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巻 頭 挨 拶

平成 年度を振り返って
校長

岩佐

４月に都城高専に赴任して１年近くになりました。
宮崎県そして都城市域の温暖な気候、市民の方々の優
しさを日々の生活を通じて実感しています。本校学生
はものづくりが好きで、生活習慣は寮生活の効果もあ
り実直かつ真面目な姿勢を持って将来のエンジニアや
研究者を目指していることも感じていますし、他の全
国の高専生も同様のことだと思います。そして本校学
生が表現する各種イベントのパフォーマンスはエネル
ギッシュで、クラスマッチ、体育競技会の応援合戦、
高専祭の学科紹介等々は若者らしいバイタリティと創
造力に感服しましたし、良き伝統の継承をなされてい
ると感じます。
そして本校と保護者ならびに地域の皆様の繋がりは
深く、都城高専への期待の大きさを実感しています。
授業参観、学科紹介への多くの保護者のご参加、おも
しろ科学フェスティバル、合同企業説明会などのイベ
ントへの地元企業の展示ブース出展、そして多くのイ
ベ ントへの小中学生を含む市民の皆様の参加は、本校に
とって大きな励みとなっています。
年度学生の課外活動での活躍では、高専体育大会
そして多分野のイベントでの数々の受賞、さらには全
国高専の３大コンテストイベントであるとされるロ
ボットコンテスト、プログラミングコンテスト、デザ
インコンペティションでは、いずれも本校の活躍があ
りました。その一例を挙げると、ロボットコンテスト
では自動と手動の２台のロボットで高さが異なる複数
の高台にペットボトルを立たせる競技で、本校ロボッ
ト名「曲鯨師 ! ホエールくん」が自動ロボットにトラン
ポリン機能をもたせ手動ロボットから飛んできたペッ
トボトルを受け、トランポリンの要領でペットボトル
を高台に立たせる独創的な発想で九州地区大会、全国
大会ともに大きな話題となりました。
今年度の進路状況は、好調な経済状況を反映して県
内外からの求人数が昨年同様に堅調でありました。な
お、高専の良さをよく知っている企業からは景気のよ
し悪しに関わらず毎年多くの求人をいただいておりま
す。同様に高専卒業後に大学の３年生に編入する「大
学進学」と本校専攻科に進学する学生も例年同様の実
績となりました。高専卒業生の良さを認識しているの
は企業だけでなく、大学からも評価は高く、編入学生
獲得目的で大学の魅力特色を説明するため、高専に来
校する大学教員が多くなりました。

健司

このような都城高専そして全ての高専の評価は国内
外の産業界で認識されていますが、我々教職員はその
評価に安住することなく、 （
）
などを通じて次世代に繋ぐ教育改善をしています。今
後は を利用した教育方法への展開が期待されます。
ところで、日本の社会や産業全般を俯瞰すると、社
会情勢に大きな変動が予測されております。少子高齢
化による生産者人口の減少からくる経済状況の悪化
や、世界と比べ先端科学技術の研究開発が遅延する懸
念があります。さらに新しい産業革命というべき社会
がホットな
の到来の気配があります。最近
話題に上がるようになりました。
とは狩猟
社会、農耕社会、工業社会、情報社会、そして機械自
らが学習して人間の判断を超える知能を利用して、経
済発展と社会的諸課題の解決をする、人間(リアル)と
人口知能（バーチャル）を高度に融合した社会であり
社会をうまく利用できるか否かは
ます。
の核心とな
我々次第だと思います。そして
ビックデータだとされており、その
る技術は
ためのソフトウエア技術者は必要ですが、それを知能
ロボットや自動運転車等とするリアルな機械やシステ
ムへのインターフェイスとしてうまく移植できる工学
技
技術者はさらに必要になります。まさに
術開発は工学技術をバックボーンとして持つ高専生が
得意とする分野であります。
今年度の終りに際し学生諸君には学生生活を振り返
り、新たな年度を迎える自らの準備をして欲しいと思
います。また、この春本校を卒業あるいは専攻科修了
して新たな旅立ちをする学生諸君は前途洋々であるこ
とを確信しています。そして本校を去るのではなくこ
れからも「都城高専ファミリー」として都城高専との
繋がりに期待しています。最後に保護者の皆様、この
紙面を通じて本校の教育と研究活動へのご理解とご支
援にあらためて感謝申し上げ、今後ともご支援賜りま
すことをお願いいたします。
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学内動向
個人と組織の成長
教務主事

山下

学生の多彩な活躍
敏明

学生主事

大学改革支援・学位授与機構という文部科学省所管の独
立行政法人があります。本機構は、大学や高専の教育・研
究の質の評価を行っています。所謂、教育・研究の監査で
あり、これを“認証評価”と呼んでいます。会計監査で
は、組織の財務状態が適切であるか、帳簿をくまなく
チェックされますが、認証評価では、試験問題や成績処理
は適切か、学生の満足度調査を行っているか、先生は授業
改善に努めているか、図書館、学生寮などの施設は整備さ
れているか、研究を活発に行っているかなど、教育・研究
全体に関して事細かにチェックされます。審査で提出する
証拠の資料はダンボールで何箱にもなります。日本では平
成 年に初めて大学の評価が行われ、本校も平成 年度と
年度、２回の審査を受けています。このように、世の中
には、組織を成長させるシステムが構築されているわけで
す。
人は個人の努力で成長できます。一方では、組織が個々
人の成長を支援してるのも事実です。また、その組織を支
えているのも個々人です。それぞれの個を尊重することが
重要と考えます。本校は今年の 月頃に、３回目の認証評
価の審査が行われます。目下準備中です。学生さんのイン
タビューも行われますので、ご協力お願いします。

友安

誠司

平成 年も本校学生の多彩な活躍がありました。「アイ
」では、全国大会出場権を得
デア対決・高専ロボコン
た本校Ａチームが、九州大会で競技課題の「ボトルフリッ
プ」の大技をタイムアウト数秒のところで成功させまし
の大
た。ロボットから発射されたペットボトルは床上
きな放物線を描き、トランポリン器具で跳ね返らせて高さ
の卓上にピタリと立ちました。ロボットと本校ロボッ
ト製作局の学生が生み出したミラクルにロボコンファンは
会場と 上で大いに沸き立ちました。１ 穐田さんは、油
津商店街の「アンブレラスカイ」で地域愛を抱いて活動し
ました。有識者の協力を得ながらクラウドファンディング
で資金を募り、色とりどりのアンブレラ（傘）でアーケー
ドの空を鮮やかに彩るイベントをやり遂げました。この活
の
賞を受賞しました。宮崎県
動は、
学校発明くふう展では、２ 坂井くんが県発明協会会長賞
を受賞しました。表彰式で河野知事は坂井くんを「宮崎県
のエジソン」と紹介し、７年連続受賞の探究心を称えまし
た。平成 年度は、 月に都城市 ホールで高専プログラ
ミングコンテストが開催されます。通称プロコンは、情報
処理技術を課題部門、自由部門、競技部門の３部門で競う
高専３大コンテストのひとつです。是非ご来場をお願い申
し上げます。高専生の活躍を間近でご覧ください。

専攻科における

未来の高千穂寮への橋渡し

寮務主事

武田

アグリエンジニアリング教育
専攻科長

一夫

今年度から寮指導部は新指導部に移行しました。新指導
部の指導方針は「原状回復」です。まず、夏季休業中に第
１、２棟の修繕が完了しました。さらに 月の閉寮日には
女子１棟の各階のトイレも改修が完了しました。２月末迄
の更新、春休み中には第３棟と女子棟を
には寮内の
修繕の予定です。
その一方、寮行事の充実化も図っています。まず、例年
９月と１月に実施していた寮マッチですが、４月と１月に
実施することにしました。特に４月は、新入生歓迎の趣旨
で行いました。また、１月の寮マッチは外部資金による高
千穂寮版「すイエんサー」を実施予定です。また、５月の
寮祭では近隣の小中学校にも案内し、来場者増等の目に見
える成果が上げられました。また、夏季休業前より、以前
は行われていた「映画鑑賞会」を寮生からの要望により月
１回程度の開催ですが復活させました。さらに、今年度だ
けの取り組みになるかもしれませんが、外部資金による
「交流カフェ：留学生と英語で話す会」を 月から１月末
迄、週１回のペースで実施しています。来年度以降も、よ
り良い寮環境の提供、寮生活の充実を図る方向で寮指導部
一丸となって寮運営に当たりたいと考えています。

小原

聡司

昨年末は完全自動運転トラクターが題材の民放ドラマが
人気でした。そこまでではありませんが、専攻科でも農業
に関連した工学教育が始まっています。
その代表は平成 年度から始まった「農学概論」です。
この科目は工学技術者として農業分野全般の基礎的知識を
持ち、農業に付随して生じる工学的諸問題の解決能力の育
成を図るものです。大分高専･一関高専ほかと協働で開講
する双方向 講義では、毎回異なる高専･大学の教授陣に
よる農業･生物･化学の問題が扱われ、平成 年度は６人、
平成 年度は４人の専攻科生が受講しました。
他にも「機械電気工学特別実験」では学内に設けたビ
ニールハウスで施設園芸としてスイカ等の栽培実習を行っ
たり、平成 年度の「創造デザイン演習」では全４班中２
班が農業関係のテーマ(高さ可変ビニールハウス、農業用
気象データ自動集配信システム)で“ものづくり提案”
が行
われたりもしました。
本校におけるこのようなアグリエンジニアリング教育の
日本技術者教育認定機
取り組みは、今年度行われた
構)の中間審査や高専機構の監事監査においてもその独自
性が高く評価されました。
今後専攻科に入学される皆さんも、ぜひ地元都城の基幹
産業である農業に関心を持ち、これらの科目を積極的に受
講して欲しいと思います。
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電子計算機センターの

図書館協議会に参加して
図書館長

笹谷

取り組みについて
電子計算機センター長
臼井 昇太

浩一郎

平成最後の年となった 年９月、図書館運営に関する二
つの会議が行われました。まず、９月６日から７日にかけ
て、有明高専で第 回九州沖縄地区国立高等専門学校図書
館長協議会が開催されました。二日間にわたり、九州内の
高専の図書館長、事務職員が集まり、高専図書館のあり
方、課題等について議論し、情報交換を行いました。
９月 日には、本校が担当校となり、宮崎県大学図書館
協議会総会が開催されました。本校のほか、県内の７大学
から代表者が集まり、さまざまなテーマで協議を行いまし
た。
九州内の高専、県内の大学の図書館関係者との協議、交
流を通じて明らかになったことは、本校図書館は財政面や
施設の面では他校に見劣りする部分があるものの、オープ
ンキャンパスや学園祭等の学校行事では精力的に活動して
おり、特に学生図書委員が積極的に取り組んでくれている
ということです。学校行事では図書館としては特に何も活
動していない、という高専、大学が多い中で、たいへん誇
らしい気持ちになりました。これからも、学生、教職員の
皆さんとともに充実した図書館運営に取り組んでいきたい
と思います。

電子計算機センターは本校の情報処理教育の基幹を担う
施設と組織です。今年度は様々な点でこれまでと大きく変
わった１年であったと思います。まず、今年度より
のメールアカウントを全学生に配布しました。
また、昨年度の学内ネットワークの更新により導入した無
線ＬＡＮを全面的に開放しました。これにより、教室での
パソコンやスマホの利用が便利になり、担任の先生や企
業・大学の担当者との連絡もスムーズになったかと思いま
す。しかしながら、パスワードの再申請が非常に多く大変
でした。 化が進むこれからの社会では、パスワードの
管理はその他の個人情報の管理と同じく気を使う必要があ
ります。紛失したら再発行すれば良いという安易な考えを
持つことなく、しっかりと管理していただきたいと思いま
す。 月には新しい第１演習室と多目的室が完成し、非常
に明るく広くなりました。工事期間中はご迷惑をおかけし
ましたが、何とか完成してほっとしています。次年度から
は新しい も導入され、さらに便利になる予定です。これ
からもセンターを有効活用して日々の教育研究活動に励ん
でいただきたいと思います。

技術支援センターの

地域連携テクノセンターの

活動

活動
技術支援センター長

山元

地域連携テクノセンター長
高橋 明宏

直行

技術支援センターは、実験・実習・卒業研究・研究発表
等の学生の教育や各種研究活動の技術支援を主たる業務と
して活動しています。その他に地域社会との連携活動とし
て、地場企業との共同研究や公開講座、出前実験・出前授
業等の依頼にも積極的に取り組んでいます。
公開講座は小学生を対象に年２回の「工作教室」を開講
しています。先日新しい取り組みとして、「空気砲を作ろ
う／ストローインテリア（ヒンメリ）を作ろう」を実施し
ました。講座を通してものづくりの楽しさを実感してもら
うと同時に、高専に足を運んでもらい身近に感じてほしい
と考えています。また、「おもしろ科学フェスティバル」
においてはポンポン船とスライムの２ブースを出展し子供
達に楽しんでもらいました。
学生の課外活動ではロボット製作局、及び低燃費車製作
研究会のコーチとして技術指導を行っています。今年度は
両局・部とも全国大会に出場することができました。
今後も学内における教育研究活動や地域社会からのニー
ズに応えられるように努めていきます。

地域連携テクノセンターの目的は、地元企業と共同で行
う研究と学生教育活動の促進、社会教育（小中学校出前実
験、一般教養・公開講座）支援、そして農工連携活動の推
進です。
地元企業との連携を支えているのが、（一社）霧島工業
クラブ殿（代表理事：下森康玄氏）とよろず支援拠点殿
（都城拠点：倉吉教文氏）であり、当センター１ に事務
所を構えてもらっています。社会教育支援は、今年度 件
の実績を挙げ、特に本校の森寛先生には長年にわたって出
前実験活動を牽引して頂きました。ここに深く感謝申し上
げます。また 月に行われた第６回おもしろ科学フェス
ティバル（代表：杉本弘文先生 ）では来場者が
名を
超え、大盛況でした。農工連携では、３月に「工学技術者
のための農学概論」のテキスト（編集・執筆：濵田英介先
生他）が出版され、更に協働 講義システム（大分高専提
供）が始動しました。一方で工学的視点による農作物栽培
と環境制御実験、そして学外農業インターンシップが機械
電気工学の専攻科１年生向けに新規開設されました。
いずれにしましても、当センターでのすべての活動は学
生、教職員、学外の関係者の皆様のお力添えにより支えら
れております。厚く御礼申し上げます。
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学内動向
グローカルに活躍できる力を

低学年における

養う

キャリアデザイン支援
キャリア支援室長
原田 志津男

グローカル農工学教育研究センター長

髙木

夏樹

昨今、高専への要求として、工学の基礎を実践的に身に
付けた人材の育成だけでなく、チームで協力して多様な課
題を国際的な視点から解決し、イノベーションを起こせる
人材の養成にも注目が集まっています。また、地域にある
高等教育機関として、地域活性化への貢献にも大きな関心
が寄せられています。
そのような中、宮崎県の主産業である農業等の地域ニー
ズに基づく課題の解決および地域貢献を主題として、国際
性および社会実装力（社会で必要とされる“ものづくり”
を実社会の評価に基づいて行える力）を身に付けた創造性
豊かな高度エンジニアを育成する新教育システムを構築す
るため、昨年度開設されたのがグローカル農工学教育研究
センターです。
同センターではこれまで、①農工学に関する科目の整
備・試行、②地域課題の解決や社会実装などをテーマとし
た学内外共同研究ならびに教材開発の推進、③海外での学
術講演会の開催支援、④国際性の涵養ならびに通信リテラ
シーへの理解促進を目的とした海外との遠隔通信授業の試
行などを実施してきました。また今年度から、協調性、コ
ミュニケーション力、課題発見力などの応用力を高める試
みとして、地元農業の活性化をテーマとしたアイデアソン
を本科２年生に対して実施しました。このように、社会で
より活躍するために必要な国際性や応用力を育む取り組み
が始まっていますので、是非積極的に活用してください。

昨年の 月 日に県内外の企業 社参加による第３回合
同企業説明会を開催しました。本年度は、主として３年生
を対象に特別活動の時間を活用して実施しております。本
説明会において、学生たちは、様々な企業の具体的な事業
内容を聞くことにより、将来の自身のキャリア形成におけ
る企業研究の重要性を認識するとともに社会人として必要
な能力を明確化するための有益な情報を得ることができた
と思います。なお、本説明会は、宮崎大学を代表とする
大学間連携事業の一環として実施しております。
また、一昨年度から都城市では、高校生、教員、保護者
を対象とし、地元企業を巡り見学する企業巡見事業を実施
しております。本校も本事業の支援を受けて、本年度は１
年生と２年生の４クラスと保護者の方々が都城市内の企業
見学を行っております。学生たちは、身近な地元企業の活
動内容を直接目にすることにより、社会人として活躍する
ためには、様々な体験と継続的な努力が必要であることを
認識できたと思います。
このように、本校では、他の高等教育機関との連携及び
地元自治体の支援のもと、学生のキャリア教育に低学年時
から取り組んでおります。

