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平成 29 年 4 月 6 日（木）午前 10 時から本校体育館にて平成 29 年度入学式を挙行しま

した。 

今年度は，本科生 181 名，第 3 学年外国人留学生 4 名，第 4 学年編入学生 2 名，専攻科

生 19 名の計 206 名が入学し，新たな門出を迎えました。式では，入学生確認，校長告辞に

続き，新入生を代表して１年２組 尾﨑 海大さんが入学生宣誓を行い，本校に入学するに

あたっての抱負を述べました。式の最後には，校歌が披露され，新入生たちは，これから

始まる函館高専での輝く未来に思いを巡らせていました。 

 

以下は，伹野茂校長の告辞の全文です。 

 

新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。 

 本日ここに，ご来賓並びにご関係の皆様のご臨席を

頂き，平成 29 年度函館工業高等専門学校入学式を挙

行できますことを，私ども教職員一同，心より感謝申

し上げる次第です。                            

 本年度は，本科第一学年入学生 181 名，第三学年外

国人留学生 4 名，第四学年編入生 2 名，専攻科第一学

年入学生 19 名，合計 206 名の皆さんが新しく本校の

学生となります。希望に満ち溢れた皆さんに，心より        告辞を述べる伹野校長 

お祝いを申し上げます。 

 これまで皆さんを見守り，支えてこられたご家族の皆様方にも，心よりお慶び申し上げ

ます。 

 函館工業高等専門学校は，函館市および北海道の熱心な誘致運動により，昭和 37 年に国

立高等専門学校一期校，12 校の一校として，この函館の地に開校しております。当時は，

機械工学科，電気工学科，土木工学科の 3 学科でした。昭和 41 年に工業化学科，平成 3 年

に情報工学科が設置され，5 学科体制（定員 200 名）となりました。 

 その後，平成 25 年には，我が国の産業の多様化に対応するため，単独高専としてはいち

早く高度化再編を実施しております。従来の機械工学科，電気電子工学科，情報工学科を

合わせて生産システム工学科に，物質工学科を物質環境工学科に，環境都市工学科を社会

基盤工学科に，改組し現在に至っております。一年生は学科にとらわれない混合学級で共

通授業を受け，二年生から学科・コースに分かれて専門科目の授業を受けます。 

 本科の卒業生に対し，平成 16 年に生産システム工学と環境システム工学の 2 専攻からな

る二年制の専攻科が設置されております。本科を卒業すると準学士（工学）の学位を，専

攻科を修了すると学士（工学）の学位が授与されます。学士の学位は，大学卒業の資格で

す。 

 本日は 56 回目の入学式を迎えております。函館高専は着実に発展しております。多くの

本科卒業生は，大学の編入制度を利用して，全国の国立大学に進学しています。就職希望

者に対しては，求人倍率が近年 10 倍を越え，全員が企業や官公庁等に就職しています。大

学もうらやむほどの大変良好な状況にあります。また地域との産学連携や社会活動につい

ても活発で，全国の高専の代表例として紹介されるほどであります。 

 高専という学校は，中学校の延長でも，高校でも，また大学でもありません。いわゆる

学校教育法による六・三・三・四制には，当てはまらない学校です。中学卒業生に対し，

入学式 



５年間かけて工学専門教育を行う学校です。高専は，大学と同じ高等教育機関に分類され

ています。15 歳で入学できる高等教育機関は，世界的にも高専だけです。先生方も大学と

同じ，教授，准教授，助教と呼ばれ，ほとんどの先生は博士号を持っています。皆さんは，

中学校を卒業して直接高等教育を学べる学校に入学したことになります。 

 函館高専と同じ国立の高専は，現在全国に 51 校 55 キャンパスあります。本科約 48,000

人，専攻科約 2,800 人，計 5 万人もの学生が高専で学んでいます。入学定員は約 1 万人で

す。皆さんと同じ年齢の人口が約 120 万人ですので，今年も，同じ年齢の約 1％が高専に

入学しています。皆さんの同級生が全国に約 1 万人いることになります。 

 高専教育の大きな利点は，全国の国立高専が独立行政法人国立高等専門学校機構のもと

に置かれ，卒業生の質保証，すなわち卒業生の専門分野の能力や学力が一定のレベルにあ

ることを保証していることにあります。このことが産業界や社会から高く評価されている

点です。同じ年代で 1％の道を選んで，函館高専を入学した皆さんは，全国的水準のある教

育環境で学び，ここで身につける学力はもちろん全国レベルにあることになります。さら

に国際化が当たり前の時代です。函館高専では国際社会に通用する教育にも力を入れてい

ます。函館高専で学ぶことに誇りと自信を持って，勉学に励んでもらいたいと思います。 

 函館工業高等専門学校の教育目標をお知らせします。 

 創造力と実行力を持ち，専門技術に関する基礎知識を持ち，情報技術を活用する能力を

持ち，多面的なコミュニケーション能力を持ち，問題解決のためのデザイン能力を持つ創

造的な技術者を育成することにあります。 

入学生の皆さん，本日から五年間の高

専生活が始まります。心配は要りません。

経験豊富な教員が皆さんを親身になっ

て導いてくれます。また学校は全力を挙

げて，皆さんをサポートしていきます。 

 これから皆さんには，課外活動や地域

活動にも積極的に取り組んでください。

友人，先輩，先生方，地域の方々，外国

の方々との輪の中で，充実した学校生活

を送ってください。そして，幅広い教養

と高い倫理観，確固たる専門基礎知識を    

新入生代表による入学生宣誓         身に付けてください。 

 国際舞台でも活躍する創造的エンジニアへと育つ土台をこの函館高専で築いてもらいた

いと思います。 

 

 平成 29 年 4 月 6 日 

函館工業高等専門学校長 

伹野  茂 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 月 14 日（金）の７時間目，函館高専での最初の１週間を締めくくるかたちで，新入生

