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令和元年６月 15 日（土）に，本校グラウンドにおいて，

体育祭が開催されました。例年は週日に行っていますが，今

年は新天皇即位に伴う 10 連休により，授業日確保のため，

週末の実施となりました。 

 日頃は勉強やレポートに追われ，運動不足の学生が少なく

ないため，事故のない体育祭を目指し，学生会事務局と体育

祭実行委員は，３日前の放課後，グラウンドの草取りを行い，

当日は朝７時半からラジオ体操の練習をして，1,000 人の学

生達の準備運動をリードしました。 

 今年の学生会事務局は，運動の苦手な学生や車いすの学

生でもハンディなく参加できる企画を立て，e-Sports（大乱

闘スマッシュブラザーズ）を種目化しました。試合会場の

第１講義室は，立ち見が出るほどの盛況となりました。午

後からの天候悪化が予報されたことで，閉会式と構外ごみ

清掃は中止となりましたが，参加学生達に大きな怪我も無

く行事を締めくくることができました。 

６月～10月の主な学校行事 ６月～10月の主な学校行事 

～学科対抗綱引き―教職員が見 

守る中，力を込める社会基盤～ 

（記：学生主事 奥崎 真理子） 

体育祭を開催しました 

～e-Sports 開始 1 時間前・ 

徐々に熱気満ち満ちる～ 

～フ ォ ト ア ル バ ム～ 
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令和元年７月 30 日（火），本校第１講義室において「地域課題対応型創造実験（PBL）成果報告会」

を開催しました。この地域課題対応型創造実験は，地元企業などの課題をテーマとして，特専教員（マ

イスター）とともに課題解決に取り組むという本校独自の PBL 授業です。関係企業の皆さまや特専教員

をはじめ 60 名の方々に参加していただき，成果に対して多くのご意見をいただきました。

この半年間，専攻科１年生 23 名が取り組んだテーマは，「大沼の水質浄化」，「ドローンや各種センサ

ーを用いた海藻生育状況の把握」，「水槽の水質浄化装置の製作」，「水耕栽培における自動播種機の製作」，

「地域活性化に活用するためのビッグデータ解析とアプリ開発」，「水槽ロボットの製作」，「ロボットア

ーム設計とロボットティーチング 3D 計測手法」の７件です。依頼企業の皆様など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。 

令和元年８月３日（土）～４日（日）の２日間，函館高専オープンキャンパスを開催しました。昨年

までは一日体験入学会として開催していましたが，今年はネーミングとともに内容を大きくブラッシュ

アップしての開催です。

オープンキャンパスは２日間それぞれ，参加者全体に対するガイダンス・学校紹介に引き続き，中学

生の参加者は英語，理科，数学に分かれ，特色のある高専の一般科目の授業を体験しました。その後は

希望する学科に分かれ，生産システム工学科「ロボットカーのしくみを知ろう」，物質環境工学科「色

彩を化学する～２つの化学実験を楽しもう！～」，社会基盤工学科「未来の社会をつくる技術」の実験

を体験しました。参加された皆さんは，興味を持って熱心に体験授業に取り組んでいたようです。また，

保護者のみなさまに対しては保護者向けの学校説明会を開催しました。説明会の中では，熱心に多くの

質問，個別の相談が寄せられました。 

今回のオープンキャンパスは，昨年と比べると，中学生，保護者ともに参加者数が大幅に増加し，各

体験授業・実験では予定していた定員を大きく超過する結果となりました。高専に対する関心の高まり

が感じられます。今回のオープンキャンパスをきっかけとして，たくさんの中学生のみなさんに，函館

高専を志していただければと思います。 

（記：広報委員長 澤村 秀治） 

オープンキャンパスを開催しました

地域課題対応型創造実験（PBL）成果報告会を開催しました 

～学科体験の様子～ ～ガイダンスの様子～ 

（記：専攻科長 渡辺 力） 
～報告の様子～ 
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 令和元年度の学外実習が実施されました。学外実習は，第４学年の夏季休業期間中に，５日間以上の