自律・自立

情報セキュリティ人材について
学生相談支援室長
井 猛志

情報システム管理室長
岡部 勇二

私を含む教職員は、青年期真只中の学生諸君と多くの時
間を過ごし、その中で皆さんの様々な悩みや葛藤に触れる
ことが少なくありません。これらの根本には、「自律・自
立」が大きく関わっており、以下少しだけ触れてみたいと
思います。
国語辞典によれば、「自律」とは“[他からの支配・命
令によらず]自分で自分の気持ちをおさえたり、自分の規
範に従って行動したりすること”とあり、また、同じ読み
である「自立」とは“他のものの力や支配をうけず、それ
自身の力で物事を行ってゆくこと”とあります。多くの学
生が、現在の青年期においては後者とりわけ“経済的自
立”が難しい中で、前者は、皆さんがこれから生きる上で
最も大切なものの一つである“精神的自立”としての意味
合いが強いのではないかと個人的には考えています。もち
ろん、これらは一生涯、自己の未熟な部分と向き合いなが
ら考え続けていくことであろうと思います。
この「自律・自立」を実現していこうとする過程の中
で、冒頭述べた様々な悩みや葛藤が生じると思いますが、
学生相談支援室ではその皆さんの葛藤を支え、皆さんが
“自律・自立”した社会人となられることを今後も支援し
て参ります。

いよいよ来年に迫った
年は東京オリンピック・パラ
リンピックが開催される年です。オリンピックは４年に一
度のスポーツ競技の祭典なので、情報セキュリティは縁遠
いように思われるかも知れませんが、中国やロンドン、リ
オデジャネイロなど、オリンピックの開催地はサイバー攻
撃の標的にされてきました。サイバー攻撃には様々なもの
がありますが、一般的に身近なものは標的型攻撃やランサ
サイトの改ざんなどが思い当たるかも知れ
ムウェア、
ません。最近では
機器を標的とするサイバー攻撃も出
てきて、より深刻な被害を生じかねない状況になっていま
す。これに対して日本は以前から情報セキュリティ人材の
年から、情報セ
不足が指摘されてきました。高専では
事業が展開されて
キュリティ人材を育成するための
います。高専の皆さんは情報セキュリティ人材として期待
されているのです。皆さんには是非、これからの１年間の
間に情報セキュリティに興味を持って頂き、関連する知識
や技術を身につける努力をして欲しいと思います。有事に
は皆さんの活躍が学校や地域、人や国を救うことになるか
も知れません。
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着任挨拶
総務課 財務係長 橋口 進平

都城高専に着任して

平成年４月に宮崎大学より都城高専総務課財務係に着任いたしました橋口と申します。
私は、事務系の職種の仕事に興味を持ったことがきっかけで宮崎大学へ就職し、最初は財務系の部署で決
算業務に４年近く携わっておりました。その後、学生系の部署で教育学部に係る教務系業務に３年近く携わ
り、今回の異動で現在に至ります。
 大学とは異なる業務内容の中で、初めのうちは不慣れなことが多く失敗だらけの毎日でしたが、周りの
方々が色々とサポートしてくださり、本日まで無事に乗り越えてくることができました。総務課の皆様をはじめとする初めて
お会いする方々等との連携業務や教務・決算以外の未経験の業務に幅広く携わることができたことで、私にとって、非常に新
鮮で充実した年となりました。
 今年度も残すところあと数か月となりましたが、まだまだ業務で勉強すべきことはたくさんありますので、２年目も初心を
忘れることなく勉強を継続し、微力ながら都城高専の引き続きの発展に貢献したいと思っております。今後ともご指導ご鞭撻
の程よろしくお願い申し上げます。

「再出発」 これからに向けて

技術支援センター 日置 美保

平成年４月より着任しました技術支援センター（建築学科）の日置美保と申します。
私は平成年３月に本校建築学科を卒業し、民間企業で年間勤務しておりましたが、この度ご縁あって母
校で働かせていただくことになりました。こうして母校で働くことができるとは思ってもいませんでしたの
で、とても感慨深い思いです。母校とはいえ、民間企業との違いに初めのうちは戸惑いもありましたが、私が
高専在学時にお世話になった教職員の方々がまだ多く在職されており、また温かく迎え入れていただいた中であっという間に
過ぎ去っていった１年となりました。周囲の方々の支えがあって、落ち着き安心して仕事ができることに感謝の気持ちでいっ
ぱいです。
 授業では主に建築学科の実験・実習のサポートをさせていただいておりますが、若くて素直な学生たちに囲まれての業務は
とても新鮮で楽しく、たくさんの刺激を受ける日々を過ごしています。私自身もまだまだここで学生たちと一緒に成長してい
きたいと思います。
 最後になりましたが、不慣れなことばかりで皆様にご迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが、その際は何卒ご指導の
ほどよろしくお願いします。

よろしくお願いいたします

学生課 教務係 川﨑 みゆき

平成年月より都城工業高等専門学校学生課教務係でお世話になっております、川﨑みゆきと申しま
す。私は高校までの学生生活を宮崎で過ごしていましたが、都城高専との直接の関わりがありませんでし
た。しかし、地元の学びに何らかの形で携わりたいと常より考えていたので、あの「高専」での勤務は素直
に嬉しく感じております。
 高専での業務は初めての内容も多く、特に教務係では定期試験や入学試験などの学生個人の進路に大きく
影響する仕事に携わることもあり、常に緊張感を持ちながら日々取り組んでいます。前職でも学びに関わる仕事をしていまし
たが、高専でも多岐にわたる分野の勉強・研究に邁進している学生の姿を見て、私ももっと頑張らなければと奮起させられま
す。
 着任からまだ日は浅いのですがこれまでの学生課を振り返ると、教員や職員の方々が一丸となり、在籍している学生に対し
てできるベストを模索している姿がとても印象的でした。自分も学生・教員の方々の一助となるべく、知識を着実に身につけ
ていきたいと思います。
 今後もいろいろとご迷惑をお掛けするかと思いますが、皆様のお役に立てるよう日々努めてまいります。どうぞよろしくお
願いいたします。
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退任挨拶
一般科目

森 寛

退職にあたって

私は、企業を退職して、昭和 年１月から本校に勤務し、平成 年３月までの 年３ヶ月間物質工学科（旧
工業化学科）に、その後一般学科の化学教員として 年間、勤めさせて頂きました。その間、担任、主事補
（寮、学生、教務）、理科長、及び寮務主事を務め、サッカー部、女子バレーボール部、ボランティア同好会、
及び園芸同好会の顧問を致しました。最近では、化学の授業以外に、小学校の出前実験、専攻科生の農業実習
の指導、池の回りの花の手入れ、及びサタスタ学習道場でボランティアの塾講師などを致しております。
これまで、皆様に期待できるほどの貢献はできておらずに申し訳なく思いますが、 代から 代前半までは研究に没頭し、
代後半からは理科長と寮務主事として学校運営に、 代は出前実験などで地域社会に僅かに貢献したように思います。その
間に、心臓の検査入院、椎間板ヘルニア及び脳梗塞で入院致しましたが、何とか皆様に支えて頂きながら、また若い学生から
エネルギーを貰いながら、大過なく過ごせたのではないかと有難く思っています。退職してからは、本校の益々の発展を見守
りたいと思います。長い年月、大変お世話になりました。

機械工学科

山中

昇

¡

年に本校に赴任し、３月で定年退職を迎えます。この間一番印象に残っていることは専攻科を設置でき
たことです。今ではどの高専にもある専攻科ですが、当時設置に向けて様々な議論を尽くし最終的に在校生の
皆さんと教職員が一丸となり努力し 年後に設置されました。上意下達ではなく、教員の自発的な提案で学生
の皆さんと一緒になって活動する精神があることは、本校の誇れる所であると思っています。
さて、本か何かに前回の東京オリンピックを境にその前後生まれの人が長期の休みをどんな風に過ごす傾向があるか書いて
ありました。それ以前生まれの人は休みを何に使おうかと計画する傾向にあり、それ以降生まれの人はゆっくりしようと考え
る傾向にあるそうです。学生の皆さんはどのように考えるでしょうか？確かにこの傾向は自分にはぴったり当てはまっていま
のシニア海外ボランティアへの応募を計画したからです。それで、何と！好運に
す。それというのも退職後の計画として
も合格！実はこの原稿は
の訓練所で語学訓練の合間に書いています。字数制限があるので、このくらいで。
最後に在校生や多くの卒業生と授業や部活などで楽しく過ごせた 年間でした。これまでお世話になった学生の皆さんと教
職員の皆さまにこの場をお借りしてお礼申し上げます。誠に有難うございました。皆様お元気で。アスタラビスタ！

機械工学科

増井

退任挨拶

創一

教員として過ごしたこの５年間は、寮指導部、学生指導部等の様々な校務に関わることができ、私の成長に
繋がる多くの経験ができた期間でした。このように多くの経験ができたのも、皆様が私にご期待をしてくだ
さったからであり、そのことに厚く感謝申し上げます。また、そのご期待に応えることができず、５年という
短い期間での退任という形になりましたことを心からお詫びいたします。
学生と教員という形で立場は違いますが合計で 年間、都城高専で過ごしてきました。高専で得られた経験は、人生を決断
する際に常に進むべき道を示してくれました。この学校での経験があったからこそ、大学への編入ができ、本校の教員として
戻って来られたと思っています。今回、新たな道に進みたいと決心し本校を去ることになりましたが、これからも都城高専で
得られた経験を糧に、一歩、一歩と前に進んでいけたらと考えております。
最後に勝手とは存じますが、今後もこの都城高専が工学の道を極めたいと想う若者たちに夢を与える学校であり続けてほし
いと願っております。
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卒業記念

～機械工学科～

卒業を祝して
５年担任 永野 茂憲

平成 年度機械工学科５年生諸君、ご卒業おめでとう
ございます。また、ご家族の皆さまに心よりお祝い申し
上げます。ご卒業に当たり、担任を務めさせていただい
た３年間のさまざまな思い出について順にまとめさせて
いただきます。
３年生：学科開放では、ピタゴラスイッチを製作し、
実物と映像を文化祭で披露しました。北九州地区工場見
学は、三菱重工業㈱長崎造船所、トヨタ自動車九州㈱宮
田工場、北九州エコタウンセンターに行き、最終日はス
ペースワールド（閉館となる最後の年）に行きました。
大きな問題もなく帰校出来てほっとしたことを思い出し
ます。（同行：海田先生）
４ 年 生 ： 文 化 祭 で の 研 究 発 表 で は「動 力 付 き ス ケ
ボー」を製作し、プレゼンでは、走行実演を成功させま
した（実演後、軸が曲がったことは秘密です）。関西地
区工場見学は、新日鉄住金㈱君津製鉄所、カワサキワー
ルド、造幣局、アサヒ飲料㈱明石工場、理化学研究所を
見学しました。フェリーでの移動でしたが、船に興味の
ある学生が多かったこと、船長が高専 でデッキを長時
間解放してくれ、非常に丁寧に対応していただけた事が
印象に残っています。（同行：津浦先生）
５年生：卒業研究が忙しい中、みんなで手分けして取
り組んだ「般若の看板製作」、応援演舞は勇ましい舞を
披露できました。その結果、体育競技会総合優勝という
素晴らしい成果を得ることが出来ました。次に就職・進
社という非常に恵まれた状
学活動について、求人数
況での活動でした。 名全員が内定をいただき、進学希
望者９名が合格を決めました。就職・進学共にみなさん

よくがんばったと思います。（企業：
京セラ㈱国分工場、パナソニック㈱ア
プライアンス社、九州電力㈱、パーソ
ル ＆ ㈱、㈱日立ビルシステム、ニ
プ ロ ㈱、宮崎 日 機 装㈱、東 洋イ ン キ
㈱、日東電工㈱、㈱ニコン、東京製鐵
㈱、大分キヤノン㈱、㈱オーバル、㈱
エンジニアリング、
石油化学㈱
市原製造所、メタウォーター㈱、キヤノンシステムアン
㈱、㈱京製メック、成田空港給油施
ドサポート㈱、
設㈱、荏原環境プラント㈱、アークレイ㈱、㈱ヒダン、
第一工業製薬㈱、旭化成㈱、㈱童夢、
エネルギー
㈱、㈱クボタ、マツダ㈱、学校：九州工業大学、豊橋技
術科学大学、都城高専専攻科、文化服装学院）
最後に３年間の長きにわたり、みなさんの担任を務め
させていただきまして、本当にありがとうございまし
た。これからの技術立国日本の技術進歩は、益々テンポ
アップしていくと思います。都城高専機械工学科５年間
で培った体力と精神力で社会の荒波を乗り越えていって
ください。みなさんのご活躍をお祈りしております。
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卒業記念

卒業記念

～電気情報工学科～

皆さんの卒業に寄せて
卒業によせて
５年担任 野地 英樹

ご卒業おめでとうございます！皆さんがそれぞれの進
路を決められ、伝統ある都城高専を巣立っていくのは担
任として嬉しい限りです。２年前の３月、私が４年担任
に就任する前、皆さんのクラスは１年次から成績が低調
であり、クラス人数が少ないことを聞いて心配しており
ました。ところが、授業や実験以外に学校行事などで皆
さんの様子を見ておりますと、非常に個性豊かな学生達
の集まりであることが分かってきました。ある者は高専
のお家芸とも言える「ものづくり」に秀でた才能を発揮
しており、ある者は製造現場でリーダー的存在になりそ
うな資質を持っており、またある者は工学以外にも幅広
い知識を持っており、ある者は部活動で活躍していまし
た。皆さんそれぞれが、将来の技術者・研究開発者とし
て頼もしい存在であると認識するようになりました。
初めに皆さんの能力の片鱗を見せてもらったのは、４
年次における「文化祭」での研究発表でした。教員が出
した課題を学生がスマホで一覧できたり、教員が書いた
板書を撮影してスマホで確認できたり、その他にも学生
にとっての便利機能が搭載されているアプリを作りまし
～イノックス～」とい
たね。「高専生活支援アプリ
うもので、世の中にない独創性の高いアプリのため、
数ヶ月という短い期間で完成させるのは無理ではないか
と内心思っていました。ところが見事に完成させただけ
ではなく、アメリカン・コメディー仕掛けの
とプレゼンテーションの巧さも楽しませてもらいまし
た。結果的に、この年の最優秀研究発表賞に選ばれ、
「このクラスはできる！」ということを校内にアピール
できました。

４年次２月には、台湾で工場見学を
したことも良い思い出です。台湾平田
機 工、日 福 精 工、台 湾 資 生 堂、ア ル
バック台湾の４社を見学しました。こ
の海外での工場見学がきっかけになっ
て、将来、海外で活躍する方が多数出
ることを希望します。
今年度は各企業の新卒採用活動が活
社の企業の方が来校され、
社からの求人が
発で、
ありました。面会した企業の方々からの高専卒業生の評
判は大変高く、技術継承の担い手として期待されており
ました。クラス人数 名中、 名が無事就職することが
出来ました。また、少子化の影響で大学進学への門戸も
広くなり、専攻科進学への道も開いていることで、９名
が進学を決定しております。春から企業で働くことにな
る皆さんは、今迄とはまったく異なる環境で大きく戸惑
うことと思います。どうぞあせらず、落ち着いて、企業
の一員として仕事をこなしていくだけでなく、自分の能
力を向上させることを念頭に仕事をしてください。進学
される皆さんは、同級生が給料をもらっている中で逆に
お金を払って学んでいるということを意識して、勉学に
精進してください。皆さんに共通して言えることは、体
が資本であるということです。健康には十分気をつけ、
自己管理を行ってください。皆さんのご活躍をお祈りし
ています。
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卒業記念

卒業記念

～物質工学科～

～ 物質工学科 ～

一区切り、そして新たな出発に向けて
卒業によせて
５年担任
高橋福留利幸
５年担任
功博

物質工学科５年生の諸君、ご卒業おめでとうございま
す。保護者の皆さまにも併せて心よりお祝い申し上げま
す。このクラスには、５年前、中学校主催の進学説明会
で、あるいは、夏の物質工学科公開講座で既に出会って
いた学生もおり、特別な想いもありました。委員長の強
いリーダーシップのもとクラス一丸となり、学生一人一
人が静かに考えその役割を果たし物事を達成していくス
タイルでした。もう少し、それぞれの個性を大きく出し
ていけば更に良い結果も得られたのかもしれません。皆
さんは個性をアピールすることに控え目であり、私自身
も皆さんの優れた個性を認識するのに時間を要しまし
年には、 によりこれまでの仕事の ～
が
た。
無くなってしまうとも言われています。人間しかできな
いこと、更には自分という人間しかできないことを考え
ていくことも避けられないかもしれません。このような
観点からも個性は重要です。高専で身につけた人間力、
技術力、知性を皆さんの個性で色付けることは、これか
年に、オ
らを生き抜くうえで重要なことです。来年
リンピック・パラリンピックを控え、再び世界の中で躍
進できるチャンスを掴んでいます。今、まさにそのチャ
ンスを活かすことができるかどうか大きな岐路にありま
す。高等教育機関の中でも特にユニークな教育システム
で教育された皆さんこそが『ものづくり』を牽引し、技
術立国としての日本を再起しなければなりません。今、
高専の教育システムは高く評価され、今年度の物質工学
社となっています。１社あたり複数人
科への求人も
の学生を希望してこられる企業さんが多く、この点が数
年前とは大きく異なり、超売り手市場でした。まさに、