ガイダンス（１回目）が行われました。大講義室に入りクラスごとに着席した新入生の皆

さんは，まだ少し緊張気味のようでした。 

 今回のガイダンスでは，学年主任・山下先生の挨拶，小林教務主事による授業関係の説

明（成績評価方法，進級の条件，許容される遅刻・欠席の回数等）及び学生相談室長・長

澤先生による学生相談室の紹介がされました。本校で学校生活を送るにあたって，悩みご

と，困ったことが生じた際，友達や担任の先生への相談はもとより，学生相談室もご利用

ください。 

 また，4 月 21 日（金）の７時間目にも新入生ガイダンスとして，1 年生の皆さんに，イ

ンターネットの注意点をお伝えしましたので，この紙面を通して，2 年生から 5 年生ならび

に専攻科生も含めて，その概要をお伝えします。 

 現在，スマートフォンの普及に伴い，個人情報が①ツイッターやフェースブックの SNS

から流れています。②コミュニケーションツールの LINE などでも，一度アップした発言は，

電子データとして保存されやすく，二度と消すことができない状態に近づいています。私

たちは，このネットの便利さを享受しながらも，同時に，「インターネット上の違法行為に

注意し，ネットへの投稿は，二度と消えない点」を肝に銘じ，安全に，かつ，紳士的に使

っていく必要があります。           （記：学生委員 山田一雅，小玉齊明） 

 4 月 18 日(火)，学生会主催の「新入生歓迎会」が行われました。この会は，新入生のみ

なさんを 2 年生以上の在校生が歓迎する会であるとともに，新入生のみなさんのために，

活動している部活動各団体を紹介するという会でもあります。この日は約 30 の団体が出場

しました。 

 毎年目を惹くのが，「ロボット研究会」です。ロ

ボコン大会に登場するかのようなロボットととも

に部員が登場し，「部員募集中！」のたれ幕を発射

します。ロボットの扱いの巧みさは，日頃の取り組

みの賜物なのだと思いました。 

 個人的に興味を抱いたのが，「料理部」でした。

出場したのはみな男子寮生。男子でも料理すること

がかっこいいんだ，と言わんばかりの寸劇を見せて

くれました。そもそも「料理部」は，男子でも料理

ができるようになろうと発足した団体で，私もたび    ロボット研究会のパフォーマンス 

たび味見に参加したという経緯もあり，その活動を応援していたものですから，一層関心

を抱きました（もちろん女子部員もいますよ）。 

 迫力ある演技を見せてくれたのが「ラグビー部」でした。一時流行した「ポケモン GO」

を下敷きにしたストーリー（？）は，多くの観客学生を沸かせました。ラグビー部の新入

部員増を期待しています。 

 一通りの部活動紹介が終わると，学生会役員の紹介です。総勢 30 人ほどの大所帯です。

みなさんの高専ライフを充実させるために，いつも尽力してくれています。これからもよ

ろしくお願いします。 最後に全校学生で校歌を斉唱し，「新入生歓迎会」は終了しました。 

なお，一部団体が，下品な言動のために退場となったのは残念でした。 

（記：学生委員 鳴海雅哉） 

新入生歓迎会 

新入生ガイダンス 



 今年度の春の安全運転講習会が，本科は 4 月 27 日(木)に中講義室で，専攻科の学生は 5

月 25 日(木)に大講義室で行われました。構内乗り入れをする学生は必ず受講しなければな

りません。講師の先生は，函館自動車学校の菊地信也先生です。「形態別交通事故発生状況」

は，主に「追突」，「出合い頭」，「歩行者」で，なぜ追突や出合い頭の事故が発生するのか，

ドライブレコーダの実際の映像を見て，解説されました。とても分かりやすく，学生たち

は熱心に聞き入っていました。また，事故を起こしてしまったら，何をしなければならな

いのか，どのような点に注意しなければならないか，当て逃げになってしまう例など説明

されました。運転初心者の学生はもちろん，ベテラン運転手もためになる講習会でした。 

（記：学生委員 佐藤恵一） 

 5 月 9 日(火)に函館自動車学校にて自動二輪実技講習会

が行われました。当初 4 月 18 日(火)に開催を予定してい

ましたが天候不良のため延期となっていました。3 週間遅

れとなりましたが，例年と異なり桜が咲く暖かい日となり，

二輪実技講習には良い日となりました。最初に 10 分ほど

講義を受け，次に実技に入りました。学生たちは，肩，肘，

膝，背中，胸にプロテクタを装着し，準備体操を行ってから  自動二輪車実技講習会の様子 

安全な形で実技を行いました。バイクは，自分のものを使用しました。50cc バイクに乗る

学生は，免許を取得する際，二輪の実技講習がないため，学ぶことが多かったようです。  

（記：学生委員 佐藤恵一） 

 平成 29 年度の学生総会は，5 月 16 日（火），第二体育

館にて，9 時から開催されました。雨模様で，25 クラスの

入退場の遅れが心配されましたが，全クラスがスムーズに

集合できました。 

 議長に前学生会長の５SE 武田君，副議長に前副会長の

５SE の中島君が立候補し，３Z 関さんの総合司会の下，５

Z 堀さんによる決算報告，４SM 岩澤さんによる予算書の説

明，そして４SM 成田健修学生会長のまとめの挨拶に至る     学生総会の様子 

まで，手際よく議事が進行されました。総会までに各種委員会やクラブ愛好会主将会議な

どを開催し，丁寧に事前説明や意見集約を行っている現学生会の仕事ぶりが学生達に評価

され，信頼されている様子が窺われました。 

 総会終了後，引き続いて全校講話が実施されました。はこだ

て工芸舎やまちづくりセンターなど市内の多くの箇所で書道教

室を開催し，国内の個展やコンクールで作品が高く評価されて

いる書家の青穂（せいすい）先生を講師としてお招きしました。

ご自分の生い立ちから現在に至るまでの道筋を「守・破・離」

に例え，書道の大家であられたお父様の教えを「守って」書の

根本を体得した少年期，その基礎の上で少しずつ殻を「破って」                

青穂先生の講演     オリジナリティーをだしていった青年期，そして，お父様との

春季安全運転講習会 

学生総会・全校講話 

自動二輪車実技講習会 



お別れを前に，元々の教わったものから「離れて」誰も行っていなかった独自の芸風を確

立するに至った成人期について語っていただきました。そして，実際にステージで書と音

楽のコラボパフォーマンスを披露され，第二体育館に集った全校学生・教職員から大きな

拍手が沸き起こりました。 

 全校講話は，函館高専生にリベラルアーツに触れる機会を増やし，視野を広げさせたい

という伹野校長の意向を受け，今年度実施されたものです。目前で繰り広げられる青穂先

生の書のライブパフォーマンスを，学生と教職員が気持ちを一つにして見守る機会は，唯

一無二の体験として心に残るものになりました。     （記：学生主事 奥崎真理子） 

 

 

 

 

 

 

全校講話当日のパフォーマンスでの青穂先生の作品 

 

5 月 20 日（土）に，函館高専を会場に，中学生，保護者及び中学校教員を対象とした「平

成 29 年度 学校説明・見学会」を開催しました。 

午前は，第二体育館で全体の説明を行いま

した。伹野校長の挨拶の後，私が本校の学科

構成について説明し，次に，各学科の授業内

容や学生支援制度についてのお話がありまし

た。学生生活の紹介のコーナーでは，2 年生

産システム工学科の能登さんと 2 年社会基盤

工学科の渡辺君にステージに上がってもらい，

私との対談の形で進められました。 

お昼休みには，女子中学生とその保護者を

対象にした，本校の女子学生と昼食をともに

しながら会話を楽しむ「ランチ＆トーク」が

開かれました。中学生の方からも話しかけて，    学生生活の紹介での対談の様子 

にぎやかな様子でした。 

午後は，参加された皆さんに各学科の施設及び学習している内容の成果物を実際に見て

いただきました。中学生の皆さんには，スタンプラリーの形式で会場をまわっていただき

ました。また本校の寮である「春潮寮」の見学も行いました。当日は中学生，保護者及び

中学校教員の４００名以上の方に参加いただきました。参加された方は函館高専の実際の

様子を見聞きしたことにより，函館高専への理解を深める良い機会となったようでした。 

（記：広報委員長 中村 和之） 

学校説明・見学会 



今年の教務委員会としての目標は昨年度と同様「留年者ゼロ」を掲げてい

ます。このために，先生たちの授業方法や試験方法（成績評価の考え方）を

継続的に改善しています。その取り組みの中で，学生の皆さんが主体的に学

ぶことができるような教育方法として「アクティブラーニング」を推進して

います。これは単に先生が一方向から授業内容を提示し，授業時間のほとん

どが黒板の内容をノートに写しているというタイプの授業を改善し，学生の

皆さんが授業中に主体的に考え，時には「十分に理解している学生が他の学

生に教える」など，チームで協力して学びを高めあう授業です。また，成績

が心配な学生に対する定期試験前の集中的な学習や，LMS（BlackBoard）を活

用して 1 年生に向けた定期試験前の自学自習用課題を提示するなどして，学力の底上げを

はかろうとしています。さらに全学生向けの TOEIC 支援講座も昨年から開始しています。

特に英語が苦手な学生の皆さんは，TOEIC 講座で目先を変えて勉強してみてはいかがでしょ

う。仮に 20 歳の学生の皆さんであっても社会に出て退職までのあと 40 年以上は英語がつ

いて回るのです。これまで英語を学んできた期間より，はるかに長い期間，英語と付き合

っていくことになります。ここで，英語への苦手意識をリセットする劇的な機会を得るた

めにも，海外研修制度などを活用して，海外にも行ってみてはいかがでしょう。苦手な中

でも「聞き取れた」「伝えられた」という成功体験を少しでも得られるはずで，たとえ短い

研修中の間でも英語は伸びるでしょうし，意識が変わる機会となるのが何よりも貴重です。 

さて，アクティブラーニングを行うもう一つの意味は「答えを出すために利用できるも

の（人）はすべて利用する習慣を身に着ける」ことにもあります。複数で考えたからいい

アイディアや解決策が生まれた，というのはよくあることです。これは勉強でも同じで，「人

に聞く」「人に教える」「意見を言う」などの活動が起爆剤となって学習成果が高まるので

す。 

AI（人工知能）やロボット技術は社会に広がっており，あと

10 年の間になくなる仕事として予想されているものの中には，

検査・分類・測定などを行う作業員，測量技術士などがあげられ

ています。つまり，単純作業や機械的な正確性が必要とされる作

業はどんどん AI やロボットに置き換わっていく可能性が高いの

です。しかしながら，機械が人の仕事を奪っていったのは今に始まったことではなく，か

つてはエレベーターに乗って，行き先階のボタンを押したり，安全にドアの開閉を行う女

性に人気の職業もありました。制御技術の発達とともに，その職業は消えていきましたが，

女性の幅広い分野への社会進出にもつながり，技術革新や新しい価値の創造などに貢献し

てきました。今後確実に起こる技術革新は，企業内でのみなさんの仕事を奪ってしまう可

能性すらあるのです。しかし，AI はこれまでの経験から最善の方法を提示することは得意

ですが，創造性（クリエイティビティ）を必要とする作業には向いていないといわれてい

ます。事にあたって，創造性を駆使して新しい切り口を見出すことができる人こそ，予測

が難しい将来を力強く生き抜いていくことができるのだと思います。このため，皆さんは

授業中に課題や問題が与えられたとき，先生が答えを解説するまで待ち，考えることを放

棄する習慣をつけてはいけません。仲間と協力すれば多面的な視点から解決に向かって進

んでいけるはずです。こういう考え方が身についた人こそ，AI では置き換えられない創造

的な解決策を見いだすことができるに違いありません。アクティブラーニング型の授業は

これからの社会を生き抜いていく人に成長していくための訓練でもあるのです。 

～副校長（教務主事），学生主事，寮務主事，専攻科長から～ 

「考えることを放棄しない」 

副校長（教務主事） 物質環境工学科 教授 小林 淳哉 

 



