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 本科を卒業される皆さん、専攻科を修了される皆さん、おめでとうございます。

すべての教職員とともに、心よりお祝い申し上げます。 

 皆さんは、本科の 5年間、その上の専攻科 2年間の教育課程を全てクリアし、

函館工業高等専門学校を卒業・修了するわけです。実に根気強く頑張ったことと

思います。振り返ると、皆さんは中学校から入学して、これまでとは全く違う環

境で、そして何も分からない専門科目の勉強が中心の毎日を送ってきました。は

じめは何もかもが大変な思いをしたことと思います。長い 5 年間だったかも知

れません。 

 中学卒業生が工学の専門教育を 5 年間一貫で学び、社会の要請に基づく高い

専門技術を身に付けるところが工業高等専門学校です。産業構造の変化や国際

化の進展など、社会・経済の変遷を経てもなお、産業界のニーズに応える高度な専門人材の育成が高専教

育に求められています。その期待はますます高まっています。産業や工学の深化・高度化に伴って、高専

で学ぶ専門教育の内容も一層高度化しています。函館高専は、このような高専教育の評判を作り、社会に

通用する卒業生を送り出してきた実績と誇りがあります。その分、先生方は時には厳しかったかも知れま

せん。学校の制度や規則も容赦なかったと思います。皆さんは、学校の期待に見事に応えてくれ、そして

卒業・修了に至りました。 

 皆さんは、これまで多くの人に支えられ、そして助けられて、今日の卒業・修了を迎えたわけです。ご家

族や支えてくれた周りの方へのご恩や愛情を決して忘れてはいけません。皆さんを直接教育・指導してく

れた先生方への敬愛の念も忘れないでもらいたいと思います。 

 皆さんは、たくさんの良い思い出を周りの友人と一緒に作ることができました。ここで得た友人は、か

けがいのない一生の財産です。これからもお互いに高め合い、そして大切にして下さい。 

 皆さんにとっては、卒業がスタートとなります。一所懸命勉強して身に付けた知識とスキルが、必ず皆

さんの力になってくれ、そして皆さんを支えてくれます。大学に進学する皆さん、専攻科に進学する皆さ

ん、就職する皆さん、函館高専で学んだこと、そして卒業したことを誇りに思って下さい。これからも自

己研鑽に励み、次のステップを高く駆け上がって下さい。 

 小学校に入学した児童の 65％は大学卒業時に今は存在してい

ない職業に就く、と言われています。これからの世界は変化の激

しい予測困難な時代です。多様化し、グローバル化の波の中で新

たな時代を築くのは、まさに皆さんです。状況に応じて必要な知

識・能力を自ら修得し、社会を支える原動力となるよう、皆さん

の活躍を大いに期待しています。 

  

  

    『 卒業・修了される皆さんへ 』   校 長  伹 野  茂 

～予餞会にて～ 

 



 

 

 

 

機械工学科 51期生の皆さん、ならびに保護者の皆様、ご卒業おめでとうございま

す。辛くて楽しい高専からも卒業です。この高専時代を長く感じた人から短く感じた

人まで感じ方は人それぞれでしょう。ただ、確実に歳月は流れました。入学当初は未

成年だった皆さんも高専に通っている間に選挙権を得、成人し、ほとんどの人がもう少しで社会人となり

ます。だからこそ、人生の中で一番、歳月の流れを感じられる年代だったと思います。この 5 年間に大い

に成長した人から、単に“生長”しかしなかった人まで歳月は平等に流れました。皆さんが前者であるこ

とを強く望みます。 

実は、47期生の担任をした時も同じタイトルで文章を書かせていただきました。手抜きと思われるかも

しれませんが、とにかく、卒業する学生に言いたいことはこれにつきます。知っている人もいるかもしれ

ませんが、人口に占める高専生の割合は 1％程度です。つまり、皆さんは 100人に一人の逸材です。「普通

（の人に）はできない」と思うことは構いませんが、高専時代に大いに成長した人も“生長”しかしなかっ

た人も高専卒業生である自分を普通（の人）扱いするのは許しません。非凡なる能力を培ってきたのです

から決して自分を安売りすることのない人になりましょう。そして、他人に負けないエンジニアになるん

だという意気込みを忘れずにそれぞれの分野で活躍してください。 

帰省の折には、皆さんの社会人としての活躍ぶりを自慢しに学校に立ち寄ってください。 

  

    『 卒業生に贈る言葉 』  第五学年 担任から  

『夢とプライドを忘れずに』  
第 5学年 機械工学科担任 中村 尚彦 



 

 

 

電気電子工学科第 13期生の皆さん、ならびに保護者の皆様、ご卒業おめでとう

ございます。次年度からは新学科の学生が卒業することになりますので、皆さんが

電気電子工学科の最後のクラスとなります。本校の電気電子分野では、これまでに

電気工学科 38期および電気電子工学科 12期の多くの先輩が本校から巣立ち、社会

で活躍して皆さんのレールを轢いてくれています。4月からは皆さんもその一員と

なります。学科名称は変更となりますが、今後も電気電子分野を学ぶ多くの後輩が卒業するでしょう。皆

さんの中には進級のために学年末に多くの努力をした人も多いと思いますが、その努力の分だけ、皆さん

には確実に電気電子分野のエンジニアとしての十分な実力がついています。函館高専電気電子工学科の卒

業生としての誇りと自信をもって 4月から新天地で活躍し、後輩たちの良い道標となってください、期待

しています。 

皆さんは晴れて函館高専を卒業することになりますが、高専生活 5 年間はどうだったでしょうか。充実

した 5年間だったでしょうか、それとも、やりたかったことがたくさん残っているでしょうか。4月からは

就職・進学、それぞれ異なる道に進むことになりますが、自信をもってしっかりと人生を歩んで下さい。 

最後に、皆さんは、皆さんが気づいていない多くの場面で、保護者様をはじめとする周りの多くの人た

ちによって支えられてきました。その感謝の気持ちを常に忘れずに、それぞれの進路でご活躍下さい。ご

卒業おめでとうございます。 

  

『卒業おめでとう』  
第 5学年 電気電子工学科担任 三島 裕樹 

 

卒業研究発表会(H29.1.24)終了後，先生たちとの集合写真 



  

 

 

 