社会から評価されている皆さんの人間
力、技術力、知性、それと皆さんの個
性に私は期待すると同時に、そういう
皆さんを社会に送り出すことができる
ことに担任として誇りを持っていま
す。
皆さんが生きてゆくこれからの日本
社会は非常に厳しいものだと思いますが、ポジティブに
物事を解釈し、感謝の気持ちを忘れず歩んで下さい。そ
れでも、どうにもならないときは、友人や両親、我々高
専教員にも相談してくれたら何か路が見出されると思い
ます。それでも失敗したら、その時にまた考えれば良
い。人間、失敗、挫折した時が最大のチャンスにもなり
ます。最後に、皆さんの華々しいご活躍を心より祈念い
たします。

9

学園だより第86号 2019.3

卒業記念

卒業記念  ～建築学科～

～ 建築学科 ～

卒業によせて
建築業界のヒーローに
５年担任
中村
５年担任
山本裕文
剛

 卒業おめでとうございます。担任のはなしが来たのは
 年 の  月 頃 だ っ た と 思 い ま す が、海 外 留 学 先 の
ニュージーランドにいました。クラス内で小さなトラブ
ルがあったとかで「次年度の担任は苦労するかも」との
声も聞こえてきましたが、皆さんのことは～年
の間に３教科を担当して「よいクラスだ」と思っていま
したし、コミュニケーションも十分とれていたので何の
迷いもなく引き受けました。あれから２年間が経過しま
したが、担任業務はノーストレス、すべてが順調でし
た。２年前の私の判断は正しかったようです。第４学年
がスタートしたときに担任が話したことは２つだけでし
た。到着地点とスケジュール。何をすべきか自分で考
え、主体的な行動がとれていたと思います。大変優秀で
した。学校での勉強は終わりましたが、次は何をやりた
いですか。
 卒業後に皆さんの立場は大きく変わります。「建築の
専門家」であるということです。この間までは「建築を
学んでいる学生」でしたが、卒業と同時に建築の専門家
として建物や町をつくり、つくったものに対して責任を
負わなければいけません。「知識も技能もまだ備わって
いなくても」です。身近にある建築物ですが、建築の勉
強をしたことのない人達にとって建築の世界はよく分か
らないものです。建具と壁の違いが分からない人もいま
すし、土台と基礎の違いが分からない人もいます。壁の
内側や天井の裏側の構造のことが分かる人は少ないで
しょうし、住宅の断熱性能や耐震性能のことが分かる人
はさらに少数でしょう。
 建築の専門家としてどのような人生を送りたいです
か。都城高専で建築を学んだ皆さんだからこそ出来るこ
とは何でしょうか。
 建築物は用途や立地に合わせてつくられるので多種多
様ですが、人々が安全で快適に利用できる点は共通して
おり、荷重に対して安全であること、燃えにくく避難し
やすいこと、耐久性・耐候性があることが求められます
（入学したばかりの頃、建築構造の授業で学びました
ね？）。しかし、現状はどうでしょうか。年兵庫県
南部地震では多くの建築物が倒壊し、死者数が人を
超えました。年東北地方太平洋沖地震では大津波が
発生し、２万人近くもの死者・行方不明者が出ました。
アポロ号が月面着陸してから年程が過ぎ、,7機器を
使いこなすようになった我々ですが、いまだ自然災害を
克服することが出来ずにいます。

 年も多くの災害がありました。
西日本豪雨、大坂北部地震、北海道胆
振東部地震に台風号の上陸、北陸西
部の大雪。美しい自然に囲まれ、多く
の恵みを受けることが出来る我が国で
すが、建設技術者である皆さんは日本
が「災害大国」であることを忘れては
いけません。南海トラフ巨大地震の発
生確率は高まり、富士山や桜島の大噴火の可能性を指摘
する研究者もいます。地球温暖化により大型化した台風
が都市部を直撃する回数も増えるでしょう。現代の都市
がこれらの自然災害に対して脆弱であることは昨今の自
然災害を見れば明らかです。周りをよく見てみると、地
震が来ればすぐに倒れてしまうような建物があります。
津波がくればすぐに流されてしまうような海岸沿いの集
落があります。土石流や地滑り、崩れの恐れがある渓流
や場所があります。一般の人には見えなくても、建築の
専門家である皆さんにはこれらがよく見えるはずです。
これらの建物や危険な箇所に住んでいる人達の中には、
このような建物や場所で生活せざるを得ない人達がいる
のです。皆さんは建築の専門家としてこれらの人達の力
になってあげてください。
 １月日に５年間の集大成である卒業研究の発表会が
ありましたが、先生達からの厳しい質問にも怯むことな
く自分の考えを述べている様子を見て、プロフェッショ
ナルとして活躍している皆さんの未来の姿を想像しまし
た。自分を高め、家族を大切にし、会社と社会へ貢献
し、世界をより良いものへしていこうとするところが社
会人のスタート地点です。これからやってくる未来へ想
像力を働かせ、そこに自分を置いてみると使命感や責任
感が生まれ、生きる力がみなぎることでしょう。
 &RRO+HDGEXW:DUP+HDUWの姿勢で直面する問題に
取り組み、これからの世界を良くしてください。皆さん
の幸運と活躍を祈ります。 
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修了記念
修了記念

修了記念  ～機械電気工学専攻～

～
～ 機械電気工学専攻
機械電気工学専攻 ～
～

幸福を超えて充実へ
専攻科修了おめでとうございます
今後の活躍を祈念して
専攻主任
専攻主任
豊廣
野地白岩
利信
英樹
専攻主任
寛之

 専攻科機械電気工学専攻（機械系）２年生の皆さん、
修了誠におめでとうございます。また、ご家族の皆様に
心よりお祝い申し上げます。
 皆さんが専攻科に在籍した２年間には、桐生祥秀選手
が陸上P走で日本人史上初の９秒台を達成し、また本
庶佑先生が癌免疫療法開発などへの功績からノーベル生
理学・医学賞を受賞するなど、日本人として誇らしい
ニュースが多くあった一方、平成年７月九州北部豪雨
や全国的に大きな被害をもたらした平成年７月豪雨な
ど、自然の前で人間の無力さを感じさせられる出来事も
多くありました。
 その間、専攻科の大きな変化としては、まず、-$%((
「生 産 デ ザ イ ン 工 学 プ ロ グ ラ ム」の 修 了 要 件 か ら
72(,&点相当以上取得が外されたことが挙げられま
す。それに代わり本校独自の総合的英語能力の評価が導
入され、専攻科特別研究報告会の報告書への英文アブス
トラクトの記載もその一つです。また、第４期中期計画
に向けて本校の特色を出す取り組み（“.26(1（高専）
4.0”イニシアティブ事業）の一環として、主に専攻科の
カリキュラムにアグリエンジニアリング教育が段階的に
導入されてきました。特別実験における農業に関わる実
験テーマの設定や、大分高専が主幹する遠隔授業「農学
概論」の受講などが挙げられます。
 本科５年間と専攻科２年間の計７年間の高専生活を振
り返ると、ものづくりのために欠かすことのできない多
くの知識と技術が身に付いたことに気付かされることと
思います。特に本科５年の卒業研究から専攻科の特別研
究と年間にわたる研究活動を通して、自ら考え能動的に
行動する力やチームワーク力が培われたのみならず、未
知なる事象を探求することのおもしろさの一端を感じた
ことと思います。専攻科修了には学外での研究発表が必
須となっていますが、皆さんは研究成果を活発に発表し
ていたことが印象的です。例えば、日本機械学会九州支
部 宮崎地 区第  回学生 研究発表会（都 城市、３名）、
,QWHUQDWLRQDO:RUNVKRSRQ)XQGDPHQWDO5HVHDUFKIRU
6FLHQFH  DQG  7HFKQRORJ\  （チ ェ ン マ イ、３ 名）、
7KH  WK  ,QWHUQDWLRQDO  6\PSRVLXP  RQ  $GYDQFHG  6FL
HQFHDQG7HFKQRORJ\LQ([SHULPHQWDO0HFKDQLFV（金沢
市、３ 名）、,QWHUQDWLRQDO  :RUNVKRS  RQ  )XQGDPHQWDO
5HVHDUFK  IRU  6FLHQFH  DQG  7HFKQRORJ\  （バ ン コ
ク、１名）などで発表しています。
進路については、６名中５名が就職、１名が進学とな
りました。様々変化する社会情勢の中で、各人が誠実に
就職活動に取り組み、全員が第一志望の企業に就職する
ことができました。就職先は、'0*森精機株式会社、ファ
ナック株式会社、株式会社資生堂、-;7*エネルギー株式
会社、パナソニック株式会社アプライアンス社と多岐の
産業分野にわたっています。一方進学については、熊本

大学大学院（自然科学研究科博士前期課
程機械システム工学専攻）に進学するこ
とになりました。熱工学に関する研究室
に配属される予定となっており、専攻科
からある程度の継続性を持って研究活動
に取り組めることと思います。
本年４月には天皇退位を控え、年
には東京オリンピック、年には大阪・関西万博が日
本で開催されることになり、大きな社会変化を迎えよう
とする平成最後の年に皆さんは都城高専を旅立ちます。
半世紀前を振り返れば、年の 東京オリン ピックと
年の大阪万博を機に新幹線や高速道路といったイン
フラが飛躍的に発展し、現在の日本の礎となった時代で
あるといっても過言ではありません。半世紀後に現在を
振り返ったとき、おそらく日本にとっても世界にとって
も大きな過渡期を迎えていたことに気付かされることと
思います。そうした中で、皆さんが今後の日本そして世
界の在り方に少しでも貢献できる技術者になってくれる
ものと信じています。
 高専では知識や技術のみならず、クラスメイトや部活
動のメンバー、教職員などの他者との関係において、コ
ミュニケーション能力や協調性など自己を形成する様々
な能力が育まれたことと思います。これまでお世話に
なった、多くの方々への感謝の気持ちを忘れずに、高専
で培った様々な能力をいかんなく発揮し、日々の精進を
怠らず、粘り強く頑張っていってください。後悔先に立
たず、まさに新しい時代の担い手として、何事にも情熱
を持って取り組み、今後大いに活躍されることを心より
祈念いたします。
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修了記念

修了記念  ～機械電気工学専攻～

～ 機械電気工学専攻 ～

幸福を超えて充実へ
修了おめでとう、そして、新しい旅立ちに乾杯！

専攻主任
野地御園
英樹
専攻主任
勝秀

 専攻科機械電気工学専攻（電気系）２年生の皆さ
ん、修了おめでとうございます。また、この日を心待
ちにしていたご家族の皆様にもお祝い申し上げます。
私が専攻主任を担当したのは今年度が初めてで少し不
安がありましたが、さすが専攻科生、全員が主体的に
行動して早々と進路を決めてくれたので、担任として
安心して見ていることができました。
 修了される皆さんにとって専攻科の２年間はどのよ
うな歳月でしたか？入学式の時に抱いていた夢や目標
は達成できたでしょうか？失敗と成功に一喜一憂しな
がら課題に取り組み学会発表まで漕ぎ着けた特別研
究、２週間に及ぶ１年次のインターンシップ、他学科
の専攻科生と協同して創り上げた創造デザイン演習、
希望と不安が交錯した中で修了後の進路決定に向けた
活動・・・きっと、専攻科入学時に想像していたより
も瞬く間に駆け抜けた２年間、そして非常に密度の高
い２年間だったと思います。
 修了される皆さんは平成生まれですが、平成という
元号もこの４月で終了し、５月から新しい元号がス
タートします。社会に出る人も大学院に進む人も、自
分で選んだそれぞれの道を邁進し、新しい時代の発展
の一翼を担うことを祈念します。
 「守破離」という言葉を聞いたことがありますか？
茶道、華道、武道などの修業における段階を示したも
のです。「守」は、師や流派の教え・型・技を忠実に
守って確実に身につける段階。「破」は、他の師や流
派の教えについても学び考え、良いものを取り入れて
心技を発展させる段階。そして「離」は、１つの流派
から離れて独自の新しいものを生み出して確立させる
段階。社会に出て会社勤めを始めると新しく覚えなけ
ればならないことが増えます。まずは自社の文化や仕
事の進め方、上司や先輩のいうことをよく聴き理解し
て、実践を通して身につけていってください。意識し
ないのに自然にできるようになれば「守」は卒業。社
会に出て課題を与えられると、目標や制約事項は教え
られても、どのように達成するかは自分で考えながら
進めていかなくてはなりません。もちろん、自分だけ

で解決できないところは他の人の
助けを借りることになりますが、
そんなときにも答えは教えてもら
えないでしょう。否、実務で遭遇
する課題や問題には、学校の試験
と違って、ほとんどの場合正解は
無く、自分が正解だと信じてつく
り出した製品やサービスを使って
くれる人の評価で正解が決まります。社会人として必
要最低限な基礎力（専門知識・技能、物事の進め方、
他の人との協同の仕方）は高専時代に学び経験して身
に付けてきたと思います。ぜひ、今後も視野を広げて
貪 欲 に 学 び 吸 収 し、「守」か ら「破」へ、そ し て
「離」の段階に成長していくことを望みます。あと
年もしたら皆さんは歳を超えています。きっと、勤
務している会社の事業を支える人、専門分野で一目置
かれる人になっていることを期待します。
 皆さんは今日まで色々な人と出会ってきたと思いま
す。その中でも、学生時代に出会った友人は一生の宝
です。社会に出て年、年と経っていくと、必ず役
職や給料で差がついてきます。しかし、学友はそのよ
うな差を超えて対等に話ができる存在です。困ったと
きは真剣に相談にのってくれ、息抜きにバカな話がで
きるのも学友です。同じようなもう一つの存在は同期
です。皆さんがこの４月に出会う同期を大切にしてく
ださい。それから、自分の師と仰げる人を社内外に見
つけてください。また、自分のライバルと呼べる人を
社内外に持ってください。片思いで結構です。良い師
との出会いは自分を高めてくれるし、良いライバルと
の出会いは高いモチベーションを維持させてくれま
す。
 最後になりましたが、今後の皆さんの健康と活躍を
願い、餞の言葉を贈ります。朱熹の作と伝えられてい
ますが諸説あります。これから皆さんが歩んでいく技
術屋人生は長丁場で、しかも山あり谷ありですが、ご
健闘を祈念します。 
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修了記念  ～物質工学専攻～

修了記念

～ 物質工学科専攻～

専攻科修了生へ
脱・高専生活、そして新たな生活に向かって
専攻主任専攻主任
野口 高橋
大輔利幸

 物質工学専攻２年生の皆さん、修了おめでとうござい
ます。また、ご家族の皆様に心よりお祝い申し上げま
す。
 本科の５年間に加え、専攻科の２年間という長い時間
を「同じ環境」で過ごすことは、メリットとデメリット
がありますが、皆さんにとって実りある時間を過ごせた
でしょうか。
 専攻科２年生７名のうち、名は大学院へさらに進学
し、２名は就職し社会人となります。高専を含め「学
校」という空間は、在籍する全学生に同等の教育を行う
特性から、社会の変化と比べるとのんびりとしていま
す。社会に目を向ければ、君たちが５年生だった頃は、
就職活動の時期が変化し、慌ただしい学生生活ながらも
売り手市場の時期でした。現在もその傾向はあるもの
の、外国人労働者の許容幅や待遇が変動する話も挙が
り、社会の状況は１年ごとに結構変化しています。
これから皆さんは親元を離れ、新しい土地やコミュニ
ティでの生活が始まります。これまで長く付き合ってき
た普段接する面子が大きく変わります。親に頼ってきた
食事や普段の生活を含め、一人でやらなければならない
ことが増えてきます。これらの基本的変化に加え、現代
社会では、社会の早い変化に対応するために、皆さん自
身が日々成長することも必要です。
多くの企業の方々や大学院において、専攻科修了生は

即戦力として期待されています。高
専本科及び専攻科時代に経験した研
究 活 動、国 際 交 流 や そ の 他 の 活 動
は、各活動が次のことに直接活かせ
るということは少ないかもしれませ
ん。しかし、活動を通して培った考
え方、物事の取り組み方など、君た
ちは今後の多分野での活躍の糧とな
り得る能力の土台を身に付けています。今後は、様々な
経験を積み、それらの能力の上手い引き出し方を見いだ
していって下さい。また、進路先でもこれまで同様に精
進の気持ちを忘れず、新しい出会いを通して、君たちが
次の段階へと成長することを期待しています。
 高専出身ではない私自身が高専に対して感じること
は、高専の縦横の強い関係性です。また、高専大会や高
専ロボコンなど高専だけのイベントも多いためか、大学
のように組織間で派閥的な感じがなく、高専出身者は出
身校の枠を超え交流しやすい雰囲気を感じています。
きっと身近に先輩・後輩や同級生、または高専出身者が
いますので、困った時はお互いに助け合いつつ、日々精
進し、一歩一歩堅実に成長していって下さい。
 最後になりますが、健康には十分に留意し、皆さんの
今後の人生が充実したものであることを祈っています。
また、皆さんの今後の活躍を期待しています。 
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修了記念