 函館高専英語教員 26 年目になる今年，学生主事を拝命しました奥崎です。皆様，どうぞ

よろしくお願い致します。 

入学式後に行われた育成会総会直後，ある素敵なお母さんからご挨拶を頂きました。な

んと新任当時の女子学生！有り難し。実は，新任 1 年目と 2 年目の校務分掌が学生委員会

でした。その時，当時の岡田恒雄学生主事から命ぜられて作成したのが「自主・自律」の

注意喚起文です。細かな内容は忘却の彼方ですが，高専生の皆さんに自覚と自省を促す文

章を，「生徒」ではない「学生」という身分を尊重しつつ作成したことを覚えています。今

回，学校だよりの執筆依頼を賜り，今一度同じタイトルで原稿を綴ってみたくなりました。 

昔，アメリカ留学時に，様々な国民性を端的に表す沈没船ジョークを知りました。『世界

各国の人々が乗った豪華客船が沈没しかかっています。乗客の数に比べて脱出ボートの数

が足りません。船長は次のような言葉を放ち，各国の人を飛び込ませることに成功しまし

た。アメリカ人には，「飛び込めばヒーローになれますよ。」イタリア人には，「海で美女が

泳いでいますよ。」フランス人には，「決して海には飛び込まないでください。」イギリス人

には，「紳士はこういう時に海に飛び込むものです。」ドイツ人には，｢規則ですので海に飛

び込んでください。」中国人には，「おいしい食材（魚）が泳いでいますよ。」そして，日本

人には，「みなさんはもう飛び込みましたよ。」』同調圧力に弱い日本人を揶揄したこのジョ

ークに，言い得て妙と納得したのを覚えています。 

「みんな」がやっているから安心，安心なら自分もやってよい，という行動心理は，「バ

ンドワゴン効果（ハーヴェイ・ライベンシュタイン）」と呼ばれています。しかし，この「み

んな」に合わせていれば安心という日本人気質が，時に「自己を知る努力」から目をそむ

け，「異を唱える勇気」を失わせ，ルール認識を麻痺させた「赤信号をみんなで渡る」非社

会的行動へと繋がってしまうのです。函館高専生の皆さんには，函館高専で学ぶ間に，「み

んな」の不適切な同調圧力に屈しない，「自主・自律」の精神を育んでほしいと強く願って

います。なぜこのような社会規範が存在するのかを深く見つめ，その有効性と真偽を検証

する姿勢，そして，自他を平等に尊重しつつ，自己の判断に責任を持つ覚悟を持ち続けて

ほしいと思っています。函館高専という高等教育機関で学べることは，167 単位だけでは

ありません。卒業後にも必要な人間力（文部科学省提唱）であり，社会人基礎力（経済産

業省提唱）であると認識しています。 

在校生の皆さんが，いつの日か，素敵なお父さん，お母さんとなって，函館高専育成会

に参画していただけることを夢見つつ，目の前の学生さん一人ひとりが「自主・自律」の

精神を確立するよう，学生主事としての務めを，誠心誠意果たして参ります。 

 

 海外ショートサバティカル（4 月 29 日～5 月 5 日）記録写真より 

  

 

 

 

シカゴ産業科学博物館にて        シアーズ(ウィリス)タワー地上 400 メートル 103 階 Sky Deck にて 

「自主・自律」再び 

学生主事 一般人文系 教授 奥崎 真理子 

 



