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 本科卒業の皆さん，専攻科修了の皆さん，おめでとうございます。全

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，そして専攻科生はその上の専攻科２年間にわ

たる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，そして何も知ら

ない専門科目の勉強が中心の毎日を送りました。はじめは何もかもが大

変な思いをして，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，職業に必要な実践

的かつ専門的知識を有する創造的人材を育成す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，全国レベルの

高専教育をここ函館の地で実践し，そして先導して来た学校です。これまで社会に通用する数多くの卒

業生を送り出してきた実績と誇りがあります。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，ここで，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，かけがえ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。 

 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～ 
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卒業おめでとうございます。この５年間は非常に長く感じましたか？ それともあ

っという間でしたか？ 人それぞれだと思いますが，鈴木先生としては嵐が過ぎ去っ

ていったような印象です。さて，せっかくの機会を頂けたので皆さんの『これから』

について，少しだけ『先を生きるもの』としてアドバイスをしたいと思います。 

まず経験則ですが，これから皆さんの人生は時間の流れが本当に早く感じると思い

ます。これから 30 歳までとかメチャクチャあるように思えますが，スッと過ぎてい

きます。これから新しい環境，新しい仕事，新しい出会い…，楽しいことも，辛いことも，大変なこと

もたくさんあると思いますが，本当にあっという間に過ぎていきます。だからこそ，これまで以上に自

分の記憶に残るよう一日一日を大切にして，充実した日々を過ごしていってください。 

もしかすると，これから仕事で壁にぶつかったり，『この人には勝てない』と思わせるライバルと出会

ったり，自分だけ取り残されるような思いに直面するかもしれません。ですが，壁にぶつかったのなら

まず考えて，登るか，回り道するか，策を練りましょう。法に触れたり人に危害を加えたりしなければ

何をやってもよいはずです。凄い人がいたならその人の生き方や考え方を参考にしましょう。ただ，決

してその人になろうと思ってはいけません。人は人，あなたはあなたです。周りから取り残されている

と思うなら，歩みを止めず少しずつでもいいから前へ向かい胸を張って歩き続けましょう。日々頑張っ

ているあなたの姿を見て，励ましてくれる人や手を貸してくれる人がきっと現れるはずです。 

最後になりますが，これからもどうか元気でやっていってください。まずは体が資本，健康第一です。

そして，鈴木先生はこれからもずっと函館高専にいますので，機会があるときに顔を出してくれれば嬉

しいです。そのときは，皆さんが経験してきた『これまでの話』をたくさん聞かせてください。その日

が来るのをこれから楽しみにしています。 

  

    『 卒業生に贈る言葉 』  第五学年 担任から  

『 これから 』  
第５学年 生産システム工学科機械コース 
第５学年 機械工学科                 担任 鈴木 学 

 

  ～卒業研究発表会にて～ 
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生産システム工学科電気電子コース１期生，電気電子工学科 14期生の皆さん，ご卒

業おめでとうございます！！２，３年前，そろそろ私が担任になりそうなとき，私は生

産システム工学科の最初の卒業生か電気電子工学科の最後の卒業生を送り出したいと

願っていました。幸か不幸か，その願いは両方叶えられました。やんちゃでありながら

団結力を発揮してやる時はやる皆さんの担任ができて本当に楽しかったです。 

高専卒業は皆さんの人生の節目の一つにすぎません。これまでの人生よりこれからの方が長いのです。

これから技術者としてあるいは他分野で活躍していくことと思いますし，そう期待しています。しかし，

その過程ではうまくいくことより困難の方が多く，おそらく知らないこと，習っていないことの方がは

るかに多く出てきます。無理して向き合わずに回避する，もちろんそれも重要なことだと思います(絶対

に健康第一で!!)。これらの解決は自分一人では難しいことがほとんどです。就職する人も進学する人も，

今まで出会ってきた，そしてこれから出会う様々な“人との縁”に助けられるでしょう。ともに苦労し

たこのクラスの仲間たちとの縁を大切にしてくださ

い。これから出会う縁を大切にしてください。もち

ろん，私たち函館高専教職員との縁も。 

皆さんは５年間，様々な科目を学んできました。

特に生産システムの皆さんは新学科一期生として，

ある意味で挑戦の連続でした。これからも，何歳に

なっても学ぶことだらけで挑戦の連続です。でも，

皆さんなら「しゃーねーなー」とかいいながら笑って立ち向かいそうです。やってしまった後悔と，や

っておけばよかった後悔なら迷わず前者を！いつまでも挑戦者であれ！ 

最後になりますが，私を含めて本校教員には高専出身者が多くいます。皆さんの中からも誰かが次の

次の函館高専を支えてくれる先生として帰ってきてくれれば…うれしいな。 

今後の皆さんのご活躍を期待しています，皆さん，卒業おめでとう!! 

