
りと可愛らしい演技を披露しました。Ｂ
チームは３台の箱鳥ロボットがフィール
ド内をぶつからないように動き回り、最
後には協同して高さ2.3ｍのタワーに合
体するという演技を行いました。どちら
のチームも最後まで完璧に演技を披露
し、Ａ・Ｂ両チームともに特別賞を受賞す
るという高評価を得ることができました。
特に、可愛らしい演技が評価されたＡチー
ムは全国推薦チームに選ばれました。

11月28日、２年ぶりにロボコンの聖地・
国技館で現地開催された全国大会に出場

高専ロボコン 2021高専ロボコン 2021
（地区大会・全国大会）（地区大会・全国大会）

全国高等専門学校全国高等専門学校
第32回プログラミングコンテスト第32回プログラミングコンテスト
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学 生 会 便 り学 生 会 便 り
2021体育祭2021体育祭

2021高専祭2021高専祭

2021音楽祭2021音楽祭

いで、テーマ「reboot（再起動）」を掲げ
てここまでやってきて、多くの貴重な経
験を積ませて頂きました。僕たち５年生
の多くはさらに大きな組織の一員に、４
年生は各所でリーダー的存在になります。
その時に力になるのがこの経験であり、
これを活かしてより良いものを作り出す
ことで、このテーマは完結すると思いま
す。来年度は一般の方も高専祭を見に来
てくれるようになるかもしれません。そ
の時には、参加者の声というものをより
大事にしてほしいなと思います。最後に
なりますが、これまで支えてくださった
皆様大変ありがとうございました。来年
の高専祭、前夜祭にもご協力をお願いし
ます。

音楽祭を無事開催できたのは皆さん
のご尽力のおかげです。委員長を務め
るにあたって、不安や心配も感じてい
ましたが、成功を収めることができ漸
く後輩にバトンを渡して、肩の荷が下
りた状態です。ここまで協力して頂き
ありがとうございました。

う！副局長として支えてくれた三浦大和
くん、陰ながらみんなのサポートをして
くれた山本恵未ちゃん、全然来てくれな
かったけど、最後にいいところ全部持っ
ていく前田晃志くん、今日まで楽しくで
きたのは３人のおかげです！ 本当にあ
りがとうございました ! ! !

高専祭実行委員長の５Ｃ二宮です。今
年の高専祭、前夜祭は楽しんでもらえた
でしょうか。というのも、昨年度に続く
コロナ禍での開催ということで、僕たち
はタスクをこなすことに意識が集中して
しまい、参加してくれた人が実際どう
思っていたのかを知る機会が少なかった
なと感じます。とはいえ、準備に励むク
ラスの様子や、当日の賑わいを直接見る
ことのできた僕としては無事に開催がで
きたことをうれしく思っています。これ
も学生全員、学生主事室をはじめとする
学校関係者の皆様の多くの支援があった
からこそであり、感謝しかありません。

昨年のやり方を引き継ぎ、新型コロナ
流行以前の活気を取り戻したいという思

みなさん、体育祭でクラスの絆を深め
ることはできましたか？ 球技大会で思
い切り楽しむことはできましたか？ 僕
が体育局長を務めることになったあの日、
胸の中は不安でいっぱいでした。昨年度、
どの行事も今までとは違う形で行わなけ
ればならなかったにも関わらず、どの行
事も成功させた先輩たちの背中を見て
きたからです。「僕にも同じことができ
るだろうか」と、一度考え始めるとなか
なか止まりませんでした。しかし、今に
なってこう思います。「同じことをする
必要はないんだ」と。あの時僕が憧れた
先輩のような格好いい姿は見せられなく
ても、僕は僕なりに泥臭く頑張ればいい
んだと、そう思っています。体育局をは
じめ、学生会役員のみんなに支えられな
がらも、頑張って開催した体育祭。そし
て球技大会。どちらもコロナが流行する
前より規模は小さくなりましたが、学生
全員が楽しめるように、出来る限りのこ
とをやりました。