新入寮生 39 名を迎え，総勢 215 名で春潮寮の新年度がスタートしました。今

年度，男子寮では４年生産システム工学科電気電子コースの杉山大知君が総代を

務め，女子寮では４年生産システム工学科機械コースの中村風寿季さんが総代を

務めています。この二人が寮生会の先頭に立って，各種行事の企画・運営や低学年の生活

指導等にあたっています。今年度の寮生会の目標は，各組織の連携を強化することです。

これは男子寮生会と女子寮生会との連携強化のみならず，寮生会と専門委員会（生活委員

会，寮祭・追コン委員会，防災委員会，選挙管理委員会）の連携を密に行うことでもあり，

これによって寮生会活動がさらに活性化するものと期待しています。 

さて，春潮寮は共同生活を通して豊かな人間性を育むための教

育施設です。男子寮は昭和 37 年に函館高専が開校したときに設置

されて以来，54 年の歴史があります。歴史ある男子寮には，代々

受け継がれてきた慣習があり，厳しい上下関係のルールが長く存

在していました。しかしながら，十数年ほど前からはだいぶ緩和

されてきています。例えば，平成 18 年度の学校だよりには，次の

ような記述があります。「春潮寮もここ数年で，ずいぶんと雰囲気 

寮生総代による挨拶      が変わったのではないでしょうか。春潮寮の中で『伝統』とされ

ていた，下級生，特に 1 年生に極端な負担を強いていた厳しい上下関係が，かなりの部分

で緩和されてきています。独特な 1 年生の大きな声での挨拶，食堂や風呂の使い方などの

ルールは残っていますが，これらは 1 年生から 5 年生までの寮生が円滑な共同生活をして

いく上で，必要なものといえるでしょう。それでもまだ，1 年生は日々緊張の様子ですが，

以前に比べればずいぶんと過ごしやすくなったようです。」 

近年はさらに寮のルールの見直しを継続して行っていますが，それでもまだ，男子 1 年

生にとっては緊張せずに生活できる状況ではないのが実情です。 

さて，ここで他の学校の学生寮に目を向けてみます。大学ラグビー

8 連覇を達成した帝京大学ラグビー部では，約 150 人の部員全員が寮

生活を送っています。この寮には他とは大きく異なる特色があります。

それは，寮の仕事（掃除など）を担当するのが下級生ではなく上級生

だということです。入部したての 1 年生は生活に慣れていないため余

裕がないので，その代わりに上級生が掃除などを行い，1 年生がスト

レスなく生活できる環境を作っているそうです。これはラグビー部と

して勝利を目指すために取り入れた仕組みですが，本校の寮の今後の

在り方を考える上では非常に参考になると思います。           新入寮生歓迎会 

春潮寮が教育施設としての役割を果たしていくためには，時代・社会の変化に対応した

寮であるべきと考えます。そのためにはこれまでの慣習に盲目的にとらわれるのではなく，

良い慣習は残しつつも，柔軟な視点を持って変化していくことが必要です。寮務委員会は

今後もより良い寮づくりのための活動を行っていきますが，寮生のみなさんと保護者の皆

様の声も多く取り入れたいと考えています。今後とも，春潮寮の運営にご協力くださいま

すよう，よろしくお願いたします。 

「これからの寮の在り方」 

寮務主事 生産システム工学科 教授 柳谷 俊一 
 



 函館高専の専攻科は，生産システム工学専攻と環境システム工学専攻の 2

専攻からなり，本科 4・5 年と合わせた 4 年間の教育に対して「複合型シス

テム工学教育プログラム」を設定して JABEE 認定を受けています。この「複

合型システム工学教育プログラム」については，本年度，JABEE 継続審査を受けることを

予定しています。現在，点検評価委員会を中心に準備を進めているところであり，11 月に

本校において実地審査が行われる予定です。 

この JABEE 認定により，専攻科修了生は，国際的な水準の教育を受けたことが保証され

るとともに，「ものづくり伝承プログラム」と位置付けた本校独自の創造実験（PBL）によ

り創造性と実践力を身に付け，2 年間におよぶ特別研究により研究力をも兼ね備えた技術者

として社会に出ていきます。専攻科生の皆さんは，創造実験や特別研究などで多忙な日々

を送っているものと思いますが，将来をしっかりと見据えて学業に専念してください。ま

た，専攻科には担任制度がありません。皆さんは，日々の生活における自己管理を徹底し，

有意義な学生生活を送ってください。 

 また，本科が新学科に再編され，本年度が本科課程改組の最終年となります。これに合

わせて，平成 30 年度に専攻科の改組を予定しています。この新専攻科は本科の 3 学科に接

続させた「生産システム工学専攻」「物質環境工学専攻」「社会基盤工学専攻」の 3 専攻か

らなり，各学科に設けられた履修コースの専門性を統合して，さらに深化させることによ

り，高度で幅広い専門知識を教授するカリキュラム体系を特徴としています。この新専攻

科に関しましては，現在，大学改革支援・学位授与機構に申請を行っているところであり，

別の機会にあらためて紹介いたします。 

 専攻科生の皆さんのさらなる活躍を期待しております。 

「将来を見据えて，有意義な学生生活を！」 

専攻科長 社会基盤工学科 教授 渡邊 力 
 



本校は，4 年前の平成 25 年度から新学科体制となり，機械工学，電気電

子工学，情報工学の 3 分野を融合した生産システム工学科が設立されまし

た。今年制定された，“生産システム工学科の称号授与の方針”から一部抜

粋すると，「生産システム工学科は，函館高専が掲げる教育目標のもと，も

のづくり，エネルギー，エレクトロニクス，情報技術の分野の発展に対し

て，分野共通の能力や横断的な能力を駆使して貢献できる人材を育成しま

す」となっています。 

本学科は，今年度をもって，第 1 学年から第 5 学年までの学生がすべて

揃うこととなり「生産システム工学科が完成した」と表現できましょう。現在の 5 年生は，

新課程の初年度からということもあり，我々教職員ともども試行錯誤しながら，生産シス

テム工学科を形作っていった学年となりました。いろいろと苦労があったことと思います。

残りの１年間，生産システム工学科第一期生という誇りを持って悔いのないよう学生生活

を過ごし，社会に羽ばたいていって欲しいものです。  

さて，生産システム工学科の大きな特色としては，2 年進級時に 3 分野の各コースに配属

され，コース毎の軸となる基礎科目だけではなく，3 分野共通として身に着けるべき分野の

専門性を修得するための学習を行うことにあります。2 年次で履修する共通の科目には，工

業力学基礎や電気回路基礎，プログラミング基礎など計 7 つの共通科目があり，各コース

別の主要科目も 3 科目程度学習します。3，4 年次には「生産システム創造実験Ⅰ，Ⅱ」が

あり，これは 3 コースからチームを構成し，課題を解決するロボットを製作するというも

のです。他コースの学生と上手くコミュニケーションをとりながら，各自の得意分野で力

を合わせていく実習となっています。まさに“生産システム工学科”ならではの取り組み

であり，この経験は，今後の就職活動や仕事現場等で大いに役に立つのではないでしょう

か。これら年次毎の科目配置については「教育課程表」と呼ばれる一覧表に詳細が書かれ

ています。特に，低学年の学生は，本校ホームページの「教育課程・シラバス」からこの

表を確認し，今後どのような体系でどのような学習をするか是非チェックして欲しいと思

います。 

今年度の 2 年生は，機械コース 43 名，電気電子コース 28 名，情報コース 39 名という

配置となりました。4 年次からは，グローバルマネジメント履修コースを含めた 6 つの履修

コースから選択し，より専門性の深い学習することになります。ただし，各履修コースに

は定員があるため，今年度については，第二志望を選択せざるを得ない状況も発生してい

ます。履修コース選択については，完全に成績順となっており，学習意欲の高い学生が優

先となっていることを低学年時から意識しておく必要があるでしょう。 

最後に，学業のことばかりを述べてきましたが，健康な身体なくしては何事も成し遂げ

られません。皆さんは未来ある若者です。心と身体の健康を大切にし，今後の学生生活を

十分謳歌できることを心より願っています。 

 

 

 