修了記念

～建築学専攻～

～ 建築学専攻 ～

専攻科修了生へ
輝かしい未来に向かって
専攻主任
専攻主任 浅野
大岡 浩平
優

建築学専攻７名の皆さん、修了おめでとうございま
す。また、保護者の方には心よりお祝い申し上げます。
修了後は、６名が企業に就職し、１名が大学院に進学し
ます。専攻科に入学してからの２年間、真面目で礼儀正
しく物事に取り組む皆さんを見てきて、修了後の皆さん
には大変輝かしい未来が待っていると確信しています。
年の４月であり、
私が都城高専に赴任してきたのは
今年度が５年目になります（皆さんが都城高専に在籍し
ていたのは本科５年と専攻科２年を合わせた７年になり
ますので、皆さんの方が先輩になりますね！）。私が都
城高専に赴任してきた当時、皆さんは本科の３年生でし
た。私自身、色々と分からないことが多く、学校や都城
という街に馴染めるか不安だったことを覚えています。
ただ、大変助かったことに、測量実習という学生と一緒
に体を動かしながら行う授業を当時本科３年の皆さんと
行うことができました。和気藹々と行った皆さんとの測
量実習があったおかげで、私も学校に早く慣れ親しむこ
とができたのではないかと思っています。それから５年
間、長いようであっという間でしたが、授業や卒業研
究、今年度は専攻主任として皆さんと接することができ
大変貴重な時間を過ごすことができました。どうもあり
がとうございました。
さて、皆さんはこれから本校専攻科を修了し、社会人
として企業で働いたり、大学院に進学してさらに勉学・
研究を行うことになります。専攻科を修了する場合、年
齢的には四年制大学を卒業して大学院進学・社会人にな
る ことと 同じです。ただ、皆さ んには、この 年齢以上
に、新しい環境で大きな力を発揮する素養が備わってい
ることを実感して欲しいと思います。本校の専攻科で
は、修了するにあたって実践的な授業や課題が多く課せ
られています。他学科の専攻科生とチームを組んで行う
創造デザイン演習では、その本格的なテーマ設定と取り
組み方に毎年驚かされます。また、皆さんが行っている
研究を学会等で発表するという課題もありました。一般
的には、学会発表は早くて大学院の修士課程で行うこと

が多いです。２年以上も早く学外発表
を行った皆さんは、それだけで貴重な
経験をし、また優れた研究を行ってき
たことになります。これらに加えて素
晴らしいこととして、修了する７名全
員が専攻科在籍中に二級建築士の資格
を取得することができました。皆さん
も知っているかと思いますが、二級建築士を最も若い年
齢で受験できるのは高専の専攻科生です。これらの事実
を自覚し、自信を持って今後も頑張ってもらえればと思
います。
最後になりますが、社会で生活する上で最も大切だと
思うことについて書きたいと思います（昨年も担任をし
た卒業生向けに同じことを書きましたが今回も書きます
ね）。それは、人と人との「縁」です。この都城高専で
皆さんと出会うことができたのも、大事な人の「縁」だ
と思います。これはもちろん、クラスメートについても
同じです。人生とは、人と人の「縁」を通して誰と出会
うかで大きく変わってきます。私は、この「縁」を非常
に大切なものと考え、これまで関わってきた人・今関
わっている人に出会えたことに感謝しながら生きること
こそ、より良い人生を送るために必要なことだと考えて
います。皆さんもこの人との「縁」を大事にし、これか
ら長く幸せな人生を送ってくれるものと信じています。
数年後、精神的・社会的にさらに逞しく成長している皆
さんに会えるのを楽しみにしています。
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高専生活を振り返って
機械工学科５年 加治屋 祐樹
都城高専に入学してから５年が経ち、いよいよ卒業
が近づいてきました。入学当初は、５年間という長い
時間をこのクラスで上手く馴染めるか、勉強はついて
いけるか、不安に感じたことをよく覚えています。ま
た何かある度に、高専に入学したのは間違いだったと
愚痴をこぼしていました。しかし、学年を重ねるごと
に不安や愚痴を口にすることはなくなってきました。
それは高専生活が楽しく充実していたからでしょう。
学内のイベントや研修旅行などはもちろん充実したも
のでしたが、それだけでなく、レポートや多大な量の
試験勉強を友人と朝方までワイワイやったことなど、
日常の小さな出来事も、今では最高の思い出です。
その中でも私が５年間の中での１番印象に残ってい
る事は部活です。１年生から５年生までバドミントン
部に所属していました。１年生から試合に出させて頂
きましたが、納得いく結果は得られませんでした。で
すが先輩、後輩関係なく和気藹々と練習に打ち込めた
毎日でとても楽しかったです。その他にも様々な行事
に参加することで、他学年との交流も増え、とても有

意義な時間を過ごすことが出来ました。
卒業が近くにつれ、友達と思い出話に浸る日々が多
くなり、寂しい気持ちでいっぱいです。私たちは、こ
れからそれぞれの進路に進むことになります。都城高
専で学んできた事、経験した事をこれからの人生にお
いて生かし、自分自身をさらに成長させたいと思いま
す。将来は、できるだけ視野を広く持ち、自ら機会を
創り出すことのできる社会人を目指したいと思いま
す。受け身にならず、自分が成長できる機会を積極的
に創っていきたいです。最高の仲間と出会い、充実し
た学生生活を過ごすことができ、本当に良かったで
す。最後になりますが、私を５年間支えて下さった先
生方、友人、両親に感謝の意を伝えたいと思います。
本当にありがとうございました。

５年間、立ち止まって振り返ってみて
電気情報工学科５年 堀之内
都城高専での５年間が終わりました。長いようで、
んー、やっぱり長かったです。
低学年の頃は、楽しいことより嫌なことのほうがた
くさんでした。勉強にもついていけないし、周りを見
渡せば変わった人ばっかりだし、必死にしがみつこう
とすら思わなかった。２年生の頃は、本気で学校辞め
ようと思っていました。
それでもここまでやって来ました。この高専での生
活に、自分の人生がかかっていることに気がつきまし
た。楽しいことばかりじゃないのは当たり前、生きて
いればいろんなことがあるし、いろんな人に出会う、
そこから逃げようとしていただけでした。今、私は楽
しめています。嫌なことはあるけど、それすらも楽し
もうと出来ています。自分１人だと耐えられなかった
けど、クラスのみんながいたおかげで、面白く感じら
れることが多かったです。
いいクラスです。心から、本気で、そう思います。
もともと同じクラスの仲間だったみんなも含めて、こ

久人

んなに好きになれる仲間をこの年齢で手にできたこと
は、ありがたいことです。幸せなことですね。生きて
て良かった！クラス全員と、とても仲が良いっていう
わけではないけど、空気感だったり雰囲気だったり
が、少しだけ背中を押してくれます。だから、少しで
も恩返ししたいです。クラスだけじゃないです。先生
方や他の学科で共に頑張ったみんな、家族にも、なに
かしらの形で恩返ししたいです。この思いは大切に忘
れないようにします。
「人は過去を変えることはできないけど、過去のも
つ意味を変えることができる。」私が大切にしている
言葉です。
全ての経験が無駄かどうかはわからないけど、しっ
かりとした意味を持っていたから、今とこれからがあ
るんだと思います。高専での５年間、何も得られるも
のはないと思っていた５年間、しっかりとした意味を
持っていました。ここまで来られて良かったです。皆
さんに感謝します。ありがとうございました。
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高専生活を振り返って
物質工学科５年 中村 隼人
時間が流れるのは早いもので、高専での５年間とい
う月日は本当に一瞬のように感じられました。しか
し、学生生活を振り返ると、数々の困難を乗り越え、
思い出の凝縮した濃密な５年間だったと思います。入
学した当初、私は同じ中学校出身の人が学年に一人も
おらず、非常に心細かったのを覚えています。勇気を
出して話し掛けてはみたものの、話題が合わず、本当
にこの学校で上手くやっていけるのか不安でした。そ
れから少し経ち、青島での宿泊研修で沢山のクラスメ
イトと会話する機会があり、友達もできました。３年
生の工場見学では、関西の様々な企業を訪問したり、
寝る前に恋愛話で盛り上がったりして、楽しい時間を
送りつつも進路について考えるきっかけとなりまし
た。特に印象に残った行事は、５年生の体育祭です。
応援団に参加し、見事応援優勝を勝ち取ることが出来
ました。あの時の感動と達成感は一生忘れないでしょ
う。気づけば入学直後の不安が嘘のように、充実した
日々を送っていました。
私が高専で学んだのは、一人として同じ人間はいな
いということです。当然のように聞こえるかもしれま

せんが、多くのことに挑戦し、色々な人に出会ってき
たからこそ改めて感じました。私のクラスは、数学が
得意な人、絵が上手な人、元気で面白い人など、全員
がその人にしかない個性を持っています。私自身、他
人の個性を羨んだこともありましたが、それは全く重
要ではありませんでした。自分のありのままの姿で行
動したり、発言したりすることで「自分という一人の
人間」が形成されるのだと感じました。
皆と放課後の雑談やカラオケが出来なくなると思う
と、卒業するのが惜しいです。しかし、前進しなけれ
ば人間は成長できません。高専で培った能力や経験を
糧にして、社会人として大きな活躍ができるよう精進
していきたいと思います。
最後になりますが、お世話になった先生方、両親、
苦楽を共にした仲間に感謝の意を伝えたいと思いま
す。自分がここまで成長できたのは皆様のおかげで
す。胸を張って卒業式を迎えたいと思います。

高専生活を振り返って
建築学科５年 濵川 遼
都城高専での学生生活も５年が経ち、もうすぐ卒業
となります。皆さんは、どんな５年間を過ごしてきた
でしょうか。これまでの学生生活を振り返ってみる
と、多くの楽しいことや苦しいことを経験し、５年と
いう月日があっという間に過ぎていきました。都城高
専でたくさんの方々と出会い、勉強や部活動、寮生活
など多くのことを学ぶことができました。私の人生の
中で、一番人間的に成長できた５年間だったと実感し
ています。
勉強では、中学校での一般科目から建築の専門科目
へと変わり、授業も難しくなりましたが、先生方のご
指導のおかげで挫けることなく学ぶことができまし
た。部活動では、卓球を５年間経験し、日々の練習や
大会などを通じて得た交流や繋がり、感動を味わうこ
とができました。寮生活では、学科や学年を超えた交
流があり、また、掃除や洗濯などといった家事を寮に
入るまではしておらず、改めて家族のありがたみを感
じるきっかけにもなりました。行事では、文化祭や体
育祭などを通じてクラスの団結力というものが強く

なっていると、感じました。
いずれにしろ、皆さんも都城高専で何かしら学んで
いると思います。私は、何事にも責任感を持ち、最後
までやり遂げることの大切さとその時の達成感の大き
さというものを学びました。私は、中学校まではあま
り人と接する機会がありませんでした。そんな自分が
嫌で、高専に入ったら、積極的に人と接していこうと
心に決めていました。そんな思いもあり、低学年のと
きには、文化祭で局員として働き、４年生のときに
は、研究発表でプレゼンターとして人前にでて、話を
しました。どちらも、責任感を感じ、苦しいときもあ
りましたが、やり遂げた後に大きな達成感を得ること
ができました。将来は学生生活同様、何事にも積極的
に取り組み、最後まで責任感を持ってやり遂げる人間
を目指したいと思います。
最後になりますが、今までご指導頂いた先生方、共
に学生生活を過ごした友達、常に支えてくれた家族に
心から感謝申し上げます。本当にありがとうございま
した。
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修了するまでを振り返って
機械電気工学専攻２年 大原
本科５年間、専攻科２年間の計７年間の高専生活が
終わろうとしています。７年間という月日は長いよう
で短く、瞬く間に過ぎていきました。残り２か月後に
迫っている修了式も、あっという間に来てしまうこと
でしょう。
入学した当初の私は、クラスに同じ中学校の友人が
いなかったということもあり、クラスにあまり馴染め
ませんでした。それに加え往復 ㎞の自転車通学や、
高専での勉強方法を確立しなければならないこともあ
り大変でした。しかし、ステージ発表、研究発表、研
修旅行、応援団といったイベントや、部活動を通して
友人たちができ、非常に楽しく、充実した５年間を送
ることができました。もちろん楽しいことばかりでは
なく、毎週課される工作実習、実験レポートや科目数
の多いテストといった大変なこともありましたが、今
となっては、友人たちと助け合いながら乗り越えてき
た良い思い出となっています。
専攻科２年間は、本科とは違い授業数が少ないため、
研究に費やす時間が増えました。私が所属する高橋研

雅史

究室は、多くの学会に参加する機会があり、私自身、
３年間で７回の学会に参加しました。学会の準備と研
究が行き詰まる時期が重なり、途中で投げ出したくな
る時もありましたが、今思うと多くの研鑚を積むこと
ができた良い試練だったと思います。また、その他に
も共同研究先の大学で技術的指導を受けたり、２週間
の企業のインターンシップに参加したりと、高専外で
の活動を通して、自分の知識不足や甘えていた面に気
づかされた２年間でもありました。修了してからも自
己研鑽に励んでいきたいと思います。
都城高専で過ごしてきた７年間は私にとって誇りで
あり、非常に実りのある生活でした。これは共に支え
合ってきた友人たちとご指導を頂いた高橋明宏教授を
はじめとする教職員の方々、そして幾度となく支えて
くれた家族のお陰であります。皆さんがいなければ、
私はここまで成長することはできなかったでしょう。
本当にありがとうございました。

７年間
機械電気工学専攻２年 河内
都城高専という１つの学校で７年間を過ごしまし
た。本科は良くも悪くも忙しい日々を過ごしていた印
象があります。レポートの締め切りに追われながら０
時には電気が使えなくなる寮生活をしたことや、文化
祭実行委員、学生会役員、応援団を通じて様々な学
年、学科の人たちと関わり、勉強以外でも多くのこと
を学ぶことができました。この経験は中学生まで内向
的で勉強ができていればいいといった消極的な性格
だった私を、少しずつですがコミュニケーション能力
の向上や自分から進んで人と話せるようになるなど、
大きく成長させてくれました。
そんな本科５年間を過ごしたおかげもあり、専攻科
に入ってからも他学科の人たちと関わることができま
した。そして、専攻科２年間では、勉学の方で大きく
成長できました。それは、１年生では就職したいと思
える企業のインターンシップに参加出来たこと、そこ
での自分の専門的知識の乏しさを実感したことや、２
年生ではタイの学会に参加して英語でのコミュニケー
ションの難しさを学び、プログラムコンテストで全国

諒介

大会に出場し、賞は取れなかったものの、企業の方か
らのアドバイスをもらえたことなど学校外の人と関わ
り、自分の能力はどのくらい通用するのかを確認でき
る経験がたくさんあったこともあって、この専攻科２
年間で勉学に励めたのだと思います。
この文章を書くにあたって、改めて７年間という長
い時間を振り返ると、とても貴重な時間を過ごしてき
たのだと実感しています。そして、本科で卒業した人
とも盆休みや年末年始に集まって思い出話をしながら
また楽しい時間を過ごせていることが、都城高専で過
ごせてよかったと思わせてくれます。これから私は社
会人として新たな一歩を踏み出します。不安はたくさ
んありますがそれを安心に変えてくれるのは高専生活
７年間の思い出です。さらに成長していけるように頑
張ります。
最後に、この７年間を充実して過ごすにあたり、高
専生活を支えて下さった先生方や友人、家族に心から
感謝申し上げます。
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修了記念
８年間
物質工学専攻２年 田代 開夢
 高専生活は長いようで短く、あっという間と聞いて
いました。入学当初は、５年間という長い期間を高専
で過ごし卒業していくのだろうと考えていましたが、
５年どころか本校に８年間も籍を置き、その８年間が
終わりを迎えようとしています。
 本科５年間では、様々な思い出を作ることができま
した。勉学はもちろん、部活、文化祭、体育祭等、す
べてが印象強く残っています。楽しかったことだけで
なく、苦労したことも多々ありました。実験で周りよ
りも時間がかかったり、よい結果がでなかったり、失
敗を繰り返してきました。しかし、専攻科へ入学し、
４月からは大学院へ進学するまで成長しました。高専
での学んだ知識、経験はこれからの将来の糧となって
いくでしょう。
 私は１年間休学し、海外に滞在しました。この１年
は、大変印象深く、自分を成長させる期間となりまし
た。当初は、ともに学生生活を送ってきた友人と離れ
なければならないこと、就職が遅れてしまうこと等、

