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　　　高専教育の質保証

校長　山口　利幸校長　山口　利幸

新型コロナウイ
ルスの対応が３年
目となりました。
今後も、遠隔授業
を併用しつつ対面

授業の継続に向けて努力してまいりたい
と思います。感染対策の徹底について引
き続きご協力をどうぞよろしくお願いい
たします。

文明が進むとともに、ますます「科学
する心」を用いることが必要になってき
ています。石が飛んでくると危ないとわ
かりますが、ウイルスや放射線はわかり
ません。CO2やプラスチックゴミの「循
環」による環境問題など、未知のことも
多い状況の中では、科学を基礎に想像力
を働かせて構想し対策をたてていくしか
ありません。知的好奇心、匠の心、継続
的探究心、などの科学する心の土台は人
類を文明化した原動力の一つであると思
いますが、大切なことは、科学する心は
育成することやみずから培うことができる、
ということだと思います。現代の教養力の
基礎には科学する心が欠かせません。

技術が世界的に標準化・グローバル化
され技術者教育の質の保証と世界的な相
互承認が益々求められてきています。世
界が求める技術者とはどのような人なの
でしょうか。全米プロフェッショナルエ
ンジニア協会では、技術者は、人々や社
会の安全・幸福・健康を守り維持継続し
ていく社会的な責務を負っている、とし
ています。技術者は人々の幸せを願う気
持ちを基礎としていることが社会からも
期待されているわけです。

科学する心を働かせ高度な技術力と愛
の精神で社会に役立つことを喜びとする
ような技術者の育成を目指したいと思い
ます。

校の本科や専攻科における教育研究活校の本科や専攻科における教育研究活
動を含む多様な活動等の総合的な状況動を含む多様な活動等の総合的な状況
について基準に適合していることを示について基準に適合していることを示
しています。さらに、本年度は日本しています。さらに、本年度は日本
技術者教育認定機構（JABEE）による技術者教育認定機構（JABEE）による
継続審査を受けることになっています。継続審査を受けることになっています。
本校は2005年度に、本科４年生から本校は2005年度に、本科４年生から
専攻科までの４年間に行っている教育専攻科までの４年間に行っている教育
を「システムデザイン工学プログラム」を「システムデザイン工学プログラム」
としてJABEE認定されました。このとしてJABEE認定されました。この
プログラムは、国際的な水準を規定しプログラムは、国際的な水準を規定し
ているWashington Accordを満たしているWashington Accordを満たし
ており、外国からも国際水準の教育をており、外国からも国際水準の教育を
行っている証になっています。今回の行っている証になっています。今回の
審査結果は2023年に明らかになりま審査結果は2023年に明らかになりま
すが、認定基準に適合していることをすが、認定基準に適合していることを
説明する自己点検書を現在作成中です。説明する自己点検書を現在作成中です。
そして、さらに、KOSENの国際展開そして、さらに、KOSENの国際展開
を踏まえて、日本発祥の高専本科５年を踏まえて、日本発祥の高専本科５年
間の教育の質保証を図るため、新たに間の教育の質保証を図るため、新たに
５年間一貫教育を認証する制度として５年間一貫教育を認証する制度として
国立高専教育国際標準（KIS）による評国立高専教育国際標準（KIS）による評
価を開始することになりました。認証価を開始することになりました。認証
はJABEEが行いますが、審査機関ははJABEEが行いますが、審査機関は
日本工学教育協会になります。本校は日本工学教育協会になります。本校は
その最初の受審校として選定され、審その最初の受審校として選定され、審
査に向けて自己点検書の作成や実地審査に向けて自己点検書の作成や実地審
査の準備を進めています。査の準備を進めています。
以上の審査のほかにも、専攻科設置以上の審査のほかにも、専攻科設置
に係る教育や担当教員の審査も定期的に係る教育や担当教員の審査も定期的
に実施されており、高専教育は多くのに実施されており、高専教育は多くの
外部審査によって質保証されています。外部審査によって質保証されています。
この質保証された教育の成果もあり、この質保証された教育の成果もあり、
就職先や進学先での卒業生の評価は非就職先や進学先での卒業生の評価は非
常に高く、求人倍率30倍以上の実績常に高く、求人倍率30倍以上の実績
に繋がっています。科学技術が著しくに繋がっています。科学技術が著しく
進展する中で、社会の変化に即応した進展する中で、社会の変化に即応した
有意な技術者の養成を今後も堅持して有意な技術者の養成を今後も堅持して
いきます。いきます。

昨春着任以来、新型コロナウイルス昨春着任以来、新型コロナウイルス
感染症の猛威が続く中、一年半が過ぎ感染症の猛威が続く中、一年半が過ぎ
ようとしています。本年４月には、本ようとしています。本年４月には、本
校60回目の入学式を挙行し、本科新校60回目の入学式を挙行し、本科新
１年生162名、マレーシア、ラオス、１年生162名、マレーシア、ラオス、
ペルーからの第３学年外国人編入生３ペルーからの第３学年外国人編入生３
名、そして本科を卒業し専攻科に入学名、そして本科を卒業し専攻科に入学
された36名の合計201名の皆さんをおされた36名の合計201名の皆さんをお
迎えできました。本校の教育目的であ迎えできました。本校の教育目的であ
る「人間性に溢れ国際感覚を備え、探る「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求心、創造性、表現能力を有する技術
者」を目指して、大きく成長すること者」を目指して、大きく成長すること
を期待しています。を期待しています。
また、新任の先生２名も着任されままた、新任の先生２名も着任されま
した。一般科理系講師の森田昌孝博士した。一般科理系講師の森田昌孝博士
（農学）、情報工学科講師の重松康祐博（農学）、情報工学科講師の重松康祐博
士（工学）です。本校のさらなる発展士（工学）です。本校のさらなる発展
に向け、教育や研究等での活躍を期待に向け、教育や研究等での活躍を期待
します。一方、昨年度末には、一般科します。一方、昨年度末には、一般科
文系の穴井孝義教授が定年退職しまし文系の穴井孝義教授が定年退職しまし
た。長年に亘り本校の教育および学校た。長年に亘り本校の教育および学校
運営に多大なご尽力を戴きました。運営に多大なご尽力を戴きました。
さて、高専の人材養成は、日本国内さて、高専の人材養成は、日本国内
だけでなく海外でも高く評価され、現だけでなく海外でも高く評価され、現
在、タイ、モンゴル、ベトナムなどに在、タイ、モンゴル、ベトナムなどに
も導入されつつあり、高専　KOSENも導入されつつあり、高専　KOSEN
は国際的な教育制度になってきていまは国際的な教育制度になってきていま
す。この高専教育の質を保証するため、す。この高専教育の質を保証するため、
第三者機関による審査が定期的に行わ第三者機関による審査が定期的に行わ
れています。本校は、令和３年度に独れています。本校は、令和３年度に独
立行政法人大学改革支援・学位授与機立行政法人大学改革支援・学位授与機
構による３回目の高等専門学校機関別構による３回目の高等専門学校機関別
認証評価を受審し（７年に１回受審が認証評価を受審し（７年に１回受審が
義務付けられている）、令和４年３月義務付けられている）、令和４年３月
にすべての評価基準に適合しているとにすべての評価基準に適合していると
認定されました。この適合認定は、本認定されました。この適合認定は、本

総務主事
高橋　　徹
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寮務主事３年目
となります。今年
度寮生のお世話を
する主事補の先生
方は、１寮が二宮

純子主事補、２寮が大庭恵一主事補、３
寮が永家忠司主事補、４寮が井上優良主
事補、５寮が竹尾恭平主事補です。ま
た、吉長ゆみさん、糸永憲司さん、塩手
光史さんを新しい寮母・学寮指導員とし
て迎えました。さらに、寮事務室は重光
厚志さんを迎えて３名体制となりました。
一丸となって寮生の皆さんをサポートし
ます。

後期から新しい寮生会長が組織され、
各寮の寮長、企画部、内務部、広報部、
厚生部、美化部、緑化部、ネットワーク
管理部、選挙管理委員等の寮生会役員が
各寮の指導寮生と共に自治組織を形成し
ます。寮生リーダー研修を通して、より
活発な組織となるようにバックアップし
ます。寮生の皆さんも一緒に楽しい寮生
活を創り上げましょう。

新型コロナウイルス感染症も第７波を
超えました。「感染が拡がらない寮」と
するべく、寮全体への視線を持って各人
の行動をお願いしたい。体の抵抗力を保
つために、睡眠と食事はきちんと取りま
しょう。その上で、食堂では黙食を守り、
他の寮生の部屋には行かないで下さい。
特に「換気」にはいつも注意して下さい。

後期のイベントは、寮生リーダー研修、
防災訓練、寮生バレーボール大会、寮祭
を予定しています。前期にバレーボール
大会を実施出来なかったこともあり、後
期はなんとか実行したいと考えています。
寮生の皆さんと一緒に感染症対策を実施
しつつ、人間形成と教育の場となるよう
に務めて参ります。

学生主事の靏
つる

で
す。学生主事室は、
主事と４名の主事
補の教員５名から
なり、クラブ活動

や学校行事、奨学金、保健指導、アルバ
イト許可、いじめ対応など学生の生活に
関する事柄を担当しています。ここ３年
間いろいろな制限のなかでのクラブ活動
となり、学生は不自由な思いを抱くこ
とがあったと思います。しかし、今年は
高校総体や高専大会にも、従来のように
参加できました。高専大会では、陸上競
技部、男子バレー部、テニス部、卓球部、
柔道部、野球部、囲碁将棋部が全国大会
に進出しました。今後行われる各種大会
でも、学生が全力を尽くせるように支援
していきたいと考えています。

10月に入りますと、学生が楽しみにし
ている体育祭【10/18】、高専祭【10/29】、
音楽祭【11/６】が開催されます。高専祭
は、入場者制限を行う予定です。詳細は
本校ホームページに掲載します。高専祭
の終了時に、学生会が運動場で打ち上げ
花火を計画しています。また、これら
の行事の期間中『カジュアルウィーク』

【10/28～11/６】として、１～３年生も、
私服か制服のどちらでも通学できるよう
にします。これは、コロナ禍が続く中で、
少しでも学生の気分転換できればと企画
しました。

学生主事室では、年に４回学校での困
りごとに関する学生アンケートをイン
ターネットで行っています。ここで寄せ
られる相談には、学生一人一人に主事室
の教員が複数で話を聞いて、対応してい
ます。この活動を通して、学生が勉学に
集中でき、楽しい学生生活を送れるよう
にしたいと考えています。

教務主事を務め
て２年目になりま
す。新型コロナウ
イルスの新規感染
者数の状況を聞き、

連日驚いています。今年度の教務主事室
は、山本主事補、藤本主事補、辻主事補
の外に、モデルコアカリキュラム（MCC）
および数理・データサイエンス・AI教
育プログラムを樋口主事補にご担当頂い
ております。教務主事室では、教育の質
保証、カリキュラムの編成や改訂、学習・
教育環境、成績評価、入試業務などの教
務全般を担当しております。引き続きど
うぞ宜しくお願い申し上げます。

さて、昨年この時期の主事室便りで本
校の授業配信システムの紹介をさせて頂
きました。既に本校のこのシステムの恩
恵に与っている学生諸君も多くいるもの
と想像します。このシステムは残念なが
ら実技系の科目の場合には今のところ対
応出来ていませんが、講義科目につい
て、公欠時の補講や、私が自宅学習を特
別に許可した場合の（勿論、原則は対面
授業への参加です）授業参加にも使って
もらっていますし、また諸君の授業の振
返り（復習）や定期試験前の講義の再視
聴などにも有効に活用出来るものになっ
ています。

最近、このシステムの利活用の状況を
知ることが出来ました。昨年は定期試験
に合わせて視聴に増減があり、その傾向
も顕著に現れていたのですが、今年は、
定期試験とは関係なく、視聴している傾
向が見られます。平常時にも授業動画を
復習などに利用している学生が増えてき
ているものと考えます。

大分高専学生の積極的な自己学習の取
組み状況に感動しております。継続は力
なり！ どんどん活用して下さい。

教務主事
松本　佳久

学生主事
靏　　浩二

寮務主事
清武　博文
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新任教職員挨拶新新新任任任教教教職職職職員員員員挨挨挨拶拶拶拶新任教職員挨拶
学生のためになる業務が多いのでそこに
やりがいを感じています。契約関係の業
務は、覚えることが大変ですが、多くの
経験をして学習していきます。