 

  

『人との出会いを大切に，いつまでも挑戦者であれ！』 
第５学年 生産システム工学科電気電子コース 
第５学年 電気電子工学科               担任 森谷健二 

 ～体育祭(第 5学年 6月)：元気があって何より！！～ 

 ～卒業研究発表会：みんな良い発表でした，お疲れ様でした！！～ 
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生産システム工学科情報コースの５年生，情報工学科５年生の皆さん，卒業

おめでとうございます。高専生活はエンジョイできましたかな？皆さんのクラ

ス担任として受け持ったのは３年前。２年の情報工学実験Ⅰのときに，とある

学生たちにずっと「俺たちの担任はだれ？」と聞かれながら，「さぁ～～？」と

必死になって隠していたのをつい先日のように感じております。4月の始業式の

日に，HR教室で待っていた皆さんの顔は，まだまだ幼さが残っていたかと．．．  

３年では，四季の杜公園でのバーベキューを楽しむはずが，火を起こせなくて先生に怒られ，そして，

大量に肉と焼きそばを食べていた人も。４年では，インターンシップ，高専祭や企業説明会，創造実験

Ⅱ，そして見学旅行とイベントが目白押しでしたが，よく頑張ったと思います。先生の記憶に一番残っ

ているのは，台湾での食事かな。八角にやられていた人がちらほら。他国の文化を体感し，いい経験に

なったのではないでしょうか(忘れてはいけない，行きの飛行機の激しい揺れも)。５年は，つい最近の

ことなので，省略といきたいところですが，高専祭は楽しかったね！ 

さて，卒業が来ると，必ず新しい何かが始まるのです。“何か”は，人や時期によって大きく異なりま

すが，今回一番大きく変わるのは，20 歳を超え，学生であろうと社会人であろうと“おとな”になって

社会に出ていくことです。そう，“おとな”の人生

が始まるわけです。色々自由にできますよ。ただ，

忘れてはいけないことは，“責任”も自分に降りか

かってくるのです。「自由と責任」この言葉を心の

どこかに留めて，これからの人生を楽しんでほしい

と思います。そうそう，高専には君たちに色々と教

えてくれた“おとな”の先輩がたくさんいます。人

生に迷ったとき，行き詰まる前に函館高専に戻って

きて，色々と相談してみてください。きっと先輩か

らいいアイデア，たくさんもらえるでしょう。 

では最後に，皆さんの人生にファイト‼ 

 

 

 

 

 

『さて，いよいよ大人の人生始まりますよ！』 
第５学年 生産システム工学科情報コース 
第５学年 情報工学科               担任 倉山めぐみ 

 

 ～4年生の見学旅行（台湾）にて～ 
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物質環境工学科ならびに物質工学科の学生諸君，卒業おめでとう！３年間無

事に担任を務めることができ今は正直ホッとしております。新学科の第１期生

ということで，その担任を持つことが決まった時はとても光栄に思いました。

このクラスは私が高専に赴任して以来最も人数が少ないということで，色々な

面で苦労も少ないのではないかと思いましたが，いざ，担任を持ってみると難

しい面がありました。特に学校行事では，私もそうですが，クラスの皆さんも

担当者を決めるのにいつも苦労した記憶が残っています。体育祭や冬季スポー

ツ大会では一人何役もこなす学生が出るなど，数名に負担をかけてしまいました。そんな中で，体育祭

でのムカデリレーはなぜか強さを発揮し，クラスの団結力が垣間見えた競技でした。 

 

クラスに対する私の印象としては，学生同士が競い合い・高め合う様子が見られるためか，個々が同

じ方向に向いていないような感じを受けました。今後はそれぞれの進路に進みますが，周りとのコミュ

ニケーションがこれまで以上に大事になってきます。そういったことが苦手な学生がいるように思いま

すが，とにかく頑張ってほしいですね。 

 

最後になりましたが，自分自身もそうですし，いつも卒業生を送り出す時に思うことは“感謝”とい

う言葉です。これまで皆さんを支えてくれた家族や友人，先生方に対する感謝を忘れずに日々前進して

ほしいということです。皆さんの活躍を願っております。それではまた会う日まで！ 

 

 

 

『感謝を忘れずに！』 
第５学年 物質環境工学科 
第５学年 物質工学科               担任  清野 晃之 

 ～ムカデリレーの様子～  ～卒業研究発表会にて～ 
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社会基盤工学科１期生の皆さん，ご卒業おめでとうございます。思えば５年前，学