～ 学科紹介 ～ 

生産システム工学科長，物質環境工学科長，社会基盤工学科長から 

「生産システム工学科が完成しました」 

生産システム工学科長 生産システム工学科 教授 河合 博之 



物質環境工学科では，複雑な環境問題などの解決に応用できる人材を育成することを主

眼に農学と工学を高度に融合した農工連携に関する教育・研究を進めております。持続可

能な社会を構築していくために，太陽光や風力発電などに加えて，バイオエタノールやバ

イオガス（メタンガス）といった再生可能なエネルギーの研究・開発や，効率的な食糧生産技術の開

発に加えて，収穫や食品加工において廃棄される非可食部分を利用した未利用資源利用技術の研究・

開発などにも取り組んでいます。 

学年進行に伴い，2，3 年では物質環境コースにおいて基礎的な知識や技術を修得し，4，5 年では

「材料・物性履修コース」または「バイオ・環境履修コース」を選択して，より高度な専門教育を受

けることができます。 

この 4 月から 1 期生は 5 学年となり，完全に新学科への改組が完了しました。現在，5 年生は就職・

進学活動の真っ最中であり，卒業研究にも本格的に取り組んでいます。また，第 3 学年と第 5 学年に

はそれぞれ 2 名ずつ留学生が在籍し，国際色豊かな教育環境となっています。 

昨年度の物質工学科第 17期卒業生のうち約 41%が専攻科や大学に編入学し，54%が就職しました。  

 社会基盤工学科の紹介でもしょうかい。昨年度までは新学科の｢社会基盤工学科｣と旧学科

の｢環境都市工学科｣のクラスが共存していましたが，3 月で旧学科クラスが卒業し，4 月か

ら全てのクラスが｢社会基盤工学科｣に属することになりました。カリキュラムが新しくなって，実務

現場で役立つ新しい科目や選択科目も増えました。学生にとって学び易くなりました(先生にとって

はハードに？)。 

 学科名が社会基盤工学科となっても，ここで学ぶ学問の根幹は｢土木工学｣であり，旧学科と変わり

ません。人間が生活する上で欠かせない社会基盤(インフラストラクチャー)の計画・建設・維持管理

をするための理論・技術を学びます。卒業後の就職や進学も従来と同様の業種，大学に進むことがで

きます。本学科を卒業したら，どのような人生を歩むのだろうか。以下に，現在は若手技術者として

活躍中の卒業生の事例を 2 つ紹介します。 

 A くんの例：成績は高専に入学してからずっとクラスのトップ。部活は陸上部に所属し，在学中は

勉強と部活の両立を果たすことができました。卒業後は有名国立大学に進学，その大学を学科首席で

卒業。更に大学院修士課程を修了して現在はスーパーゼネコン(超大手建設会社)に勤務中。順風満帆

な人生を歩みつつあります。 

 B くんの例：高専在学中の成績は下の方。私の担当する設計製図の科目では，計算ノートのチェッ

クがありますがチェックをする度に間違いがあり，やり直しが何度もありました。しかし，根気よく

取り組んで最後には仕上げることができました。1 回の留年を経験しましたが無事卒業し，就職も設

計コンサルタント会社に決まりました。現在は設計技術者として活躍中で，働きながら勉強して技術

士 1 次試験に見事合格しました(｢技術士｣はコンサルタント会社経営に必要な難関国家資格)。まさに，

人生の成功者への階段を上りつつあります。 

 これら 2 つの例は，かなり両極端ともいえます。皆さんのほとんどは，これらの間のレベルと考え

られます。今，皆さんを C くんとします。皆さんのレベルは，B ≦ C ≦ A の不等式を満たします。

ここで，B→100%，A→100% (人生の成功率を 100%に限りなく近づける)とおくと，C→100%，が得

られます。これを数学の｢極限｣の分野では，｢はさみうちの原理｣と呼びます。よって，はさみうちの

原理により，皆さんの人生は成功への道を歩むことが証明されました！ 

「新学科完成の年になりました」 

物質環境工学科長 物質環境工学科 教授 上野  孝 

「社会基盤工学は『成功』への道」 

社会基盤工学科長 社会基盤工学科 教授 平沢 秀之 



 皆さんは，「GRIT」という本を読んだことがありますか。日本では昨年出版され，日本経

済新聞でも話題の本として取り上げられました。この本にある，「学習性楽観主義」という

表現が，私は好きです。困難や失敗を「永続的」で「不特定」なものとして悲観的に受け

止めると，逆境において「自分ではどうしようもできない」「この失敗は他のことにも及ん

でしまう」と思い込み，あきらめやなげやりな気持ちに心が占領されてしまいます。しか

し，学習性楽観主義者は，困難や失敗を「一時的」で「特定的」で「どうにかできる」と

考え，「失敗の経験」を成功に繋げるヒントと解釈し，粘り強く行動を改善していきます。 

 函館高専の 5 年間（専攻科生は 7 年間）は，社会や大学で活躍するための人間力，社会

人基礎力を養う貴重な修養の時間です。函館高専生には，卒業後も元気で継続的に楽しく

人生を切り開いていくための「夢，大志，力（校訓）」を育んでほしいのです。しかし，全

ての学生が順調な毎日を送れるわけはありません。スタートダッシュで躓く時もあれば，

途中で苦しみを感じる時もあれば，飛躍のきっかけが掴めずもがく時

もあります。成長したい学生なら，誰しも必ず「人生の山や壁」と対

峙する時が来るはずです。そんな時，函館高専では，勉強はもちろん，

学校生活における「山や壁」を乗り越えられるような支援の「機会」

と「場面」を用意しています。それが，学生相談室，学習支援室，女

子学生サポート室，そして留学生サポート室で構成された「総合学生

支援センター」です。 

総合学生支援センターは，あらゆる機会と場面を生かして，全ての

学生の皆さんが「GRIT：やり抜く力」を伸ばしていけるよう，支援体

制を工夫してまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

                                  シカゴ美術館にて 

 高専で身に付けることが期待される能力はいくつもありますが，それらのなかで重要な

能力は，「実践的技術力」，「総合的人間力」，「自己管理能力」の３つと考えます。実践的技

術力は日常の授業や実習等で身に付けることができますが，総合的人間力と自己管理能力

は学生一人一人が意欲的な生活習慣を持っていなければ身に付けることができません。例

えば，「社会に貢献しよう」とか「クラスメイトのために一肌脱ごう」という気概がなけれ

ば人間力は身に付きませんし，専門科目・一般科目ともに継続的な予習復習と計画的な試

験勉強を行わなければ自己管理能力を高めていくことはできません。しかし，学生のなか

には，「努力が必要であることが分かっているが，勉強の仕方が分からない」，「就職・進学

も先のことなので意欲がわかない」，「サボった付けが貯まり，だんだん勉強が分からなく

～ 総合学生支援センター ～ 

総合学生支援センター長，学習支援室長，学生相談室長，女子学生サポート室長，留学生サポート室長から 

「高専で『GRIT：やり抜く力』を鍛えよう！」 

総合学生支援センター長 一般人文系 教授 奥崎 真理子 

「なんとかなる！なんとかしよう！」 

学習支援室長 一般人文系 教授 菅原 雅之 



なってきた」等の弱音を日常的に吐くようになり，生活が乱れる者が見られます。この状

況は高専生だけでなく，高校生や大学生，社会人にもあるように聞いております。 

さて，このような状況をどう打破するか。学習習慣・

生活習慣の改善には特効薬はありませんが，「このまま

ではマズい！」と思った瞬間に学習支援室に来室し，勉

強と生活を立て直す方法についてカウンセリングとコ

ーチングを受けてください。一度見失った目標を探し出

し，学業と生活を立て直すことは簡単ではありませんが

方法はあります。あなたに適した生活習慣と学習習慣の

確立について相談しましょう。青年期に自堕落な生活を

送ると取り返しのつかないことになります。学業・生活

の改善の機会は眼前にあります。自分で動き出せないと

きは他人の力を借りましょう。学習支援室は学生諸君の

味方です。 

学生相談室は学生のみなさんがよりよい学生生活を送れるように支援いたします。みな

さんのちょっとした心配事，不安な感じ，あるいは，さまざまな悩みに対して，みなさん

と一緒に考えて，気持ちが楽になるような方法を見つけたいと思っています。 

学生相談を担当するのは本校の教員と臨床心理士の資格を持つ非常勤のカウンセラーで

す。今年度から，臨床心理士は 2 名体制で，一人当たり週 2 回来校し，火曜日を除いた週 4

日間，相談にのってくださることとなりました。また，学生ばかりでなく保護者のみなさ

まからの相談にも応じています。いのちに関わるような緊急を要すること以外，プライバ

シーは守られますので，安心して来室してください。 

 一方，学生相談室では学生のみなさんの心身の健康のバランスが保たれているかどうか

をお聞きするためのアンケート(例えば，「こころと体

の健康調査」)を年に 2 回ほど実施しています。アン

ケートの回答によっては「ちょっと心配だな」と感じ

た学生には，面談してさらに話を聞く場合もあります。 

利用のしかた   

学生相談室は保健室の隣にあります。利用を希望さ

れる場合は直接お越しください。平日の開室時間は 15

時～17 時です。来室された際，すぐ対応しますが，

混んでいるときはお待ちいただくか，別の日に来てい

ただくこともあります。面談日を予約することもでき

ます。予約は電話でも可能です(TEL:0138-59-6336，

受付時間：平日 15:00～17:00)。                           学生相談室の室内の様子 

 

 

「学生のちょっとしたしんぱいごとについてサポートします」 

学生相談室長 一般理数系 教授 長澤 修一 



平成 29 年度前期 学生相談室担当者一覧 

曜日 担当者 

月曜日 小原 寿幸(物質環境工学科)，非常勤カウンセラー 1 (臨床心理士)  

火曜日 長澤 修一(一般理数系) 

水曜日 山下 純一(一般人文系)，非常勤カウンセラー 2 (臨床心理士) 

木曜日 剱地 利昭(生産システム工学科)，非常勤カウンセラー 1 (臨床心理士) 

金曜日 
下町 健太朗，または，藤田 宜久(生産システム工学科)， 

非常勤カウンセラー 2 (臨床心理士) 

場合によっては，学生相談室員として山﨑 俊夫(社会基盤工学科)も分担します。 

女子学生サポート室は，函館高専における男女共同参画推進の一環として，「すべての女

子学生が活躍できる環境の整備」，「女子学生の社会人基礎力の育成や課外活動に関する支

援」を目的として設置されています。 

 本校における女子学生の割合は約 19%です。卒

業後，専門技術者として，女性の少ない職場に就

職することも多く，結婚や出産・育児，介護など

のライフイベントを機に働くことの難しさに直面

し，離職してしまう女性もいます。政府の働きか

けや企業の取り組みによって，「女性が働きやすい

環境づくり」が進められていますが，女性側も，

職業人として「自分がどのようなキャリア（職業

人生）を歩んでいくのか」，「社会人として輝き続

けるためにはどうすればよいのか」を考えていく

こと（キャリアデザイン）が必要です。         「ランチ＆トーク」サポート学生の皆さん 

 女子学生サポート室では，キャリアセンターや総合学生支援センターの各室と連携して，

女子学生のキャリアデザインにつながるようなイベントを企画・開催しています。主な活

動内容として 

●女子学生のためのキャリア講演会やワークショップの開催 

●女性教職員や卒業生と女子学生との交流 

●女子学生による体験型出前講座「おもしろ科学実験」の支援 

があります。講演会や講座などのイベント情報は，ポスター等でお知らせしますので，ど

んどん参加してください。 

 今後も，女子学生が将来にわたってキラキラ輝けるような取り組みを進めてまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

「女子学生がキラキラ輝けるようにサポートします」 

女子学生サポート室長 一般理数系 准教授 山本 けい子 



This year, a new section of the student support committee 

has been created. The foreign students support room, or 

office is dedicated to welcoming new international students, 

and accompanying them all through their life with us at the 

National Institute of Technology, Hakodate College.  

The office is mainly focused on three parts:  

1. Provide new support for the French students who to 

our college from April to late June  

2. Help new foreign students who arrive in the 3rd year 

3. Make sure that 4th and 5th students enjoy their time 

at Hakodate College and study well. 

French students come from the IUT (Technology 

University Institute), a short-term university located in the 

North of France. Each year they come to experience life in 

Japan, stay in the dormitory, and do a research project for 3 

months. This year, we are very lucky to have a very kind, 

smart, and dynamic group of 4 students. Through the 

foreign students support office, they were able to 

participate in the Goryokaku parade, go to Mount Esan, 

and other fun activities.  