私自身、中学生時代に大分高専の進学
を目指しており、当時は叶わなかったで
すが、社会人として、本校に携われるこ
とができて、大変うれしいです。

一つ一つの業務に責任感を持ち、いち
早く仕事に慣れて、多くの業務をこなせ
るように努力をしていきます。

まだまだ、多くの方にご迷惑をおかけ
することがあるとは思いますが、少しで
もお役に立つことが出来ればと思ってお
ります。

最後に、私は、大分トリニータが好き
でホーム戦は欠かさずに観戦に行ってい
ますのでスポーツが好きな方は是非一緒
に試合を見に行きましょう‼

どうぞ、よろしくお願いいたします。

令和４年４月１日
より総務課用度係に
着任いたしました、
小倉と申します。

私は高校生まで中
津市で育ちました。大分市は、ラウンド
ワンや映画館など遊びに行く場所という
イメージが強く、そんな大分市で働くこ
とになりワクワクしております。私は現
在20歳で、学生のみなさんとほとんど
変わらない年齢です。業務上、学生のみ
なさんと関わる機会はあまりありません
が、見かけた時には、気軽に話しかけて
くれるとうれしいです。

業務では、知らない、分からないこと
も多く、戸惑う日々ですが、周りの皆様
に助けていただき、少しずつではありま
すが仕事にも慣れてまいりました。

まだまだご迷惑をお掛けすることが多
いかと存じますが、少しでもお役に立つ
ことが出来ればと思っております。どう
ぞ宜しくお願い致します。

今年度４月に情報
工学科の講師として
赴任しました重松と
申します。

私は本校の電気電
子工学科の出身でございまして、この度
教員として母校に戻って来ることができ
て大変嬉しく思っております。自身の経
験を活かして、学生の気持ちに寄りそえ
る教員になりたいと考えております。

前職では関東で研究職系の公務員とし
て、主に無人の車両に関する研究や技術
行政にかかわる業務を行っておりました。
大分での生活は約16年ぶりですが大変
住心地が良く、既に満員電車での通勤に
は戻れない体になっております。

学生時代はテニス部に所属しており、
ロボコンにも参加いたしました。その
頃から興味分野は変わっておらず、ロボ
ティクスを専門としております。現在は、
自律的に移動や作業を行うロボットに関
する研究を行っています。また、ロボッ
トが自律的に動作するためには、周囲の
環境や作業対象の認識が必要不可欠です。
そのため、ディープラーニングをはじめ
とするAI技術を用いて、周囲の環境を
高精度に認識する研究についても実施し
ています。ご興味のある方は是非お声が
け頂ければと思います。

まだ着任から数ヶ月の短期間ですが、
授業や卒業研究などで学生の皆さんと接
する中で、皆さんのパワフルさや適応力
に驚くことも多く、私自身も学生の皆さ
んに日々勉強させてもらっています。

教員としての勤務は初めてですので、
至らない点も多々あるかと存じますが、
学生の皆さんと一緒に成長していければ
と思いますので、何卒よろしくお願いい
たします。

令和４年４月１日
より総務課企画係に
着任いたしました、
西山と申します。

学生と関わる機会
は少ないですが、共同研究や公開講座等、

４月から、一般科
理系の生物と化学の
担当教員として着任
しました。前職は、
宮城県職員として県

内の農畜産業振興に関わる仕事をしてお
りました。このことから自身の専門は、
高専ではかなり珍しい「農業」になります。

普段は、一般科目の高校生物（来年か
ら化学）の授業を行いますが、大分高専
は、全国高専の中でも特色あるアグリエ
ンジニアリング教育を進めており、その
担当としての役目も担っております。

生物の授業の中では、普段の何気ない
生活がどのような理論や原理で成り立っ
ているかを中心に進めており、高専を巣
立った時にも役立つような知識を可能な
限り授業に盛り込みながら進めておりま
す。「名探偵コナン君」が授業に登場す
ることも。

農業については、アグリエンジニアリ
ング教育のうち農学概論やつながり工学
演習を担当しております。講義の中では、
農学の各専門分野の先生方によって最先
端農業について、工学とのつながりを意
識した教育が行われており幅広い農学を
濃縮した内容になっております。その講
義の内、皆さんの成長に不可欠な良質タ
ンパク質の供給源である「畜産学」を担
当しています。

特技は、焼き鳥、焼き肉の部位当てで
す。ギアラ、センマイ、セセリ等々。

今後、日本農業は、高齢化や気象変動
などの影響により、スマート農業や農業
ICT技術による農業生産が必要不可欠と
なります。それを支えることができる高
専生は、日本農業にとっても救世主であ
り、活躍が期待されています。

少しでも、高専生の活躍の幅や知識の
幅が広がるよう授業を行えればと思って
おります。不慣れなことがあり、ご迷惑
をお掛けすることもありますが、どうぞ
よろしくお願いいたします。

一般科理系
森田　昌孝

情報工学科
重松　康祐

総務課企画係
西山　昇吾

総務課用度係
小倉　響将
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務主事・寮主事補の先生方へのサポート
も行います。長年接客業を務めていたの
で、コミュニケーション能力や行動力を
活かせる課に配属出来、日々やりがいを
感じています。

技術国日本において高専生は宝です。
寮生にとって明野寮が心の拠り所になる
よう日々尽力して参ります。

寮生の皆さんへ。入職して４カ月、（８
月に書いています）やっとみんなの顔と
名前が一致してきました。昨年まで私は
東京や地元の秋田県に居たので九州は初
めてな為、仕事内容はもちろん人間関係
も不安がありました。ですが、寮の仕組
みを教えてくれたり、まだ間もない私に
も学校関係の連絡をくれたり些細な事で
すがみんなとの交流でパワーを貰ってい
ます。ありがとうございます。

学校は大きな１つの社会です。悩み
事・困り事は頼ってくださいね。

令和４年７月25日
付けで、総務課財務
係の事務補佐員とし
て勤務しております
赤石と申します。

高専という場所に初めて足を踏み入れ、
とても新鮮な気持ちで、毎日を過ごして
おります。入った当初は試験真っ只中で、
暑い廊下で次の試験に向けて教科書に目
を通す姿を拝見し、勉学への意欲に感銘
を受けました。また、廊下で会うと気持
ちの良い挨拶をしていただき、今日も一
日頑張ろうと元気をもらいました。

学生の皆様方と直接関わる機会は少な
いかもしれませんが、陰ながら皆様の学
生生活が円滑に進むよう尽力していきた
いと思っております。

至らないことも多く、ご迷惑をおかけ
することもあるかと思いますが、努力し
てまいりますので、ご指導ご鞭撻のほど、
よろしくお願い申し上げます。

つですが業務にも慣れてきました。
勤務中、学生の皆様と会う機会はほぼ

ありませんが、休み時間の元気な声や暑
い中楽しそうに過ごしている姿を見かけ
ては元気をいただいています。

まだまだ至らない点も多いですが、一
日でも早く業務に慣れ、少しでも皆様の
お役に立てるよう頑張りますので、これ
からもご指導のほどよろしくお願い申し
上げます。

令和４年４月より、
学生課教育支援係の
事務補佐員として勤
務しております山本
と申します。

以前は、教育や英語関連の企業等で
20年以上仕事をしておりました。高専
では主に国際交流や留学生に関する業務
に携わっております。私自身も東京で一
人暮らしをする大学生の子を持つ母親で
すが、故郷を離れて慣れない土地で努
力している学生を通して我が子の成長を
垣間見ている気分になり、それと同時に
様々な刺激も頂いております。

教育支援係の業務は、学生や教員と関
わることが多く、まだまだ戸惑うことも
多いのですが、幸い周りの教職員の方々
が協力的で色々と指導やお声掛けをし
てくださるおかげで、随分慣れ、楽しく
学びながら仕事をすることができており
ます。

休日は、趣味のガーデニングや野菜作
り、自然の多い近場の観光スポットに出
かけて気分転換するのが好きです。

それでは、微力ながらお役に立てるよ
う努めて参りますので、どうぞよろしく
お願い致します。

令和４年４月１日
より学生課学生生活
係（明野寮）に着任
いたしました、吉田
由里香と申します。

学生生活係の事務補佐員業務は通常の
事務職と少し違い、寮生の生活や清武寮

４月１日付で学生
課学生支援係に着任
しました佐藤と申し
ます。社会人として
初めての職場で緊張

していましたが、先輩方に優しくサポー
トしていただきながら、少しずつ業務に
慣れてきました。学生支援係では、奨学
金業務を担当しています。学生の毎日さ
わやかな挨拶に私も元気をもらっていま
す。何かあればいつでも話しかけてくだ
さい。

私は、食べることが大好きで、よく情
報誌を基にお店を巡っています。食べ物
に目がないので、県内でおすすめのグル
メがあればぜひ教えてください。

慣れないことばかりで、皆様にはご迷
惑をおかけすることも多々あると思いま
すが、みなさんのお役に立てるよう精一
杯頑張りますので、どうぞよろしくお願
いいたします。

令和４年４月１日よ
り総務課総務係に事
務補佐員として勤務
しております佐藤と
申します。

勤務を始めて、あっという間に半年が
経ちました。最初は覚えることも多く、
戸惑うこともたくさんありましたが、少
しずつ慣れてきたかなと思っております。

私自身久しぶりのお仕事ということも
あり、ご迷惑をおかけすることもあるか
と思いますが、精一杯努めてまいります
ので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願
いいたします。

令和４年４月１日
より総務課用度係の
事務補佐員として勤
務しております阿南
と申します。

初めての職場、職種に不安でいっぱい
でしたが、周りの方々に助けられ少しず

学生課学生支援係
佐藤　遥香

総務課総務係
佐藤　朱里

総務課用度係
阿南　　愛

学生課教育支援係
山本　美保

学生課学生生活係
吉田　由里香

総務課財務係
赤石　亜季子
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令和４年度大分高専オープンキャンパ
スが９月３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267名、保護者等122名の合
計389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、「各学科
の見学がとても楽しく、それぞれの学科
の特徴や雰囲気がよく分かった」、「高専
の魅力がよく伝わったので、子どもにも
高専で学んでほしいなととても思いまし
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。

副校長あいさつ

入試問題解説

高専なんでも質問コーナー

学校説明

広報委員長　　一宮　一夫

学　科　等 テ　ー　マ

機 械 工 学 科

材料試験の実演

熱流体実験の紹介
（普段見ることのできない流れやモノを観察してみよう！）

機械科で学べるロボット技術

電気電子工学科
ロボット作品と実験装置紹介

学生のアイディア作品

卒研・特研内容展示

情 報 工 学 科
AIチャットボット

学生製作ゲーム展示

VR（バーチャルリアリティ）と映像技術

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

水環境学習実験の紹介
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機械科で学べるロボット技術機械科で学べるロボット技術熱流体実験の紹介
（普段見ることのできない

流れやモノを観察してみよう!）

熱流体実験の紹介
（普段見ることのできない

流れやモノを観察してみよう!）

材料試験の実演材料試験の実演

本会場では、動画による学科紹介、機
械力学やロボット技術に関する実験デモ
や装置紹介を行いました。担当学生より、
レゴを用いた音に反応するロボット、部
品輸送と組み立て作業を再現したメカト
ロ無人模擬工場、はりに生じる振動を理
解するための実験装置、測距センサで環
境地図を作成する移動ロボットなど、本
科の実験実習で用いる各種装置について
説明しました。また二足歩行ロボットに
よるロボット相撲、ロボコンに出場した
ロボット（ライオンくん）、産業用ロボッ
トアームのダンスも披露しました。担当
学生は丁寧に説明をしてくれて、来場さ
れた中学生・保護者からも好評でした。

機械工学科で学ぶ熱流体力学の内容を
中心に、身の回りに存在する普段は見る
ことができないものを可視化する実験を
紹介しました。ポンプによるダイナミッ
クな水の流れから、サイクロンによるマ
イクロメートルサイズの微粒子回収の様
子、最後は電子顕微鏡による微細表面観
察を行い、大きなものから小さなものま
で、可視化することによって現象を詳し
く理解できるということを体験していた
だきました。担当学生も実例を示しなが
らわかりやすく説明してくれました。