期間を企業または大学において実務や研究を体験するものであり，第４学年の学生のほとんどが履修し

ました。社会基盤工学科の学生は，全員が企業で就労体験をすることができました。実際の工事現場で

建設技術を見たり，建設予定の構造物の設計計算や図面を書いたりと，授業では学ぶことができない経

験ができました。 

学外実習は就労体験をとおして，授業で学んだことがどのように活かされるかを知り，自分にとって

どのような知識が不足しているかを発見する場です。しかし，それ以上に重要なことは社会人としての

心構えを学ぶことです。あと１年半で社会人となる時期に，社会人となるために必要なことを見つけ，

残りの学生生活で身に付けるために，今回の経験を役立ててほしいと思います。 

最近は，実習先企業が就職先になることも増えてきました。実際に職場を見て判断するため，良いこ

とではありますが，その反面，１社しか見ていない中での判断でもあります。就職に関しては，いろい

ろと調べて決める必要があるため，積極的に会社説明会やセミナーに参加し，情報収集をしてほしいと

思います。 

 令和元年 10 月 25 日（金），本校第１講義室において「専攻

科インターンシップ報告会」を開催しました。インターンシ

ップは専攻科１年生の必修科目であり，実習期間を３週間以

上と定めています。さらに，このインターンシップを通して，

学習・教育到達目標D-3「技術者の役割と責任を説明できる」，

目標 E-3「技術的内容を的確にプレゼンテーションできる」

を達成することが，専攻科の修了要件ともなっています。学

生は，学んだ技術的内容や技術者としての心構えなどを分か

り易く教員や企業の皆さんに説明し，就業体験を通して一回

り成長した姿が垣間見られる報告会でありました。 

専攻科は，昨年度より改組を行っており，新専攻科ではイ

ンターンシップの内容を一新いたしました。これまでは地域企業が中心のインターンシップでありまし

たが，学生の視野を広げるために，国内，国外を問わず，大学や研究機関などの実習先の制約も取り外

しました。これにより，今年度の実習先は，専攻科１年生 23 名の内，企業 16 名，大学４名，海外３名

となっております。さらに，国内企業でインターンシップを行った２名の学生が，学年末に海外で二回

目のインターンシップを行う予定です。
（記：専攻科長 渡辺 力） 

専攻科インターンシップ報告会を開催しました 

～報告の様子～ 

（記：第 4 学年主任（第 4 学年社会基盤工学科担任） 佐々木 恵一） 

～学外実習報告会を終えて（社会基盤工学科）～ 

学外実習を実施しました 
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10月 18日（金）～20日（日）に，第 57回高専祭を開催しました。今年度テーマ「開華」の下に，各学科の展示

や模擬店，ステージパフォーマンスなどの学生の工夫を凝らした催しを行い，多くの方々にご来場いただきました。 

各学科・コースから今回の高専祭について寄稿いただきました。 

  

 