もう一度聞きます。みなさん、体育祭
でクラスの絆を深めることはできました
か？ 球技大会で思い切り楽しむことは
できましたか？ 昨年同様関係者のみで
の開催となった体育祭。２年ぶりとなっ
た球技大会。どちらも笑顔がいっぱいの
素晴らしいものだったと思います。来年
はさらにグレードアップしたいと思って
いるので、期待しておいてくださいね。

また、体育祭、球技大会を開催するに
あたって協力してくれた学生主事室をは
じめとする諸先生方、学生課の職員の方、
ありがとうございました。

そして最後に、体育局のみんなへ。こ
んな自分についてきてくれてありがと

体育局長
５Ｅ

都　　隆羽

高専祭実行委員長
５Ｃ

二宮　雄哉

音楽祭実行委員長
５Ｓ

阿部　光希
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学 生 会 便 り学 生 会 便 り
新学生会長挨拶新学生会長挨拶 前学生会長挨拶前学生会長挨拶

高専に入った頃から、他人と能力を比
較する癖があることに気づいた。この学
校には凄い人が沢山いて、劣等感に押し
つぶされた。「俺よりこいつの方が凄いっ
てことは、俺は凄くないってこと？」し
んどくなった。取り敢えず努力して、こ
いつに勝ってみた。すると直ぐに俺より
凄いこいつ、より更に凄いあいつが登場
した。キリがない。しかも負かしたはず
のこいつは、俺に目もくれず努力してい
た。俺の方が凄いはずなのに。彼は眩し
かった。お前も凄いし、俺も凄い。そう
思えるようになったのは会長になってか
らだった。俺は会長で滅茶苦茶凄いから、
俺が凄いと思ったお前も凄い。そう思う
ようになった。だいぶ調子に乗っている
が、会長になって自分に自信が持てたの
だ。

人を認めるには、同等の自分を認めて
あげる力が必要で、今までの自分にはそ
れが足りなかったのだと気付いた。

以来、随分体が楽になった。嫉妬して
いた人を尊敬出来るようになった。どれ
だけやっても勝てないあいつも、努力家
でみんなに愛されているこいつも、困っ
た時はいつも助けてくれていたことに気
付いた。俺は会長だから凄い。と、思っ
ていたがそんなこと全くなくて、本当は
周りの凄い人たちに助けられて、押し上
げられて、やっと自分でも凄いと思える
人になれたのだ。運よく会長になって、
自分を認められるようになって、たくさ
んの人に助けられて、何よりそれに気付
くことができた。僕は相当幸せ者だ。

新学生会会長になりました。吾妻勇太
です。去年から１年間副会長を務めさせ
ていただき、皆さんのおかげで無事に活
動を終えることができました。特に高専
祭では、段取りの悪さや連絡の遅さなど
で迷惑をかけてしまい、本当に申し訳な
く思っています。しかし、それでも皆さ
んが協力していただいたお陰で成功でき
ました。

今年１年間を振り返ると様々な活動を
行うことができていたと思います。特に
印象に残っていることは、７連覇中のメ
ルセデスを打ち破ったMax Verstappen
の優勝です。これ以外あり得ません。
レッドブルホンダが有終の美を飾った今
年一年は本当に素晴らしいシーズンだっ
たと思います。面白かったシーンで言う
と、ハンガリーGPのボッタスミサイル
です。見ながら大爆笑していました。

さて、来年からは新体制での学生会活
動が始まります。特に実現したいことは、
高専祭で花火をあげることです。これに
尽きます。花火をあげるための障壁は多
く、まず近隣住民の方々の理解を得る必
要があります。今現在大分高専は自転
車やら原付やらのマナーが悪いことから、
かなりマイナスなイメージを持たれてい
ます。花火をあげるためには皆さんの協
力が不可欠です。これから学生会とし
てお願いをする機会もあると思いますが、
一緒に頑張っていければと思います。新
しい企画も色々と用意しているので、期
待して待っていただければと思います！