実際に工学実験の授業で使用している
衝撃試験機を用い、鋼の衝撃試験を公開
しました。巨大なハンマーが振り下ろさ
れて鋼が破断する様子には驚きの声が沢
山あがりました。同じ鋼でも炭素含有量
によって粘り強くあったり予想以上に脆
かったり、中学生は興味深そうに見てく
れました。鋼の熱処理実演では、熱によ
り鋼の特性が変化する様子に皆興味津々。
条件を変えるだけで変形し易かったり硬
かったり強靭になったり、担当学生の説
明も上手く盛り上げてくれたため、保護
者の方々も頷きながら聞かれていました。

ロボット作品と実験装置紹介
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、電子作品を製作しています。
ストラックアウトやフリースローゲーム
機などの作品の説明と実演がありました。
学生のアイディア作品

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。
卒研・特研内容展示

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。 ⒜  ロボット作品と実験装置紹介 ⒝  学生のアイディア作品

⒞  卒研・特研内容展示
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AI チャットボットAI チャットボット VR（バーチャルリアリティ）
と映像技術

VR（バーチャルリアリティ）
と映像技術学生製作ゲーム展示学生製作ゲーム展示

情報工学科棟２階の映像メディアスタ
ジオで、実写と VTuber (３Dキャラク
タ) を合成した番組を撮影しました。主
に使用した技術は、トラッカと呼ばれる
装置により演者の動作を取得し、VR空
間内のキャラクタにリアルタイムで反映
させるというものです。中学生・保護者
の皆様には，演者の動きと映像内のキャ
ラクタの動きが同期している様子を見て
いただきました。

取り組んでいる授業や研究の中で水環境
に係る部分を動画にて紹介させていただ
くとともに、実験室内の水質分析機器類
について説明させて頂きました。限られ
た時間、タイトなスケジュールでの見学
でしたので、わかりにくい箇所等もあっ
たかと反省しております。今後の情報発
信をさらに工夫していければと存じます。

９月３日㈯開催のオープンキャンパス
では、多くの皆様に足を運んで頂きまし
てありがとうございました。当日、お越
しくださった皆様、引率して頂いた皆様
をはじめ、関係各位に感謝申し上げます。

情報工学科棟２階の情報システム実験
室にて、本校の演習科目で学生が実際に
制作したゲームのデモ展示を行いました。
コロナ禍による接触箇所の軽減のために
実際にプレイをして体験していただくこ
とはできなかった点は非常に残念では
ありましたが、ゲーム制作だけでなくプ
ログラミングの様子やコツなどを学生ス
タッフへ質問を行うなど情報工学科の様
子をお伝え出来たかと思います。

らいつつ、土木分野でのコンクリート構
造物の社会での役割や解決を図るべき問
題点、および最新の研究動向について解
説をしました。また、卒業研究・特別研
究で用いられる、コンクリート実験室に
導入されている様々な専門的実験装置を
見学してもらいました。土木分野は、縁
の下の力持ちとして皆さんの目に留まら
ないところで皆さんの生活を支える工学
です。少しでも興味を持っていただけた
のなら幸いです。

3）水環境学習実験の紹介
都市・環境工学科（Ｃ科）棟１階の一番

東側の環境生物化学実験室にて、Ｃ科が

QRコードからLINEの友達追加をす
ると、AIとチャットができる展示でし
た。こちらから送るメッセージに応じて
AIがさまざまな反応をする様子を楽し
んでいただけたようです。チャットボッ
トからは大分高専に関するクイズも出題
され、来場した方に回答していただきま
した。また、セキュリティに関して、学
生が作成したダミーのグーグル検索ペー
ジを見てもらい、入力した内容が盗み取
られるデモを行いました。来場していた
だいた皆様の情報セキュリティの知識に
寄与できたのではないかと思います。

1）防災シミュレーション
ため池に関する「防災シミュレーショ

ン」のイベントを実施しましたが、シミュ
レーションでは、ため池の堤体が決壊し
た場合の映像を見ていただき、ため池を
見守るための水位観測システムやドロー
ンの活用についても説明しました。

水位のグラフやドローンからみた映像
をお見せしながら説明しましたが、防災
への取り組みについて興味がわいてもら
えたら幸いです。

2）コンクリート破壊実験
コンクリート実験室で行われるコンク

リート・鉄筋の破壊実験の動画を見ても
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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

　『高専』生　『高専』生
１Ｍ担任　１Ｍ担任　福村　浩亨福村　浩亨

前期を終え、緊張感にあふれていたク前期を終え、緊張感にあふれていたク
ラスは校内オリエンテーションや球技大ラスは校内オリエンテーションや球技大
会などの学校行事を経て、すっかり和や会などの学校行事を経て、すっかり和や
かな雰囲気になりました。また積極的かな雰囲気になりました。また積極的
に部活動にも参加している学生も多く高に部活動にも参加している学生も多く高
専生活を満喫しているようで安心してい専生活を満喫しているようで安心してい
ます。ます。

一方、成績に関して言えば “いいス一方、成績に関して言えば “いいス
タート”を切れているとは正直言えませタート”を切れているとは正直言えませ
ん。高専は授業の難易度やスピードが中ん。高専は授業の難易度やスピードが中
学とは違うのはすでに体感していると思学とは違うのはすでに体感していると思
います。で、皆さんは『勉強』していまいます。で、皆さんは『勉強』していま
すか？ 与えられたもの（課題など）だけすか？ 与えられたもの（課題など）だけ
をこなしていませんか？ 後期はどのよをこなしていませんか？ 後期はどのよ
うに過ごしますか？ ここは『高校』ではうに過ごしますか？ ここは『高校』では
なく 高専 です。前期に経験したことなく 高専 です。前期に経験したこと
を踏まえて、後期ではどのように改善をを踏まえて、後期ではどのように改善を
して試験に臨むのか楽しみにしています。して試験に臨むのか楽しみにしています。

　朝夕が涼しくなりました　朝夕が涼しくなりました
１Ｅ担任　１Ｅ担任　池田　昌弘池田　昌弘

この原稿を書いているのが８月末で、この原稿を書いているのが８月末で、
最近は朝と夕方が涼しく感じられるよう最近は朝と夕方が涼しく感じられるよう
になりました。しかし、日中はまだ蝉がになりました。しかし、日中はまだ蝉が
鳴きさけび、日差しは依然と強いです。鳴きさけび、日差しは依然と強いです。
皆さんは、夏休みはいかがお過ごしで皆さんは、夏休みはいかがお過ごしで
しょうか。しょうか。

まだコロナ禍が続いています。三密をまだコロナ禍が続いています。三密を
避けつつ、こまめな手洗い・うがい・消避けつつ、こまめな手洗い・うがい・消
毒をしていきましょう。学業面について毒をしていきましょう。学業面について
少し申します。前期成績を眺めてみると、少し申します。前期成績を眺めてみると、
成績が好調の人とそうでない人との開き成績が好調の人とそうでない人との開き
が見られます。一度授業で学習した内容が見られます。一度授業で学習した内容
については是非とも自分のものにできるについては是非とも自分のものにできる
よう反復学習して欲しいと思います。10、よう反復学習して欲しいと思います。10、
20代の学業面での努力は、必ずや皆さ20代の学業面での努力は、必ずや皆さ
んの身を助けると信じています。気持ちんの身を助けると信じています。気持ち
を入れ替えて秋からの学生生活を送っを入れ替えて秋からの学生生活を送っ
てください。後期もよろしくお願い致してください。後期もよろしくお願い致し
ます。ます。

　保護者の皆様へ現状報告　保護者の皆様へ現状報告
１Ｓ担任　１Ｓ担任　東木　雅彦東木　雅彦

まだクラス懇談会が行われていませんまだクラス懇談会が行われていません
ので、今回の通信で、クラスの現状報告ので、今回の通信で、クラスの現状報告
をさせて頂きたいと思います。をさせて頂きたいと思います。

まず、一番肝心な授業態度ですが、こまず、一番肝心な授業態度ですが、こ
れは非常によいです。朝のショート・れは非常によいです。朝のショート・
ホームルームのときもそうなのですが、ホームルームのときもそうなのですが、
授業中一生懸命に話を聞いてくれますし、授業中一生懸命に話を聞いてくれますし、
もちろん私語などもほとんどありません。もちろん私語などもほとんどありません。
毎日の授業の内容は、週番日誌に書かれ毎日の授業の内容は、週番日誌に書かれ
ていますので、後期の保護者会のときに、ていますので、後期の保護者会のときに、
印刷してお配りしたいと思います。これ印刷してお配りしたいと思います。これ
をご覧になると、クラスの雰囲気がなんをご覧になると、クラスの雰囲気がなん
となく伝わると思います。となく伝わると思います。

クラスの雰囲気はとてもよく、Ｓ科とクラスの雰囲気はとてもよく、Ｓ科と
しては珍しいくらい活発な学生が多いのしては珍しいくらい活発な学生が多いの
も、今年の１Ｓの特徴です。個性的な学も、今年の１Ｓの特徴です。個性的な学
生が多く、私も楽しく担任をさせて頂い生が多く、私も楽しく担任をさせて頂い
ております。遅刻もほとんどないのもすております。遅刻もほとんどないのもす
ばらしいです。保護者の方々のご指導のばらしいです。保護者の方々のご指導の
おかげだと思っております。ただひとつおかげだと思っております。ただひとつ
気になりますのは、掃除などのクラスの気になりますのは、掃除などのクラスの
仕事を忘れる学生が若干でてきたことで仕事を忘れる学生が若干でてきたことで
す。このことも含めまして、後期になっす。このことも含めまして、後期になっ
てもう一度クラスを引き締めたいと思ってもう一度クラスを引き締めたいと思っ
ています。今はすばらしいクラスになるています。今はすばらしいクラスになる
予感しかありません！予感しかありません！

　無知の知　無知の知
１Ｃ担任　１Ｃ担任　北川　友美子北川　友美子

“学べば学ぶほど、自分がどれだけ無“学べば学ぶほど、自分がどれだけ無
知であるか思い知らされる”　これは、知であるか思い知らされる”　これは、
アインシュタインの言葉ですが、遥か昔アインシュタインの言葉ですが、遥か昔
から唱えている人がいます。哲学者であから唱えている人がいます。哲学者であ
り数学者であるソクラテスです。皆さん、り数学者であるソクラテスです。皆さん、
入学してから半年で、何を感じたでしょ入学してから半年で、何を感じたでしょ
うか？ 勉強することの楽しさ、苦しさ、うか？ 勉強することの楽しさ、苦しさ、
両方でしょうか。自分が思っていたより両方でしょうか。自分が思っていたより
も試験の成績が悪い、もしくは、理解すも試験の成績が悪い、もしくは、理解す
るまでにかなりの努力が必要だと思う人るまでにかなりの努力が必要だと思う人
も少なくないでしょう。しかし、それは、も少なくないでしょう。しかし、それは、
皆さんが成長する過程で大変大切な感覚皆さんが成長する過程で大変大切な感覚
です。できない、わからないことを知です。できない、わからないことを知
る。これほど重要な事はありません。人る。これほど重要な事はありません。人
生を三角フラスコ様の物に喩えたお話を生を三角フラスコ様の物に喩えたお話を
したと思います。最初はいくら努力してしたと思います。最初はいくら努力して
も水が貯まる気配はありません。しかしも水が貯まる気配はありません。しかし

コツコツと努力し続ける事で水はどんどコツコツと努力し続ける事で水はどんど
ん溜まり、しまいには、少し入れると溢ん溜まり、しまいには、少し入れると溢
れでる、そう言う幸せが必ず待っていまれでる、そう言う幸せが必ず待っていま
す。水を入れることをやめてしまわないす。水を入れることをやめてしまわない
よう、一緒に頑張っていきましょう。ひよう、一緒に頑張っていきましょう。ひ
とりじゃないよ。とりじゃないよ。

ファイト ! ! !ファイト ! ! !