◎学科展示を運営して得たこと

私たち４年電気電子コースは３つのブースを担当し，はんだ付け体験，小学生へしずく型 LED ストラップ

配布，エネラボ（エネルギーラボ）を行いました。来場者にはデジタル時計基板のはんだ付けを体験しても

らい完成した時計をプレゼントしました。また，LED ストラップは貰った子どもたちに喜んでもらえたので学 

校祭前日の放課後遅くまで残って作業した甲斐をクラス全体で感じ

ることができたと思います。配布した LED ストラップは私たちが未

経験のはんだ付けを用いて製作し，私たちの知識や技術力の幅を広

げることができました。そしてエネラボでは来場者にうちわで風を

起こす風力発電，静電気を発生させる装置，自転車を漕いで発電す

ることを体験してもらいました。発電体験では普段の生活で当たり

前に使っている電気を人力で発生させるのはとても大変だと感じて 

もらうことができ，来場者の節電への考えが深まったらいいなと思いました。 

夏季休業期間から準備を始め大変な作業もたくさんありましたが，クラスメートの新たな一面を発見でき

とても楽しく運営できました。 

第 57回高専祭を開催しました 

今年も学科展示として機械コースは，７パートでそれぞれの展示を行いました。各パートを紹介すると，授

業（生産システム創造実験）で作製した自律型ライントレースマシーンの走行実演をした「①創造実験パート」，

リンク機構とスターリングエンジンを実演した「②機構パート」，産業用ロボットを実演した「③ロボットアー

ムパート」，真空状態での物質の変化を実演した「④真空実験パート」，廃ペットボトルとゴム風船を使って空

気が一気に飛び出す機構を作る「⑤空気砲パート」，レーザー加工機で切断したアクリル板とファイバーボード

でゴム鉄砲を組み立てる「⑥ゴム銃パート」をそれぞれ出展しました。なお，空気砲とゴム銃は，学生が作り

方を来場者に教えながら会場で作ってもらいました。別会場の実習工場では，「⑦工場パート」がレーザー加工

機で文字や絵を刻印した木製プレートや，5 軸マシニングセンタで 

曲面に文字を削って書くアクリルホルダーを，受注生産のオリジナ 

ルデザインで作製しました。ゴム銃と木製プレート，アクリルホル

ダーは来場者へ販売し，その売上金は例年同様に寄付することにし 

ています。今年は台風や大雨で被災した方々への義援金とする予定 

です。 

なお上述全ての展示は，日本機械学会北海道支部との共催で「メ 

カトロニクスの世界展」として行われました。

生産システム工学科 電気電子コース 

生産システム工学科 機械コース 

～はんだ付け体験の様子～ 

（記：第４学年生産システム工学科電気電子コース 黒谷 風介） 

～⑥ゴム銃パートの様子～ 

（記：第４学年生産システム工学科機械コース担任 古俣 和直） 
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物質環境棟１階基礎物質工学実験室において物質環境工学科の学科展示を行いました。展示内容は例年

とほぼ同じで，象の歯磨き粉・ケミカルアップルジャム・液体窒素・とんぼ玉・炎色反応の５つのブース

を開き展示しました。４年物質環境工学科の学生を中心として事前に準備を十分に行い，各グループがそ

れぞれの展示をとおして化学の面白さ・楽しさを伝えられる展示内容を考えて当日に臨みました。 

 高専祭当日は，実験室が遠いにも関わらず，たくさんの人に足を

運んでいただき，多くの人に化学の面白さと楽しさを実感してもら

えたと思います。子供たちもたくさん来ていただいて，迫力ある化

学変化に多くの歓声をあげていました。展示した学生たちも大きな

満足感と達成感を得たものと思われます。 

最後になりますが，ご協力いただいた物質環境工学科の先生方，

4C 全員，手伝いに来てくれた 3C の皆さんに感謝いたします。 

  

 

 情報コースは生産システム総合演習室でソフトウェア作品の展示を行いました。具体的な展示内容や当日

の様子及び総評を，第４学年生産システム工学科情報コースの担当者・責任者に報告していただきます。 

（記：第４学年生産システム工学科情報コース担任 東海林 智也） 

○ 私達の班では，Oculus Go で動く VR ゲームを展示しました

（＋前回作品）。お客様は小学生が多かったですが，お年寄り 

の方にもプレイしていただくことができ，幅広い世代の方に遊 

んでいただくことができました。  

（VR 展示担当：金澤 快飛） 

○ 簡単なブロック崩しを用意して実際に操作してもらい，その

場で難易度を調整しながら簡単なソースコードの説明をしました。実際に家でもやってみたいとの声を多

くいただき，スクラッチのインストール方法等もお伝えしました。 

（スクラッチ展示担当：長谷川 湧大） 

○ 学生が授業で作成したゲーム５種と，自分が Unity で作成したゲームを展示しました。学科展示という

だけあり来る人は多く，お客様がゲームを熱心にプレイしている様子が見られました。 

（ゲーム展示担当：大根田 みらの） 

○ 今年度の学科展示で，情報コースの総括を務めさせていただきました。短い準備期間ではありましたが，

各展示担当の学生を中心として今回の学科展示で展示するゲームの製作を行ったり，各種準備を粛々と進

めたりなど，クラス全体で協力して作業を行っていった結果，当日は大きな問題もなく展示を終えること

ができました。各展示のリーダーを務めてくれた担当者の三人，多くの場面で協力してくれたクラスメイ

ト達，そして引継ぎを行ってくれた先輩方にこの場を借りて御礼申し上げます。本当にありがとうござい

ました。次年度の学科展示も，より良いものとなることを期待しています。 

（総評：池田 慈英） 

～多くの人で賑わう会場の様子～ 
（記：第４学年物質環境工学科担任 小原 寿幸） 

生産システム工学科 情報コース 

物質環境工学科 

～VR展示の様子～ 
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 本校の図書委員活動の一つとして，今年も高専祭の期間中，ビブリオバトルを開催することができました。