This April was also a very important period for the 4 new 

foreign students coming from Mongolia, and Malaysia. 

With the help of their homeroom teachers, we made sure 

they were comfortable in the dorm, and helped them get 

used to their new lifestyle.  

 

 
Entrance ceremony, from left to right, Syazwani (C), Urana (E), Haguva (C), and Eghi (Z) 

（入学式後の１枚。左から順にシャズワニ（物質環境），ウラナー（生産システム・電気電

子），ハグワ（物質環境），エーギー（社会基盤）） 

「留学生の安心のためにサポートします」 

留学生サポート室長 一般人文系 准教授 David TAQUET 

（日本語訳） 

今年度，新たに留学生サポート室が設置されま

した。留学生サポート室は，外国人留学生を出迎

え，彼らの函館高専での生活全般に寄り添うこと

を任務としています。 

留学生サポート室は主に３つの担務がありま

す。 

１．４月から６月下旬に函館高専にやって来るフ

ランス人留学生への支援を行う。 

２．３年生に新たに函館高専にやってくる外国人

留学生を援助する。 

３．外国人留学生が４年生，５年生になってから 

も，彼らが函館高専での生活を楽しみ，勉強 

がうまくいくように寄り添う。 

フランス人留学生は，フランス北部に位置する

工業短期大学（IUT）からやって来ます。彼らは３

か月間，日本での生活を経験し，寮に滞在し，そ

して研究を進めています。今年は，とても親切で

賢く活動的な４人の学生に恵まれています。留学

生サポート室では，彼らが五稜郭パレードへ参加

したり，恵山に行ったりなど楽しい活動にも参加

できるよう支援してきました。 

 この４月は，モンゴルやマレーシアからやって

来た外国人留学生にとりましても大事な時期で

した。担任の先生のご支援をいただきながら，留

学生サポート室では，彼らの寮での生活を快適に

過ごせるよう，また新たな環境にいち早く慣れる

よう支援していきます。 

（文責：広報委員長 中村和之） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学生玄関前の春の様子 

 

 

 

 

 

 

 

入学式の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入生歓迎会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校説明・見学会でのミニ説明会の様子 

 

～ 学校行事風景 （４～６月） ～ 



「技術者への基礎作り～１年生でやっておくべきこと～」 

 

高専に赴任してから昨年まで 8 年間，低学年の担任をしていました。そして，

今年度は１学年の学年主任という立場になり学年全体を見渡す役割となりました。自分の

クラスがないことで，寂しさも感じておりますが，分け隔てなく学年全体の学生と関わる

ことができる楽しさも同時に感じています。さて，今回の執筆にあたり，これまで担任を

受け持ち，多くの学生を指導してきた経験から得られた 1 年生で必要なことの一部をこの

場をお借りしてお伝えしたいと思います。 

高専生活は 5 年間という長い学校生活となります。その中でとても大切になるのが，技

術者として活躍するための基礎作りとなる 1 年生で，どのように勉強や学校生活に取り組

んでいくかということです。その中で，今回は勉強に焦点を絞ってお話をします。 

 勉強について，「なんとかなるさ」とは絶対に思わないでください。「なんとかなるさ」

と思っていても，なんともなりません。自ら「なんとかしなければならない」のが高専で

の勉強です。入学式の時から担任の先生からも言われていると思いますが，毎日 2 時間，

自分で勉強することが必要となってきます。そして，その中でわからないことが出てきた

ら，決して一人で悩まないでください。早めに，本格的に訳がわからなくなる前に，クラ

スメートや先生に自ら聞きに行くこともとても大切です。しがみついてでも何とかしよう

としている学生には，必ずクラスメートや色々な先生方が手を差し伸べてくれます。相談

する場所（学習支援室や学生相談室など）もあります。安心して勉強に取り組みましょう。 

勉強への取り組みを通して得られるものは知識だけではありません。上記のことを通し

て，自分で何とかしようとする行動力，あきらめずに食らいつく精神力，誰かに質問する

ことによるコミュニケーション能力を同時に身につけていくことができます。これらは技

術者として社会で活躍するのにも必要な力となっていきます。点数では計れない色々なこ

とも同時に身につけていくことができます。点数(成績)にこだわるのも大切です。しかし，

上っ面の数値だけではなく，その裏にある様々なことをしっかり見据えて勉強して行くこ

とが大切です。数値の裏にあるものを考えること，これも技術者として必要な力となりま

す。例えば，60 点という点数でも，長い時間をかけて一生懸命勉強に取り組んだ結果の 60

点と，短期間，適当にやった 60 点では，習得できる知識（短期記憶ではなく長期記憶に残

る知識）の量やそこから得られるものが全く違います。勉強に取り組みながらも勉強以外

で得られる物事の考え方などが多くあるということも忘れないようにしましょう。 

 勉強のことが中心となりましたが，2 年生以上になると，ここで身につけた基礎的な知識

や経験を生かして，視野を広げていくことが可能になります。まずは，上記のことを考え

ながら，1 年生でしっかりと基礎を固め，これからの高専生活が楽しいものになるように，

この一年間を先生方も含めてみんなで頑張っていきましょう！ 

 

 

 

 

～第 1学年担任団～ 

第１学年主任，学級担任，副担任からのメッセージ 

第１学年主任 一般人文系 准教授 山下 純一   

 



「５年間のスタートを迎えて」 

 新１年生の皆さん，函館高専への入学おめでとうございます。担任という立場で，

皆さんのこれからの５年間のスタートに関われることをうれしく思っています。 

 すでに高専生活が始まって２ヶ月以上が経ちました。クラスもとても賑やかになってき

ています。あの４月６日の入学式の緊張が遠い過去のように思えてきます。 

 時間というものはつくづく偉大なものと実感します。偉大なものであると同時に容赦も

ありません。皆さんにとっての最初の定期試験，前期中間試験がやって来ます。高専生活

にも慣れてきて，いろいろな誘惑に引き込まれ，学習がどんどん疎かになっている者にと

っては，容赦なく厳しい試験結果と直面させられることになるはずです。 

 その結果は，現実の自分をちゃんと映してくれています。大切なことは，その現実にこ

ちらもちゃんと目を向けることです。ちゃんと目を向けて，日常の中で忘れつつあるもの

があったらそれを少しでも取り戻し，楽をしようとしている自分がいたら少しでもそれを

正すことです。そうした繰り返しを続けているうちに，偉大な時間がちゃんと５年後，１

０年後，さらにその先まで連れていってくれます。 

 これからの５年間，高専でよかったと言えるように，楽しんだり苦しんだりを繰り返し

ながら，成長していってほしいと願っています。 

  

 一年生の皆さん，ご入学おめでとうございます。高専に合格し，入学が決まり，

新しいクラスにもなじんだ時期かと思います。学業にも部活動にも，そして自分の

ための本当の勉強も大切に，高専生活を充実したものにしてください。   

 私は，多くの卒業生，彼ら彼女らを見て来た中で，一つ感じたことを書きます。 

 卒業後に，思いもよらない人生が待っているということです。 

 それは，良い人生です。 

 水泳部顧問で指導した当時 4 年生の男子学生さんは，とても英語に興味がありました。

私が在外研究員で一年間イギリスの大学に滞在していた時のことです。彼は夏休みを使っ

てイギリスに生の英語を学びに私の街にやってきました。3 週間と言う短い時間でしたが，

彼は大学のサマースクールでの寮生活で，世界中から来た友たちと英語だけで暮らしまし

た。その後，卒業して就職した彼は，今まさに中国との沢山の取引がある会社の一年目が

終わったまだ新入社員のとき，会社から中国の大学に入ってみないかと打診されたそうで

す。その後，中国の大学を卒業した彼は，英語と中国語の両方にとても堪能になり，グロ

ーバルな仕事をどんどん任されているそうです。 

 このように，学生時代の経験がどんどん自分の人生を明るく照らして行きます。 

 学生時代は短いので，しっかり，勉強してほしいと思います。光陰矢のごとしです。 

 

 

 

１年１組 担任 一般理数系 教授 新田 一夫 

１年１組 副担任 生産システム工学科 教授 山田 一雅 

 