科が改組され「社会基盤工学科」となり，全てが新しくなったその１期生の担任にな

る重圧から，３年次の担任になった当初は，皆さんをちゃんと就職・進学させること

ができるか，不安な毎日を送っていたことを思い出します。しかし，皆さんの協力も

あり，互いに成長し合うことで卒業の日を迎えることができ，大変安堵しています。 

皆さんはこれから実社会に出て，一社会人として人生を歩んでいきます。そして，

いずれはきっと，学校では味わったことのない大きな壁にぶち当たるでしょう。そんなときは，5年間苦

楽をともにした同期ともに頑張った学生生活を，自分の励みして乗り切ってほしいと思います。特に，

皆さんの中には「こんなはずではなかった。」と，すぐに会社や大学を辞めたいと思う人が出てくると思

います。しかし，慣れない新しい環境に入るわけですから，誰でも最初は辞めたい，逃げ出したいと思

うのが当たり前です。私もここに赴任して 14年の月日が経ちますが，それ以前に勤めていた会社とはま

ったく異なる業種で，赴任した当時は辞めたいと思いました。しかし，一歩踏みとどまって，これも何

かの縁で与えられたせっかくの機会と思い，乗り越えれば，きっと普段得ることのできない経験と成長

を感じることが出来ると思います。頑張っていきましょう！ 

最後に皆さんの今後のご活躍とご健闘を心からお祈り申し上げます。  

『辛いことがあっても．．．』 
第５学年 社会基盤工学科担任   宮武  誠 

 ～卒業研究発表会にて～ 
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専攻科生産システム工学科第２学年の皆さん，ならびに保護者の皆様，専攻科の修

了，誠におめでとうございます。自主性が尊重される専攻科の修了は，本科の卒業と

はひと味違った感情があるものと思います。 

特別研究やＰＢＬ授業，学会での研究発表など，充実した二年間であったであろうと思います。本校

専攻科を修了される皆さんの実力は，四年制大学の卒業生と何ら変わりません，むしろ高専本科・専攻

科で鍛えられた皆さんは就職先でも即戦力として期待されることが多いと聞きます。皆さんはその期待

に応えることができる十分な実力・能力を持っています。函館高専専攻科修了の誇りと自信を持ってく

ださい。 

皆さんは晴れて函館工業高等専門学校の専攻科を修了することになりますが，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。この度は本当に専攻科の修了，お

めでとうございます。 

 

 

函館高専での５＋２＝７年間の修業を終え，今，正に羽ばたこうとする君たちに

エールを贈りたい。｢光陰矢の如し｣の格言の真なることが今更のように胸に響くで

あろう。短いながらも濃密で充実した専攻科の 2年間は格段に君たちを成長させた。

論理的に思考し最適解を探索することができるようになった。大勢の人前で堂々と

発言し討論もできる。困難に粘り強く取り組みそれを克服できる。いよいよ社会に出て活躍できる。 

 これからは何にでも前向きの姿勢で，妥協することなく常に自分を高める意識を保持して欲しい。そ

れぞれのグループで，職場で，プロジェクトで，専門分野でスペシャリストになりトップになれ。かつ

て愚かな議員が｢２位じゃダメなんですか｣と発言した。１位を目指さなければ２位にもなれない。目指

した結果が２位，３位なら良い。そして，努力を続ければ天からはしごが降りて来て，１位に引っ張り

上げてくれる。世の中はそのようになっている。 

『 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 

『専攻科修了おめでとう』 
専攻科 生産システム工学専攻長  三島裕樹 

 

『２位じゃダメなんですか』はダメ 
専攻科 環境システム工学専攻長  平沢秀之 
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平成 29年 12月２日（土），３日（日）の２日間

にわたり，岐阜駅前じゅうろくプラザで第 14回全

国高等専門学校デザインコンペティション「デザ

コン 2017 in 清流の国ぎふ」（岐阜高専主管）が

開催されました。本校からは，『AMデザイン部門』

へ次世代デザイン研究会の角谷友紀さん（５S-M），

西村みさきさん（５S-J），辻廣咲希さん（３Z）及

び名和美琴さん（３Z）がチームで参加しました。 

このデザインコンペティション『AMデザイン部

門』は，安心安全をテーマに，３次元プリンタだ

からこそ実現できる自由な発想に基づき，独創的

なアイディアを競うコンテストです。本校は，一

昨年度は奨励賞を，昨年度は優秀賞を受賞してい

た中で，今年度は，念願の最優秀賞（経済産業大

臣賞）を受賞することができました。この，３年

続けての受賞，しかも成績を年々向上させての受

賞は驚くべきものです。 

この『AMデザイン部門』のコンテストには，全

国高専から 24チームがエントリーし，予選（書類

審査）を通過した本校を含む 12チームが本選に出

場しました。本校は，「Fantasistar」という，免

震機構付の光投影コースターで参加し，その構

造・機能・デザイン性が評価されました。 

１日目には口頭発表と質疑応答，２日目はポス

ター及び造形物での発表により審査が実施されま

した。本校では 11 月 30 日まで後期中間試験があ

ったことから試験期間直後の大会開催となり，準

備時間を確保するのが困難な中での出場でしたが，

本校学生チームは熱のこもった大変立派な発表を

行い，見事に最優秀賞の栄誉に輝きました。 

（記：次世代デザイン研究会顧問 山田 誠） 

 

 

 

 