ビブリオバトルとは，バトラー（発表者）が各自のおすすめ本を持ち合い，与えられた時間内でその本の紹介

を行い，観客が一番読みたくなる本を競うバトルです。 

 今年は，６名の学生バトラーが集まり，高専祭の一般公開１日目である令和元年 10 月 19 日（土）の昼時，

公開の開始早々の賑やかな時間帯の中，熱いバトルが繰り広げられました。 

 競技の結果は投票で行われ，今回は偶然にも３名が最多票で並び，優勝者が３名という稀に見る結果となり

ました。その３名は，「ハッピーな部活のつくり方」を紹介した佐々木祥汰君（5S-M），「古代日本の超技術」

を紹介した田中美咲希さん（1-2），「戦艦大和復元プロジェクト」を紹介した阿部吏槻君（1-1）です。他の

バトラー，小島響君（1-2，紹介本「卵はどのようにして親になるか」），竹本優さん（1-4，紹介本「桜のよ

うな僕の恋人」），東福遥圭さん（1-4，紹介本「春寿堂の怪奇帳」）もそれぞれの思い入れを熱く語ってくれ

ました。今年も盛会となったビブリオバトルでした。 

（記：図書館委員 新田 一夫） 

～本の魅力を伝えるバトラー～ 

社会基盤工学科では，１〜３年生は部活動での出店，４年生は学 

科展示，５年生はクラスで出店しました。私たち４年生はそれぞれ 

学科で実験の模擬体験などを行いました。 

私のクラスでは，担任の佐々木先生が私たちが２年生の時から考 

えていた内容で１ヶ月ほど前から準備を始めました。 

主な内容は，函館模型，無人化施工体験，津波・水道模型，測量 

器具の展示などです。特に力を入れていたのは，函館模型の作成で， 

普段私たちが使用していないソフトを用いて 3D で五稜郭の建物を 

作成，3D プリンターで印刷し３次元モデルで表現しました。皆で夜遅くまで学校に残って作成したので良

い作品ができたと思います。 

高専祭当日は小さい子から年配の方までたくさんの方が見にきてくれ，社会基盤の特色を感じてもらえた

かなと思います。 

私は，高専祭実行委員を務めました。準備期間は「めんどくさい」「やりたくない」という声もちらほら

聞こえてきましたが，当日になると皆が一生懸命に自分の担当している仕事を行なってくれたので，お客さ

んも楽しそうに話を聞いてくれたことがとてもうれしかったです。高専祭が成功したのは，たくさん迷惑を

かけてしまったもう一人の実行委員や手伝ってくれたクラスのみんな，なにより学科展示を考えてくれた

佐々木先生のおかけです。ありがとうございました。 

～測量器具展示の様子～

ビブリオバトルを開催しました 

（記：第４学年社会基盤工学科 齊藤 梨乃） 

社会基盤工学科 

～終了後の記念撮影～ 

6



 令和元年 10 月 20 日（日）高専祭一般公開２日目に，

新聞局主催で第 15 回目の Project-Zero を開催しました。

学生が独自の研究成果を自由に発表できる場として，平成

17 年度から行われている通称プロゼロですが，今回は学

生主事の不手際で，実施２週間前に新聞局に主催をお願い

する事態となってしまいました。しかし，新聞局長の 3S-E

飯田昇冴君はじめ新聞局員の頑張りと顧問の泊先生のお

計らいで，４つの個人・団体の発表が披露されました。 

 3S-J の橋場慧志君は，短期海外研修でイタリアに行っ

たことで，人との関わりや世界を知ることに前向きになれ

たことを英語で発表しました。4Z 飯田吟太君，5C 山下将大君，1AC 田中太君は，寮生グループとして，

外国の方と日本人双方にとってより良い社会を実現するためにアンケート調査を行い，問題点の解決案

を英語で提言しました。5C 安田啓真君は，蘚苔（せんたい）類に魅せられ「コケ部」を創立させた経

緯と活動について，友達を巻き込みながら熱く発表しました。新聞局の池田知尋さんは，学生目線で作

成している函館高専の新聞（@新聞，戸倉が丘）をいかに学生に読んでもらうかについて，高文連の研