 新入生の皆さん，高専生活はいかがでしょうか。中学時代とは異なるイベン

トやクラブ活動などに加え，勉強量もずっと増え，充実した日々を送っている

1 年生も多いように感じます。でも，もしかしたら息切れし始めてる人もいる

かもしれません。そんな時は無理はしないで，友達や先生の中で相談しやすい人に相談し

てみましょう。また，函館高専には，スクールカウンセラーのいる学生相談室や勉強の仕

方を相談できる学習支援室がありますので，ぜひ利用してみましょう。 

 昨年 1 月に本校に赴任し，初めての担任となる記念すべきクラスが 1 年 2 組です。4 月

に行ったクラス対抗大縄跳び大会では，2 組はすべてのクラスに勝って全勝で優勝という，

嬉しい記憶を早速残してくれました。この調子で体育祭も好成績を残してほしいと欲が出

て，賞状が入る予定の空の額縁を教室に飾ってしまいましたが，2 組の皆さんはプレッシャ

ーに感じなくても大丈夫です。賞状を受け取ったクラスに譲ります。 

 さて，これまで散々聞かされたように，皆さん学生の本分は勉強です。でも，勉強して

いるのは学生だけでしょうか。高専を卒業し，社会人になっても勉強は続きます。内容は

学生時代とは当然異なりますが，これはどんな職業についても成り立つ普遍的な事実です。

実際，周りの大人からは「勉強しなくてよかった」と言う声よりも「もっと勉強しておけ

ば……」という声を圧倒的に多く聞くのではないでしょうか。これは，勉強というのは将

来すぐに役立つ知識や考え方だけでなく，必ずしもすぐには役立たない知識でもそれを習

得する訓練だからだと思います。したがって，この訓練は将来絶対に役に立ちます。しか

も，勉強が訓練ではなく，趣味になったとしたら，それが実益となる職業は沢山あります。

私も日々勉強を続けてますので，一緒に頑張りましょう。 

 

1 年 2 組のみんな，また今日も勉強しよう。赤ちゃんは泣くのが仕事。児童

は遊ぶのが仕事。生徒・学生は勉強するのが仕事。晩御飯を食べる前に 1 時間，

食べてから 1 時間の 2 時間でよい。高専だからと言って特別な勉強があるわけではない。

高校生と同じ参考書・問題集を買って勉強する。 

 1 年生では特に英語と数学が重要だ。英語の場合，文法の参考書を 1 冊手元に置きたい(例

えば少々古いが｢新マスター英文法，聖文新社，1760 円｣のような詳しい参考書)。単語を暗

記するために，面倒くさがらずに何度も辞書を引く。5 年間使用すると写真のようにボロボ

ロになる。ボロボロの辞書は勉強の証だ(電子辞書の人は，ボロくならないのでイマイチ実

感が湧かないか)。数学の場合，教科書の例題，問題だけでは全く足りないので，問題集を

買って解く。私が高校生の時は，因数分解だけでも 200 題やれと先生に言われて，ひたす

ら解きまくっていた。 

 実際，部活もやって勉強も，となると時間的にも体力的にも大変だ。ゲームなどの誘惑

もあるだろう。しかし若い時期に睡魔や誘惑と闘いながら勉強することは尊いことである

し，何より自分の将来への備えである。5 年後は笑って卒業だ。 

 

１年２組担任 一般理数系 准教授 水野 章敏 

１年２組副担任 社会基盤工学科 教授 平沢 秀之 

 



今年度１年３組を担任している奥平 理（おくだいらおさむ）です。

平成７年の着任以来，１年生の担任は７回目となりました。在籍数は５

月末現在で３６名，入学時と変わりません。１年３組は入学直後，大変

静かで私語すらほとんどない状態でしたが，４月末に行われた学年レクリエーションの大

縄跳び大会以後はクラスの雰囲気が一変し，すっかり打ち解けたように思います。 

６月２日から初めての定期試験「前期中間試験」が始まります。試験への意識付けを早

めに行いたいと考え，ゴールデンウィーク前から学生に「学習の記録」をつけさせており

ます。これまでに３回提出をさせ，内容を確認しました。ほとんどの学生は学習した科目

名と学習時間をきちんと記録しており，クラス内で順調に学習習慣が身につき始めている

ことを実感できたところです。試験では全員がしっかりと力を出し切り，満足のできる成

績をあげてほしいと思います。 

また，６月２０日には体育祭が開催されます。まだ体育祭への盛り上がりはありません

が，おそらくは試験終了後のＬＨＲでメンバーを決めたあたりから体育祭への気運が高ま

ってくるのではないかと思います。みんなで力を合わせて，楽しい体育祭にしてほしいと

思います。 

まだ入学して間もない時期ですが，これから学校行事や長期休暇，定期試験を経るごと

に見違えるほどの成長を見せる時期でもあります。そして私は１年３組の学生をしっかり

とサポートしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 新入生の皆さん，ご入学おめでとうございます。そろそろ新しい学校生活にも

慣れてきた頃でしょうか。 

 さて，これから 5 年間の高専生活になるわけですが，長いと感じますか？短いと感じま

すか？1 年は 12 ヶ月なので，5 年間なら 60 か月ということになりますね。すでに 2 か月

が経過しますので，残りは 58 か月。卒業研究の発表会は 1 月末なので，それまでには実質

56 か月あるということになります。さぁ，残りの 56 か月で皆さんは何をしたいでしょう

か？  

 高専は学校というシステムなので，しっかりカリキュラムをこなしていけば，卒業する

頃には技術者・研究者となるための基礎が身についていることでしょう。でも，それだけ

ではない何かをこの学校生活で見つけて欲しい，というのが私たち教職員共通の思いです。

学生の時の失敗はリセットできます。この環境を利用して，是非たくさんのことを試して

みて欲しいと思います。これからの世界は，きっとこれまで以上に様々なアイディアが求

められます。その時に，そうした世界を楽しむためにも，思いつく限り様々なチャレンジ

をして，失敗や成功の経験をひとつひとつ積み重ねていって欲しいと思います。高専での 5

年間が皆さんにとってかけがえのないものになるよう，私も応援しています。何かあれば

気軽に声をかけてみてくださいね。 

 

 

１年 3 組担任 一般人文系 教授 奥平  理 

１年３組副担任 物質環境工学科 准教授 松永 智子 



一年四組の担任となりました。総数３６名（女８，男２８）で女性の元気なクラ

スです。 

初めての１年生の担任を受け持ったので，学生共々緊張しておりますが，まじめなクラ

スで，その指導に非常にやりがいを感じております。 

１年４組学生には次のことを言ってあげたい。本校は５０年の歴史をもつ，渡島近郊で

も数少ない中堅技術者を育てる学校です。過去に巣立っていった卒業生の活躍により，ま

た本校の教育方法に対する企業からの信頼も厚く，現在でも多くの求人数がある名誉ある

学校です。そのゆえに，本校学生に対する近郊市民の見る目も厳しいものがあり，本校学

生はつねに，姿勢を正し，何事にも真摯に向き合わなければならない。そして自分に厳し

く，その信頼を損なうことのない振る舞いをしてほしいと願います。 

技術者とは，新しいものを想像することができる人間であり，考え方，生き方が想像す

るものを大きく左右します。これからの日本社会を担うのは，そして次の日本の方向を決

めるのは君たちなのです。そのリーダーとしての意識をもってこの５年間をすごしてくだ

さい。そして君たちが成長した時，後輩に正しいことを言える，先輩になってください。 

 

「楽しくしんどい高専生活を」 

4 月の入学から 2 か月が経ち，静かだったクラスがどんどん元気になってき

ています。皆さんの元気な姿を見るとこちらまで元気になります。せっかく入

学した高専です，やはり元気一杯に楽しんで毎日を過ごしてもらいたいもので

す。毎日を大切に高専生活を謳歌してください。そして，試験や日々の勉強にも全力で向

かってください。当たり前のことですが，勉強も楽しむことも日々の積み重ねがとても大

事です。今日はたくさん勉強したという日が増えれば増えるほど，今日は楽しかった，充

実したと言える日が増えていきます。確かに勉強するということはしんどい側面もありま

すが，「しんどい」けど頑張ったという充実感があるからこそ，「楽しい」という実感を味

わうことが出来ます。私も函館高専の卒業生ですが，今でももっと勉強しておけばよかっ

たと本当に思います。もっと勉強していたら，もっと楽しい高専生活になったのではない

かと考えてしまいます。学生の本分は勉強です。たくさん勉強し，いろいろなことを吸収

しながら，今まで味わったことのないような楽しい経験をしてください。そして，「よく勉

強した」という充実感と「本当に楽しかった」という満足感を持って卒業してくれること

を心から願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

1 年４組担任 生産システム工学科 教授 近藤  司         

 