様々な不安がありました。しかし、新たな環境で自分
がどのように成長するのかという興奮が同時にありま
した。今まで、協調性を重視してきた私でしたが、こ
の１年間を通し、様々な出会いをし、自身で行動を起
こす力を伸ばすことができました。また、異文化、人
種に対する考え方だけでなく、/*%74に対しての自身の
考え方も変わりました。これらの考え、視点は、休学
をしなければ、学ぶことができなかったでしょう。英
語力向上のみでなく、大変価値のある経験をし、ゆっ
くりですが１歩ずつ成長していると実感しています。
 本科生、専攻科生の皆さん、レポート、課題に追わ
れる毎日だとは思いますが、長期休暇を利用し、国内
外問わず、自身を新たな環境に置き、刺激を受け成長
してもらえればと思います。高専在籍８年間で得た知
識、経験を糧に、４月から大阪大学大学院でより大き
く成長していきたいと思います。
 最後になりましたが、高専生活を支えて下さった先
生方、家族、先輩、後輩に心から感謝申し上げます。 

修了にあたって
建築学専攻２年 櫻井 輝
 都城高専での７年にわたる本科・専攻科課程がいま
終わりを迎えようとしています。卒業なんてまだまだ
先の話だと考えていた本科入学時の私が、専攻科修了
生になったことが今でも信じられません。本当にあっ
という間に月日が流れていきました。
 本科では、日々の学習や部活動に加え、学校行事に
力を注いだ５年間でした。特に、本科４年次の文化祭
での研究発表会が最も記憶に残るものでありました。
私たち建築学科で製作した休憩所に関して、私は友人
と２人でプレゼンターを務めました。観客が飽きてし
まうことのないプレゼンテーションに挑戦した結果、
最優秀賞を受賞することができ、現在でも校内に残る
休憩所を見ると当時の記憶が思い返されます。
 その後、建築学をより深く学びたいと考え、専攻科
に進学しました。専攻科では、研究に専念するととも
に、本科では体験することのできなかったユニークな
カリキュラムを通して、多くの知識や技術を得ること

ができました。特に、学会発表ではプレゼン力を、学
科混合のチームにて１年半かけて製作物を作りあげる
創造デザイン演習では主体性・協調性・実行力を身に
つけることができました。また、専攻科１年次には、
二級建築士試験に挑みました。遅くまで学校に残って
問題を解いたり、宮崎市内の資格支援学校に通ったり
と、非常にハードな半年間でしたが、共に受験する建
築学専攻の友人らと支えあうことで、ついに二級建築
士を取得することができました。彼らがくれる刺激や
励ましがあってこその合格であったとつくづく実感し
ています。
 私の高専生活は、恵まれた環境と友人らによって支
えられたものでした。この学び舎で出会ったかけがえ
のない仲間たちとの繋がりを今後も大切にしていきた
いと思います。そして、ご指導いただいた先生方、今
日まで支えてくれた家族に心より感謝申し上げます。
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特集Ⅰ 高専祭
高専祭実行委員長  野口 器
 昨年の高専祭実行委員長を務めさせていただきまし
た。四年建築学科の野口器です。高専祭の実行委員長
として挨拶をさせていただきます。
 高専祭では「軌跡」というスローガンのもと、たく
さんの先生方や実行委員の皆さん、深山会の方々に、
制作・準備のお手伝いをしてもらいました。来場して
いただいたお客様や、高専祭を各々の形で楽しんでく
れた学生のみなさんにも心からお礼を言いたいと思い
ます。本当にありがとうございました。
 まずは僕が高専祭実行委員長を務めさせていただい
た経緯を話したいと思います。それは本当にちょっと
したきっかけが始まりで、僕の前の代の実行委員長
だった建築学科の長友駆さんから/,1(が来て、その内
容が「文化祭の副実行委員長をしない？」というもの
でした。それを受け取ったのが年の月ごろのこ
とだったと思います。当時から、僕はあまり先のこと
を考えずに行動することが多かったので、/,1(での
メッセージを受け取って、数分も経たずに「やりま
す！」と返事をしたような気がします。今思うと、
もっとしっかり考えてから返事をするべきでした。高
専祭の運営は思っていたよりも大変で、その年は副実
行委員長だった僕自身はたくさん働くことはなかった
のですが、総務として運営に携わっていた先輩方は
びっくりするほど一生懸命働いていました。自分より
も相当優秀である先輩たちがこんなに必死になって作
るようなイベントで、改めて自分の選択が軽いもので
はないことを自覚しました。そんなこんなで本番を迎
えた一昨年の文化祭では、屋外イベントや体育館での
ライブ、校内イベントなどたくさんの場所を歩き回っ
て、たくさんの人が楽しんでいるところを見ることが
できました。半年間かけて、様々な局の人たちが協力
して作り上げた文化祭。その時に改めて「来年もこん
なふうにみんなニコニコできるといいな」と思いまし
た。
 引き継ぎが終わって僕の役職は副実行委員長から実
行委員長になりました。役職が変わってもそんなに重
く考えないようにしようと思っていても、初めて実行
委員のみんなを前にして話すときは、どうしても「あ
あ、こんなにたくさんの人をまとめないといけないの
か」という考えがよぎってしまい、心臓の鼓動がどん

どん速くなったのを今でも覚えて
います。そんな不安を吹き飛ばす
ように、各局の局長・副局長たち
は半年間せっせと働いてくれて、
実行委員長として口うるさく指示
を出したりすることはなく本番ま
でたどり着けました。優秀で頭が
回る働き者な人たち、言わなけれ
ばいけないことをしっかり言ってくれる局員の人たち
に恵まれて、本当に助かりました。当日は色々なアク
シデントもありましたが、それぞれのポジションで
しっかり協力しあって、みんな一生懸命に自分たちの
仕事をこなしてくれていたと思います。高専祭が終
わった直後には片付けがありました。その時は閉会式
中に先に片付けを始めていてくださった先生方や、各
局の局員の人たちが一生懸命に働いてくれたおかげ
で、例年と比べて片付けの終わる時間も早かったで
す。
 その日の夜はたくさんの学生たちが616等を通じて
感想を発信してくれていて、どの感想もポジティブな
内容ばかりだったので胸がいっぱいになりました。高
専祭までの半年間は、本当に自分が実行委員長として
の役割を果たせているかという自信は一切持てないま
までしたが、それを吹き飛ばすくらいにたくさんの人
から労いの言葉をいただけたので、高専祭に携われた
ことは僕にとって一生の思い出になることだと思いま
す。少しだけ個人的な思いを書かせていただきたいの
ですが、総務のみんなには毎日助けられました。正直
に言わせてもらうと、総務のみんなは確実に僕より働
いていました。いつもいつも気を回してくれて、話し
合いの時にはたくさん笑わせてくれて、頼り甲斐があ
る。そんな総務のみんなが大好きです。本当にありが
とうございました。直で言うのは恥ずかしいのでここ
に書かせてもらいます。最後に、高専祭に対してたく
さ ん の 助 力 を与 え て くだ さっ た 先 生 方、後 援 会 の
方々。高専祭に関わった実行委員、局員のみなさん。
そして高専祭を楽しんでくれたお客様、学生のみなさ
ん。本当にありがとうございました。
 短いですが、実行委員長の挨拶とさせていただきま
す。 
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機械工学科

『空飛ぶマンタ』
野中海杜 渡部真将

私たち、機械工学科では、本科１年生から４年生に
至るまでに学んできた機械工学に係わる様々な基礎と
応用科目を駆使し、水中生物をステージ上に浮遊さ
せ、空中アクアリウムを体育館に創ることを目的とし
ました。具体的には、まず水中生物を浮遊させるため
に、水中生物を模擬した飛行物体の浮力計算を行い、
計算結果に基づいてコンピューター支援設計ソフト
）による外装設計を行いました。ついで、水
（
中生物の動きを再現するために、胸鰭と尾鰭をサーボ
モーターにより再現し、空中に浮かぶ水中生物を製作
しました。
しかし、実際に製作に入った時、一番時間を費やし
たのは材料の選定でした。私たちは、マンタを泳がせ
ることに執着して、マンタの形をいかに作るかしか考
えていませんでした。ここで問題となったのが、浮力
が足りない点、つまり浮かないという問題でした。私
たちは、もちろん軽いものを作らなければならないと
いう意識を持ちながら製作していました。ただ、問題

電気情報工学科

は軽いものを作るだけでなく、浮遊させるものを浮か
せるためのヘリウムが入るだけの体積を形作らなけれ
ばならないことでした。ここで、私たちは軽量化と設
計の見直しを試行錯誤することにしました。この試行
錯誤も、作るものが約体積１㎥とかなり大きく、予算
が限られているため、慎重にアイディアを出し合いな
がら行いました。出来上がったものは、イメージして
いたものと形も動きも全く異なっていましたが、イ
メージを形にする難しさなど、クラス一丸となって製
作に取り組むことで得られた充実感は、今後の生活で
かけがえのない財産になると思います。
最後に、プレゼンターの上野君、三原君をはじめ、
クラスの皆、担任の藤川先生、その他ご協力してくだ
さった多くの先生方、高専祭実行委員の皆様、そして
発表を見てくださった皆様に感謝の言葉を述べさせて
いただきます。本当にありがとうございました。

『

で時間を賢く』
長渡

私たち４Ｅの研究発表では、「
」という
学生生活向上を目的としたアプリを作成しました。こ
のアプリでは教員が研究室にいるかいないか一目で確
認することができます。なぜこのようなアプリが必要
なのか、それには電気科特有の問題が関係していま
す。
電気科が抱える問題の１つ目はレポートが手書きで
あることです。レポートが手書きだと遅いし手間にな
ります。３年生にもなると、実験が本格化してレポー
トが 枚超えで驚かなくなります。２つ目の問題は、
レポートが原則手渡しのことです。レポート提出日に
は研究室前に長蛇の列ができ長い時間待つことになり
ます。
この問題をどうにか削れないかと考えて、私たちは
まず「レポートの電子化」という案を思いつきまし
た。電子化すればレポートを手で書く必要も待つ必要
も消えると考え、教員に相談しました。しかし、コピ
ペ防止などを理由に「できない」と言われてしまいま
した。
そこで、我々が注目したのは問題２の手渡しからで
きる長蛇の列の待ち時間についてです。なんと、この

大樹

待ち時間は２時間以上かかることがあったとの声が多
数の学生から寄せられました。理由としては、教員が
出張や会議などで不在であることが多く、なかなか渡
せないからです。
では、ここで私たちが何を作ったか覚えています
か？そう、教員が研究室にいるかいないか一目で確認
することができるアプリです。これがあれば、先生が
帰って来たタイミングをスマホで知ることができ、待
ち時間が短縮され時間を有効に使えます。また、レ
ポートだけではなく、課題提出や授業の質問をしたい
時など普段使いにも使えるのです。
ではこのアプリがどうやって動いているか説明して
いきます。このアプリは大きく分けて３つの部分から
成ります。まずはセンサー、これがないと在室状況が
確認できませんね。今回は重さや圧力で反応するセン
サーを椅子の上に置くことにしました。次にサーバで
す。サーバはセンサーから受け取った信号の中継に使
われ、３つ目のアプリに届く。
」は学校生活向上のた
このようにして「
めに使われるのです。
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物質工学科

『納豆の改良と納豆菌の有効利用』
馬場詩織 山中享史

私たち物質工学科の研究発表は、人の生活に欠かせ
ない衣食住に関して何か研究が出来ないだろうか？と
いうことを目的としてスタートしました。そこで出た
案が、日本の伝統的な発酵食品、「納豆」でした。
まず１つ目に納豆を食べない理由として多く挙げら
れた、臭いと粘りを取り除く実験をしました。納豆の
粘りは、グルタミン酸という物質がペプチド結合でポ
リグルタミン酸を作ることで発生します。ペプチド結
合は酸性に弱いため酸性のものを加えればペプチド結
合が切れ、納豆の粘りが無くなると私たちは考えまし
た。次に納豆の臭いは、納豆を発酵する際に発生する
アンモニアが原因だと考えられています。そこでアン
モニアはアルカリ性であるため、酸性のものを加えれ
ば中和できると考えました。
これらの２つを踏まえて、私たちは家庭にある酸性
のものとして酢とレモン汁、その他のものとして牛乳
とマヨネーズなど用いました。結果的に納豆の臭いも
粘りもほとんど取り除くことが出来ました。また、酢
や牛乳を加えることで美味しく食べることが出来ました。
２つ目に豆が嫌いという理由もあったため、大豆以

建築学科

外の食べ物から納豆を作る実験をしました。ここでは
様々な食べ物を、納豆菌をお湯にとかした納豆菌水に
浸して発酵させて納豆を作りました。美味しかったも
のとしては、コーン、小豆、グミなどがありました。
３つ目に納豆菌を用いて液肥を作りました。納豆菌
は非常に生命力が強く、また、成長ホルモンのサイト
カイニン様物質を作り出すため植物の成長に貢献する
と私たちは考えました。ペチュニアを育てたのです
が、市販の肥料よりも大きく成長させることに成功し
ました。
今回の研究発表で私たち物質工学科をより身近に感
じてもらうことが出来たのではないかと思います。こ
れらの実験は保温できる場所があれば家庭でも簡単に
出来るので、是非皆さんも試してみてください。
最後に研究発表を進めるにあたって多くの協力を頂
いた４Ｃの皆さんや先生方には大変感謝しています。
ありがとうございました。

『非日常の演出』
鹿島颯人 外園初音

私たち建築学科は、高専祭にあたり都城高専の顔と
なる正門のところに門を製作しました。過去、建築学
科の研究発表では、毎年のように門を製作していまし
た。しかし、近年では門以外のものを作ることが多く
なり、高専祭当日正門周辺が寂しい状態が続いていま
した。そのため、私たちは正門周りに門をつくろうと
決めました。
まず、門をデザインするにあたり、テーマとしたの
が「日常から非日常に飛び込む」ということです。文
化祭当日、歩いて高専に入る時に通る位置にある正門
に遊園地のアーケードのように、どきどき・わくわく

を掻き立てるような門があればいいなと考えました。
そこで、利用としたのが「森」のイメージです。アニ
メや映画で主人公が森に迷い込み異世界にたどり着く
ように、日常を過ごしていた人々が高専祭という非日
常に突然迷い込んでくれたらいいなと考えました。さ
らに、森の枝葉の役割を持たせるのと、周辺が見えな
いようにするため、門全体を布で覆うことにしまし
た。
そして、設置する場所が正門だったため前日しかそ
の場で作業できず、終わるかという心配がありまし
た。そのため念入りな準備を行いました。傾斜面に建
てるため測量を行い、柱の下端を斜めに切ったり、材
の長さを調節したりしました。また、布を前日までに
立体にあわせて切って縫い合わせました。そして、前
日に柱を地面に建て、横架材を架ける時に柱がまっす
ぐ立つように押したりひっぱったりしながら接合しま
した。その上に布を張る作業を行い、完成しました。
最後に、今回協力してくださった加藤先生はじめ、
技術職員の先生方や多くの方に深く感謝申し上げま
す。ありがとうございました。
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★機械工学科３年★

こちら在校生

『１年間の振り返り』
下沖 光

私たち３年機械工学科は男子 名、女子 名、計 名
のクラスで担任の佐藤浅次先生のもと日々勉学に励んで
います。クラスは落ち着いた雰囲気で、とても仲の良い
クラスです。それぞれが助け合いながら過ごしていま
す。
今年１年間を振り返ってみると、体育競技会、高専
祭、工場見学、クラスマッチなど様々な行事がありまし
た。体育競技会では、それぞれが自分の競技を一生懸命
に頑張り機械工学科の競技の部優勝、総合優勝に貢献す
ることができました。高専祭では、ピタゴラ装置の製
作・展示、また、機械工学科の紹介動画の撮影・上映を
行いました。限られた時間の中で協力して準備に取り掛
かることで、クラスの絆が深まったと思います。工場見
学では長崎・福岡の三菱重工、三井ハイテック、エコタ
ウンを訪問しました。また夏には複数の学生がタイへの
工場見学に行き実際に現場を見学することで将来の進路
について考える良いきっかけとなりました。タイの大学
とのスカイプによる通信授業も行い、グローバルなイ
メージを持つことができました。クラスマッチでは思う
ような結果が出せなかったものの、チームワークや友情

★電気情報工学科３年★

を深め合うことができました。
学業では、一般教科で学んだことが専門分野に役に立
つことが多くなり、専門教科が増えレベルも高くなり、
それと同時に実習や後期から始まった４分野８テーマの
基礎実験を行いました。座学で学んだことを実際に体験
することでさらに知識を深めることができました。課題
やレポートも増え、大変ながらも、将来に向けた良い経
験ができていると思います。
今年１年間、とても充実した日々を送ることができた
と思います。高専での生活も折り返しを過ぎ、残り２年
間となりました。残された短い時間をより有意義なもの
にするためにもクラスメイトとの絆を大切にしていきた
いと思います。

『これまでの振り返りとこれからに向けて』
児玉

私たち３年電気情報工学科は、男子 名、女子 名、
計 名の静かで落ち着いたクラスです。講義に関しては
少し消極的で改善すべきところではありますが、やる時
はやるメリハリのあるクラスだと自負しています。今後
の進路についてもよく話題に上り、将来のことについて
一人一人がしっかりとした考えを持っていると感じてい
ます。
去年に比べ講義内容が難しくなり、実験レポートもよ
り一層大変になりました。実験がテスト期間と重なるこ