修活動や発行実績，これからの活動について丁寧に言葉を紡いで発表しました。 

 川合先生，森田先生，圓山先生，寺門先生，山﨑先生，須藤先生による厳正な審査の結果，発表後も

聴衆と活発に質疑応答を行った新聞局・池田さんの発表が，最優秀賞に選ばれました。 

 函館高専で趣味を極めている学生や知的関心を深掘りしている学生は，ぜひこのプロゼロでどんどん

発表してほしいと思います。来年も，多才な函館高専生の多彩な発表を期待します。 

同窓生を対象としたホームカミングデーを，高専祭一般公

開初日の令和元年 10 月 19 日（土）に２年ぶりに開催しまし

た。前回は同窓会創立 50 周年記念事業との同時開催でしたの

で，様々な企画がありましたが，今回は単独開催ということ

もあり，学校紹介，記念講演会，学内見学の実施と歴史を振

り返っていただくビデオや冊子の展示コーナーを開設しまし

た。学校紹介では，最近の国際化の推進，大学との連携や学

生のコンテストでの活躍状況の説明などがあり，記念講演は，

現在函館の課題である人口流出や高齢化への対応を踏まえ，

IT を活用して快適で活力あるまちの再生に繋げるために「地

方を創生する IT 活用」と題して，機械 19 期生で株式会社エスイーシー取締役の大倉義孝さんにお話を

いただきました。 

多くの卒業生に来校いただくため，同窓会にも協力をいただき，メールや葉書きで案内をしましたが，

当日は生憎の悪天候も影響して，関係者を含め 25 名程度の参加に留まりました。ただ，展示コーナー

には，在校生や卒業生の保護者の姿もありましたので，次年度以降に向けて，案内方法や同窓会との合

同イベントの開催等を検討したいと思います。 

最後に，今回ご協力をいただきました同窓会事務局や総務課の方々に，紙面をお借りして心よりお礼

申し上げます。 

Project-Zero を開催しました 

（記：同窓会担当 浜 克己） 

ホームカミングデーを開催しました

～終了後の記念撮影～

～ホームカミングデーの様子～ 

（記：学生主事 奥崎 真理子） 

7



陸

上

競

技

男子砲丸投 小野 彰仁（5S-M） 

 男子円盤投 岩藤 威（5S-M） 

 男子やり投 松本 崚我（5S-M） 

 男子走幅跳 

 男子三段跳  

 男子４×１００ｍＲ 

吉川 昂輝（2S-M） 

 男子１００ｍ 

 男子１１０ｍＨ 

 男子４×１００ｍＲ 

吉野 広大（2C） 

 男子走高跳 

 男子走幅跳 
主将・川島 太陽（2Z） 

女子砲丸投 小西 愛華（2Z） 

 男子４×１００ｍＲ 松井 翔飛（1-2） 

 男子４×１００ｍＲ 境 龍之介（1-3） 

 男子４×１００ｍＲ 若山 和雅（1-3） 

男子４００ｍ 堀 拓也（1-4） 

 男子４×１００ｍＲ 澤田 大司（1-5） 

男子８００ｍ 

 男子１５００ｍ 
深川 寛聡（1-5） 

今年の北海道地区大会は，令和元年６月 23 日（日）の陸上競技を皮切りに，７月 14 日（日）のバス

ケットボールまで，ラグビーを除く７種の競技について，道内４高専の分散開催で地区大会が実施され

ました。地区大会で優勝した個人と団体は，８月中旬から９月上旬にかけて，中国地区高専主管の全国

大会に出場しました。北海道から全国大会に参加する側にとっては，競技以前に，暑さと移動距離との

闘いがあります。協力会や育成会のご支援を賜り，選手は精一杯持てる力を発揮しましたが，今年の函

館高専の最高位は陸上競技男子走高跳の第６位でした。

 ～函館開催の競技・陸上②～ 

（記：学生主事 奥崎 真理子） 

国立高等専門学校体育大会が開催されました 

～函館開催の競技・陸上①～ 

水

泳

男子１００ｍ自由形 

男子４×１００ｍフリーリレー 
菊地 夢作（4S-M） 

男子 400ｍ自由形 

男子４×１００ｍフリーリレー 
小林 洸太（3C) 