平成 24 年度に入学して以来、副担任、担任として皆さんと過ごしてきましたが、あ

っという間の 5年間でした。皆さんの協力と沢山の先生方のご支援のおかげだと感謝し

ております。いつも冷静で、やるべきことはきちんとしていたクラスだったと自慢して

います。最大限の努力などと難しいことは考えず、できることをできる範囲でする。ただそれだけと言え

ば、それだけですが、実践することはとても難しいことだと思います。 5年間にはいろいろなことがあり

ました。一番の思い出は、高専祭学科展示でしょう。3年生夏休み明けからスタートしたプロジェクトでし

た。アイデア募集・企画立案、コーディング・テスト・レビューに一年間かけたプロジェクトはたいへん勉

強になりました。予想に反して(実は予想どおりに?)作業は遅れ、開発人員は不足し、すべてのアイデアを

展示物として実現できないことがわかったとき、何を取捨選択するかとても悩んだと思います。それでも

最後は独自ドメインを取得・ウェブサイトを開設し、これらの成果をプロジェクトゼロとして報告したこ

とはすべて君たちの実力だと思います。 

 卒業後は、それぞれの進路に進むことになりますが、函館高専で得たこと学んだことを大切に大きく活

躍することを期待しています。これからも今まで以上に健康で元気に過ごされることを心から願っていま

す。 

  

『情報工学科第 22期生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。』 
第 5学年 情報工学科担任 高橋 直樹 

 



 

 

 

物質工学科第 17期卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。私から卒業す

る皆さんにまず伝えたいのは、ありがとうの気持ちです。助けてもらったことは数知

れず、何だかんだで協力してくれたみんなの力が、今日の卒業を迎えられた原動力な

のだと思います。皆さんに出会って、その一人一人から（みんなは気付いていないか

もしれないけれど）本当に様々なことを教えてもらいました。こんな担任でしたが、卒業までついてきて

くれて本当にありがとうございました。 

さて、この原稿を執筆するにあたってから何を書くべきかずっと悩んできました。しかし、そんな状況

で、今朝は海を眺めました。今日の海は久しぶりに波が高く、しばらくして二人のサーファーが現れまし

た。二人は沖に漕ぎ出しますが、次から次へと大きな波が目の前に現れては崩れ、その白く泡立った流れ

に飲まれてしまい苦戦します。それでも何とか沖に出ると、いいタイミングでやってきたうねりに狙いを

定めて、漕ぎ始めました。しかし、「お、乗るか？」と思われたその瞬間、崩れる波の頂点に巻き込まれ、

白い流れの一部へと飲まれていってしまいました。なかなか、思うようにはいかないようです。波に乗ろ

うとして失敗すると、その分、岸の方へ押し戻されてしまい、沖に戻るには次から次と押し寄せてくる波

を越えていかなければなりません。でも、漕いで漕いで漕いで漕いで、やっと沖に出られても、また乗れ

そうもない巨大な波。そんな光景を見ていて思いました。「もう腕は疲れて捥
も

げそうだろうなぁ、漕ぐのを

やめたらどうなるかなぁ…」。結論は一つです。“漕ぐのをやめたら最後、あっという間に流されてテトラ

ポッドに激突”。たとえ最終的に乗れる波がどんなにショボくても、いわんや乗れなくても、海に漕ぎ出し

たら最後、腕の動きを止めないこと。それが、自分を守る、あわよくばそれを楽しむ唯一の手段なんだろ

うと思い至りました。よく考えたら、実社会もそうですね。 

この春、皆さんは新しい世界へと船を繰り出します。ずっと続く果てしない航海ですが、疲れても嫌に

なっても、自分の船だけは決して漕ぐのを止めないでいて下さい。そのひと漕ぎだけが、皆さんを次の世

界へと連れて行ってくれるはずです。皆さんの門出を心から祝うひとりとして、これからもずっと応援し

ています。それじゃぁ、頑張って！ 

『精一杯のエール！』  
第 5学年 物質工学科担任 松永 智子 



  

平成 24年 1月 27日、私は東京代々木にある明治神宮を参拝した。｢今度担任と

なる新 1Zクラスの子がみんな良い子でありますように。｣その願いが叶って、新

1Zには全員素直で明るく楽しいメンバーが揃った。そしてこのクラスで過ごした 5

年間は、私にとって実に楽しい日々であった。君たちは何でも私の言うことをよく

聞いて指示通りに行動した。時間厳守で集合、課題の提出、イベントの準備、無理なお願い等、私の期待

に応えてくれた。  

 ただ、試験前 2 週間は 1 日 7 時間勉強しろ、の指令には従わなかったようだが、まあ良しとする。教室

の中も、みんなの好む好まないに関わらず、私が勝手に学級目標を書いて貼り、広井勇や田辺朔郎の肖像

を掲げた。そのような環境で先人の教えを通じて君たちも土木技術者の気概を持つに至った。 

 教員はストレスの溜まる職業と言えるが、私にとって教室の中は居心地が良く、好きなことを喋りなが

ら授業を行い、気持ちの良い時間を過ごさせてもらった。そして 5 年間で教えるべきことを全て教えた。

できればもう少しこのクラスで担任を続けたいが、みんなも私もこの教室から卒業だ。 

 卒業したら、今度は君たちが私に教える番だ。10年も経てばそれぞれの分野で一人前になっているだろ

う。20 年経てばエキスパートとなり指導的立場に立っているだろう。10 年、20 年の歩みをぜひ教えてく

れ。君たち 34人は、地上、地下、陸上、海洋を問わず国土を造る土木技術をカバーしている。建設、基礎

地盤、港湾、橋梁、上水道、下水道、都市計画、鉄道、通信インフラ、エネルギー・・・、それぞれの道に

進むみんなの顔が思い浮かぶ。それぞれの道で活躍していることを想像するだけで、鳥肌が立つ。 

 私は腰が痛くなってきたし目も見えなくなってきて、20年後はどうなっているか分からない。それまで

の間にみんなと｢土木｣を語り合う楽しみを取っておくことにしよう。 

  

『楽しかったよ? 5年間』  
第 5学年 環境都市工学科担任 平沢 秀之 

 



 

 

 

7 年間の函館高専生活、お疲れ様でした。進学する人、社会にでて就職する人い

ろいろな人生があります。どの選択肢も間違いではないと思います。その場で何を

するかが今後の成功の鍵です。長く生きてきて、沢山の学生とその将来を見ている

とどうすればいいのかがおおよそ分かってきます。それは、若いときは分からなか

ったこと。修了する君たちも現本科生を見ると言ってあげたいこともあるでしょう。それと同じです。親

の言うこと、先生の言うこと、先輩の言うことはたぶん、みんな正しいのです。ただ、言われたことのまま

生きていくのはなんだかつまらない。だから自分の道は自分で、違う道を選択するのです。そして時には

失敗し悩み、その解決策を考え、そして成長する。自分がある年齢に達して、次の世代をみると思います。

「歳を取らないとわからないんだよな」と。 

超大国アメリカの大統領が代わりました。彼の舵取りしだいでは世界は大きく変わります。それは、日

本経済ひいては我々の生活までも大きく変わるかも知れません。日本は資源のない小国です、世界の中で

生きていくために、高い技術力で戦っていくしかありません。どの時代が来てもそこは変わらないのです。 

皆さんは本校で、国際的に通じる技術者としての、専門能力、英語力、問題解決能力を身につけてきま

した。これからはその力を世界の最先端の場で存分に発揮して下さい。期待を持って見守っています。 

 