　“A ship in harbor　“A ship in harbor
 is safe…”  is safe…” 

２Ｍ担任　２Ｍ担任　トメック・ジェンバトメック・ジェンバ

How has your fi rst half of the school How has your fi rst half of the school 
year gone so far? I know most of you year gone so far? I know most of you 
were surprised, excited, or maybe were surprised, excited, or maybe 
even scared when you found out I even scared when you found out I 
would be your homeroom teacher would be your homeroom teacher 
this year. As I mentioned in the last this year. As I mentioned in the last 
class before summer vacation, I was class before summer vacation, I was 
scared at fi rst to be in charge of all of scared at fi rst to be in charge of all of 
you. Even if I had been in Japan for 14 you. Even if I had been in Japan for 14 
years, and working at this college for years, and working at this college for 
9, I still didn’t feel like I was ready to 9, I still didn’t feel like I was ready to 
accept the challenge. But I also knew I accept the challenge. But I also knew I 
couldn’t keep running away anymore. couldn’t keep running away anymore. 
Surely there are things that I have Surely there are things that I have 
done wrong since April, or running the done wrong since April, or running the 
class in ways that you don’t necessarily class in ways that you don’t necessarily 
agree with. But, I’m glad that you have agree with. But, I’m glad that you have 
all accepted me and cooperate with me, all accepted me and cooperate with me, 
even if I send long, group messages even if I send long, group messages 
full of information in Teams more than full of information in Teams more than 
necessary sometimes… My favourite necessary sometimes… My favourite 
quote is “A ship in harbor is safe, but quote is “A ship in harbor is safe, but 
that’s not what ships are built for.” that’s not what ships are built for.” 
Sometimes you have to take risks and Sometimes you have to take risks and 
make mistakes. But just like studying make mistakes. But just like studying 
English, making mistakes is the best English, making mistakes is the best 
way to learn and grow. Nobody is way to learn and grow. Nobody is 
perfect, nor should we try to be. That’s perfect, nor should we try to be. That’s 
what makes us human ‒ unique and what makes us human ‒ unique and 
diverse. Even if you make mistakes, diverse. Even if you make mistakes, 
never be afraid to ask for help, or to never be afraid to ask for help, or to 
ask someone to listen to you and how ask someone to listen to you and how 
you feel. You are not alone, and we you feel. You are not alone, and we 
as members of 2M are like one big as members of 2M are like one big 
(problematic at times) family. Thank (problematic at times) family. Thank 
you for making me confi dent I can be you for making me confi dent I can be 
a good homeroom teacher. I hope I can a good homeroom teacher. I hope I can 
repay the favour to you all someday.repay the favour to you all someday.
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２・３学年クラス通信２・３学年クラス通信学年通信

過ごしてもらいたいと思っています。そ
のような日々の努力こそが、みなさんの
将来の可能性を広げてくれます。担任・
副担任は全力で皆さんの学生生活を応援
しますので、数年後・数十年後に『ああ、
あの時少しきつかったけど、少し頑張っ
てみて良かったなぁ』と言える学生生活
を是非送って欲しいと思います。

　拝啓 ３Ｍの皆さんへ
～2022. 夏～

３Ｍ担任　広瀬　裕美子

拝啓　猛暑の候、３Ｍの皆さん、いか
がお過ごしでしょうか？ そちらは10月
ですね。こちらは７月下旬で、只今、学
校一斉閉鎖（遠隔授業）中です。2022蝉
応援団の声をBGMに、静かな３Ｍ教室
を目にしては、いつもの刺激的な日々を
回想しております。

早いものでもう３年生ですね！「明野
通信」で皆さんに５通目のお手紙をした
ためることができるとは…感無量です！
放課後残って課題に励んでいる皆さんの
成長した姿にも胸熱です。その中で時々

「勉強して意味あるん？」という言葉を
耳にします。私も高校時代、世界史の片
仮名が苦手でよく思っていました。が、
実際に現地の美術館に行った時に「資料
集で見た！」「この言葉は○○だ！」とま
さに点と点が線になった感じがして感動
しました。勉強の意味はすぐに実感でき
ないかもしれませんが、社会人になって
じわじわ線になってきます。その点や線
の多さが、ある意味「人生の豊かさ」に
なるのかもしれません。まずは目の前の
ものをコツコツこなしていきましょう！

これからも素直で元気な皆さんであり
ますように。ご自愛下さい。 敬具

絶えない雰囲気を見ると安心して嬉しく絶えない雰囲気を見ると安心して嬉しく
なります。半面、お互い甘えの気持ちかなります。半面、お互い甘えの気持ちか
ら、友人に対しての声掛けや態度に「良ら、友人に対しての声掛けや態度に「良
くない慣れ」が出てきていませんか？くない慣れ」が出てきていませんか？
２Ｓは１年生の時からみんなで一緒に助２Ｓは１年生の時からみんなで一緒に助
け合いながら頑張ろうと団結してきましけ合いながら頑張ろうと団結してきまし
た。些細な言葉から自分が思っていないた。些細な言葉から自分が思っていない
誤解を招くことがあります。５年間の友誤解を招くことがあります。５年間の友
人をこれからも大切に過ごして欲しいで人をこれからも大切に過ごして欲しいで
す。学習面も「慣れ」に甘んじることなす。学習面も「慣れ」に甘んじることな
く自ら初志貫徹する気持ちで毎回の授業く自ら初志貫徹する気持ちで毎回の授業
やテストに向かって欲しいと願っていまやテストに向かって欲しいと願っていま
す。先生は各学生を一生懸命にこれかす。先生は各学生を一生懸命にこれか
らもサポートします。それは皆が入学しらもサポートします。それは皆が入学し
て迎え入れた時から心に決めていました。て迎え入れた時から心に決めていました。
一緒に新鮮な気持ちでお互いを大切にこ一緒に新鮮な気持ちでお互いを大切にこ
れからもしていきましょう。２Ｓは団結れからもしていきましょう。２Ｓは団結
力でどんな困難でも助け合っていくクラ力でどんな困難でも助け合っていくクラ
スであり続けます！ 残りも一緒に頑張スであり続けます！ 残りも一緒に頑張
りましょう！りましょう！

一日一日を大切に
２Ｃ担任　山本　大介

みなさんが大分高専に初々しい気持ち
で入学したのが約１年半前。時間は矢の
ように過ぎ去ります。この１年半、充実
した日々を送れましたか？ 月日は瞬く
間に過ぎ去ります。しかし、今日という
一日は、誰もが生涯の中で今日しか過ご
すことができません。当たり前ですが、
やり直したいと思っても誰もやり直せな
いのです。また、一日一日の過ごし方が
将来の自分を決定づけます。今は将来の
自分を見つめ、その準備をするとても大
切な時期です。

だからこそ、友達と良い思い出を作り
ながら、一日一日を楽しく悔いなく過ご
し、未来の自分自身を見つけることがで
きるよう、いろんなことに興味を持って

　「コツコツと‥‥」　「コツコツと‥‥」
２Ｅ担任　２Ｅ担任　川内谷　一志川内谷　一志

今年も引き続き担任をします、よろ
しく 　一人の留年もなく全員２年生、
おめでとう‼　さて２年生になった君た
ちにお願いです。勉強に関してですが

「コツコツと努力」をして下さい。これ
は私の尊敬する（そして大好きな）電気
電子工学科学科長の木本先生が日頃言わ
れている言葉です。テスト前だけ勉強す
るのではなく、毎日、コツコツと勉強す
ることが大事ということです。これは勉
強だけでなくスポーツにも通ずると思い
ます。私の指導する柔道も10日に１度、
1000回の腕立て伏せをしても強くなり
ません。それよりも100回でいいから毎
日行うことが強くなる秘訣です。難しい
かもしれません、でも、毎日コツコツと
勉強して、来年みんなで３年生へ‼

10月からは後期スタート。私の大好き
な三大祭があります。その前の９月には
２年間中止になっていた教養旅行があり
ます（ハウステンボス）みんなワクワクし
てるよね～～！ 今年の高専祭は一般の
方も来られます。祭りに関しては「コツ
コツ…」ではなく、その日１日にすべて
のエネルギーを「爆発」させて、思い切
り楽しみましょうoui,oui,oui～～（ ）

Union is Strength! Union Union is Strength! Union 
is Strength!（団結は力なり）is Strength!（団結は力なり）

２Ｓ担任　朝美　淑子

何もかもが初めてだった昨年度から１何もかもが初めてだった昨年度から１
年過ぎ、クラス全体として高専生活にも年過ぎ、クラス全体として高専生活にも
慣れましたね。「慣れる」ということは慣れましたね。「慣れる」ということは
良い面と悪い面があります。良いところ良い面と悪い面があります。良いところ
はクラスメイトができてリズムができてはクラスメイトができてリズムができて
きたことでしょう。クラスの中で笑いがきたことでしょう。クラスの中で笑いが

明　　野　　通　　信2022年（令和４年）10月31日（10） 第134号



３学年クラス通信３学年クラス通信学年通信

　γνῶθι σεαυτ ν
（グノーティ・セアウトン）

３Ｃ担任　小関　康平

教員が学生の点数等を記す手帳は、閻
魔帳と俗称されることがある。筆者は、
かねてよりこの呼称は傲慢であると考え
てきた。閻魔帳とは、元々閻魔大王が携
えている帳面のことである。そこには、
人間の生前の全ての様々な行いが記され
ており、これに基づいて人間に冥界につ
いての裁きを下すとされる。しかし、教
員の閻魔帳には、そのような人間に関す
る全ての事柄など当然記されてはいない。

他方で世間には、些末な片鱗を捉えて、
恰も万象を弁えたかのように得意気ある
いは居丈高になっている人間がいる。だ
が、世の中の事物・事象はそこまで単純
ではない。知識・経験を豊富にさせ、複
眼的思考で考察することが求められる。
同時に、常に自分の知識・経験を絶対化
せず、持論に謙虚でいなければならない。
学問を営むときでさえそうであるならば、
いわんや血の通った生身の人間と相

あい

対
たい

す
るときにおいてをや。

そういう意味では、Ｇ・Ｗ・Ｆ・ヘー
ゲル『小論理学』（初版1817）における次
のような《空虚》に対しては、諸君と共に、
可能な限り今後も批判的態度であり続け
たいと考えている。すなわち、「真理を
認識しようとせず、ただ現象的なもの、
時間的なもの、偶然的なもの、一口に言
えば、空虚なもののみを認識しようとす
るこのような空虚が、哲学において幅を
きかせてき、現代においてもなお幅をき
かせ大きな口をきいているのである」と。

　経験、そして学び
３Ｓ担任　西村　俊二

大分高専から少し南へ行ったあたりに
スポーツクラブがあった頃、私は時折そ
このプールで泳いでいました。更衣室で
スイミングパンツに着替え、タオルとス
イムキャップを持ってプールサイドに行
きます。さて今日はどれくらい泳げるか
なと思いつつキャップをかぶろうと頭に
持っていったその時に、それはキャップ
ではなく、つい先程まで穿いていたパン
ツであることに気づきました。少し生
温かさの残るそれを呆然と見つめながら、
頭にかぶる前に気づくことができて本当
によかったと思いました。

価値観が多様化している昨今、もしか
したらプールでスイムキャップの代わり
にパンツをかぶる流儀の方もいらっしゃ
るのかもしれません。私はその様な価値
観を否定するつもりは全くなく、もし不
快に思われたとしたら心よりお詫び申し
上げます。

前述の貴重な経験を踏まえ、また、多
方面に配慮もしつつ、私から学生の皆さ
んに伝えられることがあるとすれば、そ
れは次のようになります。「我々が何か
を頭にかぶろうとする際には、それが何
であるかを今一度確認するに越したこと
はないのだ」と。

　これまでの学修を振り返る
３Ｅ担任　樋口　勇夫

５年間の高専生活はそろそろ折り返し５年間の高専生活はそろそろ折り返し
になります。になります。

これまでの２年間は、主に一般科目のこれまでの２年間は、主に一般科目の
授業でした。３年生になって専門科目授業でした。３年生になって専門科目
が増え、興味深い話が増えた一方、難しが増え、興味深い話が増えた一方、難し
さに頭を抱えている人もいると思いまさに頭を抱えている人もいると思いま
す。高専の一般科目は工学基礎科目であす。高専の一般科目は工学基礎科目であ
り、教養科目でもあります。いま専門科り、教養科目でもあります。いま専門科
目で躓きそうであれば、工学基礎科目と目で躓きそうであれば、工学基礎科目と
してのこれまでの一般科目を振り返ると、してのこれまでの一般科目を振り返ると、
何か糸口が見えるかもしれませんよ。何か糸口が見えるかもしれませんよ。

それと同時に、余裕があれば教養科目それと同時に、余裕があれば教養科目
としての一般科目も振り返ってみてくだとしての一般科目も振り返ってみてくだ
さい。教養の多くは専門科目の学修に直さい。教養の多くは専門科目の学修に直
接役立つわけではありませんが、実は遊接役立つわけではありませんが、実は遊
び心につながるものです。将来、工学のび心につながるものです。将来、工学の
仕事を進めるうえでは、人々の暮らしと仕事を進めるうえでは、人々の暮らしと
の関わりは必ずあります。暮らしの中での関わりは必ずあります。暮らしの中で
遊び心は大事ですので、教養が思わぬと遊び心は大事ですので、教養が思わぬと
ころで役に立つ可能性がありますよ。ころで役に立つ可能性がありますよ。
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には不自由がある。人が成長していく様
を見るのは楽しい。サンドバッグも悪く
ない。