男子 100ｍバタフライ 

男子４×１００ｍフリーリレー 
主将・鵜飼 敬人（3Z) 

男子 400ｍ自由形 

男子４×１００ｍフリーリレー 
佐々木 諒祐（2C) 

各種大会・コンテスト等での活動 
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剣道男子個人 小川 泰知（3S-M） 

羽球女子個人戦シングルス 石井 彩水（1-1） 

テニス男子個人戦シングルス 谷目 菜（3S-M） 

テニス女子個人戦シングルス 黒谷 梨円（3C） 

ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
団
体 

古村 隼（4S-M） 工藤 陽希（2Z) 

主将・佐藤 翔太（5S-M） 坂下 凌羽（2C) 

倉内 雄大（5S-M） 大藏 伸哉（2C) 

髙松 慶汰朗（4Z) 村田 竜平（2S-E） 

片石 佳吾（4S-M） 石王 甚汰（2Z) 

尾﨑 海大（3S-E） 加賀 奏汰（1-5） 

尾上 慶泰（3C) 大澤 泰輔（1-3） 

金田 歩大（3C) 桐 颯大（1-1） 

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
男
子
団
体 

主将・綱森 佑生（5C） 

越戸 勇太（4Z） 

後藤 佳祐（4Z） 

葛西 俊太（4S-E） 

須貝 悠人（3S-E） 

吉田 凌太（2S-E） 

林 亮太（2S-M） 

福田 一樹（1-1） 

卓
球
男
子
団
体 

主将・高田 愛斗（3Z） 

小杉 海（3Z） 

石飛 伊織（3C） 

種畑 隼斗（2Z） 

藤井 敏矢（2S-E） 

角 誠寿（1-1） 

濱名 耕輔（1-1） 

山﨑 大樹（1-4） 

～函館開催の競技・ソフトテニス～ ～函館開催の競技・剣道～ 

～函館開催の競技・ハンドボール～ 
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Robogals Hakodate※が，令和元年６月 30 日（日），アキバ・スク