聖

ともあり、部活や同好会との両立が非常に難しい中では
ありますが、互いにサポートし合いながら取り組んでい
ます。
体育祭や高専祭などの行事においては、いくつかのす
れ違いやトラブルもありましたが協力し合いながら一つ
のものを作り上げることができました。クラス シャツ
を作ったり、行事ごとにクラス写真を撮ったりすること
もない、どちらかといえば淡白なクラスですが、クラス
の雰囲気は非常によく非常に仲が良いと感じています。
就職に向けた活動も徐々に増えてきており、クラス全
体としても進路についてよく考えていかなければならな
い時期になってきました。春の工場見学、夏のインター
ンシップ、企業説明会などに積極的に参加して将来への
意識を高めていければと考えています。就職や進学は人
生の中でも大きな転換点の一つになります。自分の得意
なこと、興味のあること、やってみたいことを残りの２
年間で少しずつ見つけながら、進路を選ぶ際の指標にで
きればと思います。
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★物質工学科３年★

『３Ｃについて』
望岡

けでなく大人の人たちにも楽しんでもらえるようにみん
なで企画し作り上げることができました。
月には３泊４日の工場見学があり、関西の企業を訪
問してきました。工場内の製造ラインを見学することが
できました。企業に就職した卒業生の方たちの生の声を
聞いたり、質疑応答などを行いました。就職についてよ
り深く具体的に考える大変貴重な機会となりました。自
由研修ではたくさんの非日常体験、発見がありました。
神戸港で踊った応援団の演舞は一生忘れられない思い出
となりました。
気づけばみんなで過ごせる時間もあと２年となりまし
た。この残り少ない大切な２年間でたくさんの思い出を
作っていこうと思います。また、高学年になると勉強も
難しくなるのでお互いを助けながら頑張っていこうと思
います。そして来年も充実した１年となるように日々の
学校生活を有意義なものにしたいです。

私たちが都城高専に入学して早くも３年が経とうとし
ています。この３年間を振り返るとたくさんの思い出が
よみがえってきます。
私たち３年物質工学科は、男子 人、女子 人の計
人で構成されています。男女間の仲が良くいつも賑やか
で団結力のあるクラス、それが３ です。
今年の高専祭の学科開放では「ドラゴンボールを探
せ」をテーマにドラゴンボールの世界観を化学の力で実
現しました。ルミノール反応を利用したドラゴンレー
ダーや筋斗雲などの５種類の実験を小さな子どもたちだ

★建築学科３年★

史弥

『初めてデザコンに参加して』
甲斐

私は今年初めてクラスメイトと一緒に高専デザコンに
参加しました。５Ａと専攻科の先輩方で組まれたチーム
に入り、釧路で開かれた全国大会に行きました。銅線
で、より強く、より軽い、美しい橋をつくる構造コンペ
で、先輩方が、今私が座学で習っている事を実際に用い
て橋の設計に必要な計算をしているのを見て、これから
の専門の勉強へさらにやる気が湧きました。一つの橋を
つくるのに３日以上かかりました。私がつくれた部材は
全体と比べると本当に少しでしたが、橋が出来上がると
毎回喜びがありました。チームでつくりあげた橋はとて
もかっこよく見え、私が就職して担当した建物が完成す
る時も、仕事の仲間とこのような喜びを味わえるのかな
と夢を持ちました。また、２年後の私は先輩方のように
なれているのかなと自分への期待も膨らみました。これ
から専門の授業が増えていきます。授業中だけでなく、
日常生活からアンテナを持ち自分のこれからの設計に繋
げたいです。

萌真

また、３年生は前期の授業で住宅を設計しました。み
んなが考えた住宅の模型を見てみると、真四角の家、庭
が豪華な家、おもしろい形の家、赤い屋根の家・・・。
模型が並べられている棚は３Ａの個性がよく出ていま
す。とてもくせのあるクラスで、まとまるのは難しく、
大変です。卒業まであと２年。学生生活を振り返った
時、後悔のないように、充実したものにしたいです。
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みやまかい

卒業したら、先ず都城高専同窓会

深山会へ登録しましょう！

都城高専同窓会 深山会 会長

年３月卒業の予定の学生の中には、就職後の仕事に
ついて「ちゃんと仕事ができるだろうか？」「会社に貢
献できるだろうか」「同僚とうまくやれるだろうか」
と、不安を感じている人もいるかもしれません。そんな
不安を解消するには、先ずは、都城高専同窓会の深山会
（みやまかい）本部のホームページの「メーリングリス
ト登録申込みフォーム」へ登録しましょう。

されるなど県議会議員や市議会議員をも輩出しており、
さらに母校である都城高専には 名の同窓生が教職員に
なっており、産学官政のそれぞれの分野で活躍し、大変
誇りに思う次第です。
高専は、 代の後半の５年間のとても多感な時期を、
学校生活、寮生活や部活を通し、同じ空間で生活するこ
とによって、高等学校や大学とは違う強い絆で結ばれて
います。特に、ひとクラス 人の少数精鋭部隊が５年
間、おなじクラスで過ごし、強い絆で結ばれています。
同窓会では、この強い絆を大切に活動しています。
深山会本部は都城高専に本部を置き、北は関東から南
は鹿児島まで現在全国に８つの支部があり、それぞれの
地域で母校と同窓生の為にさまざまな活動を行っていま
す。
以下が、各支部の連絡先となっていますので、卒業後
就職し配属先が決まったら、自分の配属先の地域の支部
へメールか電話で連絡してください。

そうすれば、皆さんの先輩たちがアドバイスしてくれ
ます。また、勤務先に都城高専ＯＢ・ＯＧがいれば、
きっと歓迎してくれるはずです。
都城高専も前回の東京オリンピックが開催された年で
年（昭和 年）に創立されて以来、 ， 名の
ある
卒業生を世に送り出し、産業界、官界、教育界さらに政
界においてまでも多くの同窓生が第一線で活躍し、高い
評価を頂いています。同窓生の中には、上場企業の役員
であったり、自分で起業したり、宮崎県議会議長に就任
支部名

連絡先

入学

関東支部

草野 二男

Ｅ５２

関西支部

大工 龍也

Ａｈ３

中部支部

冨永 貢史

Ｃ６３

中四国支部

木下 晴生

Ｃｈ６

延岡支部

児玉

誠

Ｍ５６

宮崎支部

甲斐 慎二

Ａ５１

都城支部

大西 昭伸

Ｅ４８

鹿児島支部

西

浩一

Ｍ４６

深山会本部

久保 秀夫

Ｅ４３

久保 秀夫

電話番号

メールアドレス

活動の詳細は、インターネットで「深山会」と検索す
ると、各支部のホームページへのリンク集もあり、また
各支部の活動も含めてご覧になれます。

Ｕターンを希望するケースが増えており、地元にも高度
な技術を有する企業が多くあり、このような地元企業と
タイアップしてＵターン転職情報を提供することにより
就職支援を行っています。
特に、地元企業で働く同窓生の中には、会社で実績を
上げ中堅として活躍中の技術者や自分で起業された会社
社長も多く、Ｕターン希望者歓迎の求人があり、採用に
力を入れています。（地元企業求人情報のＵＲＬは以
下）

深山会本部では、入学した学生も同窓生として、主に
次のような活動を行っています。
（１）在校生へのロボコンを含むクラブ活動支援
全国大会へ出場の場合、同窓生が応援に駆けつけます
（２） 高専祭・文化祭を通した学生との交流・親睦
（３） 卒業生への記念品の贈呈
（４） 卒業後間もない同窓生への支援
（５） Ｕターン希望者への支援
（６） 会員相互の交流・親睦
卒業間もない同窓生への支援の他、最近では、地方創
生が叫ばれる中で、結婚・出産や介護を契機に地元への

また、人材バンクに登録することもできます。
何か質問があれば、こちらへ☞
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皆さんが卒業後１年経つと、皆さんの後輩が新しく社
会人となり、今度は皆さんがサポートする番となりま
す。
このように、深山会が母校との連携を強化しながら、
在校生と卒業生並びに卒業生相互のより緊密な関係を築
くことによって、同窓生のネットワーク化を図り、人脈
をフルに活用し、産学官政連携により地域社会における
プレゼンスを高めることで、母校へ貢献し、これから社

会に出る在校生にとっても、また卒業後間もない同窓生
をはじめ、既に社会で活躍されている同窓生にとって
も、あらゆる同窓生にとって「役に立つ同窓会」を目指
して活動して参りますので、今後ともより一層のご支援
ご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げま
す。
以下は、平成 年度深山会本部及び各支部の総会・交
流懇親会の集合写真です。

5
深山会中四国支部総会及び同窓会
月 日（土）広島「さかな市場 広島総本店」

1
深山会本部交流懇親会
同時に、「森山三千彦名誉教授の瑞宝小綬章（教育研究功労賞）
受章祝賀会」並びに「新卒歓迎会」を開催
５月 日（土）都城市「ホテル中山荘」

6
深山会宮崎・日南支部総会及び同窓会
９月 日（土）宮崎
「ホテルメリージュパーティーホール・アバ（ＡＢＢＡ）」

2
深山会関東支部の総会及び同窓会
９月１日（土）東京・四ッ谷「主婦会館 プラザエフ」

7
3
深山会関西支部総会及び同窓会
月３日（土）大阪・梅田「

深山会延岡支部総会及び同窓会
月 日（土）延岡「キャトルセゾン

マツイ」

（エスタディオ）」

4

8

深山会中部支部総会及び同窓会
月 日（土）名古屋「大同特殊鋼健保会館」

深山会鹿児島支部総会及び同窓会
１月 日（土）鹿児島「天文館 ちゃんこ鍋「朝の海」」
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私と都城高専

宮崎支部

年に長男が
年に次女が都城高専に入学して、
年近く高専とのかかわりができました。長男がロボコ
ンのメンバーとなり、地区大会には親戚みんなで応援に
行ったこともいい思い出になっています。全国大会も応
援に行き、国技館の全国大会の独特の雰囲気にも浸るこ
とができました。その後家族旅行も兼ねてロボコン地区
大会に応援に行くのが我が家の恒例行事となっていまし
た。
次女が入学して途中ハラハラドキドキさせられるとこ
がいろいろありましたが、周りの皆さんの助けもあり
年まで上がることができました。いろいろとフォローし
て頂いた教官・学生の皆さんには本当に感謝申し上げま
す。体育祭の応援団の演舞や高専祭のステージを楽しそ
うに踊って、学生生活を楽しんでいる子供の姿を見るの
が親として嬉しいことでした。
体育祭の応援団の演舞は、女子学生も学ランを着て

甲斐

久英

(金髪・緑髪も含めてですが)みんなで真剣に舞う姿は素
晴らしく、毎年楽しませてもらいました。本校の良い伝
統として続けていってほしいと思います。
年高専入学の７期生です。子供達が入学して
私は
びっくりしたのが、高専卒業生の保護者がけっこう多
かった事です。このままいけば３代続けて高専入学が出
てきそうで、卒業生としては楽しみに思うことでもあり
ます。
本科の５年生が入学した年は創立 周年の年でした。
記念式典に合わせて還暦同窓会を開催しました。みんな
都城高専に入学できて、良かったと感慨深いものがあり
ました。
最後に、今の学生の皆さんが私の年齢になるころ、都
周年を迎えていると思います。その記
城高専は創立
念式典の時に、是非同窓会を開いて本校の発展をみんな
で確認してもらえたらと願うものです。

自立していく息子

宮崎支部

現在高専４年生の息子は、小学校に入学する前に３回
の手術を受けています。どの手術も無事完治して、中学
時代は何の規制もなく部活ではソフトテニスで県大会に
いくまでの健康体にはなっていました。私は、母親とし
て常に息子に心配の目を向けていたように思います。息
子が高専を選んだのは、数学や化学が得意で専門的に学
んでみたいと思っていたことはもちろんですが、小さい
時から体の心配をしている私やそのことで甘えてしまう
自分を強くしたいという思いもあったのではないかと思
います。
入学式の後「じゃあね！バイバイ！」と振り返りもせ
ず寮のほうへ歩いていく彼の後ろ姿を見て、心配で帰り
の車の中で泣いてしまったことを今でも思い出します。
同じ中学からの入学者は１人もいなかったので少しず
つ、寮や学校の中で自分の居場所を築いていく息子の姿
はたくましく、勉強はもちろんのこと、集団で生きてい
くことの基本を学ばせて頂いたのではないかと思いま
す。もちろん簡単に４年生まで来たわけではなく、１年

重本千恵子

生の時は寮生活の洗礼をうけ戸惑ったこともあったよう
です。また、宮崎市内に進学した同級生が大学受験を経
験する年には、置いて行かれた気持ちになり、高専に進
学したことを後悔したり、学ぶ意欲をなくしたりなど、
紆余曲折でした。
そんな息子の現在は先輩や同級生の影響を受け、自分
の世界を広げたいと４学年を終了後１年間休学し、カナ
ダにワーキングホリデーを利用して行っています。４ヶ
月間語学学校に通い今年２月までの約１年間、初渡航の
異国の地でバイト生活を送っています。帰国後の彼の進
路については、どうなることやら悩ましいところです
が、彼にとっての高専生活は普通の高校では味わえな
い、刺激の多い時間で、これからの人生で大きな転機と
なることを学んだのだと思います。そして同時に少し子
供から離れて、子供から大人へそして社会人になってい
くわが子の手を離していく親としての学びの時間を頂き
ました。
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都城市企業巡見に参加して～地元企業の良さを再確認！
鹿児島西支部
９月 日、保護者対象の都城市企業巡見（企業見学）
に参加しました。今まで学生対象の企業巡見は行われて
いたそうですが、今年度は都城市の提案で、初の保護者
対象の企業巡見が行われることになりました。しかし、
今 回 は参 加者 が少 なく （先 生・ 市 職員 も含 め 名 ）
ちょっと残念でした。
午後１時、都城高専をバスで出発して北方向へ進むこ
と 分。目的地の「住友ゴム工業㈱」に到着しました。
こんなに近くにこれ程の大きな工場があったとは…。敷
地面積は、東京ドーム４～５個分で、さらにその半分を
タイヤ製造工場の建物が占めているというので驚きで
す。
まず、会議室でタイヤ製造に関する説明を受けた後、
工場内を見学させていただきました。ゴム特有の臭いと
大きな機械の稼働音に一瞬たじろぎましたが、これが日
常なのかと思うと身が引き締まりました。工場の案内係
の方が工程ごとにわかりやすく説明をしてくださり、１
本のタイヤが完成するまでに何十工程もの作業が必要で
あることや、働いている方が各自責任を持ってタイヤ製
造を行っている様子などよくわかりました。
次に同じ敷地内にある「㈱ダンロップゴルフクラブ」
を見学させていただきました。こちらでは、外部から仕
入れた部品や自社で製造した部品（パーツ）を使って、
ゴルフクラブを組み立てる作業を行っていました。働い
ている方の約８割は女性で、機械を駆使しながら淡々と
手際よく、各パーツを流れ作業で組み立てているのが印

岩元

倫子

象的でした。シャフト（ゴルフクラブの棒の部分）の色
付け作業を自動化するなど、日々改善に努めているそう
です。
以上の２社を見学させていただいたのですが、残念な
ことに、これまで高専卒の新規採用は両社とも１件もな
いとのことで「興味のある学生さんは是非うちの会社を
就職先に選んでほしい」とおっしゃっていました。ま
た、学生へのアドバイスとして「ベースとなる専門分野を
しっかり勉強すること、常々改善する気持ちを持つこと
が大切」とおっしゃっていました。特に採用に関しては
「仕事は勉強と繋がらない部分も多いと思うが、アドバ
イスをしっかり聞いて、何事にも真摯に取り組むまじめ
な人材が必要（資格の有無は重要ではない）」と両社の
人事担当の方がおっしゃっていたのが印象的でした。
今回企業巡見に参加してみて、こんなに素晴らしい地
元企業があったのだと再認識することができました。来
年度は、皆さんも是非企業巡見に参加してみませんか。

都城高専での成長

鹿児島西支部

川野いずみ

本人が自覚して頑張っていくしかありません。先生も
親もどうする事もできません。
人に迷惑をかけず、これから先の自分の進む道に向
かって、後悔のないようにして欲しいと思います。
私は、ご縁があって２年間鹿児島西支部の代議員をさ
せていただきました。私なんかができるか不安でした
が、みなさん優しい人達ばかりで、あっという間の２年
間でした。高専に行く機会があまり無いので、他の保護
者の方々となかなか交流ができないのですが、代議員を
して、先輩のお母さん達にいろんな話を伺うことができ
て良かったと思います。
私自身まだ１回も高専祭に行った事がないので、是非
行ってみたいと思います。楽しみです。
都城高専を息子が卒業する時、この学校に来れて本当
に良かったと思えるように、親子共々成長していきたい
です。