あなたには夢がありますか。必ずしも
べつに必要であるとは思いませんが、
この世の中、夢をもって何かを目指そ
うとすることは、とても大切だと気付
き、私も夢というか目標や意思をもっ
て、日々さまざまな物事などに取り組
んでいます。その取り組む物事の大き
さは関係ありません。自分がどうした
いかを考えて夢を持って行動すること
が大切です。強さとは身体能力ではな
く不屈の精神から生まれるものという
せリフをガンジーが残しました。こう
いう名言では、大切なのは、精神が強
かでなければならないということを言
います。私もまたその通りだと感じて
います。夢は精神と関わりが深く、即
ち、精神を強くするため夢を持ち、そ
の夢を持ち行動することで、精神の強
さを身につけることができます。楽し
い日々を送るには精神を強くすること
の重要さはとても親密に関わってこよ
うとするでしょう。自分も、音楽祭の
ことで目標を立てつつ音楽祭に向けて
の行動をすることで、全てが完璧にと
は言い切ることはできませんが、小さ
な目標を少しずつたてて、それをこな
して行くことによって、音楽祭を完成
に近づけることができ、目標を持つこ
とで達成感を味わうことができ、楽し
く音楽祭に取り組むことができるよう
になりました。皆さんもこれからいろ
いろなことがあると思いますが、楽し
みながら色々なことに挑戦するために
は、目標をもって行動することは大切
なことであるということを、覚えてお
いてください。

新学生会長

４Ｓ　　吾妻　勇太

前学生会長

５Ｓ　　小手川　康太
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寮 生 会 便 り寮 生 会 便 り
イルスの影響によってかよらずか、多少
なりとも変化が起きているように思えま
す。例えば食堂で１テーブル８人がけ
だったのが４人がけになってひろびろ
使えるようになったり、風呂場で低学年
と高学年で使えるロッカーとシャワーが分
けられていましたが、グループ入れ替わり
制になったことによりそのシステム自体
が無くなったりなどです。だからどうだ
ということはありません。ですが確かに
明野寮は変化していきます。この変化し
ていく明野寮をよりよいものにする為に
尽力することが私の仕事だと思っており
ます。これからよろしくお願いします！

お久しぶりです。
寮生会長の市川で
す。本格的な冬の冷
え込みを感じる季節

を迎えましたが、いかがお過ごしでしょ
うか？時間の流れというのは早いもので、
自分はこの１年をどう締めくくろうかと
考える毎日です。“新しい（寮）生活様式”
はいまや“当たり前の（寮）生活様式”にな
りました。しかし、寮生活において変わ
らずに大切なものがあることはご存知で
すか？ここでは敢えてその答えは述べま
せん。（ヒントは、この先の寮長さんた
ちの言葉のなかに隠されていますよ）話
は変わりますが、我々寮生役員一同、年
明けには寮祭を企画しております。詳細
は随時teamsにて告知いたしますので乞
うご期待です。重ねてのお願いではあり
ますが、寮祭の無事の開催の為に、引き
続き感染症対策にご協力願います。それ
では、また寮のどこかで会いましょう！

今年度の学寮リーダー研修では、主事
補のメンバーが講師役となり、数回にわ
たってピアサポートプログラムを実施し
ているところである。ピアサポートとは、

〈同じような立場の人によるサポート〉
を意味するらしい。そこには、指導的立
場の人間が行うサポートにはない、ある
いは、それ以上の効果を期待できるとい
うことなのかもしれない。いずれにせよ、
このようなスキルの習得を通じて、学寮
の自治的運営がますます促進されること
を期待したい。

だということです。大人になって間違い
なく役に立つと思います。私は、これか
らも「挨拶」を心がけながら、３寮長とし
て明野寮生活を楽しんで行きたいです。

こんにちは、４寮
長の森光です。現在
４寮内では２年生と
３年生、そして４年

生が生活を送っていますが、特に問題も
無く時は流れているように感じます。こ
れも自分達の指導のお陰、と言いたいと
ころですが、４寮生は皆挨拶を欠かさず
してくれますし、寮生活に慣れた人達が
集まっているようで自分の出る幕はそれ
ほど無いようです。だからと言って平々
凡々に過ごしていては寮長として如何？
となりかねないので、寮長としての意識
を忘れず、常に４寮に気を配りながら責
務を全うしたいと思います。