デザインコンペティションＡＭデザイン部門 
最優秀賞受賞 

～口頭プレゼンテーションの様子～ 

～受賞後の記念撮影～  

学 生 の 活 動 に つ い て 

～結果発表～ 

～口頭発表の様子～ 
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 初戦の相手は久留米高専でした。前半はキックによりエリアを意識したゲームを展開しようとしましたが，

立ち上がりの遅さや経験の浅さからキックディフェンスがあまり機能せずに４トライを取られてしまい，36

対０と圧倒されてしまいました。 

 後半は数少ない選手交代をして試合に臨みました｡練習を積んできたラインブレイクからのオフロードパ

スで相手陣に進み，そこからラインアウトのドライビングモールで２トライを取ることができました。さら

に，キックでエリアを取ったあと相手のミスに付け入りトライを重ねることができました｡後半は全員が集中

したディフェンスを行っていましたが，実力及ばず久留米高専に１トライを追加されてしまいました。 

 最終的には，17 対 43 という悔しい結果になってしまいました。点数には現れていませんが，試合内容で

はチーム力や経験に大きな差があり，全国のレベルの高さと自分たちの弱さを痛感しました。今度のチーム

は人数も少なく，これといった強みがありませんが，全国での悔しさと５年間の思いを糧にして全国ベスト

４以上を目指したいと思います。 

（記：ラグビー部 生産システム工学科 4年 田平拡大） 

 

 

平成 29年 12月 22日（金），神戸のユニバー記念陸上競技場

において第 48 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 10月に開催された地区予選で旭川工

業高等専門学校に勝利し，全国大会に出場してきました。 

今年の大会は開催が例年より早く，12 月 17 日（日）に神戸

入りし，雪のない土の上でサインプレーの確認やキックチェイ

スなどの練習を行って初戦に向けて最終調整を行いました。 

  

 

第 48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。 
 

～大会に臨む選手たち～  

冬季スポーツ大会 2年ぶりに開催！！ 

平成 29年 12月 19日（火），函館高専第１・２体育館及び武道場

において，「平成 29年度冬季スポーツ大会」が開催されました。 

 昨年度は，インフルエンザの流行によりやむなく中止となったた

め，２年ぶりの開催となりました。バスケット，バレーなどの球技

では上位に勝ち進むほど，選手や応援にも熱が入り大きな声援があ

りました。武道場では教員の参加もみられ，予想外（？）の活躍も

あり，教員と学生ともに楽しい時間となりました。 

学生会は，企画から運営と様々なところで働いていました。スケ

ジュールが遅れている場合は，ルール変更などの大鉈を振るい，適

切に対応していました。学生会の働きのおかげで２年ぶりの冬季ス

ポーツ大会が楽しいものとなりました。 

（記：学生委員 佐藤 恵一） 

 ～競技の様子～  

9



 

  

全国高専英語プレゼンテーションコンテストで優勝しました！！ 

 平成 30年１月 27日（土），28日（日）に，第 11回全国高等専門学校英語プレゼンテーションコン

テストが東京で開催されました。今年度は函館高専から１チームがチーム部門に参加し，見事第１位

である文部科学大臣賞の栄光に輝きました。今回は参加チームのメンバー・指導教員の皆さんに，大

会やそれまでの思い出を寄稿していただきました。 
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今年のプレコン全国大会には，昨年に続き，卒業生の岡部翔太君（3年，4年，5年と３回全国大会に出場）が

社会人となって応援に来てくれました。無事に学生たちの発表が終わり，昼ご飯をみんなにご馳走しながら，「よ

く頑張った！でも，君たちを凌ぐ素晴らしい発表がたくさんあったね。先ずは謙虚に反省し，今後の成長に繋げ

よう！」と励まして表彰式に臨みました。3位にも選ばれず，今年も外したか，と優勝校を予測していたその時， 

審査委員長が，「最後に第１位は・・・函館高

専！」とおっしゃって，私は岡部君と顔を見合

わせながら「ええええー！」と国際会議場全体

に響き渡る大声で叫んでしまいました。学生た

ちは，私の厳しい指導に良くついてきたと思い

ます。素晴らしい結果を本校にもたらしてくれ

た 3人に心から感謝します。 

 

（記：プレコン指導教員 奥崎 真理子） 

平成 30年度学生会役員選挙結果 

平成 29年 12月 22日（金）午後に，平成 30年度学生会役員選挙が実施されました。立会演説会では，選挙

管理委員長の物質環境工学科４年成田雄大君が司会し，情報工学科５年飯田涼太君が顧問として委員長を支援

し，推薦者と立候補者の演説を全学生が真剣に聞き入りました。その後，学生は HRに戻り，各クラスの選挙

管理委員がクラス毎に投票を取りまとめました。集計の結果，立候補者全員の当選が確認されました。 

 晴れて当選した方々は，学生の皆さんの支援に応えるべく，のびのびと新年度の学生会活動を活発化してい

ってほしいと願っています。 

（当選者） 会長      西川 数馬（３C） 

       会計      小林 陽昭（３S-J） 澁谷 弥優 (２Z） 

            会計監査   田代 周平（３C）   能登 朝子 (２S-２) 