函館高専での 7 年間の学生生活も終わりが近づきました。大学院でさらに学問に打ち

込む人、企業で技術者として活躍しようとする人、それぞれに思い出となる学生生活で

はなかったかと推察しています。 

国際的に通用する実践力のある技術者の育成を目標に掲げた専攻科ですが、英語プレ

ゼンテーション演習、PBLや特別研究などを通して鍛えられ、多くのことを身に付けることができたのでは

ないでしょうか。よく言われることですが、これからの数年活躍できるのはこれまで学んだ知識・経験の

貯金があるからで、その貯金を使い切ると活躍の場がなくなります。専攻科での 2 年間に学んだ知識や経

験を活かしながら、今後も将来を見据え、日々努力を重ね、常に知識・経験の貯金を怠らないようにして

ください。そして、「打てば響く人」、「打たれ強い人」に成長してほしいと願っています。 

最後に、これからの人生、色々なことに出くわすと思いますが、常に前向きに、しかし、時にはうまくか

わす術を身につけ困難を乗り切って下さい。世の中｢人間万事塞翁が馬｣と割り切っていきましょう。 

 

『 修了生に贈る言葉 』 

生産システム工学専攻長，環境システム工学専攻長から 

『歳を取らないと分からない』 
専攻科 生産システム工学専攻長 近藤 司 

 

『知識・経験の貯金を』 
専攻科 環境システム工学専攻長 鹿野 弘二 



 

 

 

 

平成 28年 12月 17日(土)・18日(日)、高知ぢば

さんセンター 大ホールにおいて「デザインコンペ

ティション 2016 in Kochi」が開催されました。本

校からは、次世代デザイン研究会の角谷友紀さん（4

年生産システム工学科機械コース）、西村みさきさ

ん（4年生産システム工学科情報コース）、辻廣咲希

さん（2年社会基盤工学科）の 3名が 1チームとし

て出場し、AM（Additive Manufacturing：付加製造）

デザイン部門において、アイデアとデザインが高く

評価され、優秀賞を受賞しました。 

デザインコンペティション（通称デザコン）は、

構造デザイン部門・空間デザイン部門・創造デザイ

ン部門・ＡＭデザイン部門の 4部門で競われるコン

ペティションで、それぞれの部門を得意とする学生

が全国の高専から集まります。 

AMデザイン部門は、 3次元 プリンタだからこそ

実現できる、自由な発想や独創的なアイデアによる

ものづくりの競技会です。今年度は，出場した 26

チームによる口頭発表とポスターセッションによ

るプレゼンテーションがあり、その後、ステージ上

での公開審査（質疑応答など）が実施されました。 

今年度の課題は、社会をより「安心・安全」にす

るアイテムや技術に関することでした。 

本校次世代デザイン研究会では、「遊び」に着目

し、世代を超えて楽しむことができ、また、子供た

ちにより沢山の感動と喜びを与え楽しむことがで

きるものとして、二重シャボン玉を可能とするグッ

ズ「BoonBon（ボンボン）」の製作を試み、その結果、

審査員から高い評価をいただき、優秀賞を受賞しま

した。 

 

 

 

 

 

※昨年度は奨励賞でした。 

http://www.hakodate-ct.ac.jp/topics/10431.html 

（記：デザコン指導教員 山田 誠） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

デザインコンペティション 2016 in Kochi 
 AMデザイン部門の優秀賞を受賞しました。 

～口頭プレゼンテーションの様子～ 

受賞後の記念撮影（左から辻廣さん，角谷さん，西村さん）  

～BoonBon～ 

 

学 生 の 活 動 に つ い て 



 

平成 28 年 12 月 23 日（金）、近畿大学東大阪キ

ャンパスにおいて「高専女子フォーラム in 関西」

が開催されました。本校からは、理系女子（リケジ

ョ）実験隊の代表として 3 年物質環境工学科 杉山 

亜咲奈さん、2 年社会基盤工学科 亀谷 紗希さん、

1年 2組 三好 舞実さんの 3名が参加し、これまで

のリケジョ実験隊の活動を報告しました。 

 この催しは、高専受験を考えている中学生やその

保護者の方々、および高専学生を積極採用している

企業関係者らが訪れるイベントで、全国の高専女子

学生が活躍する姿を各方面にアピールする貴重な

場となっています。 

4・5年生の発表が多い中、本校から参加した 3名

もよく頑張りました。企業の方を相手にしっかり受

け答えする姿はとても頼もしく、ブースを見に来て

くださった方々からも、低学年（第 1学年～第 3学

年）で大人を相手にこれだけ説明できるのはすごい、

との評価をもらう事が出来ました。参加した 3 名

も、これまでの活動が自分の力になっていることを

実感し、自信を持つことが出来たのではないかと思

います。特に、部活動やレポート提出で忙しい中、

発表用のポスター作成を牽引し現地でも後輩の面

倒をよく見てくれた杉山さんには、あっぱれの一言

です。また、一緒には参加できなかったけれど、出

発前の慌ただしい準備をしっかり支えてくれた 3

年物質環境工学科の石田さん、及川さん、岡田さん

には、心からありがとう！とお礼を言わせていただ 

 

 

きます。毎回、イベントがあるたびにチーム編成

されるリケジョ実験隊ですが、また一緒に参加で  

きるのを楽しみにしています。 

（記：理系女子実験隊実験担当 松永 智子） 

 

 平成 29年 1月 4日（水）、神戸総合運動公園ユニ

バー記念競技場補助競技場において「第 47 回全国

高等専門学校ラグビーフットボール大会」が開催さ

れました。 

今年も北海道地区予選大会を勝ち、全国大会へ出

場することができました。1月 4日（水）の第 1回

戦は、大きな怪我や病気でコンディションを崩す選

手もいなく、ベストな状態で試合に臨み、対戦相手

の東京都立産業技術高専（関東代表）に 45 対 0 で

勝利することができました。しかし、その試合の中

で、中心となる 5年生の部員１人が負傷し、第 2回

戦の試合に出場できない事態となりました。 

第 2回戦の対戦相手は、優勝候補の奈良高専（近

畿代表）になりました。少ない選手の中で何とかポ

ジションを入換え試合に臨みましたが、攻守ともに

思うようにはいかず、試合開始から実力に勝る奈良

高専に圧倒され 0対 53で大敗を喫しました。 

メンバーが揃わず思うような練習ができない厳

しい状況が続きますが、来年へ向けてまた頑張りた 

いと思います。（記：ラグビー部顧問 浦田 清） 

 