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。（※写真
と寮生活は全く関係ありません）

はじめまして。後
期から副寮生会長に
なった栗本です！今
年度は寮生会長と副

寮生会長を決める投票が行われなかった
為、立候補した後に即就任という流れに
なりました。そのせいで今はじめて私の
ことを知った人もいると思います。とこ
ろで、ここ数年の明野寮は新型コロナウ

令和３年度後期よ
り１寮寮長になりま
した、４年都市・環
境工学科の中野和奏

です。新型コロナウイルスの流行により、
ほとんどの人が１人部屋になり、お風呂の
時間も細かく区切られているため、以前よ
りも同級生や他学年との交流も減ったよ
うに感じます。寮生活のメリットは、友達
や先輩、後輩と深く関わることが出来るこ
とだと思います。今年度はコロナ対策も
しっかり続けつつ、このメリットを生かせ
るような活動を主事補の先生方や指導寮
生の子達と協力して行っていきたいと考
えています。１年間よろしくお願いします。

こんにちは、２寮
長の平山です。２寮
は毎年新入生が入寮
してくるため、身も

心も若い彼等の性格に応じて仕事内容が
変わります。そんななか２寮では挨拶に
重点を置いて指導しています。挨拶は社
会人になってからも必要なコミュニケー
ションの１つで、若いうちから癖として
身につけておくと後々必ず役に立ちます。
そのため、２寮にいるうちに挨拶を癖に
してもらうため、特に力を入れて指導を
しています。これからも挨拶の指導を通
じて、２寮へ気を配るのは勿論のこと、
２寮から明野寮を変えて行けるよう尽力
したいと思います。 

こんにちは。３寮
長の三浦です。私が
寮生活を送る上で毎
日忘れずに大事にし

ていることがあります。それは「挨拶」
です。私は人が人と接する上で最も印象
を決めるのは挨拶だと思っています。個
人的には挨拶をしてくれる後輩、返して
くれる先輩の方が間違いなく印象がよい
です。 つまり、学校生活や寮生活で大事
にしてほしいのは、挨拶ができる、返事
ができるなどといった「人間性」や「礼儀」

１寮長　４Ｃ

中野　和奏

４寮長　４Ｃ

森光　春暁

５寮長　５Ｃ

吉田　大成

副寮生会長　３Ｍ

栗本　晃希

寮生会長　４Ｅ

市川　伊吹

寮務主事補 小関　康平

２寮長　４Ｍ

平山　創大

３寮長　４Ｍ

三浦　大和
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第18期：令和３年度（2021年）修了予定者（27人）

機械・環境システム工学専攻（15人） 電気電子情報工学専攻（12人）

熊本大学大学院自然科学教育部土木建築学専攻
井関農機株式会社
ENEOS株式会社
大分県庁
大阪ガス株式会社
株式会社唐津プレシジョン
五洋建設株式会社
芝浦機械株式会社
昭和電工株式会社
株式会社酉島製作所
西日本高速道路株式会社（NEXCO西日本）
日鉄ケミカル&マテリアル株式会社
福岡市役所
株式会社三井 E&Sマシナリー

九州工業大学大学院生命体工学研究科人間知能システム工学専攻
九州大学大学院総合理工学府総合理工学専攻（２名）
筑波大学大学院理工情報生命学術院システム情報工学研究群
奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科情報科学領域（４名）
北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科先端科学技術専攻
NTTコミュニケーションズ株式会社
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
株式会社安川電機