１年４組副担任 一般人文系 特命助教 須藤  絢 



「君たちの未来から思う」 

皆さんは10年前の世の中を想像できますか？今では当たり前の iPhoneはまだな

く，SNS のラインなどはまだ世に登場していません。Facebook や YouTube は 2005 年にリリー

スしたばかりで，Twitter や Google Map は 1 年後の 2006 年にリリースされました。たった約

10 年でテクノロジーはかなりの進化を遂げているんですね。 

では今から 10 年後は想像できますか？学生の皆さんは 26 歳くらいになっており，働きだし

て数年の頃です。800 人を超える専門家が 2025 年までの技術革新を予想したようです。体に埋

め込む携帯電話が初めて商用販売になる。３D プリントされた肝臓の移植に成功。人口 5 万人超

で信号のない市が初登場。企業の取締役会に初の AI マシンが登場。などなど想像もつかないこ

とがたった 10 年で可能になるようです。 

それでは 30 年後の未来は？皆さんは 46 歳くらいで，お父さんやお母さんとだいたい同じく

らいの年齢になっています。コンピューターはものすごいスピードで性能が進化していきますか

ら，その頃には人間の知能はとっくに追い越されている可能性があります。人類最後の発明とも

言える「人類より賢い人工知能」が創出されているのです。この技術的特異点は「シンギュラリ

ティ」と呼ばれています。ある科学者は予測します。赤血球サイズのナノロボットを作って血液

中に巡らせることで，人体機能をパワーアップさせ老化を止めることができる。脳をデジタル化

してロボットに自分の意識を移すことが可能になるかもしれない。そして脳のデータさえ死なな

ければ，ロボットの体を乗り換えながら永遠に生きられる… ぞっとしますね。 

 信じられない世界に皆さんは生きているのは確かですから，技術はさることながら，今から

きちんと知識とモラルと教養を身につけて立派なエンジニアになってほしいなと願っています。 

「悔いのない学生生活を！」 

 高専生活は行事や課題が盛りだくさんで大変かと思いますが，それだけ充実した日々

を送っているということです。授業が終わっても，予習や復習，部活，アルバイト，ス

マフォゲームなどであっという間に１日が終わってしまうと感じるかもしれません。もちろん，

授業後はぼーっと過ごす人もいるかもしれません．．．このように，忙しい中でも高専生活には比

較的自由があり，どのように過ごすかは学生自身で選択していくことになります。ですが，せっ

かく高専に来たのですから他にはない設備や環境を積極的に活用してほしいと思います。 

 私が高校生の頃は部活とゲームに明け暮れており，それ以外の課外活動には全く興味がありま

せんでした。ゲームに明け暮れたことに後悔は全くありません。それがモチベーションになり，

今では情報コースの教員をさせていただいております。しかしながら，他の課外活動に参加して

こなかったことには後悔が残っています。その代表的なものが短期留学です。学生の内は色々サ

ポートが有りますが，社会人になると費用や時間がかかり，学生以上に気軽に参加できるもので

はなくなります。 

何かしたことにより後悔しても，そこから改善することができますが，何もしなかったことに

より後悔した場合は後からどうすることも出来ません。そのような経験をしないためにも，学生

という特権を積極的に活用し，高専生活の５年間をかけがえのないものにしてもらいたいと願っ

ております。 

1 年 5 組担任 一般人文系 教授 臼田 悦之 

1 年 5 組副担任 生産システム工学科 助教 藤田 宜久 

 



～新任職員の紹介～ 

 

 

 

 

 

新 任 教 職 員 の 紹 介 

氏名：佐藤 康幸 

①転入年月日：平成２９年４月１日 

②所属・職名：総務課・課長補佐（財務担当） 

④抱負など 

 この４月に北海道教育大学から出向して参りました。これまでおもに大学事務

局で経理と情報化の仕事をしておりました。高等専門学校での勤務は初めてで

すが，３０年前に半年間だけ他高専の学生だったことがありますので懐かしさ

も感じています。私は学生のみなさんとの接点が少ない職種ではありますが，

学生のみなさんが日々ストレスなく学習や学校生活に専念できるように，裏方

として努力して参りますので，どうぞよろしくお願いします。 

氏名：竹内 路博 

①転入年月日：平成２９年４月１日 

②所属・職名：学生課・専門員 

③趣味 旅行，登山，プロ野球（日本ハム）観戦 

④抱負など   

本年４月から学生課で勤務をさせていただいております。３月までは北海道教

育大学釧路校で勤務をしていました。主として総合学生支援センター（学習支

援室，学生相談室，女子学生サポート室，留学生サポート室），図書館及び保健

室に関わる事務を担当しています。不慣れでご迷惑をお掛けしていますが，学

生の皆様や教職員の方々をしっかりサポート出来るように努力していきたいと

思いますので，よろしくお願いいたします。 

  

氏名：富田 雄喜 

①転入年月日：平成２９年４月１日 

②所属・職名：総務課・財務事務グループ一般職員 

③趣味 サッカー観戦（特にコンサドーレ札幌！） 

④抱負など 

 ４月から総務課財務事務グループにて勤務させていただくことになりました。

２年ぶりの函館高専での勤務となります。前職は学生のいない職場であり，今

回再び函館高専で学生の皆様と接することができることを大変うれしく思って

おります。皆さまのお役に立てるよう努力していきたいと思いますので，よろ

しくお願いいたします。 



 

氏名：安藤 美紅 

①転入年月日：平成２９年４月１日 

②所属・職名：学生課・学務事務グループ一般職員 

③趣味：旅行・自転車 

④抱負など 

この 4 月から，新人事務職員として学生課で勤務しております安藤と申します。

出身は岐阜県で，大学進学を機に北海道帯広市で 4 年間過ごした後，ご縁があ

り憧れの函館へと移住しました。教務担当として，学生の皆さんや教職員の皆

様と同じ函館高専にいること嬉しく思います。また，学生課で学生の皆さんと

お会いできるのを毎日楽しみにしております。今後も皆様のお役に立てるよう

精進して参りますので，よろしくお願いいたします。 

氏名：木村  慧 

①転入年月日：平成２９年４月１日 

②所属・職名：技術教育支援センター・技術職員 

③趣味：ドライブ，カラオケ 

④抱負など： 

４月から新卒採用で技術教育支援センターに配属されました木村です。函館で

生活を送るのは初めてで，慣れないながらも新鮮な気持ちで日々生活していま

す。お仕事のほうでは，まだまだ至らぬ点ばかりでご迷惑をおかけすることも

あるかと思いますが，少しでも早く多くのことを覚えて信頼していただけるよ

う，精進させていただきますのでよろしくお願いします。 

氏名：三上 徳洋  

①転入年月日：平成２９年４月１６日 

②所属・職名：学生課・学務事務グループ一般職員 

③趣味：スイーツ食べ歩き，旅行，パークゴルフ，カラオケ 

④抱負など： 

約１年ぶりに函館高専に復帰いたしました。学生の皆さんと挨拶が交わせるこ

とやチャイムの音に懐かしさを感じながら仕事をさせていただいています。函

館高専を離れた１年間で培ったことを存分に活かし，以前函館高専に在籍して

いたときに比べ，より皆様に貢献できるよう日々頑張ってまいりますので，ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 
氏名：青木 かおり  

①転入年月日：平成２９年５月１６日 

②所属・職名：学生課・事務補佐員 

③趣味：読書，スポーツ観戦（野球・バスケット） 

④抱負など： 

この 5 月から図書館の事務補佐員として勤務することになりました青木と申し

ます。出身は札幌ですが，昨年の 5 月から北斗市に住んでおります。 

以前から図書館での仕事には憧れがありましたが，働いた経験はありませんの

で，早く仕事を覚え，皆様の役に立てるよう努力していきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 
氏名：中谷 房子  

①転入年月日：平成２９年６月１日 

④抱負など： 

6月1日付で図書館の事務補佐員として働くことになりました中谷と申します。 

学生さんと同じ年頃の子どもがおりますので，母親のような心境でより良い図

書館の環境作りに心がけていけたらいいなと思っています。よろしくお願い致

します。 
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