高専女子フォーラム in関西に参加しました。 

第 47回全国高等専門学校 

ラグビーフットボール大会に出場しました。 
 



 

平成 29年 1 月 18 日（水）から 20 日(金)、北見

市において「第 36 回全国高等学校空手道選抜大会

北海道予選大会」が開催され、本校空手道部が創部

から悲願であった全国大会進出を、主将である 2年

生産システム工学科 名久井 優也さんが果たしま

した。（男子個人組手 準優勝） 

これまで空手道部の部員達は、函館予選大会にお

いては優勝できるものの、全道大会ではベスト 4止

まりでした。 

今回、全国大会へ出場できたのは、外部コーチの

宮村先生のご指導をはじめ、学外道場で行う指導の

他、これまで空手道部の先輩方が築き上げてきた結

果だと思っています。 

空手道部の稽古は、本校武道場や学外の道場にて

行っており、通常稽古は週 1～2 回程度、大会等で

試合が近い場合は週 3～4回行っています。 

（記：空手道部顧問 佐藤 恵一） 

 平成 29年 1月 6日（金）から 1月 7日（土）に

かけて、「アイディアソン＠函館」をふるる函館 函

館市青少年研修センターで、本校の主管により開催

しました。 

 本校を含め、全国 16高専の学生 51名が「函館 

の観光・地域活性・街づくり」をテーマに、自分た

ちが住んでいる地域と函館を比較しながら、ワール

ド・カフェ形式で意見交換を行いました。 

 函館の魅力や課題などを探し出すとともに、学生

同士での様々な交流も行われ、有意義な時間を過ご

すことができたようです。 

 最終日にはテーマごとに分かれたグループの中

で更にアイディアを発展させ、グループごとにアイ

ディアを発表しました。 

 なお、本アイディアソンで発表された学生のアイ

ディアを、函館市、（一社）函館国際観光コンベン

ション協会、北海道渡島総合振興局および国土交通

省北海道運輸局函館陸運支局など、関係各所にお送

りしました。 

【発表した 11テーマ】 

(1）ふるさと納税、何にする？ （2）函館食べつ

くし大作戦！！ (3）夜景をきれいに見るには 

(4）函館舞台化計画（秋） (5）函館を行きたい

場所から住みたい場所へ (6）函館観光者用アプ

リ「函観」 (7）観光バスについて (8）函館の

おみやげ (9）湯の川温泉を有名にするには？ 

― 温泉×○○ (10）夜の五稜郭～with イルミ

ネーション～ (11）外国人の対応は？ 

（記：総務課） 

函館の観光をテーマとした教育イベント 

「アイディアソン＠函館」を開催しました。 

～ ワールドカフェの様子 ～ 

～ テーマごとにアイディアを出し合い、 
発表に向けまとめを行いました。 ～ 

空手道部が、高体連で悲願の全国大会 
へ進出 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 1月 7 日（土）から 1 月 9 日（月）に

かけて「北海道内高専外国人留学生交流会」が釧路

市で開催されました。インドネシア、カンボジア、

タイ、マレーシア、モンゴルと様々な国から高専に

来た留学生 28 名が参加し、阿寒湖スキー場でスキ

ーやスノーボード、アイヌコタンでの民族の歴史、

古式舞踏鑑賞を楽しみました。 

毎年開催される留学生交流会を楽しみにしてい

る留学生も多く、再会を喜びあったり、情報交換し

たりする姿が見られました。スキー場では、自国に

雪が降らない留学生が珍しそうにしている様子も

ありました。アイヌコタンでは参加型の古式舞踏も

あり、とても楽しかったという声を聴くことができ

ました。 

宿泊先では、美味しい料理と温泉に恵まれ、ゲー

ムやおしゃべりなど楽しいひとときを過ごせたよ

うです。（記：留学生指導教員 丸山 珠美） 

 

～参加した留学生の声～ 

（5年電気電子工学科パン君） 

今回の交流会を通じて、いろ

いろな活動を体験できました。    

また、釧路の観光地へ行くこ

とができて、本当によかったと

思います。 

 

(5Cザヤーさん) 

平成 29年 1月 7日（土）か

ら 1月 9日（月）に山花温泉リ

フレで行われた北海道内高専

留学生交流会に参加しまし

た。移動は函館からバスで8時

間ぐらいかかり、遠かったの

ですが久しぶりに他の高専の

友達、後輩たちと会ってお互いにすごく喜びました。

釧路に到着後、夕食を食べて温泉に入ってリラック

スできて早く寝ました。次の日は国立阿寒湖畔スキ

ー場へ移動して、みんなでスキーやスノーボードを

体験しました。私はスノーボードを体験しました。

去年の交流会でスノーボードを体験してみたこと

があったので今回はレッスンを受けないですぐ滑

りました。何回も転びましたが非常に楽しかったで

す。また、阿寒湖を見ながら滑るのはすごく綺麗で

とても良い気分転換になりました。 

その後アイヌ民族の歴史の話をアイヌ人から聞

いて、伝統的な踊りも見ました。アイヌ人の自然を

保護し、自然と調和する考え方がモンゴル人と同じ

ように思っていることに驚きました。モンゴル人は

遊牧民族で、何百年前から自然を大切にして生活を

送ってきたからです。夕食後はフリータイムでビン

ゴをやったり、留学生みんなで遊んだり、話したり

しました。今回の交流会は私にとって最後なので楽

しくて良い思い出になりました。担当してくれた釧

北海道内高専外国人留学生交流会 

に参加しました。 

～ 函館市観光部次長 柳谷様からのご講評 ～ 



路高専の先生方に感謝しています。ありがとうござ

います！ 

 

(5Z ザラーさん) 

最後の交流会楽しかったで

す。新しい後輩達に会えてよか

ったです。 

 

The English Presentation Contest for Colleges 

of Technology took place on January 28th and 

29th 2017 in the National Olympic Memorial 

Youth Center in Yoyogi、Tokyo.  

The weather was beautiful and the temperatures 

quite high (about 13 degres Celcius). It 

really felt like spring for us. We even saw 

some cherry blossoms! This year we had only 

one representative of our school: Yuri 

Hashimoto from 4C. We had started practicing 

very early in the school year and were ready 

to do our best during the contest.  