キャリアデザイン
４Ｃ担任　前　　稔文

不安定な社会情勢が続くなか、春から
４Cの担任になり、１年の半分が過ぎま
した。インターンシップでは、数ある企
業の中から実習先を選択し、履歴書等の
書類を作成しましたね。実際にインター
ンシップを体験していかがでしたか？
自分の将来像をイメージするきっかけに
なったでしょうか？

また、今年は研修旅行にも行きました。
スタジアムツアーで新国立競技場に入り
たかったのですが、残念ながら運営上で
中止でした。それでも大手企業の研究所
や大都市における工事現場を見学するこ
とができ、インターンシップとは違った
意識で見学することができたのではない
でしょうか。加えて、現地で解散した後
の活動も、研修旅行の醍醐味のひとつ
だったでしょう。

さて、いよいよ後期が始まって、進路
説明会や後期中間試験がありますね。さ
らに、SPI試験もあればTOEIC・IPテ
ストもあります。ひとつひとつが将来に
向けての積み重ねとなりますので、それ
らを上手に組み合わせて、自分自身の将
来（キャリア）をしっかり設計（デザイン）
してください。

みなさんの将来が素敵なものとして設
計されることを大いに期待しています。

ようか、ありとあらゆるものが決断の連
続です。

さて皆さんは高専４年生の後半がス
タートし、進路について決断をする時が
やってまいりました。些細な決断と異な
り、人生を左右する大きな決断になると
思います。就職を目指す人はインターン
シップの経験を基に企業研究と自己研鑽
に努め、自分という人間をアピールでき
る力を高めてください。進学を目指す人
は一般・専門科目とも基礎部分から丁寧
に見直しをして受験に臨んでください。

どのような決断を取っても、しっかり
サポートするので、今やるべきことを常
に考え後半戦に臨んでください。

温厚なわたしですが、
仏の顔もサンドバッグですっ！

４Ｓ担任　石川　秀大

３歳になる姪っ子がいる。帰省するた
びに、子供の成長はほんとに早いなぁと
思わされる。いつの間にか個体認識がで
きるようになり、僕のことをおじちゃん
と呼べるようになった。いたずらも覚え、
僕のすね毛を毟ったり、お姫様グッズ魔
法のステッキ×４を尻に刺してきたりす
る。理解はできないが、何か意図はある
んだろう…。血縁とはいえ、僕は躾を
する立場ではないので、そんな行動もほ
ほえましく眺め、何も言わずしっかりと
サンドバッグになっている。３歳も19
歳も36歳もやることは違えど、本質は
たいして変わんねぇなと思う。知らない
うちに誰かが後ろで支えてくれるし、サ
ンドバッグにもなってくれる。自由の裏

高専生活後編突入
４Ｍ担任　坂本　裕紀

４年生になって、生活スタイルがガラ
リと変わったかと思います。私服での通
学はもちろん、専門科目のレベルが格段
にアップして、更にはインターンシップ
で企業というものを知る必要が出てきま
した。そして、自身の進路を考え始めな
ければいけないという、ある種の焦燥感
にもとらわれているかもしれません。コ
ロナによって中止になっていた研修旅行
も復活します。様々な出来事を通過して、
充実した一年を過ごしてもらえたらと思
います。

就職や進学に関する活動は、他人事で
はなく、もうすでに始まっています。授
業の合間に色んな先生が企業情報の話を
してくれたら、聞き逃さないように。こ
れからの君たちの行動一つ一つが、君た
ちの人生に深く関わってきます。来年の
就職活動に向けて、決断の年です。これ
からの人生に悔いを残さないよう、しっ
かりと自分の行き先を見据えて挑んで下
さい。そして何よりも進級が大事です。
困ったことがあればいつでも相談に来て
下さい。

　大きな決断をする時
４Ｅ担任　石川　誠司

人は一日にどれだけの決断をするの
か、米国の大学の研究によると一日で最
大35,000回の決断を下しているようです。
例えば、次に何の言葉を発するのか、今
日のご飯は何にするのか、放課後何をし
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情報からは少しずれた分野を専門とし

ているので十分な理解はできないかもし
れませんが年明けの諮問にて最新技術を
使った研究成果の報告を楽しみにしてい
ます。（実はこの文章をつくるにあたっ
て最新技術の手を借りています。気にな
る方は直接問い合わせを。）

令和４年度５Ｃのみなさんへ
５Ｃ担任　名木野　晴暢

早いもので、みなさんのクラス担任に
なって３年目です。担任になった当初は
コロナ１年目ということも相まって、み
なさんからの緊張感を常に感じていまし
たが、最近は…（笑）

さて、最終学年のクラスは42名でス
タートしました。４月当初の進路希望
は、就職22名・進学20名でしたが、最
終的には就職24名・進学18名に落ち着き、
現在も２名が健闘中です。昨年度のキャ
リアデザインが十分に活かされて、就
職・進学ともにゆとりを持って活動して
くれました。履歴書・調査書等の添削お
よび面接指導では、やむを得ず厳しい言
葉をかけることもありましたが、担任の
指導に粘り強く最後までついてきてくれ
たことには、本当に感謝しています。重
圧、苦労、葛藤、失敗、挫折などを乗り
越えて掴みとった内々定や合格の報告を
受けたときは、自分のことのように嬉し
かったです。また、就職・進学活動を通
した成長も感じています。

もう少ししたら後期が始まります。（こ
の原稿は９月14日に執筆しています…）
高専本科生としての学生生活も残り数か
月となりました。高専での学修の集大成
となるのは、やはり卒業研究でしょう。
研究活動を通して得られることは、普段
の授業や実習以上に多くあり、熱心に取
り組めば取り組むほど自分の成長に繋が
ります。各自、目的意識を持って一生懸
命に取り組むことを期待しています。そ
して、来年の３月17日の卒業式をクラ
ス全員で迎えるために、未修得科目（追
認試験および再試験）の修得を含めて各
自がなすべきことを考えて、一日一日を
大切に過ごしてください。

進学就職共に例年に比べても良い縁に恵ま
れているようです。皆の５年間の頑張り
がここで報われて欲しいと切に願います。

これから皆さんは社会に向けて巣立っ
ていくことになりますが、この高専での
交友関係は、きっと一生続いていく絆で
す。そしてこの高専での学業や生活も、
皆さんの人生にとっての大切な思い出に
なるよう、心残りのない一日一日を過ご
していって貰えればと思います。残り半
年ではありますが、皆さんにとって充実
した、濃い高専生活が過ごせるよう切に
願います。

研究の入り口に立った皆様へ
５Ｓ担任　十時　優介

卒業まであと数か月になりましたが皆
さん順調に学生生活すごせていますか？
私としては昨年度に書いた「球技大会の
参加」が達成できたことについてほっと
しているところです。いやぁ、雨が降ら
なかったらもっと活躍していたのに残念
だったなぁ…。

さて、新型コロナウイルスの猛威から
３年目を迎えようとしています。これま
でできなかったことについていろいろと
折り合いをつけ、常識のアップデートを
させることで、できる目途が立ってきま
した。これは皆さんが現在取り組んでい
る卒業研究でも同じことがいえるかと思
います。卒業研究では新しい知見をくわ
えて独自の結論を導き出さねばなりませ
ん。そのために今まで蓄積されたデータ
や論文などを参考にして考察を進めます
よね。しかし、ここで気を付けなければ
ならないことがあります。それは「過去
にあったことをベースにしている」とい
うことです。過去のデータは確かに参考
になることが多いですし、過去から学び
未来に役立てることは重要ですが、それ
はあくまで「過去にあった事例・技術を
元に考える」という視点であって、「過
去の技術をそのまま真似する」という視
点ではありません。過去に起きたことを
ベースにしながらそこから一歩踏み出し
て考えていくことではじめて皆さん独自
の卒業研究となります。

道
５Ｍ担任　稲垣　　歩

この文章が掲載される頃には、クラス
全員の進路が決まっているであろう。あ
りふれた言葉ではあるが、「入社（もし
くは進学）がゴールではなく、そこはス
タート地点である」。今年が初めての進
路指導でうまく指導できたのかはわから
ないが、「これがやりたい！」と決意し
進路を選んだ学生もいれば、やりたいこ
とが見つからず消去法で残った中から選
んだ学生もいた。どちらであれ、大切な
ことは「自分で決めること」で、その点
は意識して指導したつもりである。

常々考えていることは、今の姿はこれ
までの教育の積み重ねである。親や周り
が決めるのではなく、本人の決断にゆだ
ね経験をどれだけ積ませるかが重要だと
考えている。とは言いながら、自分自身
も甥の相手をするときや、学生を学外に
引率するときに、本人の決断を待てずに
進めてしまうこともある。ここをグッと
こらえる力が教える側には必要だと感じ
ている。

話を戻して、これから次の道に進んで
いく学生の皆さんには決断が必要な機会
が幾度となく出てくると思う。その時は
自分の意志で決めるよう意識して欲しい。
そして将来、指導する側に回った時には
ぜひ相手の決断を待てるようになって欲
しいと思う。

卒業に向けて
５Ｅ担任　山口　貴之

コロナ禍もあり、前期の授業が色々と
変更されたり、前期末試験も一部受けら
れない学生もいたりと、慌ただしい状況
下にありましたが、なんとか前期も終了
し、一息つけている頃かと思います。一
部学生はまだ進路が確定しておらず、一
息つく状況では無い人もいるかと思いま
すが、人生の大きな分岐点になるかと思
います。もうひと頑張りを惜しまず目標
に向かって邁進して下さい。

進路ではこれもコロナ禍で思うような
活動が出来なかった学生もいましたが、
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専攻科に入学して
ＥＳ専攻１年　　江藤　悠太郎
専攻科に入学して
ＥＳ専攻１年　　江藤　悠太郎

不易流行
ＭＣ専攻１年　　上野　大輝

不易流行
ＭＣ専攻１年　　上野　大輝

電気電子情報工学専攻
ＥＳ専攻主任　　　　　　　　
プロハースカ・ズデネク

電気電子情報工学専攻
ＥＳ専攻主任　　　　　　　　
プロハースカ・ズデネク

激変の時代に負けるな
ＭＣ専攻主任　　帆秋　利洋

激変の時代に負けるな
ＭＣ専攻主任　　帆秋　利洋

災害に対する取り組み
専攻科長　　本田　久平

災害に対する取り組み
専攻科長　　本田　久平

専攻科の特色の１つとしてプロジェク
ト実験があります。この実験は、１年の
前期に行われ、本科の４つの学科の専門
分野の知識を活用し、ものづくりを行
います。また、メンバー全員が協力する
製作活動を通じて、専攻や出身学科を越
えて仲良くなるという面もあるようです。
今年度の実験テーマについては、昨年に
引き続き「災害レジリエントマインド育
成教育」に関連したものとしました。具
体的には、梅雨末期の線状降水帯による
集中豪雨を想定し、大分県大分川流域を
対象として、「集中豪雨に伴う河川水害
における防災・減災のためのロボットの
作成」をテーマとし、工学的アプローチ
で課題解決する方法の提案と試作機製作
に取り組みました。今年の１年生は、３
つのグループで、河川流域や避難に関す
る調査を実施し、避難者の年齢や体力に
応じた避難方法や経路の自動算出プログ
ラム、階段昇降機能搭載ロボットを完成
させ、学内での実演でその性能を披露す
ることができました。ものをつくり上げ
ることの大変さとともに近年の異常気象
による災害や防災について考える良い機
会になったのではと思います。

今年のMC専攻２年生は、過去最多の
20名で教室が手狭の状況です。進路状
況は、大学院への進学希望者が７名、公
務員希望者が３名、 民間企業希望者が10
名です。

コロナ禍が続くなか、色々と制約が多
く進路方針の選定が難しい状況でしたが、
学生皆さんの前向きな努力によってほぼ
内々定を頂いています。

一方、今年は過去にない猛暑や豪雨が
全国的に発生しており、地球温暖化によ
る影響の甚大さを感じています。

科は卒業研究からさらに２年間研究を継
続できることに加え、本科に比べて幅
広い分野の講義を受講することができる、
まさに本科の「延長戦」ともいえる場所。
そんな専攻科への進学を決意したのは、
今もなお猛威を振るう新型コロナウイル
ス感染症が問題視され始めた時期でした。