息子が都城高専を受験すると決めた時、上の娘も大学
進学の為他県へ行く事が決まっていました。母親の気持
ちとしては、合格して欲しいと思う反面、合格してしま
うと家を出て行ってしまうんだなと複雑な気持ちになり
ました。 歳で親元を離れるなんて考えられなくて、自
分自身の心の準備がなかなかできずにいました。
お店に行ってお弁当箱のコーナーを見て、男の子のは
大きいな作りがいがあるなと思いつつも、合格発表の前
に買ってしまうと、不合格になる気がして、いつも見る
だけで買えずにいました。自分なりに願をかけてみたつ
もりです。
合格して本当に良かったです。
同じ中学校から都城高専に進学する同級生が１人もい
ないうえに、寮に入る事になり、うまくやっていけるか
とても心配でしたが、涙が出るのは私だけで、本人は楽
しく生活しているようでした。楽しすぎて、勉強が大変
な事になっていましたが、高専は「自分の事は自分の責
任」。
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旧学生会長挨拶

建築学科５年  長友 駆

 任期が終わり、去年 新学生会長としてこの場で挨拶
を書いたことをもう懐かしく感じています。会長に
なった当初は次々と押し寄せる仕事に必死になってい
ましたが、徐々に仕事に慣れてきたら総務会での雑談
も増え、遅くまで共に仕事をしたこともありました。
２年生の頃からやってきた学生会活動の集大成が終
わったと思うと、ほっとする反面寂しさもあります。
 今年の学生会は、学生会活動の周知とより多くの学
生の声に応えるということを主軸に取り組んできまし
た。周知の面では広報局が従来の/,1(＠に加え都城高
専公式インスタグラムを開設してくれて、これまでよ
りもフランクに学生会活動を学生にお届けすることが
出来るようになりました。学生の声に対しては体育局
がクラスマッチや体育祭のプログラムを大幅に変更
し、プログラムにゆとりを持てたり、文化局は高専祭
を大きく盛り上げてくれたりしました。また今年は九
州高専交流会の会場が都城であり、渉外局が運営を担
当してくれてとても有意義な時間になりました。また
毎週水曜日に交通安全局が点検活動を行ってくれたお
かげで駐輪場が荒れることはなく、環境局はペットボ

トルキャップの回収やクラスコンテ
ストで校内の環境を整えることに貢
献してくれました。そして今年から
“監査局”が“監査委員会”となり
学生会の活動を同じ目線でしっかり
と監査してくれて、逆にこれまで監
査局として行っていた仕事内容を新
たに風紀局が引き受けてくれて、
しっかりと最後まで成し遂げてくれ
ました。そして来年の学生会は活発な学生が多く、学
生会から学校を盛り上げてくれるのではないかと期待
しています。
 最後に、１年間という短い間ではありましたがご指
導・ご協力していただいた指導部・教職員の皆様、保
護者の皆様、共に活動した学生会の皆様、貴重な任を
任せていただいた学生の皆様には、心より感謝申し上
げます。ありがとうございました。 

年学生会局員名簿
役 職 名 学年・学科

氏  名

任期：年月日～年月日

総務
会長

５Ａ

長友  駆

５Ｃ

温水 絵美

副会長

５Ｅ

有馬 夕貴

副局長

３Ｃ

中村 優貴

議長団

４Ｅ
５Ｍ

新澤 海斗
南原 海翔

局員
局員

４Ｃ
３Ｃ

吉田 実桜
藤井 翔希

５Ｍ

渡邊 太規

５Ｃ
５Ｃ

郡  咲乃
山﨑きらら

局長
副局長

５Ａ
３Ａ

立山 光二
鈴木 滉大

４Ａ

山内 七海

局員

５Ａ

柿元  誠
伊地知龍之介

松下 陽菜

局員
風紀局

４Ｃ

５Ａ

副局長

４Ｃ

溝添明寿華

局長

５Ｃ

林田 美優

局員
局員

５Ａ
４Ａ

冨澤 直也
安持 大輝

副局長
局員

５Ｃ
４Ｃ

黒木 和雄
新島 二葉

局員

４Ｃ

安田 優花

局長
副局長

５Ｃ
４Ａ

石川 理紗
立元  廉

文化局
局長

５Ａ

新見 彩華

局員

４Ｃ

小永吉真采

副局長

４Ａ

野口  器

局員
広報局

４Ｃ

山中 享史

局員
局員

３Ｃ
３Ａ

谷口菜々香
指宿  雅

局長

５Ｃ

定益  薫

副局長

４Ｍ

石坂  遥

局員
局員

５Ａ
４Ｃ

吉田 聖菜
沼口 夏美

会長
副会長

４Ａ
５Ｃ

仁田脇一葉
長峰 智香

局員

４Ｍ

永山 大輔

会員

５Ｅ

宮路 祐誠

局員

４Ａ

松永 洋夢

会員

４Ｍ

齋藤佑太朗

会計
環境局
局長

渉外局
局長

体育局

交通安全局

監査委員会
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新学生会長挨拶

建築学科４年 山内 七海

 こんにちは。今年から学生会会長になりました、４
年建築学科の山内七海です。
 毎年月に学生総会で選挙が行われ、会長、副会
長、議長団、会計を選出します。私は昨年行われた選
挙で学生会長に選んでいただきました。この１年間、
自分の良さを活かし、みなさんの期待に応えられるよ
う尽力させていただく所存です。
 年が明け１月から任期が始まりました。この役職に
就いてからたくさんの人に「頑張れ」という言葉をか
けていただき、「ありがたい」という気持ちと同時に
「私ならやれる」という自信で満ち溢れています。こ
れから行われる活動全てが、学生により強く印象づけ
られればいいなと思っています。そのためにも一つ一
つの活動に対して真剣に、一生懸命取り組んでいきま
す。
 私事ではありますが、１年生の後半から約３年間学
生会の総務の一員である会計として様々な活動に取り
組み、多くの先輩方からたくさんのことを学ばせてい
ただきました。この知恵を今度は私がこれからの学生
会活動に活かし、伝えていきたいと思っています。

 私が選ばれた選挙では、新たに
副会長２名、議長団３名、会計２
名が選ばれました。また私たち総
務が選んだ役員名、総勢名は
強い責任感と熱意を持ってそれぞ
れの役割を全うし、全ての活動に
取り組んでいきます。受け継がれ
てきたものを残しながらも新たな
ことに挑戦し、よりよい学校にし
ていけるよう、学生会全員で日々精進していきます。
また、昨年から監査委員会が学生会から独立しました
が、昨年１年間、学生会活動にたくさん協力していた
だきました。これからも、共に協力し合い、この学校
を盛り上げたいと思います。より良い都城高専にする
ため、学生や教職員、保護者の皆様からのご指導、ご
協力をいただけると幸いです。まだまだ未熟な私たち
ですが、１年間全力で活動していきますので、何卒よ
ろしくお願いいたします。

年学生会局員名簿
役 職 名 学年・学科

氏  名

任期：年月日～年月日

総務
会長
副会長

文化局
４Ａ
４Ａ

山内 七海
井手ヶ原彩杏

局長
副局長

４Ａ
３Ａ

野口  器
指宿  雅

４Ａ

門川  睦

局員

３Ｃ

谷口菜々香

４Ｃ
３Ｃ

山下 詩織
喜多 竜作

局員
２Ｅ
交通安全局

深迫  空

２Ｍ

岩佐 塔哉

局長

４Ａ

立元  廉

４Ａ
２Ｍ

脇山 爽太
岡本 拓翔

副局長
局員

４Ｃ
４Ｃ

山中 享史
小永吉真采

局員

３Ａ

三浦  栞

局長
副局長

４Ｃ
４Ａ

溝添明寿華
安持 大輝

渉外局
局長

４Ｃ

中村 優貴

局員

３Ｃ

川瀬 優美

副局長

３Ｃ

藤井 翔希

局員
広報局

３Ａ

瀬戸口士朗

局員
局員

４Ｃ
３Ａ

吉田 実桜
渡邊 桃子

局長

４Ｍ

石坂  遥

体育局

副局長
局員

４Ａ
４Ｃ

松永 洋夢
沼口 夏美

局長
副局長

４Ｃ
３Ａ

伊地知龍之介
鈴木 滉大

局員

４Ｍ

渡部 真将

局員

４Ｅ

黒木 春伸

局員
局員

３Ｃ
３Ｃ

原 和歌菜
森  晏奈

局員
局員

３Ａ
３Ｅ

大村 悠登
廣田倖汰郎

局長
副局長

４Ｃ
４Ｃ

新島 二葉
安田 優花

会長
副会長

４Ａ
４Ｍ

仁田脇一葉
齋藤佑太朗

局員

３Ｃ

竹島 萌唯

会員

３Ｃ

瀬尾 龍生

局員

３Ｃ

中元 優梨

会員

２Ｅ

川野 祐輝

議長団

会計
環境局

風紀局

監査委員会
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アイデア対決・全国高等専門学校

交通安全教室

ロボットコンテスト2018九州沖縄地区大会
４月 日（水）から６月 日（水）までの間、４回に分け
て（高学年は第１体育館、低学年は学年毎に分けて専攻科研
究棟多目的ホール）、交通安全教室が開催されました。交通
安全教育を積極的に推進するために行っているもので、都城
警察署から講師を招き、道路交通法改正や都城警察署管内で
起きた交通死亡事故についての講話、交通安全啓発ビデオの
放映がありました。

月 日（日）福岡県久留米市みづま総合体育館で開催
（ボトルフ
されました。競技課題は、｢
リップ・カフェ）｣。１チーム２台までのロボットが自陣
の８つのテーブルに向かってペットボトルを投げて立たせ
る競技です。本校からは、Ａチーム「曲鯨師！ホエールく
」の２チームが出
ん！」とＢチーム「発見！マンモ
場しました。
Ａチームは予選リーグで敗退しましたが独創的なアイデ
アに挑戦し、それを実現した高い技術力が評価され審査員
満場一致でアイデア賞を受賞、さらに特別賞（東京エレク
トロン賞）を受賞しました。Ｂチームは予選リーグ内で１
位となり、決勝トーナメントに進出、そして準決勝を勝ち
抜き、本校としては 年ぶりの決勝に駒を進めました。決
勝では惜しくも昨年全国優勝校の北九州高専に敗退しまし
たが、準優勝として表彰され、こちらも高い技術力が評価
されました。さらにアイデア賞を受賞したＡチームは、審
査員の推薦により、全２０チーム中４チームしか行けない
全国大会の出場権を獲得しました。

主権者教育に関する講演会
６月 日（水）専攻科研究棟多目的ホールで「主権者教育
に関する講演会」が開催されました。対象者は３年生全員
で、都城市選挙管理委員会委員長を講師にお迎えしました。
選挙権年齢の引き下げに伴い、平成 年度から実施してお
り、本年で３回目となりました。本年末に実施される宮崎県
知事選挙へ向けた投票活動に直結する講演会となりました。

オープンキャンパス
８月 日（土）にオープンキャンパスを実施し、 名
の方々に参加していただきました。
全体説明、実験体験、教員による進路相談、在学生との
フリートーク、施設見学、寮食体験等、参加者の方々には
限られた時間で多くのコーナーに参加いただきました。
参加いただいた中学生並びに保護者の皆様、先生方に深
く感謝申し上げます。

バイク実技指導

月 日（水）バイク通学の学生を対象としたバイク実
技指導がけいゆう自動車学校の二輪車用コースにおいて実
施され、 名弱の学生が参加しました。当日は、都城警察
署及びけいゆう自動車学校の指導の下、「急制動、Ｓ字
カーブ・クランク、スラローム・一本橋」の実技を受講し
ました。また、日常点検方法や死角特性、運転の心構え等
について説明が行われました。

体育競技会
月１日（木）体育競技会が開催されました。当日は体育競技会実行委員による運営により各種競技盛り上がりを見せまし
た。また、各学科とも放課後等を利用し、多くの時間をかけて取り組んできた応援演舞が披露される時には、大勢の保護者、
来賓及び教職員から惜しみない拍手が送られ、大いに盛り上がりました。競技優勝は機械工学科、応援演舞賞は物質工学科、
看板賞は物質工学科でした。
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高専祭

おもしろ科学フェスティバル

月３日（土）・４日（日）高専祭が開催されました。今
年のテーマは、｢軌跡｣で、高専祭実行委員の皆さんや、協力
してくださった先生方、学生たちが高専祭を成功させるため
に努力してきた軌跡を残せるように、という思いを込めまし
た。１年生のステージ発表、２年生の屋台、３年生の学科開
放、お化け屋敷、４年生の研究発表、各種イベント（ジャグ
リング、連想ゲーム、ロシアンルーレット、クイズ大会、ダ
ンス披露、カラオケ、イントロクイズ、ものまね）、文化部
による展示や発表、後援会によるカレーうどんの無料配付、
魚国による健康チェック等がありました。１年生ステージ発
表は物質工学科が、４年生研究発表はプレゼン部門では物質
工学科が、発表内容部門では建築学科がそれぞれ優勝し閉会
式で表彰されました。

月 日（日）、本校において、第６回都城高専おもし
ろ科学フェスティバルを開催しました。このフェスティバ
ルは、小中学生を中心とした未来ある子どもたちに、科学
のおもしろさを伝え、将来の日本の産業界を支えるための
名以
人材育成に寄与する目的で開催したものです。
上の多くの方々にご参加いただき、各ブースにおいて、さ
まざまな実験や工作に親しんでいただきました。ご来場い
ただきましたみなさま、誠にありがとうございました。

変わったロボットで遊んでみよ

強い建物をつくろう！

う！

ＳＮＳ等利用に関する講習会
ストローハウス

パソコンで遊ぼう

空中に自由に絵を描ける！

身近な化学のふしぎ

月７日（水）専攻科研究棟多目的ホールで「ＳＮＳ等
利用に関する講習会」が開催されました。対象者は２年生
全員で、宮崎県警察本部サイバー対策室から講師をお迎え
しました。具体的な事案を交えての講演に、出席者は身近
な問題として受け止めている様子でした。

～３Ｄペン体験～

針金からばね電話をつくろう！

謎の飛行物体 ”空中コマ”

アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト2018全国大会
月 日（日）東京両国国技館で開催され、エントリーロボットＡチーム「曲鯨師！ホエールくん！」が参加しました。全国大会の模
１で生放送され、都城高専Ａチームは１回戦を勝ち抜き
１での生放送枠での試合に進む
様はライブストリーミング配信及び
ことができました。２回戦では函館高専に敗れましたが、ロボットの独創性が評価されアイデア倒れ賞を獲得することができました。

リーダー研修会
１月 日（土）本校多目的ホールで、リーダー研修会が開催されました。対象者は体育系クラブ、文化系クラブのリーダーで、 名が
参加しました。今年度は本校の非常勤講師を務める鹿屋体育大学の山口大貴先生を講師に迎え、『目標を達成するための考え方』と題し
てクラブ活動の在り方、リーダーの知識についての講演をしていただきました。
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第５回九州沖縄地区国立高等専門学校弓道大会
男子団体の部
男子個人の部
大平 光哉 （４Ｅ）
男子個人の部
三好 晟仁 （４Ｅ）

優勝
優勝
準優勝

第５回全国高等専門学校弓道大会
男子個人の部
大平

光哉

（４Ｅ）

準優勝

平成 年度宮崎県高等学校総合体育大会
陸上 男子
ｍ障害
廣田倖汰郎
陸上 男子走高跳
亀川
巧
陸上 男子 ｍ
平川
塁
陸上 女子走高跳
宮尾 咲蘭
陸上 女子走高跳
井
音羽
陸上 女子 ｍ
福嶋
遥

（３Ｅ）
（２Ａ）
（１Ａ）
（１Ａ）
（１Ｃ）
（２Ａ）

第５位
第３位
第３位
第１位
第５位
第２位

分 秒
ｍ
分 秒
ｍ
ｍ
分 秒

平成 年度宮崎県高等学校一年生体育大会
陸上 男子
ｍ
松田 佳樹 （１Ａ）
陸上 女子走高跳
井
音羽 （１Ｃ）
陸上 女子走高跳
宮尾 咲蘭 （１Ａ）

第３位
第１位
第２位

分
ｍ
ｍ

平成 年度宮崎県高等学校新人総合体育大会
陸上 男子走高跳
亀川
巧
陸上 男子 ｍ
岩佐 塔哉
陸上 男子 ｍ
岩佐 塔哉
陸上 女子 ｍ
福嶋
遥
陸上 女子 ｍ
福嶋
遥
陸上 女子走高跳
小野奈那美
陸上 女子走高跳
井
音羽

第４位
第５位
第５位
第４位
第１位
第４位
第４位

ｍ
秒
秒
分 秒
分 秒
ｍ
ｍ

（２Ａ）
（２Ｍ）
（２Ｍ）
（２Ａ）
（２Ａ）
（１Ｍ）
（１Ｃ）

平成 年度宮崎県ソフトテニスＢ・Ｃ級大会
男子ダブルス
立山 光二（５Ａ）
男子ダブルス
伊地知龍之介（４Ｃ）、新町 弘樹（３Ａ）
平成 年度都城市スポーツ賞
陸上 個人の部
柔道 個人の部
水泳 個人の部
陸上 個人の部
陸上 個人の部
陸上 個人の部