 

Yuri’s speech was a very personal one、 as she 

told the audience about what she had 

experienced in the past few years and how she 

overcame these difficulties with the help of 

her friends and family. Many teachers agreed 

to say her performance was very good、 with a 

clear accent and expressive gestures. 

Unfortunately、 the level this year was very 

high and many students had spent months or even 

years in foreign countries. Their themes were 

more oriented towards science and social 

issues. The winner、 from Toyama Kosen、 talked 

about being bullied for not being born in Japan.  

 

Overall、 this year’s contest was a strong and 

fun experience、 both for students and teachers. 

If you are interested in this unique 

experience、  we are now looking for new 

students for the H29 contest. If you are 

interested、 please contact Okuzaki Sensei or 

David Taquet. 

（記：英語プレコン指導教員 タケ） 

 

今年度の英語プレゼンテーションコンテストは、

平成 29年 1月 28日（土）・1月 29日（日）に国立

オリンピック記念青少年総合センタ－で開催され

ました。コンテストの当日はとても良い天気で桜も

咲いていました。本校からは、4年物質環境工学科

の橋本優里さんが出場しました。橋本さんは、今年

度の春から私と一緒にスピーチの練習を行ったり、

一生懸命勉強しました。 

 

優里さんのスピーチは個人が経験した内容で、発

音も綺麗で表現力も高く、皆さんが感動し高い評価

を受けましたが、残念ながら入賞にはなりませんで

した。 

 

今年の英語プレゼンテーションコンテストは、出

場者のレベルがとても高く、留学した学生も多かっ

たようです。出場者は、科学をテーマにした内容や

社会問題に関することなどをスピーチしていまし

た。来年度の英語プレゼンテーションコンテストに

興味持っている学生は奥崎先生または私（タケ）に

声をかけて下さい。 

【日本語訳：タケ デイビッド】 

 

  

全国高専英語プレゼンテーションコンテスト 

に出場しました。 



本校には NIFAという愛好会があるのをご存知で

しょうか？ 

4 年生産システム工学科 松下 将也さんと仲間

達が、「学生が主体的・積極的に活動でき、在学中

に社会人のスキルや将来役立つマネジメント能力

を身につけたい。」という趣意のもとに、平成 27年

2月、当時は NIT (Novelty Innovation Team)とい

う名称で愛好会を立ち上げました。メンバー達は教

えることが大好きで、本校低学年（第 1学年～第 3

学年）の学生を対象に理・数・英の講座を開いたり

出前講座を行ったりと、自分たちで何をどう教える

かを考え、企画し、行動することで様々なスキルア

ップを図りました。 

平成 28年 4月には，名称を『NIFA』（Novelty（斬

新さ）Innovation（新しい考え）Frontier（未開拓

分野）Association（団体）のアクロニムです。）に

変更し、何か新しいこと、もっと斬新なことをやり

たいという意味が込められました。4年生になった

松下君達は忙しくなったことから引退となりまし

たが、今年度は 1年生が大活躍しています。出前講

座や公開講座をはじめ、さらには「第 1回はこだて

学生政策アイディアコンテスト」や「第 19 回全国

中学高校 Webコンテスト」にも参加するため、それ

ぞれの準備を同時並行で行う必要があり、夏休み返

上で登校し、活動していました。その結果、「第 1回

はこだて学生政策アイディアコンテスト」では“盛

り上がれ！湯の川！～隠れていた歴史と観光のハ

ーモニー～”というタイトルで発表を行い審査員か

ら好評を得ており、「第 19回全国中学高校 Webコン

テスト」では、顧問の関川先生の指導の下、2つの

WEB サイトを作成し「暮らしの中のプラスチック」

が参加作品 350 品中のベスト 9 位に入り、平成 29

年 2 月 18 日（土）に東京で開催されたファイナリ

スト・プレゼンテーションで、黒谷君(1 年 3 組)、

水野さん 

(1年 3組)、三好さん(1年 2組)の 3人が審査員の

前で発表しました。その結果、高校生の部で参加

187チーム中、7位となり銀賞を受賞しました。フ

ァイナリストになったチームは、ほとんどが高校 3

年生中心のチームでしたので、大健闘したと思いま

す。是非、作成した HP（http://nifa-plastic.jp/） 

を見てください。この他にも、平成 28 年 10 月 14

日（金）・15日（土）に秋田市で開催された「プレ

アイディアソン＠秋田」や平成 29年 1月 6日（金）・

7 日（土）に開催された「アイディアソン＠函館」

に参加し、アクティブラーニングやファシリテーシ

ョンの手法の体験を通じスキルアップを図りまし

た。 

1 年生ながら実に様々な大会やコンテストに参加

する姿に、顧問として本当に感心しています。この

ような活動は高専ならではでないでしょうか。来年

度はこれまで培ってきたスキルを活かし、今まで以

上に質の高い活動、そして何か新しいことに挑戦し

てくれることを期待しています。今後も学校貢献、

社会貢献につながる今後の NIFA の活動に注目して

ください！（記：愛好会 NIFA顧問 臼田 悦之） 

『NIFA（ニーファ）』って何？ 

～愛好会”NIFA”の活動～ 



 

 

 

一関高専との間で実施している交換寮生事業も今回で 3年目となりま

した。平成 28 年 11 月 10 日（木）から 11 月 15 日（火）にかけて一関

高専から 3 年男子学生 2名を受け入れました。11月 11 日（金）には意

見交換会が開催され、一関高専の寮の紹介と情報交換を行い、翌日の 11

月 12日（土）には寮祭にも参加してもらいました。短い期間でしたが楽

しく貴重な体験ができたことと思います。 

本校からは、平成 28年 12月 13日（火）から 18日（日）にかけて、

3年生の杉山大知君、宮澤恭史君、中村風寿季さんの 3人が一関高専を訪問しました。本校の寮とは異なる

環境で経験したことを今後の寮生会活動に活かしてくれることを期待します。 

平成 29年 1月 21日（土）、5年生を送る「追い

出しコンパ」が開催されました。男子 1年生の寸

劇、女子 1年生のダンス、上級生による出し物、

カラオケ大会、抽選会、5年生のスライドショー、

5 年生による一人一言と例年通りの内容でした

が、上級生の出し物などは大いに盛り上りまし

た。間もなく卒業する 5年生にとっては、楽しい

思い出がまた一つ増えたことと思います。 

 