 

（記：学生主事 奥崎 真理子） 

～受賞後の集合写真～  

～立会演説会の様子～  
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「アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト 全国大会」に出場しました。 

平成 29年 12月３日（日），有明コロシアムにおいて「アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテス

ト 全国大会」が開催されました。30回目を迎えた今回の競技課題は『大江戸ロボット忍法帳』で，各チー

ム 2台のロボットが相手の風船を割りあうという 10年ぶりのガチンコ対決となり，各地区から選ばれた 26

チームが熱戦を繰り広げ，函館高専からはＢチーム「函館三景」が出場しました。 

４年ぶりの全国大会出場で経験不足を心配しましたが，事前準備から試合開始まで，学生たちはその場，そ

の時の最善を尽くしていました。３年生以下（選手は２年生のみ！）の若いチームで良く頑張ってくれたと思

います。香川高専詫間キャンパスと対戦し，惜しくも１回戦敗退となってしまいましたが，ロボコン「祝 30

回！」のメッセージを高々と掲げて，強いロボコン愛をアピールできました。一方で，無線通信トラブルで地

区大会のような軽快・豪快な動きを披露できず悔しさが残りました。学生たちには，高専生らしく技術力の向

上でこの悔しさを晴らして欲しいと思います。会場には，応援団として OB・OGの方々にもお越しいただき，

熱い声援をいただきました。来年こそは全国大会での勝利を目指して活動していきますので，今後とも応援を

よろしくお願いいたします。 

（記：ロボット研究会顧問 川合政人） 

全国大会への出場で，僕達は非常に多くのことを学ぶ事ができました。全国常連の他チームがどのようにし

て強いロボットを組んでくるのか，大会当日の雰囲気はどのような感じなのか，ロボットの運搬・組立にはど

のようなステップを踏んでいるのか……数え出すとキリがありません。無論，僕達のアイデアも素晴らしいも

のだったと確信していますが，それを形にしても活躍するまでには至らなかったことを考えると，それには技

量が足りていないのだと痛感させられます。アイデアのみならず，さらに技量を磨き，自分たちの理想を最大

限に実現させることが，今後の僕達の課題であると感じる大会でした。次があるのなら，それに向けて新たな

技術を学び，実現させたいと思います。 

（記：函館高専Ｂチーム リーダー 生産システム工学科２年 池田慈英） 

～大会後の集合写真～  
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平成 29 年 11 月 10 日（金）～12 日（日）の３日間にわたり，コンピテンシー評価に関する調査研究

事業「KOSEN ハッカソン＠函館」を，本校が主管校となって，森町赤井川のグリーンピア大沼を会場と

して開催しました。 

本ハッカソンには，本校を含む 18 高専の学生･教員及び本部事務局･教育研究調査室などから 60 名，

Mashup Awards関係企業等から９名の計 69名の参加がありました。 

ハッカソン（Hackathon）とは，広い意味でソフトウェアのエンジニアリングを指すハック（Hack）と

マラソン（Marathon）を併せた造語であり，短期間に集中的に共同作業でサービスやシステム，アプリ

ケーションなどの開発を行い，そのアイデアと技術を競うイベントです。 

学生たちはいくつかのグループに分かれて，「高専生」「地域」「ハッカソン」をテーマに，様々な手法･

ステップを段階的に進めるアイデア出しを行い，まとめたアイデアを元にものづくり作業を行いました。 

各チームのアイデア及び作品は最終日に発表及び審査員による審査が行われ，さまざまなアイデアの

中から優れた提案をしたグループが最優秀賞および企業賞として表彰され，受賞したグループへは，各

企業等からそれぞれ記念品が贈られました。 

参加した学生は，２泊３日のイベント期間中寝食を共にし，連日深夜まで作業に没頭しており，「高専

生仲間」の強い絆が出来上がったようでした。 

なお，最優秀賞を受賞したグループは，12月９日（土）に東京で開催された「Mashup Awards 2017 学

生部門賞決勝審査会（by JPHacks）」への出場権を獲得しました。 

（記：教務主事 小林 淳哉） 

 

  

 

 

「KOSENハッカソン@函館」が開催されました。 

～真剣に作業する参加者～  ～終了後の集合写真～  
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今年で４年目となる一関高専との交換寮生事業が今年度も実施されました。今年は平成 29 年 11 月９