専攻科生になった今、大きな変化はま
だ実感していません。ただ、これも専攻
科の魅力だと感じています。新たな友人
と、変わらない景色を眺めながら、より
高度な専門知識を日々学んでいます。こ
の２年間というオーバータイムは、自分
の夢に大きく近づくための貴重な時間で
す。景色や環境は変わらないものの、自
分は成長したと胸を張って言える、そん
な日々を過ごしたいと思います。

この原稿に取り掛かったのは、厳しい
猛暑が続く８月上旬。明野通信が配布さ
れ皆様が読まれている日は、今日よりも
過ごしやすく、少しでも安心できる時間
が増えていますように。どうか、今日の

「延長線」にはなっていないことを願っ
ています。

私は電気電子工学科から専攻科に入学
しました。専攻科では電気電子工学の内
容に加え、情報工学の内容も学んでいま
す。専攻科では各学科の学生が本科で学
んだことを活かして、共同で与えられた
課題に取り組むプロジェクト実験や、卒
業研究で学んだことをさらに深く研究す
る特別研究などがあり通常の授業だけで
なく研究に対する時間も充実しています。
また専攻科は選択科目が多いため本科以
上に履修計画が必要です。特にこの二年
間の専攻科生活は人生の中で大きな意味
を占める期間になると思います。専攻科
の二年間は短い期間ですが自分の将来と
真摯に向き合い、この専攻科生活を深く
て有意義なものにしたいと思っています。

未知の伝染病拡大に加えて世界的な気
候変動、私たちの生活環境は激変の時
代に突入していった感があります。しか
し、これから社会へ羽ばたいて行く皆さ
んは、この厳しい時代に負けずに何とか
乗りきって頑張って貰いたいと思います。

最後になりましたが、猛暑のなか体調
を崩されないよう、高専OB諸先輩はじ
め皆様方のご健勝とご多幸を祈念してお
ります。

令和４年度のES専攻２年は14名の
クラスで、うち大学院進学希望者が８
名、就職希望者が６名です。今年もコロ
ナ禍の中での就職活動と入学試験になり
ましたが、感染対策についてはこれまで
さまざまな経験が蓄積されており、活動
には幸いに大きな影響がありませんでし
た。本稿執筆時点では学生の大半がすで
に進路が決まっていますが、活動は希望
どおりに進まず、引き続き奮闘中の学生
も若干名います。今も活動中の学生も一
刻も早く進路先が決まり、後期の各種行
事に安心して取り組むことができるよう
に願っています。

後期に入りますと、専攻科修了に向け
た準備が最大の課題になります。学位申
請の手続きや修了に必要な単位の修得だ
けではなく、特別研究審査会に向けての
研究の仕上げや、外部発表が済んでいな
い学生の学会発表準備などの課題が待ち
受けています。２年生の全員がこうした
課題をすべてクリアし、無事に専攻科修
了を迎えられるように願っています。

都市・環境工学科での５年間は瞬く間
に終わりを迎え、ふと気づくと専攻科生
としての生活が始まっていました。専攻
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各 種 報 告各 種 報 告
高専体育大会競技  結果高専体育大会競技  結果

第59回（令和４年度）  九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会  結果
★全国大会進出

柔　　道 7/2㈯、3㈰
霧島市国分武道館

団体戦
　１勝３敗　４位
個人戦　73㎏級
　　準優勝
★平山創大（5M)
個人戦　無差別級
　　準優勝
★山野雄貴（5M)
　3位　𠮷川大我（1E）

バレーボール 7/16㈯、17㈰
みやまの森運動公園 牧園アリーナ

男子の部
★準優勝

卓　　球 7/9㈯、10㈰
高城運動公園総合体育館

男子　個人戦ダブルス 　3位 
　中野哲志（3M）・赤峰拓海（2C）

女子団体 ★優勝（全国大会出場）　
女子　個人戦シングルス ★優勝 小林　典（5E）
女子　個人戦シングルス 　3位 中野和奏（5C）
女子　個人戦ダブルス 　3位

小林　典（5E）・中野和奏（5C）

ソフトテニス 7/9㈯、10㈰
熊本県民総合運動公園 パークドーム熊本

団体戦　決勝リーグ　３位

テニス 7/11㈪、12㈫
熊本県民総合運動公園 パークドーム熊本

団体戦　男子の部 ★優勝
男子の部　ダブルス 　3位
 髙橋和希（5M）・佐藤文音（3C）
女子の部　ダブルス ★準優勝
 安部　萌（5C）・髙倉朋花（2C）
女子の部　シングルス 　3位 加藤はるな（5C）

水　　泳 7/2㈯
アクアドームくまもと

男子200mバタフライ ★1位　小澤和也（5S）

陸上競技 7/2㈯、3㈰
えがお健康スタジアム陸上競技場

男子100m ★１位　森光春暁（5C）
 ★２位　佐藤匠悟（4M）
男子200m ★２位　森光春暁（5C）
男子４×100mリレー
　★１位
　藤澤孝吉（4M）、森光春暁（5C）、
　福田七星（1C）、佐藤匠悟（4M）
男子４×400mリレー
　★５位
　福田七星（1C）、森光春暁（5C）、
　浅野束颯（3E）、矢野稜之（5C）
男子走幅跳
　★２位　藤澤孝吉（4M）

硬式野球 7/22㈮～24㈰
都城市営球場・高城運動公園野球場

★優勝
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各 種 報 告各 種 報 告
第57回 全国高等専門学校体育大会  結果

陸上競技 8/20㈯、21㈰
愛媛県総合運動公園陸上競技場

男子100ｍ ６位　佐藤匠悟（4M）
男子走幅跳 11位　藤澤孝吉（4M）

柔　　道 8/27㈯、28㈰
高松市総合体育館

個人戦　73㎏級
３位　平山創大（5M）

硬式野球 9/2㈮～4㈰
香川県営野球場・香川県営第２野球場

3位 

テニス 8/24㈬～26㈮
大神子病院しあわせの里テニスセンター

団体戦　男子の部
　ベスト８

各種大会  結果各種大会  結果

少林寺

第70回大分県高等学校総合体育大会
男子単独演武の部
　３位　神河崇太（2C）

空　手

第70回大分県高等学校総合体育大会
男子個人形
　３位　安達　匠（2M）

足踏みミシンボランティア

高校生ボランティア・アワード2022
DREAM WORLD HEALTHCARE PROGRAMME賞
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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

どうもこんにちは。総務局長の染矢で
す。今年のオリエンテーションはコロナ
禍の影響により本校で一日のみの実施と
なりました。二月から準備を始め、コロ
ナウイルスにより計画が二転三転しまし
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。

新入生の皆さんは非常に活発で若々し
く、私たちも元気をいただきました。今
回体育館でのレクリエーションに加え、
各科の指導学生に考案してもらったゲー
ムによりクラス内の絆が少しでも深まっ
てくれていれば幸いです。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、充実した
学校生活を送ってほしいと思います。大
分高専は先輩方も面白いということを
これから嫌というほど味わってください

（笑）。
学生会としての話に移りますが、後期

からは体育祭、高専祭、音楽祭と三大祭の
季節がやってまいります。少しでも皆さ
んの学校生活が華やかなものとなるよう
後期からも精進していきたいと思います。

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。

皆さん、こんにちは。前期期間大きな
仕事を何もしていない副会長の高橋です。
まず、今回は学生会の欄を見てくださり
ありがとうございます。

前期期末が終了して夏休みが始まり、
もうあっという間に一年が終わってしま
います。その一年が過ぎるスピードをさ
らに上げる後期のイベントとして、学
生会が主催する三大祭「体育祭」と「高専
祭」、「音楽祭」があります。
「体育祭」は、同じ学科の先輩や後輩

をお互いに知れる、とても盛り上がる学
生会のイベントです。
「高専祭」も非常に盛り上がる学生会

のイベントです。去年は、一般客を入れ
ない形で少し盛り上がりに欠けるもので
したが、今年は特大イベントである花火
が上がる予定です。
「音楽祭」も、大変盛り上がる学生会

のイベントです。校内の体育館で吹奏楽
部と軽音学部のパフォーマンスが行われ、
去年は学生が多数見に行っており体育館
に入りきらなかったほど盛り上がるイベ
ントです。

今年も、もう折り返しになりますが学
生会全体でイベントを盛り上げていくの
でよろしくお願いします。

みなさんは体脂肪を１kg減らすため
に必要なカロリーをご存知でしょうか？

「7000kcal」です。 
白米が茶碗１杯で250kcal程度ですの

で、毎日白米を１杯分我慢すればちょう
ど１ヶ月で１㎏痩せることができる。と
いう計算になります。溜まりに溜まった
不摂生も、日々の努力でなんとかできる。
普段の生活を良くすることが重要という
ことですね！

現在、学生会は一丸となって三大祭の
準備を進めています。しかし、普段の学校
生活をより良くできる日常的な企画を進
めることも重要です。レクチャーホールの
前にある掲示板やTeamsを活用して、み
んなで集まれる空間を作っていきたいと
思いますので、みなさんもぜひ参加してく
ださい！ 新しい企画のアイデアや、現在
行っている企画に対する意見など、いつ
でも受け付けておりますので、学校生活
をより良くしたい！ という思いがある人
や、もっと楽しい毎日を過ごしたいとい
う人は、ぜひよろしくお願い致します。

そういえば、今年の高専祭は花火があ
がる予定です‼　日常的な企画、三大祭
など特別な企画、どちらも気合を入れて
準備しているので、期待してお待ちくだ
さい！

学生会長

５Ｓ　吾妻　勇太

副会長

４Ｍ　高橋　晴希

総務局長

５Ｍ　染矢　一樹
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学 生 会 便 り学 生 会 便 り
球 技 大 会球 技 大 会 七夕イベント七夕イベント 学生 会 総 会学生会総会

こんにちは、会計・監査局長の狩野陽
向です。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開催され昨年度よ
りも旅費がかかるため昨年度より各方面
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。

会計に関することでもし困ったこと、
気になること等がありましたら、お気兼
ねなくご相談ください。

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。

こんにちは。文化局長の鹿嶋里夏子で
す。今年で２回目の開催となった七夕祭
りですが、昨年同様楽しんでいただけた
でしょうか？ 短冊に願いを書くだけで
なく、他の学生のセンスや個性が光る短
冊をみて楽しんだ学生もいたのではない
でしょうか？ 季節ならではの行事に触
れ、高専生らしい楽しみ方をして頂けた
のなら、季節企画としては大成功です。

運営の私たち文化局は、皆さんから寄
せられたセンスや個性が光る短冊を検閲
の際に楽しませていただきました。世界
征服や覇王色を習得しようとしている
学生にはぜひ頑張っていただきたいです。
成功した暁には、世界の半分くらいは分
けて欲しいですね。また、ごく一部では
ありますが、学生会が運営するTwitter
にて短冊を公開していますので、よろし
ければ一度ご確認ください。

さらに、天候などの影響で一週遅れて
ではありましたが、科学部、吹奏楽部、
軽音楽部による中庭パフォーマンスが開催
されました。各部の特徴がよく表れた素
晴らしいパフォーマンスでした。この他に
も、有志で参加して頂いた部活動の皆様、
ありがとうございました！ 願いが叶っ
た学生の発表は、景品の贈呈を持ってか
えさせていただきました。今回は七夕に
ちなんで７名の学生が抽選の結果当選し
ました。後期にも季節イベントを企画し
ていますので、是非楽しんでくださいね！

おはようございます。こんにちは。こ
んばんは。体育局長の三浦大和です。好
きな食べ物はわらび餅です。好きな役は
リーチです。さて５月に行われた球技大
会、みなさんお疲れさまでした。

新入生のみなさんはクラスの仲間との
絆は深まりましたか。コロナ感染拡大に
よる中止が懸念されていましたが、無事
に開催できてとりあえず安心です。

今年はバスケットボールがバドミント
ンに変更となったこと、午後からの大雨
による中止など、不完全燃焼の学生も多
かったでしょう。体育局長としても苦
渋の決断でした。学生、特に５年生には、
最後まで戦わせてあげたかったです。で
すが、やはり局長という立場上は皆さん
の安全を第一に考えなければなりませ
ん。お世辞にも今年度の球技大会は満足
度100％とは言えないでしょう。来年度
は学生の皆さんが満足できるような球技
大会が開催できるよう祈っています。