長倉 佳奈
稲丸 知世
石坂
遥
廣田倖汰郎
平川 真優
福嶋
遥

（５Ｃ）
（４Ａ）
（４Ｍ）
（３Ｅ）
（２Ａ）
（２Ａ）

秒

準優勝
第３位

優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞

アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト２０１８九州沖縄地区大会
都城高専Ａロボット名：曲鯨師！ホエールくん！
アイデア賞、東京エレクトロン賞
準優勝
都城高専Ｂロボット名：発見！ マンモ
アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト２０１８全国大会
都城高専Ａロボット名：曲鯨師！ホエールくん！
アイデア倒れ賞
第 回九州吹奏楽コンクール宮崎支部予選
大学の部
吹奏楽部

金賞

第 回日本建築学会九州支部
上西

亮平

（建築学専攻２年）
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高千穂寮トピックス
入寮式
４月４日（水）
より専攻科研究棟多目的ホールにて、新１年生 名の入寮式が行われました。入寮式は新入寮生と保
護者参列の中、寮務主事の挨拶、寮生会会長の歓迎の挨拶、寮生会役員の自己紹介、関係教職員の紹介等が行われました。

寮祭
第 回都城高専高千穂寮の寮祭が５月 日（土）９: より第一体育館で開催されました。開会式では寮務主事・寮生会
会長・寮祭実行委員長の挨拶がありました。
その後、ライブ・コンテスト・ジュース当て・カラオケ大会・ダンス・学科対抗リレー等が開催され、体育館前の屋台で
はフライドポテト・イカ焼き・唐揚げ・フランクフルト・ジュース・ポップコーン・綿あめ・チーズ餅が振る舞われまし
た。夜の部はお楽しみ大抽選会、コンテスト大会等が行われ、最後は花火をして楽しく過ごしました。

寮清掃

寮生会役員研修

今年度は、８月７日（火）に、寮生会役員、指導
寮生、１・２年寮生を中心に寮内周りの清掃活動を
実施しました。
その後実施された８月 日（土）のオープンキャ
ンパスでは、きれいに清掃された寮へ見学者を気持
ちよく迎えることができました。

月 日（土）、寮生会新旧役員の役割や組織の引
継を行い寮生会の運営方針を理解するために平成 年
度寮役員研修が行われました。研修では寮役員研修実
施要項に基づいて活発な議論が行われ、研修会終了後
には旧役員を労う慰労会が開催されました。

寮生成人祝
１月 日（木） 時 分より５年寮生（ ３名）を対象
として成人祝いが学生寮食堂で開催されました。寮務主事
の祝辞の後、お祝いに寮生保護者会からステーキが振る舞
われ、各人に図書カードも贈呈されました。

高千穂寮講演会
１月 日（木）低学年寮生（
演会を開催しました。

名）を対象として、講

講師に長岡技術科学大学学長補佐／大学院工学研究科教
授（技学研究院基盤共通教育部）教育方法開発センター長
市坪 誠先生を迎え、「連携で伸ばす力～国際リーダーと
なるために～」と題し、高校生と高専生あるいは通学生と
寮生の強みの違いや、寮生にとって一番良い大学あるいは
就職先についての講話がありました。講演終了後は、質問
の輪が市坪先生の周りに自然にでき、寮生が話を聴く姿が
見られました。
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*(06での研究発表
電気情報工学科５年 宮路 祐誠㻌
８月下旬、記録的な猛暑の真っ只中でしたが、タイ・バ
ンコクも蒸しかえるような暑さに覆われていました。私は
卒業研究の濵田先生のお誘いで、*(06という研究発表会に
参加しました。海外へ行くのは半年前に台湾へ工場見学旅
行に行ったきり、２度目の経験なので、緊張３割・楽しみ
７割くらいの感覚で臨みました。
 今年の*(06はバンコクで行われ、本校からは本科生・専
攻科生合わせて名ほど参加し、その他にも鹿児島高専の
学生さん達や、タイ現地の学生さん達が参加していまし
た。ほとんどの学生は卒業研究やゼミの内容を分かりやす
くまとめて発表しており、私も卒業研究として進めている
『量子化磁束線の相互作用とピン力との関係』についてポ

スター発表致しました。しかし、分野外の人に研究内容を
説明するという経験は少ないからか、なかなか難しく…不
甲斐ない反省を残しつつも何とか自分の発表を終えること
ができました。
 本校からも他方からも、多様な学科の学生が発表してい
ました。私は電気系の学生なので、機械系、化学系、およ
び建築系の分野の人たちがどのような研究を行っているか
見当もつきませんでした。しかし、このような場があるこ
とで、詳しいことまでは理解できなくても他学科の学生が
どんなことを行っているのか分かった気がしました。ま
た、つたない言葉での発表でしたが、自分の研究内容を説
明するのは若干誇らしい気もあり、とても良い貴重な時間
を過ごせたと思います。
 気づけば私もあとわずかで高専を卒業です。振り返って
みれば高専での生活はあっという間でしたが、その中の時
間はとても濃く、高専にいなければ経験できなかった貴重
な体験ばかりが頭を過ります。今回のタイ・バンコクでの
経験も私の記憶に深く残ると思います。この経験をしっか
り活かしながら、残り僅かの高専生活をかみしめていきた
いと思います。

,676に参加して
物質工学専攻２年 津曲 良子
年月７日から１週間、タイ王国のパタヤ、バンコ
クで行われた,676 ,QWHUQDWLRQDO6HPLQDURQ7HFKQROR
J\IRU6XVWDLQDELOLW\ に参加しました。このプロ
グラムは「持続可能な社会構築への貢献のための科学技
術」をテーマに、多国籍学生からなる少人数ワークショッ
プを通してグローバルリーダーに不可欠なグローバルコ
ミュニケーション能力、多様な集団で協働するチームワー
ク力、ファシリテーション力などを育成することを目的と
しています。
 私のチームの課題はアマゾンウェブシステム「$:6」を
使用し、テキストフォーマットに適さないデータを見易く
するアプリやプログラムを考えることでした。

 私たちのチームはソフトウェアを専門にしている学生が
おらず、全員で$:6のソフトを分担し、全員で理解するよ
うに努めました。最終的にプロトタイプに$:6を用いるこ
とはできませんでしたが、私自身システムの一部を使える
ようになり、自信に繋がりました。
カルチャーナイトでは各国の代表生徒が舞台の上でパ
フォーマンスを行い、日本人は「阿波踊り」をしました。
毎晩プロジェクトが終わってから練習をし、ハードスケ
ジュールでしたが、ビーチでの練習はとても楽しかったで
す。本番では他国の学生も途中から混じって参加してくれ
て、とても盛り上がりました。私も地元の伝統的な何かを
このように海外で発信できるようになりたいと感じまし
た。
 このプログラムを通して日本人はもちろん、タイ、香
港、インド、シンガポールなど様々な国の方と仲良くなる
ことができ、またその交流は今でも続いており、連絡を取
り合っています。このような機会をくださった,676ファシ
リテーターをはじめとして、先生方、参加学生のみなさん
にはとても感謝しています。

阿波踊りの様子
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国際会議３

に参加して
物質工学科５年

私は、平成 年 月５日、６日の二日間にわたり開催さ
」に参加しました。
れた国際会議「
一日目は、多くの学生、先生方にポスターにまとめた卒業
研究の成果を発表しました。ポスターの制作及び冒頭の研
究概要発表は英語で行ったのですが大変苦労し、今回の件
を通して自分の英語力の弱さに気づかされました。また、
他参加者の研究成果も見させてもらい、その研究内容だけ
でなく、プレゼン能力の高さなどに刺激を受けました。

東森

悠斗

このポスター発表では、ありがたいことに「
」を受賞できました。この受賞は、指導教員である
高橋利幸先生のご指導があったからこそできたものだと思
い、非常に感謝しています。
」を根幹
二日目は、本会議のメインテーマである「
に置いた地元産業活性化につながるアイデアを出し合うグ
」とは、
年まで
ループワークに参加しました。「
に世界で解決しなければならない 個の開発目標のこと
で、この国際会議に参加するまで「
」という言葉すら
」について深
知らなかったので、この機会を通して「
く考えることができてよかったです。また、めったにない
他校の学生との意見交換といういい機会も得られました。
グループワークの最後には出し合った意見をまとめ、参加
者全員の前で発表を行いました。このグループワークを通
して、自分の創造性、協調性、プレゼン能力などのスキル
を見直すことができました。
この国際会議に参加して、得られたもの、見直すべきも
のを多く見つけることができました。そういった点から、
この国際会議への参加は、自分の研究者としてのスキルを
成長させるいい機会になったと思います。

物質工学専攻２年
私は 月に長岡技術科学大学で開催された
tional Conference of “Science
vation”2018（３
）に参加し、研究成
果に関して英語によるスピーチ及びポスター発表を行いま
に 参 加 し ま した
し た。私 は 昨 年 も ２
が、他高専の皆さんの高い英語力と高度な研究内容に圧倒
されたのと共に、自身の英語力の低さを痛感したのを覚え
年は事前準備を入念に行い
ています。この反省から、
有意義な発表をすると目標を立てました。特に心掛けたの
は、伝えたい研究内容を明確にし、英語のスピーチを完璧
にする点です。内容整理には苦労しましたが、高橋利幸先
生（指 導 教 員）の ご 指 導を 頂 い た お か げ で、３
にて“Best Poster Award”を受賞することが
できました。発表並びにスピーチ練習にお付き合い頂いた
高橋先生には大変感謝しております。
思い返すと、専攻科入試の面接にて、進学後は多くの学
会に参加したいと話した末に、気付けば２年間で５つの学
会に参加させて頂きました。行く先々で同世代が個性ある
研究をする姿に刺激を受け、私も頑張らなければという気
持ちになりました。
今後学会に参加する皆さんにお伝えしたいのは、学会は
発表するだけの場では無いということです。まず、他学生

山田

あずさ

の研究内容を通して、様々な分野で面白い研究に出会える
点です。様々な研究分野が存在することを理解し知識の幅
が広がる場だと思います。そして、発表の上手な多くの学
生に出会える点も学会ならで
はと思います。一言に発表が
上手と言うにも様々な要素が
あります。話の構成はもちろ
ん、配色や図の配置等のセン
ス、話 し 方 等 多 様 で す。意 見
交換する中で相手の上手さを
探り、自らに取り入れると大
きく成長できると思います。
ぜひ在校生の皆さんも積極的
に学会発表に参加してみてく
ださい。学会発表の経験は必
ず財産になるはずです。
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さくらサイエンス ロボコン技術交流報告
ロボット製作局 物質工学科３年 甲斐 風香
ロボット製作局は 月 日からの５日間、さくらサイエ
ンスの技術研修で来校されたモンゴル３高専ロボコン部員
の学生たちと技術交流を行いました。私自身が国外の学生
たちと直接交流したのは、今回が初めてです。これまでも
ロボット製作局は、国際交流を行ってきましたが、私自身
は英語が得意でないことを理由に、消極的な対応をしてし
まい、交流の機会を逃していました。しかし、今回の交流
では一念発起して、積極的に英語を使ってモンゴル高専生

に話しかけるよう努力しました。
初めは、彼らの意志を理解することもできずに頭を抱え
る場面が多かったのですが、交流を続ける中で徐々に相手
の伝えたいことが判るようになり、少しずつ意思疎通がで
きるようになりました。技術的な質疑応答を繰り返して
いった結果、モンゴル高専生からも自然に話しかけられ
て、彼らと何気ない会話ができるまでになりました。ロ
ボット製作を通して成功したら喜び、失敗したら悔しさを
感じ、課題が見つかればともに悩みながら改良を重ねてい
く。拙い英語を使いながらも同じ感情を共有し、彼らと一
緒にロボコンをすることで、とても楽しく有意義な時間を
ともに過ごせたことを、とても嬉しく感じています。
この短い５日間の交流は、私たちにとって本当に貴重で
大切な時間となりました。モンゴルの文化を知るだけでは
なく、豊かな発想や知識を持つモンゴル高専生と交流でき
たことは、私たちの視野を大きく広げる大変良い機会とな
りました。これからもネット等を通じてモンゴル高専生と
の交流を深め、同じロボコン仲間として、ともに技術力を
向上させていきたいです。

さくらサイエンスを通して
電気情報工学科５年
私は、 月 日から 月 日までさくらサイエンス事業
システム」についての講義にサポート
の一環である「
学生として参加しました。さくらサイエンスとは、アジア
地域の青少年が日本を短期に訪問し、未来を担うアジア地
域と日本の青少年が科学技術の分野で交流を深めることを
目的とした交流事業です。そしてアジア地域の青少年の日
本の最先端の科学技術への関心を高め、日本の大学・研究
機関や企業が必要とする海外からの優秀な人材の育成を進

有馬

夕貴

め、そしてアジア地域と日本の科学技術の発展に貢献する
ことを目的としています。今回は、ミャンマーの学生と交
流しました。
」や温度センサ、
技術等
講義では、「
システムを構成しました。講義を進めていて
を用いて
思ったことは、ミャンマーの学生の勉強への意欲がとても
強いな、ということです。分からないことがあれば積極的
に質問し、理解するまでパソコンと向き合っており、自分
にはないものを感じました。ミャンマーでは学べない日本
の科学技術を自分のものにするため、一生懸命に取り組む
姿を見て、私も見習わなければならないと思いました。ま
た、講義はどちらの国の母国語でない英語で進められ、慣
れない英語での会話でうまく話せない場面もありました
が、身振り手振りやホワイトボードに図を描いたりするこ
とで、それは補えました。最終日には、講義に関すること
だけではなく、雑談を交えて話すことができ、他国の同年
代の人たちと仲良くなれ、うれしく思いました。
今回の経験を経て、国は違えども技術者として志すもの
は同じだと思いました。ここで得た経験を、今後の生活に
生かしていきたいと思います。
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主な就職・進学内定先一覧（順不同）
本
京セラ国分工場
パナソニック

機
械
工
学
科

電
気
情
報
工
学
科

物
質
工
学
科

建
築
学
科

科

オーバル
アプライアンス社

旭化成

ＪＡＬエンジニアリング

童夢

九州電力

ＪＮＣ石油化学

ＪＸＴＧエネルギー

パーソルＲ＆Ｄ

メタウォーター

クボタ

日立ビルシステム

キヤノンシステムアンドサポート

マツダ

ニプロ

ＡＮＡ

文化服装学院

宮崎日機装

京成メック

豊橋技術科学大学

東洋インキ

成田空港給油施設

九州工業大学

日東電工

荏原環境プラント

都城高専専攻科

ニコン

アークレイ

東京製鉄

ヒダン

大分キヤノン

第一工業製薬

ＪＡＬエンジニアリング

メンバーズ

パナソニック

日新電機

三和エレクトロニクス

東急電鉄

ＳＤＮＡ

キヤノンシステムアンドサポート

長岡技術科学大学

(ｿﾆｰﾃﾞｼﾞﾀﾙﾈｯﾄﾜｰｸｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ）

大分キヤノン

宮崎大学

三菱電機特機システム

関西電力

京都工芸繊維大学

ＳＣＳＫニアショアシステムズ

中部電力

都城高専専攻科

トラスト・ネクストソリューションズ

ニプロ

工学専攻

豊橋事業所

専攻

計

件

アプライアンス社

トヨタ車体研究所

日東電工
ＦＩＸＥＲ

サントリープロダクツ

丸善石油化学

花王

第一工業製薬

京セラ

資生堂

昭和電工

日東電工

日本触媒

旭化成

東京スクールオブミュージック＆

住友精化

日機装

ダンス専門学校

第一三共プロファーマ

三井精糖

九州大学

星光ＰＭＣ

ＪＮＣ

都城高専専攻科

鹿児島国分工場
尾道事業所

水俣製造所

求人件数

大日精化工業

ロイヤル
東洋インキＳＣホールディングス

ＴＡＫイーヴァック

住友不動産

ヤマサハウス

中部電力

大和ハウス工業

シミズオクト

東条設計

立山牧場

宮崎市役所

ＮＴＴファシリティーズ九州

ＪＦＥシビル

熊本大学

九州電力

吉原建設

鹿児島大学

大阪ガス

ザイマックス

日本大学

西都市役所

船場

都城高専専攻科

東京不動産管理

名村造船

東レ建設

フジタ

求人件数

求人件数

攻

計

件

宇部興産

ＤＩＣ

計

件

計

件

科

ＤＭＧ森精機

ファナック

ＪＸＴＧエネルギー

パナソニック

川崎重工業

熊本大学大学院

奈良先端科学技術大学院大学

クラレ

東京工業大学物質理工学院

大阪大学大学院

奈良先端科学技術大学院大学

物質工学 日東電工 豊橋事業所
専攻
九州大学大学院
建築学

求人件数

九州電力

専
機械電気

市原製油所

資生堂
アプライアンス社

西日本鉄道

三菱地所コミュニティ

東京ガス

大林組

大和ハウス工業

日本空港テクノ

ＦＩＸＥＲ

専攻科全求人件数 計
（平成 年

38

件
月末現在）
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