日（木）から 14日（火）の期間に一関高専から３年生の男女学生それぞれ１名を受け入れました。11日

（土）には寮祭に参加してもらいました。二人は，短い期間でしたが大変有意義な体験ができたと笑顔

で語っていました。 

本校からは、12 月 13 日（水）から 18 日（月）の期間に３年生の大畑潤君、佐野凌希君、関桃絵さん

が一関高専を訪問しました。本校の寮とは異なる環境で生活し，行事にも参加した貴重な経験を今後の

寮生会活動に活かしてくれることを期待します。 

国立高専機構は平成21年度にシンガポールのポリテクニック３校

と学術交流協定を締結しました。学術の交流と教育・研究の協力関

係を発展させることがその目的です。 

函館高専は平成 25年度からリパブリック・ポリテクニック校との

交流を特に深めています。これまでは，相互に１週間程度滞在する

交流プログラムを実施してきましたが，今年度は新たな取組みとして，リ

パブリック・ポリテクニック校から４名の学生を短期研修（インターンシップ）として受け入れました。 

短期研修生４名は，約３ヶ月間，本校での研究活動と寮での生活を経験しました。４名にとってはと

ても貴重な経験となったことと思います。また，本校の学生にとっても外国人と接する良い機会になり

ました。 

 

平成 30年１月６日（土）～８日（月）、旭川高専を会場にして

「平成 29 年度北海道内高専寮生交流会」が行われ、函館高専春

潮寮からは３S-M岩藤威君、３Z本前恭太郎君、３Z関桃絵さんの

３名が参加しました。３日間にわたって各高専の寮が抱えるさま

ざまな課題について議論しました。参加した学生は，バスでの長

距離移動と集中した議論で大変疲れたと思いますが，今後の寮生

会活動の活性化に向けて有意義な経験ができたと思います。 

（記：寮務主事 柳谷 俊一）   

一関高専（岩手県一関市）との交換寮生事業 

シンガポールからの短期研修生の受け入れについて 

平成 29年度北海道内高専寮生交流会 

春 潮 寮 通 信 ！ 

～短期研修生の皆さん～ 

～参加メンバーで集合写真～ 
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平成 30年１月９日(火)に５年生を対象とした「消費者講

座」が開催されました。「契約の知識から学ぶ悪徳商法」と

題して函館市消費生活センターの澤口真理さんにご講演い

ただきました。 

悪徳商法はよく話題になる「振り込め詐欺」以外にも，

社会経験の浅い若者を狙いますます巧妙化しているキャッ

チセールス・架空請求・マルチ商法・ネット通販などがあり DVD を視聴し，より詳しく解説いただきま

した。 

「契約」というと契約書を取り交わすのを思い浮かべますが，日常の口頭約束，あるいは物品の購入

や貸し借りといったことも「互いの合意」という契約なのだと，契約に関する注意点についての解説が

ありました。学生たちは身近な話題ということもあり食い入るように講演を聞いていました。 

まもなく，社会に巣立つ学生たちが，金銭に関わる無用なトラブルを防ぎ安心して生活を送るために

必要な知識を得る機会となりました。 

（記：学生委員 田中 孝） 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 12 月 15 日（金），函館年金事務所から講師の先

生をお呼びして，国民年金に関する講演会が行われました。

当日は，次年度二十歳を迎える全学科の４年生が大講義室に

集まり，年金の仕組みや種類に関すること，学生である場合

は申請をすることによって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，またこの制度を利用す

ることで，万が一の事故などにより障害を負ったときに受け取れる傷害基礎年金の受給資格を確保でき

ることなどが丁寧に説明されました。 

（記：学生委員 小玉 齊明） 

  

消費者講座  狙われる若者たちを開催しました。 

国民年金に関する講座を開催しました。 

各種講演会，研修会，発表会 

～講演会の様子～ 

～講演会の様子～ 
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平成 30 年１月 22 日（月），各クラブ・愛好会の次期リーダーを中心としたメンバー総勢 40 名が参加

し，クラブリーダー研修会が行われました。今回は，函館市消防本部から２名の講師をお招きし，AED（自

動体外式除細動器）を使用した応急処置に関する講習会を実施しました。現場での安全確保や患者から

の感染症のリスクなど，AEDの使用や胸骨圧迫の方法以外についても勉強になることを多々教えてくださ

りました。会場の学生も臨場感のある体験談を交えての講義に真剣に耳を傾け，実技の講習にも積極的

に取り組んでいました。 

AED講習は春のスポーツ安全講習会に引き続き，今年度２回目となりました。まだ受講していない学生

の皆さんは，いつ訪れるか分からない「その時」に的確な判断ができるよう，次年度以降の講習会に是

非，参加してください。                      （記：学生委員 小玉 齊明） 

 

 

 

 

 

 平成 30年１月 22日（月）～１月 26日（金）にかけて，本科５年生による，各学科・コースの卒業研

究発表会が本校大講義室にて行われました。 

 今年度の発表会は，新学科に改組されてから初めての発表会となります。中でも生産システム工学科

の学生は単純に機械・電気電子・情報に分かれるのではなく，配属先の履修コースでの学習内容も加味

して発表日が決定され，学生は学年末試験前の時間をやりくりしながら準備を行い，当日の発表に臨み

ました。 

 各発表日では，連日朝９時頃から夕方 17時頃まで，各学生の発表が行われました。高専に在籍してい

た５年間の集大成たる卒業研究の成果に対して，各教員からも盛んに質問が寄せられ，各日とも，熱の

入った卒業研究発表会となりました。 

 卒業研究はただ発表して終わりではなく，その成果が後輩たちへと引き継がれていくことで，さらに

発展した研究が行われることになります。来年度，さらに大きな成果が発表されることを楽しみにして

います。                    

（記：教務主事 小林 淳哉）  

クラブリーダー研修会を開催しました。 

 