平成 29年 1月 21日（土）、追い出しコンパに先立って、次年度に向けての寮生会役員選挙立会演説会が

行われました。投票は追い出しコンパ終了後に行われましたが、今年度は新たに iPadを用いた電子投票シ

ステムが導入されました。これは選挙管理委員長の 4 年生産

システム工学科情報コースの織田君が構築したシステムで、

iPadの画面を数回タッチするだけで投票できる便利なシステ

ムです。集計もシステム上で同時に行われるため、投票終了

後すぐに選挙結果が判明しました。信任投票の結果、男子新

総代は杉山大知君、女子新総代が中村風寿季さんに決定し、

会計監査として佐藤友宥君と佐々木空君が信任されました。

今後は、さらにより良い寮づくりのために新寮生会役員が大

いに活躍することを期待しています。 

（記：寮務主事 柳谷 俊一） 

一関高専（岩手県との交換寮生事業） 

追い出しコンパ 

寮生役員選挙 

春 潮 寮 通 信 ！ 



 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応援団 

吹奏楽部 

軽音楽部 

教員コーラス 

ビデオレター 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械工学科 

電気電子工学科 

情報工学科 

物質工学科 

環境都市工学科 



 

 

 

 

 

 

平成 28年 11月 14日（月）、大講義室において「消費

者講座に関する講座」を開催しました。講師は、函館市

消費者協会函館市消費生活センターの澤口眞理様で、演

題は「契約の基礎知識から学ぶ悪質商法」と題してご講

演いただきました。 

 出席した学生達は真剣に講座を聴講しており、講師の

澤口様からは、“自分は悪質商法には引っかからないと

思っている人が、契約の基礎を知らずに悪質商法に引っ

かかるので注意するように！”など熱心にお話し下さいました。 

現在、ネット上での悪質商法やワンクリック詐欺などが行われているので、契約には十分注意することを強

調して終了されました。 

（記：学生委員 大久保 孝樹） 

 

 

 

平成 28年 12月 12日（月）、大講義室において 4年生を

対象に「国民年金に関する講座」を開催しました。講師は、

函館年金事務所副所長の佐藤和弘様で、演題は「知ってお

きたい年金のはなし」と題してご講演いただきました。 

 講師の佐藤様からは“20歳になった時から国民年金の被

保険者となるため保険料の納付が義務づけられている。”

“学生の皆さんは申請により在学中の保険料の納付が猶予

される「学生納付特例制度」がある。”ことをご説明頂きま

した。 

出席した学生達は、20歳になる前に郵送される書類をも

とに、学生納付特例制度の猶予手続きなどを忘れないよう

に心がけて欲しいと思います。 

（記：学生委員 大久保 孝樹） 

 

 

 

平成 29年 1月 16日（月）15時から、本校の学生 64名が高丘小学校通学路の雪かきボランティアを行いま

消費者講座に関する講座を開催しました。 

国民年金に関する講座を開催しました。 

雪かきボランティアを行いました。 

各種講演会、研修会、発表会、ボランティア活動など 



した。当日は、除雪車が通った後で通学路の歩道が雪で埋

まっておりました。本校の学生たちは、この通学路の雪か

きを行い、小学生達が歩道を通行できるようにしました。

一度、除雪して積み上がった重い雪を移動させるのは大変

な作業と予想されましたが、多くの学生達が参加してくれ

たおかげであっという間に終了しました。若者がこれだけ

集まるとすごいパワーだと実感しました。 

（記：学生委員 佐藤 恵一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年 1月 26日（木）中講義室において「クラブリ

ーダー研修会（AED講習会）」を開催しました。 

この研修会は、クラブ・愛好会の代表者を対象とし、団

体の代表者として必要な心構えを涵養するとともに、緊急

時に仲間を救う手だての一つとして救命救急処置法や AED

の使用方法を学ぶ場となっています。 

今回は、37のクラブ・愛好会から計 51名の学生が参加

しました。講師には、函館市消防本部救急課から 2名の職

員をお招きし、実技を含めた講習を行っていただきました。最初は救命救急に関する基本的な内容について

DVD を視聴し、その後、講師の指導のもと、人形と AED（自動体外式除細動器）を使用した救命処置を実際に

体験しました。初めての胸骨圧迫や人工呼吸に苦戦してい

た学生達でしたが、講師の方が懇切丁寧に教えてくださっ

たおかげで、基本の流れは習得できたようです。 

最後は、発見者役・通報者役・AED 持出し役の三人一組

で、より現実的な状況を想定したロールプレイングを行い

ました。発見者の的確な状況判断から始まり、119番通報、

AED の使用、救急車が到着するまでの胸骨圧迫・人工呼吸

まで、異なる団体の代表者同士にもかかわらず、連携のと

クラブリーダー研修会を開催しました。 

 



れたチームプレイが見られ、有意義な研修会となりました。 

（記：学生主事補 湊 賢一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年 2月 2日（木）、大講義室において「専攻科特別

研究Ⅱの発表会」を開催しました。 

専攻科の特別研究は、専攻科 1年生の“特別研究Ⅰ”から

専攻科 2年生の“特別研究Ⅱ”まで、2年間継続して行われ

ます。この特別研究の研究成果に対して、「学協会などで行

われる研究発表会で発表すること」を専攻科修了要件の一つ

として義務付けていますので、中には専攻科 2 年間で 3～4

回の学会発表をするツワモノもいます。さらに、専攻科では

英語でプレゼンテーションを行う「英語プレゼンテーション

演習」を必修科目として開講しており、特別研究Ⅱの発表会では発表スライドを全て英語で作成することとし

ています。 

今年度の発表会にも、多くの保護者の皆様や関係企業の皆様に聴講して頂きました。専攻科 2年生は、本科

の卒業研究発表会とは比較にならぬほどの中身の濃い研究

成果を見事に発表し、教員からの質問にも的確に答えており

ました。中には英語でプレゼンテーションを行う学生もお

り、2年間の成長を垣間見ることできる発表会でした。 

また、2月 28日（火）には特別研究Ⅰの発表会を開催し、

専攻科 1 年生の皆さんの研究成果発表に大いな期待が寄せ

られました。（記：専攻科長 渡辺 力） 

専攻科 特別研究Ⅱの発表会を開催しました。 

 



 