屋内競技で入賞した各クラスのみなさ
んおめでとうございます。また、運営に
協力をしてくださった学生会、各部活動
の方々、先生方、さらには競技に参加し
てくれた学生達、皆さんのおかげで今年
も球技大会を行うことができました。楽
しんでくれたというなら、これほど体育
局長冥利に尽きることはありません。こ
の場をお借りして、心より御礼申し上げ
ます。

さて、10月には体育祭があります。
体育局長として必ずや、皆さんが燃え尽
きることのできる体育祭にしたいと思い
ます。この球技大会で燃やし足りなかっ
た魂を存分に燃やしてください。世界で
一番熱い祭りがすぐそこで待っています。
絶対に負けられない戦いが、そこにはあ
る。頑張ろう日本。

体育局長

５Ｍ　三浦　大和

文化局長

５Ｃ　鹿嶋里夏子

会計・監査局長

５Ｃ　狩野　陽向
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寮 生 会 便 り寮 生 会 便 り

昨年の後期より１寮長を務めさせてい
ただきました、５年都市・環境工学科の
中野和奏です。最初の寮生リーダー研修
で「みんなのお母さんになります！」と
宣言し、あっという間に１年が経ちまし
た。昨年の後期はコロナウイルスの影響
により、門限やルールも厳しくなり、５
年生の送別会などの行事も行うことが出
来ず、１寮のみんなには我慢させてばか
りの寮生活だったと思います。今年度は
この状況を打破するために、指導寮生や
先生と話し合い、例年とは違う形で歓迎
会を行うなど、コロナ以前の楽しい寮生
活を取り戻せるよう活動を進めてきまし
た。今まで行ってきた活動を変えること
は不安もありましたが、みんなが積極的
に活動に参加し、サポートしてくれたお
かげで１年間大きなトラブルなどもなく
過ごすことが出来ました。私自身空回り
することも多く、１寮のみんなや先生方
に助けられてばかりで、「みんなのお母
さん」になれたかは分かりませんが、寮
長という活動を通して多くのことを学ぶ
ことが出来ました。１年間ありがとうご
ざいました。

この度新しく寮生会長になりました栗
本です。

今回の信任・不信任の決議はオンライ
ンでの選挙という新しいやり方を採用し
ました。スムーズに進めることが出来た
かと言えば微妙な所ではありますが、そ
うやって新しいことに取り組んでいく精
神こそとても大切なものだと思います。
これからも新しいことに取り組んで行く
精神を大事に寮生会の運営をしていこう
と思います。

ここからは余談になります。寮生の皆
さん（特に遅い時間に食堂や男子浴場に
行く人）には心当たりがあるかもしれま
せん。日が暮れた後、屋外の道端や壁、
草むらなど、とにかくどこからでもとん
でもない頻度で、口にするのもおぞまし
いあの虫と遭遇していませんか？私はあ
の虫がとても苦手でして、他の寮生から

「嫌で仕方がない！」「気持ち悪いから追
い出しておくれ！」なんて声が多数あが
るようであれば、それはもうそこら中に
ホイホイを置きまくりバルサンを振り撒
きながらゴキジェットを片手にそこらを
巡回してやろうと思っております。他に
も明野寮が良くなるようなことならどん
どん動いていきます。メッセージ待って
います。Teamsの明野寮全からお探し
ください。

ところで皆さん、寮食は好きですか？
私は大好きで、朝昼晩の３食とも寮食な
んて当たり前なくらい通っています。中
でも、川柳風煮や親子丼のふっわふわの
卵はお腹のみならず心まで満足できる最
強のメニューですね。素晴らしい。
「面白そうだな」と思ったそこのあな

た。来年度から明野寮で過ごしてみませ
んか？ほぼ余談でしたが以上で就任の挨
拶とさせていただきます。これからよろ
しくお願いします。

明野通信をお読みの皆様、こんにちは。
ご無沙汰しています。寮生会長の市川で
す。残暑が厳しい毎日が続きますが、如
何お過ごしでしょうか？ 我らが明野寮
はといいますと、コロナ禍前に比べる
と見劣りする部分がありますが、そんな
中でも確実に１歩ずつ歩みを進めていま
す。その最たる例として、寮生会選挙の
復活が挙げられます。ご存知の方もいる
かと思いますが、実をいうと私は、選挙
で選ばれた人間ではありません。我々の
学年から会長を選出した時は、ちょうど
コロナ禍の真っ只中。選挙どころでは
なく、他薦という（仲間内の悪ノリに近
い）形で、就任しました。コロナ禍のせ
いとはいえ、世間一般から見ても、自治
組織の長たる人物をこのような形で選ぶ
のは由々しき事態です。しかし、それも
僕の代で終わりですので安心してくださ
い。次期会長の栗本くんは、きちんと公
正・公平な選挙で選ばれた、容姿端麗、
博識洽聞、将来有望な豪傑です。彼にな
ら、これからの明野寮を任せることがで
きます。

僕は、寮の行事のたびに僕と一緒に駆
り出されていた宇佐美くん、いつも鋭い
意見をくれた染矢くん、緑化部長に任命
しながら何一つ緑化っぽいことをさせて
あげられなかった添田くん、そして、主
事として冷静なアドバイスをくれた清武
先生をはじめとしてここには書き残せな
いくらいたくさんの人にお世話になりま
した。栗本くんにも、素晴らしい仲間が
できることを願って寮生会長の言葉とし
ます。

前期寮生会長

５Ｅ　市川　伊吹

後期寮生会長

４Ｍ　栗本　晃希

１寮（女子寮）寮長

５Ｃ　中野　和奏
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本科  新入生・留学生の声本科  新入生・留学生の声

エンジニアを目指して
３E　　シオン

エンジニアを目指して
３E　　シオン

高専に入学して
１Ｍ　　渡邉　大貴

高専に入学して
１Ｍ　　渡邉　大貴

留学という経験について
３Ｓ　　ジョハン

留学という経験について
３Ｓ　　ジョハン

日本での留学生活
３Ｍ　　イルファン

日本での留学生活
３Ｍ　　イルファン

高専に入学して
１Ｅ　　児玉　煌明

高専に入学して
１Ｅ　　児玉　煌明

入学してから感じたこと
１Ｓ　　林　　大智

入学してから感じたこと
１Ｓ　　林　　大智

高専生活を通して
１Ｃ　　二宮　彩綺

高専生活を通して
１Ｃ　　二宮　彩綺

していきたいと考えていますが、まだ日
本語が分からないところがあり、苦労
しています。しかし、同級生が優しく丁
寧に教えてくれて、大変助かっています。
日本人の方々は優しく、留学できてとて
も嬉しいです。卒業まで一生懸命頑張り
ます。

私はラオスから来ました。１年前に日
本に来て、東京で日本語の勉強をし、大
分高専に入学しました。４ヶ月が経ち、
高専の優しい方々のおかげで生活にも少
しずつ慣れてきました。

私の国では日本はエンジニア教育が一
流だと思われていますので、日本に留学
できて感謝しています。将来は経験を積
むために、日本で数年働きたいと思って
います。そして、母国の進展に役に立つ
人になりたいと思います。

初めのころは、特に専門用語をはじめ
として、多くの言葉がわかりませんでし
たが、同級生が優しく説明してくれて本
当に助かりました。これからの勉強と生
活も楽しみです。

私はペルーから来ました。大分県に来
る前に一年間東京日本語教育センターで
日本語や一般科目を勉強しました。年末
ぐらいに高専の行き先が決められて、な
んと大分高専でした。

大分高専に入学してからほぼ４ヶ月が
経ちまして、前期があっという間に終
わった気がします、が、このあっという
間の中で先生方とクラスメートのおかげ
で日本のいろいろなところが分かったよ
うな気がして、有意義な体験だったと
思っています。

今からの３年間は、専門科目に取り組
むだけでなく、高専生活で学んだことを
今後活かしていきたいです。留学ができ
たのを感謝します。

どたくさんの楽しいことがあり、とても
充実した前期を送ることが出来ました。

後期では色々なイベントやテストを今
まで以上に頑張って取り組んでいき、お
もしろ集団の１Ｓでこれからも楽しく過
ごしていきたいです。

最近、入学したての頃にはあまりな
かったクラス内の話し声が球技大会やテ
ストなどを通しての沢山聞こえるように
なり、私自身も学校生活が楽しくなって
きました。私は寮生なのですが、初めて
の寮生活で入って良かったと思うことが
２つあります。１つ目は友達や先輩にす
ぐ分からないことが聞けることです。直
接聞くことで他にも知らなかったことを
たくさん知ることができ、学校以上に話
す機会や時間が増えるからです。２つ目
は自立できることです。洗濯や掃除はも
ちろん、勉強を以前よりしっかりするよ
うになりました。全てをこなせるように
時間を考え行動し、１度した失敗を次に
すぐ生かすようにしています。入寮した
ときは分からない事が多く不安だらけで
したが、周りの方々の優しいアドバイス
もあり、上手くできるようになったため
とても楽しいです。学校生活や自分の将
来の為になることでもあるため、これか
らも頑張りたいです。

私はマレーシアから来ました。入学後、
２ヶ月間にも及ぶオンライン授業を受け、
やっと大分高専に登校することができま
した。当初は緊張していましたが、クラ
スの方々や先生方のおかげで生活にも慣
れ、楽しく過ごせています。

私がなぜ日本の高専に留学したいと
思ったかというと、日本は他国より技術
が進んでおり、最先端の技術を学びたい
と思ったからです。将来、私は高専で学
んだことを自国の機械技術の発展に活か

僕が高専に入学して１番感じたことは
とにかく高専が楽しく面白いということ
です。先輩方は明るくいつも笑顔で、先
生方も授業は面白いし研究職に就かれ
ているので深い知識を教えて下さったり
します。同級生とは、初めはクラス内が
静か過ぎてヤバいなと感じていましたが、
今では仲良く毎日楽しいです。また高専
は専門教科があるのも良いところです。
僕は機械科なので製図や機械実習があり
ます。最初は機械が怖いけど、授業を重
ねるごとに慣れて、今では加工など毎日
したいくらいです。「個性的な人が多そ
うやな」「勉強難しそうやな」とためらっ
ている人も多いと思います。確かにそれ
らは事実なのですが僕は高専に入学して
ほんとよかったです。

高専に入学して僕がたいへん驚いたと
ことは、１コマの授業が90分だという
ことです。最初は大変でしたが、今では
すっかり慣れました。授業内容は、専門
分野も多く高度ですが、僕は中学から始
めたバレーを今でも部活で続けています。
部活も先輩や仲間と一緒に楽しく頑張っ
ています。高専の校風はとても自由度が
高く学生の意見を尊重します。それは自
分の行動に責任を持つということでもあ
ります。僕はそれを心にとどめつつ充実
した学生生活にしていきたいです。

僕が高専に入学して感じたことは「自
由」だという事とともに、思ったより勉
強をしなければならないということです。
実際に宿題は少ないけれど、テストの内
容が難しくちゃんと勉強しないといけな
いので、自主的な勉強が必要なため大変
でした。だけどそれよりも友達と遊ぶな
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国内インターンシップ報告国内インターンシップ報告
ないところがあれば積極的に質問し、相
手と意思疎通を図ることが大切だと学ぶ
ことができました。

今後は相手の意見をしっかりと聞き、
理解するとともに、自分の意見も積極的
に発言してコミュニケーションをとりた
いと思います。また、設計においても、
相手が理解しやすいような表現方法を身
に付けていきたいです。

4C　森田　葵衣　

私は８月29日から９月２日までの５
日間、オリエンタル白石株式会社のイン
ターンシップに参加させていただきま
した。

オリエンタル白石株式会社は、建設会
社であり、PCや補修補強の建設工事を
主としている会社です。研修では、橋梁
などを長期的に利用し続けていくための
技術や三次元モデルの作成を学びました。
また、実際に工場に行きプレキャスト製
品の生産工程や橋梁の床版取替を見学し
ました。研修先の方々から伺った学生時
代に抱えていた不安や社会人になってか
ら感じたことは、自分自身の将来を考え
るうえでとても参考になりました。