卒業研究発表会を開催しました。 

 

～真剣に取り組む学生たち～ 
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平成 30年２月１日（木），大講義室において「専攻科

特別研究Ⅱ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。        （記：専攻科長 渡辺 力） 

               

 

  

専攻科の創造実験と複合創造実験（PBL）は，地元企業な

どの課題をテーマとし，企業を退職されたあるいは現役の

技術者の方を特専教員（マイスター）として招聘して，マ

イスターとともに課題解決に取り組むという函館高専独自

の PBL授業です。 

平成30年２月13日（火）に専攻科１年生の創造実験（PBL）

成果報告会が大講義室で行われ，関係企業の皆様や特専教員（マイスター）にも参加して頂き，成果に

対して多くのご意見を頂きました。今年度後期の実施テーマは， ①金属含有産業廃棄物からの新規吸着

剤による貴金属回収，②大沼の水質浄化，③ボウリング用車椅子の開発，④耐災害避難支援システムと

見守りアプリの開発，⑤高圧部へ火山礫を投入する装置の開発，⑥ビニールハウスのモニタリング及び

管理システム開発，⑦配管内を撮像しながら走行する超小型カメラ搭載の無線操作ミニカーの開発の７

件です。 

教員や企業の方々から寄せられた鋭いご意見に対して，専攻科１年生は適切に回答していました。３

月８日には道内４高専合同 PBL成果報告会が旭川高専で開催されました。   （記：専攻科長 渡辺 力） 

専攻科 特別研究Ⅱ発表会を開催しました。 

 

専攻科創造実験成果報告会を開催しました。 

 

～真剣に取り組む学生たち～ 

～終了後の集合写真～ 

～発表の様子～ 
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平成 30年３月をもって，函館高専の発展にご尽力いただいた３名の先生方が，函館高専を退職されま

す。最後に，それぞれの先生方に函館高専のことを振り返って，自由に寄稿していただきました。 

 

 

 

誠に唐突ですが，幕末維新の英傑のひとりである勝海舟は貧乏暮らしがゆえに蘭

学修行に難儀していたそうです。その彼を経済的に支援していたのが，函館の商人，

渋田利右衛門でした。 

 勝海舟が後に語ったことのなかに，「知り合って２，３日後，利右衛門は貧乏旗

本の勝海舟に書籍代として 200 両を手渡した。」とありますが，こういう行為は，

ちょっとキザで鼻持ちならない金持ちの道楽。しかし，渋田利右衛門には豪毅な旦

那気質だけではなく，若者の資質や意欲を見抜く目があったのだと思います。 

 授業では，「将来，年収 4000 万円を超えるグローバルエリートや，企業を立ち上げて大成功する者が

このクラスには潜んでいる。」と冗談めかしに言っていましたが，勝海舟のように表舞台で活躍するか，

渋田利右衛門の如く役者を裏で支えるか，いろいろな人生があるはずです。函館高専は，技術教育と人

間力を高めるリベラルアーツ系の科目を統合したカリキュラムを編成・実施しているので，勝海舟や渋

田利右衛門とひと味違う人材を大いに輩出するだろうと思います。 

道教委との交流人事で，当初から３年間，お世話になることになっておりましたので，３月末日をも

って古巣の高校教育に戻ります。次の土地でも骨を埋める覚悟で勤務しつつ，原野の片隅から函館高専

に声援を送り続けます。最後になりましたが，教職員の皆様と学生諸君の御健勝と，函館高専のますま

すの御発展を心よりお祈りいたします。お世話になりました。  

  『 退職される先生方から一言 』    

『勝海舟と渋田利右衛門』 
一般人文系 教授  菅原雅之  
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企業勤務 25年を経て， 2004年４月函館高専に着任しました。これと時を同