『函館高専地域連携協力会コーナー』 開設に寄せて 

～「地元企業からの学生、保護者の皆様へのメッセージ」～ 

この度、学校だよりに協力会のコーナーが新たに設けられることになり

関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。 

函館高専の今年度の就職希望者 137 名の中で地元就職者は 8 名にすぎま

せん。（5．8％の割合です。）函館市だけでも毎年 3000人の人が流出してい

る中に、函館高専は 100人以上を占めております。 

 我々地元の企業も頑張ってこの地を発展させたいのですが、いかんせん

どの企業も人材不足で悩んでおります。決して地元の企業が都会に比べて

劣っていると思っておりません、大手企業が良いとも思えません。（ S社、

T 社がいい例です。）地元は給与が安いと言われますが支出は都会に比べ

少ないのも事実です。 

当社には函館高専の卒業生が 70 名在籍しており、そのおかげで北海道一番の装置メーカに育ちまし

た。ＤＥＮＳＯ、ＥＰＳＯＮ様等が主な客先です。又 70 名のうち約半分が大企業を辞め戻った社員で

す。理由は様々ですが、①高専卒と大卒の待遇に差がある。②都会で将来親を呼んでと思っていたが無

理と判断した。③ご父母が体調を崩した。等が主な理由です。 

皆さん「地元の企業に入り都会の大企業と勝負しませんか」、「自分たちの生まれた故郷を活性化させ

ませんか」我々企業も今まで皆様にＰＲが不足していたと反省しております。   

次回から協力会の会員企業を数社ずつ紹介させていただきます。ぜひ本校の先輩卒業生の話、地元企

業の内容を見ていただき、地元企業に興味を持っていただきたいと思います。 

～函館高専地域連携協力会から～ 

函館高専地域連携協力会 

 会長 漆 嵜 照 政 氏 

【略 歴】 
昭和 48年 3月 函館高専機械工学科卒業 
平成元年 2月 株式会社メデック設立 
現  職 株式会社メデック代表取締役 

 

1 ㈲アインシステム 44 サントリープロダクツ㈱ 87 函館空港ビルデング（株）
2 アイシン・コムクルーズ㈱ 45 ㈱シビル・アイティ 88 函館高専ＯＢ会
3 アイ・システム㈱ 46 ㈱シマデン産業 89 函館酸素㈱
4 ㈱ＩＢＪ 47 商工中金　函館支店 90 函館市役所にいばり会
5 ㈱アクトシステムズ 48 ㈱進成電機機械工業所 91 函館機械金属造船工業協同組合連合会
6 ㈱浅井ゲルマニウム研究所 49 シンセメック㈱ 92 函館商工会議所
7 ㈱アサヒ　北海道事業部 50 ㈲新測量設計事務所 93 函館電子㈱
8 ㈱アプリシステムズ 51 ㈱菅製作所 94 函館どつく(株)
9 ㈱アラタ工業 52 ㈱菅原組 95 函館トヨペット（株）
10 ＡＮＡラインメンテナンステクニクス㈱ 53 ㈱青函設備工業 96 ㈱花びしホテル
11 ＡＶＣテクノロジー㈱ 54 ㈱ソフトウェアサービス 97 早坂理工㈱　函館出張所
12 池田工業（株） 55 大旺鋼球製造㈱北海道工場 98 ㈱ハンダ
13 ㈱池見石油店 56 ㈱第一内燃機製作所 99 ㈱飛翔ソフトウェア
14 ㈱石井組 57 大東建工㈱ 100 ㈱ビックボイス
15 出光興産㈱ 58 ㈱タイヨー製作所 101 富士テクノサービス㈱
16 ㈱今井工務店 59 ㈱高木組 102 富士古河Ｅ&Ｃ㈱

17 岩田地崎建設㈱ 60 ㈱高橋電工 103 ㈱プロメック

18 ㈱エジソンブレイン 61 匠プロダクツ㈱ 104 ㈱北央情報サービス
19 ㈱エスイーシー 62 ㈱竹中土木　北海道支店 105 ㈱北洋銀行　函館中央支店
20 エヌアイシー・ネットシステム(株) 63 （株）田中潦風園 106 北海道ｴｱ・ｳｫｰﾀｰ(株)函館支店
21 ㈱エヌ・ティ・ティ　エムイー 64 タマツ電機工業㈱ 107 北海道ｴｱ・ｳｫｰﾀｰ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
22 ＮＴＴ東日本北海道㈱　函館支店 65 ㈱ＴＡＫイーヴァック 108 ㈲北海道合金鋳造所
23 ㈱エム・ソフト 66 テコム㈱ 109 ㈱北海道銀行函館支店
24 ㈱エルフィン 67 ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング㈱ 110 北海道電力㈱
25 ㈱大塚製薬工場 68 ㈱電制 111 北海道乳業㈱
26 樺電工業㈱ 69 ㈱東海コンサルタンツ 112 北海道富士電機㈱
27 ㈱亀田清掃 70 東急建設㈱　土木本部土木技術設計部 113 (株)マイスター
28 ㈱環境科学研究所 71 東芝エレベータ㈱　北海道支社 114 ㈱牧野技術サービス
29 ㈱ガイアート 72 東新工業㈱ 115 ㈱松本組
30 北ガスフレアスト函館南㈱ 73 ㈱東鵬開発 116 マルハニチロ㈱
31 北ガスジープレックス㈱ 74 道南地区生コンクリート技術センター 117 みぞぐち事業㈱
32 ㈲ＣＡＭセンター 75 ㈱ドーコン 118 ㈱村瀬鉄工所
33 京西テクノス㈱ 76 ドーピー建設工業㈱ 119 ムラテックＣＣＳ㈱
34 クオリサイトテクノロジーズ㈱北海道開発センター 77 中村博信税理士事務所 120 明治コンサルタント㈱
35 ㈱グローバル・コミュニケーションズ 78 西松建設㈱　札幌支店 121 ㈱メンバーズ
36 ㈱クレアンスメアード函館 79 ニチロ畜産㈱ 122 ㈱メデック
37 ㈱コジマ店装 80 日本原燃㈱ 123 山一食品㈱
38 小島プレス工業㈱ 81 ㈱日本デジタル研究所 124 ㈱ユウシン
39 近藤建設㈱ 82 ㈱二本柳慶一建築研究所 125 ライズ・マーケティング・ジャパン㈱
40 ㈱近藤商会 83 日精機工㈱　 126 理研計器㈱函館工場
41 ㈱斉藤組 84 ㈱ネットブレインズ 127 ㈱ロジックデザイン
42 ㈱斉藤工務店 85 ㈱ノース技研
43 サンコーコンサルタント㈱ 86 函館エヌ・デー・ケー㈱

函館高専連携協力会　会員企業

平成29年1月24日現在



 
平成29年2月末現在

機械工学科 物質工学科 環境都市工学科

(株)ウロコマシナリー カルビー(株) (株)IBJ (株)アズマ 岩田地崎建設(株)

ANA ﾗｲﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽﾃｸﾆｸｽ(株) 北ガスジェネックス(株) (株)アドニス 出光興産(株) (株)エヌ・ティ・ティ エムイー