令和３年度　専攻科進路状況 令和４年２月１日現在

令和３年度　学科別進路状況 令和４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 旭化成株式会社 1 1 2
3 株式会社石井工作研究所 2 2
4 株式会社AKシステム 1 1
5 エスアイエス・テクノサービス株式会社 1 1
6 NTTコムエンジニアリング株式会社 1 1
7 株式会社NTTフィールドテクノ 1 1
8 ENEOS株式会社 1 1 2
9 一般社団法人大分県治山林道協会 1 1
10 有限会社大分合同新聞社 1 1
11 大分市 2 2
12 大阪ガス株式会社 1 1
13 株式会社大阪防水建設社 1 1
14 オムロンフィールドエンジニアリング株式会社 1 1
15 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 1 1
16 オリエンタル白石株式会社 1 1
17 株式会社カシフジ 1 1
18 株式会社カンセツ 1 1
19 九州建設コンサルタント株式会社 2 2
20 株式会社九州テン 1 1
21 九州電力株式会社 1 1
22 株式会社九州日立システムズ 1 1
23 株式会社九電工 1 1
24 京セラ株式会社　鹿児島国分工場 1 1
25 京セラコミュニケーションシステム株式会社 1 1
26 株式会社クボタ 1 1
27 黒崎播磨株式会社 1 1
28 KDDIエンジニアリング株式会社 1 1
29 コベルコソフトサービス株式会社 1 1
30 株式会社ザイナス 1 1
31 サントリースピリッツ株式会社 1 1
32 サントリービール株式会社 1 1
33 Gcomホールディングス株式会社 1 1
34 株式会社水ing 1 1
35 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
36 株式会社ソイルテック 1 1
37 ダイハツ工業株式会社 1 1
38 大和製罐株式会社　新戸畑工場 1 1
39 東亜建設工業株式会社 1 1
40 東海旅客鉄道株式会社（JR東海） 1 1 2
41 東京エレクトロン株式会社 1 1
42 東京ガスパイプネットワーク株式会社 1 1
43 東京製鐵株式会社 1 1
44 東鉄工業株式会社 1 1
45 株式会社TOPHOME 1 1
46 成田空港給油施設株式会社 1 1
47 株式会社ニコン 1 1

番
号 就職および進学先

学科名
計

M E S C
48 西日本高速道路株式会社（NEXCO西日本） 1 1
49 株式会社西原環境 1 1
50 日建技術コンサルタント株式会社 1 1
51 日産自動車九州株式会社 1 1
52 日信電子サービス株式会社 1 1
53 株式会社日水コン 1 1
54 日本製鉄株式会社 1 1
55 日本発条株式会社 1 1
56 日本オーチス・エレベータ株式会社 1 1
57 パナソニック株式会社インダストリアルソリューションズ社 1 1
58 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
59 浜松ホトニクス株式会社 1 1
60 日立造船株式会社 1 1
61 平田機工株式会社 1 1
62 ファナック株式会社 1 1
63 富士電機株式会社 1 1
64 株式会社マキテック 1 1
65 マツダ株式会社 1 1 2
66 三井住友建設株式会社 1 1
67 三菱重工機械システム株式会社 1 1
68 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 1 1 2
69 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 1 1
70 株式会社吉野工業所 1 1
71 リコージャパン株式会社 1 1
72 レゾナント・ソリューションズ株式会社 1 1
73 ローム・アポロ株式会社 1 1
74 若築建設株式会社 1 1

就 職 者 小 計 24 20 17 21 82 
1 大分工業高等専門学校（専攻科） 10 7 11 8 36
2 大分大学 1 1 2
3 大阪大学 1 1
4 大島商船高等専門学校（専攻科） 1 1
5 九州工業大学 1 1 1 3
6 九州職業能力開発大学校 1 1
7 九州大学 1 1 1 3
8 熊本大学 1 1 1 2 5
9 東京大学 1 1
10 同志社大学 1 1
11 豊橋技術科学大学 1 1 2
12 長岡技術科学大学 1 1
13 福井大学 1 1
14 宮崎大学 1 1
15 琉球大学 1 1

進 学 者 小 計 12 12 19 17 60
未 　 定 0 3 2 1 6
小 計 0 3 2 1 6
卒 業 予 定 者 計 36 35 38 39 148

　　　　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

明　　野　　通　　信2022年（令和４年）２月10日（24） 第133号