じにして次男が茨城高専に入学しました。学科の歓迎会で学科主任の水上先生

から「教員の立場，また，親の立場として高専を理解してくれる」と言われた

のを思い出します。  

着任２年目で物質工学科第８期生の担任を任され，３学年から卒業までの３

年間何とか卒業までこぎ着けたこと，今年 30歳になった彼ら彼女らの成長した

姿を見るにつけ担任を経験して良かったとつくづく思います。教員として未熟な私を盛り立て，３年間

無事卒業をしていってくれた学生達に感謝しています。 

学生指導に関する校務では寮務委員以外は経験し，その後は種々の委員会の長や専攻科長，学科長を

経験しました。専攻科長時代は修了要件から TOEIC400点が外れたためか，学内で実施される TOEIC-IP

試験スコアが平均として低下傾向にありました。そこで専攻科生の英語能力アップのため，奥崎先生と

ともに英語プレゼンテーション演習の強化と特別研究Ⅱ発表会のスライドは英語表記にすることを実施

しました。その初年度は数名の学生が英語で発表し，中には質疑も英語でする学生もおり，思った以上

に学生達が積極的に取り組んでくれたことをとても頼もしく思いました。今後も継続してさらに進化す

ることを期待しています。 

卒業研究では毎年同じ様な研究テーマで学生達に追実験をさせるのですが，毎年異なる結果が得られ，

かといって自分で実験する余裕もなく，成果をまとめるのに悩む毎日でした。ただ，そんな中でもきっ

ちり実験をやってくれる学生もおり，様子を見ていると家で家事の手伝いをしている学生は実験の段取

り，まとめ方がしっかりしていることに気付きました。単に知識を詰め込むだけの勉強ではなく物事を

段取りよく整理して進める能力の養成が重要なのかも知れません。また，卒研では進捗状況をまとめて

発表する検討会を実施し，厳しい質問をするように心がけました。同席する学生にも必ず何か質問する

ようにしました。どんなことにも興味を持ってもらいたい，貴重な時間を上手く使ってほしいとの思い

からです。さらに，雑誌会と称して関連する論文を調べて，翻訳して紹介することを全卒研生に義務づ

けました。最近の学生は低学年の英語力強化のためか，翻訳ソフト向上のためか，ほぼ正確に翻訳する

様になり，驚くとともに感心しています。 

学生の皆さん，５年間（専攻科まで入れると７年間）に学業はもちろん部活や学校行事への積極的な

参加など色々な経験を積んで下さい。それが社会人になってさらなる勉強を進める上での肥やしになっ

ていくと思います。 

最後に教職員の皆様に感謝するとともに，函館高専の益々の発展をお祈り申し上げます。 

 

  

『退職を迎えて』 
物質環境工学科  教授 鹿野弘二 
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公立高校を定年退職した後の延長戦を函館高専教員として過ごさせていただ

きました。高専での３年間は振り返ればあっという間でしたが，教育の世界でパ

ラダイムシフトが起こっていることを実感する，私にとってはエキサイティング

な時間でした。 

三十数年続いた高校教員時代には，「分かる授業」を目指して自分なりに工夫

を重ねましたが，板書中心の授業には限界を感じていました。様々な文献を読ん

でいくと，座学の授業を受けているときは学生の脳の活性度が著しく低い，という衝撃的な実験結果に

出くわしました。高専の単位時間は 45 分で高校よりも５分短い上に単位取得の合格ラインが 60 点で，

学生が受身になる座学の授業をしたのでは落第が続出するのは明らかです。 

 まず初年度は，学生の学習時間を増やすためにネット上にあるブラックボードの自作教材で予習して

もらい授業時間にはグループで演習問題に取り組む，「反転授業＋グループ学習」を始めました。ただ，

これだけでは点数は取れるようになっても，物理的な概念の理解が深まるとは限りません。そこで 2 年

目からは，概念的な理解をグループの議論で深めるためのクイズ形式の授業「ピア・インストラクショ

ン」も取り入れました。実践を進めていく上で励みになったのは，授業の最後に書いてもらう「振り返

りカード」です。私の方が気づかされることも多く，授業を少しずつ改良しながら進めていくことがで

きました。 

 部活動では，NIFAの活動に関わりました。NIFAの学生は好奇心が旺盛なので「全日本中学高校 Webコ

ンテスト」に挑戦しました。今年度は３チームがエントリーし，高専の先生方の研究を取材させていた

だき，文章や絵などそれぞれの得意分野を活かして作品を作り上げました。その結果，昨年度のように

ファイナリストに残ることはできませんでしたが，３チームとも参加 500チーム中ベスト 50に選ばれま

した。作品作りは「ものづくり」。私も学生と一緒にイキイキ，ワクワクさせてもらったことに感謝しま

す。 

 ３年間，ありがとうございました。 

 

 

 

 

『エキサイティングだった３年間』 
                  一般理数系  特命准教授 関川準之助 
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（ 採 用 ） 

 平成 29年 12月 18日付け 

  総務課・事務補佐員 細田 香代 

平成 30年 1月 10日付け  

 学生課・事務補佐員 小林 かほる 

（ 昇 任 ） 

平成 30年 2月 17日付け 

 総務課・人事係長 五十嵐 麻里子（総務課総務事務グループ 主任） 

（ 辞 職 ） 

平成 30年 2月 16日付け  

総務課・人事係長  瓜生 淳一（北海道教育大学事務局函館校室係長） 

平成 30年 2月 28日付け  

学生課・学務事務グループ員  安藤 美紅 

 

人事異動（平成 30年 2月 28日現在） 
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