この５日間で学んだことは自分自身で
経験することの大切さです。将来を見据
えた技術開発の必要性や、より良い職場
環境作りなどは、インターンシップに参
加したからこそ知ることが出来たことで
す。どの場面でも授業で学んだことが土
台になっており、身をもって授業の大切
さを感じました。また、自分の仕事にや
りがいを持って生き生きと働く技術者の
方を見て、人の役に立つ技術者になりた
いと改めて思いました。自分が目指す将
来像を常に思い描きながら、研修で得た
学びを学業や進路選択に活かしていきた
いです。

明をしていただき、実際に生産現場の雰
囲気を肌で感じ、普段できない経験が
できて最高な時間になりました。さらに、
伊右衛門の緑茶と特茶の比較官能検査や
ワインの官能評価体験、ラベル貼りの体
験をさせてもらい、僅かな香りの違いや
ミリ単位で調整する緊張感は心躍るもの
がありました。

私自身、将来何がしたいかを見つける
ためにこのインターンシップに参加しま
した。高専卒社員の方とお話をする中
で、「挑戦を恐れず、お客様のことを第
一に考えて安心安全の商品を作りたい」
ということをお伺いし、自分は誰かに喜
んで貰える仕事がしたいと気づくことが
できました。後輩には自分が何をしたい
か、高専生である今のうちに色々なとこ
ろに足を運んで経験して挑戦して失敗し
て、新たな気づきを見つけて欲しいなと
思います。

４S　横手　杏花　

私は８月29日～９月９日の間、パナソ
ニックコネクト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。私
が行った神戸工場では主にパソコンを製
造しており、実習では製造担当部署から
の依頼でプログラミングを用いたシス
テム設計を行いました。さらにパソコ
ンの分解・組み立てや製品の不良解析、
CADでの3Dモデリングなど、今まであ
まり学んでこなかった分野のことも行い
ました。

今回のインターンシップで私は、様々
な分野からのアプローチで効率や品質を
高め、製品が造られていることを知るこ
とができました。また、相手からの自
分に求められている内容を正確に理解し、
それに見合ったものを設計するスキルの
必要性を実感しました。その為には、自
分の中で決めつけるのではなく、分から

４M　蔵原　晴生　

８/22～８/26の５日間、ENEOS株式
会社中央技術研究所のインターンシップ
に参加しました。

インターンシップでは、試験に使用す
るガソリンのサンプルを作成しその成分
や性質の計測、潤滑油の調合やエンジン
の分解、また樹脂の硬度測定や引張試験
などを行いました。５日間で様々なこと
を体験、見学させていただきました。化
学に関係することが多かったため、機械
科としての知識が活躍することはありま
せんでしたが、知らない分野を知らない
視点で学ぶことができ、非常に楽しく、
興味深かったです。

インターンシップで学んだことはとて
も多いです。研究とは、新しいものを生
み出すだけではなく、今あるものの改善
や開発を行い、よりよい商品を送り出す
ためのものでもあること。大人になって
も勉強が必要なことや、いろんなことを
考えて動かなければならないこと。都会
には何でもあること、社食の美味しさは
重要なこと。自分も含め、インターン
シップに参加した人は今回得た学びを自
分の将来に活かせるとよいな、と思いま
す。社会というものを体験出来てよかっ
たです。

４E　中原　健太　

私は９/６～９/10までの５日間、大阪
府内で開催されたサントリーグループ・
夏季インターンシップに参加させていた
だきました。

インターンシップでは、高砂工場、山
崎蒸留所、京都ビール工場の工場見学、
高専卒社員の方との座談会、グループ
ワーク、報告会を行いました。私たち
の身近にある清涼飲料水やウイスキー、
ビールがどう作られているのか丁寧に説
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私はこの活動に参加してから失敗を恐
れず積極的に英語を話せるようになり、
さらに英語に興味を持つことが出来まし
た。これは先生方から「ミスをしても大
丈夫、恐れないでチャレンジしていこう」
と言葉をかけてくれたおかげです。

英語を学習する上で、聞くこと書くこ
とに加えて「話すこと」が特に大切だと
考えています。イングリッシュ・ルーム
ではこの「話す」力をネイティブの方と
の会話によって効率的に学び、すぐに頭
に定着させることができます。

ここには普段の授業では体験すること
の出来ない新しい「学び」の形がありま
す！ぜひみなさんも、週に１回気軽に楽
しく英会話と異文化交流が出来るイング
リッシュ・ルームに足を運んで、プロ・
イングリッシュ・ルーマー（PER）になっ
て下さい！

に接してくれました。
毎回の活動は英語を使ったフリートー

クから始まり、その後ゲームなどを行い
ます。特に楽しいと思ったゲームは英単
語を予想するゲームです。このゲームを
通して、楽しみながら語彙力を鍛えるこ
とが出来ました。

イングリッシュ・ルームの良いところ
は、普段の授業だけでは身につけること
が出来ない「生きた英語」を学ぶことが
できる点です。日常会話で使いやすいフ
レーズや表現などを、会話を通して知る
ことが出来ました。

また、英語だけでなく、先生方の母国
の文化について学べるところも大きな魅
力です。例えば、ベトナムの先生からは
母国の屋台料理や現地の学校生活の話
を詳しく聞くことができ、とても興味深
かったです。

イングリッシュ・ルーム
での学び
２Ｓ　　瀬山　大貴　

１年時から毎週水曜日に行われるイン
グリッシュ・ルームに参加させていた
だいています。講師はAPUの学生の方
で、90分間の活動です。講師の先生は
ベトナムやハワイなど様々な国の出身で
す。先生方はみんなとても優しく、フレ
ンドリーに話しかけてくれ、友達のよう

イイインググリッシシュ・ルーームにつついいててて
国際交流・留学生委員会委員長　　田中　孝典　　

平成29年10月より毎週水曜日のALHの時間帯（14：50～16：20）に「イングリッシュ・ル－ム」を開
講しています。同ル－ムは、英語や英会話に興味がある、海外留学を考えているなどの学生に対して英語
力の向上を図る場です。

講師の先生は、立命館アジア太平洋大学（APU）に在学中の外国人留学生３名です。今年度、同講師３
名の国籍はベトナム、イギリス、アメリカです。実施内容は毎回90分を３セッションに分けて展開して
います。第1セッションは、グループでゲームやクイズ等、第２セッションではプレゼンテーション（自
国や他国の紹介など）を、第３セッションではフリートークを行っています。

イングリッシュ・ルーム活動風景
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なのプレゼンテーションはとても面白く、
興味深いものでした。もとより私はプレ
ゼンテーションが大の苦手で、かつ、英
語で話したので噛み噛みのプレゼンテー
ションになってしまいました。前日にか
なり練習はしたものの、その練習の成果
を活かせずに終わってしまったので、今
後英語のスピーチをする機会があれば、
今回の反省を活かしてスムーズに話せる
よう頑張りたいです。このような機会を
作っていただいたことに感謝の意を示し
たいです。

私は、この４日間で英語に関する沢山
の力を得ました。発音、プレゼンテー
ションなど枚挙に暇がありません。この
セミナーを開催してくださった教授の
方々、セミナーで講師を務めてくださっ
たTom先生、Patricia先生に多大なる感
謝の意を示します。本当にありがとうご
ざいました。

文だったのですが、私は噛み噛みで全然
うまく言えませんでした。

発音を間違っていた学生には講師の
方々がかなり丁寧に長く説明していたの
で、日本語を使っている私たちにとって
はよくわからない違いであるものの、英
語圏の人々にとって発音というものはか
なり重要な要素なのだと学びました。

３日目は、Tongue Twistersのほかに、
４日目で行ったプレゼンテーションの準
備が主な活動でした。英語で原稿とプレ
ゼンテーションのシートを作り、講師の
方々にチェックしていただきました。講
師の方々が親切に単語の発音や原稿の文
法の誤りを指摘してくださったので、翌
日のプレゼンテーションに安心して臨む
ことができました。

４日目は前述のとおり、プレゼンテー
ションを行いました。各々の趣味、住ん
でいる市町村について、また、ウケ狙い
のものなど、色々なテーマがあり、みん

夏季英語セミナー
２Ｍ　　岡本　朋也　

私は、このセミナーに参加する意義を、
「英語しか使えない環境をつくる」こと
だと思っていて、現に講師の方々は外国
人だったので、英語でしか講師の方々
とコミュニケーションをとる手段がなく、
私はかなり苦労しました。ですが、講師
の方々がとても優しく接してくださった
ので、ゆっくりではあったものの講師の
方々と会話できたことが嬉しかったです。
私は、テストで点を取るためでなく、会
話をするために英語を勉強しようとこの
セミナーを終えて思いました。

１日目で特に印象的だった活動は、講
師の方々と教授を含めた全員でお互いに
英語でインタビューをしあうという活動
です。私が見た限りでは全員がお互いに
和気藹々と話していました。その様子を
見て、全員のやる気が感じられて何とな
く嬉しい感情を覚えました。また、１分
間スピーチもしたのですが、私は、話し
たいことが日本語で喉まで来ているの
に英語でどう言えばいいのかわからず、
黙って考える時間の方が長かったです。
すらすら喋ることができるよう、今後も
頑張りたいです。

２日目は、Tongue Twistersという、
日本語で言う早口言葉をしました。thと
ｓの発音や、ｒとｌなどの発音が微妙に
違う文字が入った単語で作られた簡単な

校内英語集中セミナー
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社会実装研究ユニット（K‒SIRU）

地域共創テクノセンターから地地域域域共域域域共域共創創テ創テ共創共創テテクククククノノセセンンンンンンタターー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

地域共創テクノセンター 情
報
共
有

情報交流 企業交流

研究推進室

大分高専
●専攻科（MC, ES）
●機械工学科
●電気電子工学科
●情報工学科
●都市・環境工学科
●一般科（文、理）

大分高専テクノフォーラム（技術振興会）
●高専/企業の交流活発化
●共同研究のマッチング施策強化
●会員企業数の拡大活動
●本校学生への会員企業紹介

大分県
●安心･活力･発展プラン2015
●大分県新エネルギービジョン
●県農林水産研究指導センター

大分市
●大分市水素利活用計画

●アグリエンジニアリング
●災害レジリエントマインド育成
●GEAR5.0
●水素協働研究室

全国高専連携
●鈴鹿高専
●鶴岡高専
●小山高専
●呉高専
●佐世保高専外
　　　　　（計51校）
●高専連携
　　　FD・SD活動

狙いです。
今後とも、地域共創テクノセンターへ

の関係者皆様のご理解とご支援をよろし
くお願いします。

な取組みや活動を活発に進めていきます。
●技術相談、共同研究、受託研究およ

び寄附金の受入れ
●技術講習会、講演会、公開講座（小

学生から社会人までを対象）「科学
と遊ぼう！」講座の実施
地域貢献＆科学技術教育支援

●大分高専テクノフォーラム連携によ
る技術講演会（年２回）の実施

これらの活動は社会のニーズと本校の
誇る研究教育能力の接点を増やす貴重な
機会であり、本校教職員が一丸となって
取り組んでいるものです。

また、本年度は、K‒SIRU（高専を知
る！）活動の一環として、学校正面のエ
レベーター前玄関に大型のデジタルサイ
ネージを設置し、最新版の「研究者紹介」、

「大分高専テクノフォーラム会員企業紹
介」、「全国高専OBの社会活躍」等の情
報を常時放映する環境を整えました。こ
れらの情報は、本校学生に限らず、各種
来訪者や企業関係者に広くご覧いただき、
本校の活動をより深く理解していただく

皆様には、平素より本校の運営ならび
学生教育に対する温かいご支援を賜り、
誠にありがとうございます。

地域共創テクノセンターは、地域に根
差した研究開発を展開することを目的に、
2017年に発足しました。工業と環境科
学に関する教育・研究に留まらず、地域
への公開講座や地元企業との共同研究を
通じて、大分県の産業と教育の活性化に
取り組んでいます。

当センターは、大分県の「安心・活力・
発展プラン2015（2020改訂）」に対応した
研究支援体制を整備しています。2021
年２月には、今後の水素エネルギーの発
展を睨んで、本校敷地内に地元企業との

「水素協働研究室」を開設しました。水
素エネルギーは、日本の「第６次エネル
ギー基本計画（2021年）」にも明記された
基盤技術であり、大分高専が中核となっ
て、大分県の新技術開発を進めており
ます。

地域共創テクノセンターでは、本年度
も地域連携の活動拠点として、次のよう デジタルサイネージによる広報活動

明　　野　　通　　信2022年（令和４年）10月31日（24） 第134号

地域共創テクノセンター長
尾形　公一郎