ANAベースﾒﾝﾃﾅﾝｽﾃｸﾆｸｽ(株) キヤノン(株) ウェルネット(株) (株)NHKメディアテクノロジー (株)北未来技研

(株)ＡＩＳ北海道 キヤノンマーケティングジャパン(株) (株)エコス北栄 花王(株) (株)協和エクシオ

大陽日酸(株) コニカミノルタジャパン(株) (株)エスイーシー コスモ石油(株) 札幌市役所

カルビー(株)　北海道事業本部 サッポロビール(株) (株)エヌ・ティ・ティ エムイー サントリープロダクツ(株) (株)ジェイテック

北日本精機(株) (株)JALエンジニアリング
エヌアイシー・ネットシステム

(株)
(株)シード (株)東京鐵骨橋梁

グローブライド(株) JXエネルギー(株)川崎製造所 (株)OEC 昭和電工(株)川崎事業所 東京ガス(株)

サンコーコンサルタント(株)
ジョンソンコントロールズ(株)　ビルディ

ングシステムズ
京西テクノス(株) 星光PMC(株) 東芝エレベーター(株)

三九(株) 第一精工(株) クオリサイトテクノロジーズ(株) (株)T＆K　TOKA 東亜建設工業(株)

沢井製薬(株) 中部電力(株) コンピュートロニクス(株) 東新工業(株)　横浜工場 東海旅客鉄道(株)

JFEスチール(株)東日本製鉄所 東京ガス(株) (株)セゾン情報システムズ 東燃ゼネラル(株) 東急建設(株)

ＪＸエンジニアリング(株) 東京水道サービス(株)
日本アイビーエム・ソリューション・サー

ビス(株)
東邦化学工業(株) 東京水道サービス(株)

東京水道サービス(株) 東レ(株) (株)ネットブレインズ (株)日本触媒 東京都下水道サービス(株)

東京理学検査(株) ニコン(株) (株)函館新聞社 日本乳化剤(株) 戸田建設(株)

日本トーカンパッケージ(株) 日本貨物鉄道(株)北海道支社 富士通エフサスシステムズ(株) 日立化成(株) 戸沼岩崎建設(株)

函館市役所 日本たばこ産業(株) 北海道エア・ウォーター(株) 藤森工業(株)　横浜事業所 西松建設(株)

(株)ビックボイス (株)日立ビルシステム (株)まりもテクノロジーズ 北海道ガス(株) ニチロ畜産(株)

日立造船(株) 富士重工業(株) (株)メディアグローバルリンクス 丸善石油化学(株) 日特建設(株)

ファナック(株) 富士古河E＆C(株) 雪印メグミルク(株) 日本原燃(株)

フジテック(株) 北海道ガス(株) (株)リコー (株)フジタ

藤森工業(株)横浜事業所 北海道電力(株) 北海道ガス(株)

北海道エア・ウォーター・エンジニアリン

グ(株)
(株)明電舎 北海道庁(総合土木B)

(株)牧野フライス製作所 (株)メデック 丸彦渡辺建設(株)

(株)牧野技術サービス みらい建設工業(株)

三菱電機ビルテクノサービス(株) (株)横河ブリッジ

(株)ロジックデザイン

北海道大学 北海道大学 豊橋技術科学大学 北海道教育大学 北海道大学

室蘭工業大学 室蘭工業大学 公立はこだて未来大学 室蘭工業大学 北見工業大学

長岡技術科学大学 北見工業大学 函館高専　専攻科 東京農工大学 千葉大学

函館高専　専攻科 筑波大学 長岡技術科学大学 豊橋技術科学大学

長岡技術科学大学 豊橋技術科学大学 函館高専　専攻科

豊橋技術科学大学 岡山大学

函館高専　専攻科 函館高専　専攻科

AVCテクノロジー(株) 弘前大学大学院 グローブライド(株) 北海道大学大学院

日本ピストンリング(株) 首都大学東京大学院 中外製薬工業(株) 弘前大学大学院

富士ゼロックス(株) 豊橋技術科学大学大学院 東京水道サービス(株)

(株)メデック 日東電工(株)　関東事業所

(株)三井化学分析センター

公立小中学校事務

修了予定者の進路先について

環境システム工学専攻

卒業予定者の進路先について

電気電子工学科 情報工学科

生産システム工学専攻



 

 

 

平成 28 年秋の叙勲受章者が発表され、本校名誉教授 岡田 恒雄 様が瑞宝小綬章を受章されました。

叙勲（教育研究功労）は、永年にわたり教育研究に従事し、国家または公共に対して功労が顕著な方に

授与されるものです。 

 岡田名誉教授は平成 14年 3 月に定年により本校を退職されるまでの間、34 年の永きにわたり、本校

の充実発展と学生の教育指導に貢献され、研究面においても多くの業績を挙げられました。これらの貢

献に対する功績により、今回の受章の運びとなりました。 

 【瑞宝小綬章】 岡田 恒雄 様 （函館工業高等専門学校名誉教授） 

 

 

 

氏名：木村 玲太（きむら れいた） 

①採用年月日：平成 29年 1月 1日 

②所属・職名：総務課・一般職員 

③趣    味  ：弓道、バスケット 

④抱負など  ：4年生と同い年の 19歳です。職員の中でも唯一の 10代です。何事も
若さだけで乗り越えていけるほど甘くはありません。学生ではなく、
一職員という自覚のもと日々精進していきたいと思います。よろしく
お願いします。 

 

氏名：宇都宮 千愛（うつのみや ちあい） 

①採用年月日：平成 28年 12月 12日 

②所属・職名：学生課・事務補佐員 

③趣    味  ：読書、旅行、カフェめぐり 

④抱負など  ：12 月より学生課事務補佐員としてお世話になっております。普段はキ
ャリア教育支援室に常駐しております。皆さまのお役に立てるよう努力
してまいりますのでよろしくお願いします。キャリア教育支援室にもど
うぞお気軽にご来室下さい。 

 

 

 

（ 採 用 ） 

平成 28年 12月 12日付け 

 学生課学務事務グループ・事務補佐員 宇都宮  千愛（キャリア教育支援室） 

平成 29年 1月 1日付け 

 総務課財務事務グループ・一般職員 木村  玲太 

（ 辞 職 ） 

平成 28年 12月 2日付け  

総務課・課長補佐（総務担当） 柄 澤   太 

（雇用期間満了） 

 平成 28年 12月 11日付け 

  学生課学務事務グループ・事務補佐員 小倉 杏子（キャリア教育支援室） 

新任職員紹介 

人事異動（平成 29年 2月 28日現在） 

平成 28年 秋の叙勲受章者について 
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