エア（秋葉原）において開催された国公私立高専合同説明会 2019

の体験コーナーに「マイコンプログラミングで LED をキラキラさせ

よう！」を出展しました。このコーナーは，本校１年生が取り組む

LED 点灯実験を体験できる講座（１回約 40 分・定員 10 名で４回実

施）となっており，Robogals Hakodate のメンバーが，実験で使う部

品や装置，実験の流れについて一通り説明した後，参加者が，実際

にLEDを点灯させるための回路づくりやプログラミングを体験する

内容です。イベント当日，講座はすべて満席で，Robogals Hakodate

として参加した４人のメンバーは，真剣な眼差しで実験に挑戦する

小・中学生をていねいにサポートしながら，疑問・質問に笑顔で答

えていました。高専に興味のある小・中学生や保護者が大勢来場し，

活気あふれるイベントでの出前講座となりました。

※Robogals Hakodate は，函館高専の女子学生で結成された団体で，

小・中学生を対象に「ものづくりや科学技術の仕組みを楽しく学ぶ体験型出前講座」を実施しています。 

令和元年９月６日（金）に，Yahoo! JAPAN が主催，国立高専機構が後援するイベント「Hack U Sendai」

が宮城県仙台市で開催されました。 

このイベントは，限られた期間の中で，学生がプロダクトを自ら企画・開発・発表するイベントです。 

本校からは，５年生産システム工学科情報コースの学生で構成する２つのチームが参加しました。 

当日は，大学生や高専生で構成された８チームの発表がありました。 

最優秀賞に選ばれたチーム ProjectWinter の作品は，「Hack U を Hack する！」というキャッチフレー

ズを掲げたソフトウェアを提案。ソフトにアイデアを入力すると，そのアイデアに関連する複数のワー

ドが自動的に生成され，アイデアの広がりを加速させるというもので，チーム内でのアイデア出しをサ

ポートするソフトとして，審査委員から高い評価を受けました。 

また，Happy Hacking 賞に選ばれたチーム Chama の作品は，立食パーティでの利用を想定し，LED と

通信モジュールを仕込んだグラスどうしを乾杯すると LED の色が変わり，その連鎖によって出席客同士

の関係をつなぐきっかけを作るというツールで，参加チーム間の相互投票で多くの得票を得て，同賞に

選ばれました。 

最優秀賞に選ばれたチーム ProjectWinter の３名は，12 月 14 日（土）～15 日（日）に東京で行われ

る Yahoo! JAPAN Hack Day 2019 へ招待されており，社会人クリエイターと開発品を競う予定です。健

闘をしてほしいと思います。 

【受賞詳細】 

最優秀賞：チーム名「ProjectWinter」 作品名 Poprop 

メンバー ５年生産システム工学科情報コース 久米田羽月，佐藤拓実，吉田拓夢

Happy Hacking 賞：チーム名「Chama」 作品名 Cheers 

メンバー ５年生産システム工学科情報コース 伊藤慎之助，小甲侑真，小林陽昭

【イベント URL】 https://hacku.yahoo.co.jp/hacku2019sendai/ 

Robogals Hakodate が体験コーナーを出展しました 

Hack U Sendai で最優秀賞を受賞しました 

～実験をサポートするメンバー～ 

（記：第５学年生産システム工学科情報コース担任 小山 慎哉） 

（記：女子学生サポート室長 山本 けい子） 

～受賞した２チーム～ 

左：ProjectWinter 

右：C h a m a 
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（記：ラグビー部顧問 浦田 清） 

 第 50 回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会北海道予選会が令和元年 10 月 12 日（土）に今

年は旭川の東光スポーツ公園球技場で開催されました。若干風が強い中，例年どおり旭川高専との代表

決定戦が行われました。 

 今年は部員が 15 名しかいないため，予選に向けてチームとして思うような練習をすることができま

せんでしたが，そのような状況の中でも選手は全国大会出場を目指して夏合宿を行い，できる限りの練

習をこなして予選に備えてきました。試合は前半に相手の反則から PG を２つ得て得点することができ，

有利に試合を進めることができました。その後トライもとることができました。しかし，後半は選手の

負傷もあって相手のキック攻撃に苦戦を強いられ，２つのトライを与えてしまい追い上げられました。

結局，旭川高専の攻撃に耐え 23 対 19 で辛くも勝利し，32 年連続 43 回目の全国大会への出場権を得

ることができました。今年の全国大会は，例年どおりの神戸の競技場で令和２年１月４日（土）から開

催されます。経験の浅いチームですがこれからの練習で大きく進歩するよう現在部員一同頑張っていま

す。声援をよろしくお願いします。 

この度いろいろとご縁がありまして，第 10 回北海道地区高等専門学校英語プレゼンテーションコン

テストに参加させていただきました。参加するにあたり，授業では学べない知見を得ることができまし

た。高専生，特に情報学徒として日常的に数学をはじめとする理系の論理や専門分野の知識に基づき物

事を考えていて，英語も日常的に使うわけではなかったので，英語の能力は高くなく，さらに文系の論

理は感覚的なものも多く，初めは理解し難く受け入れがたいものでした。そのため，英語で情報を効果

的に伝える事ができるようになるためには相当な時間を要しました。しかしそれらを少しずつ学び，理

解することによって，２位に入ることができました。わーい。次は東京にて，北海道代表の名に恥じな

いように努力していく所存です。改めて協力していただいた先生方と，各高専の担当の方々へ感謝致し

ます。ありがとうございました。

第 50回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会北海道予選会が開催されました 

第 10回北海道地区高等専門学校英語プレゼンテーションコンテストに参加して 

（記：第３学年生産システム工学科情報コース 橋場 慧志） 

～終了後の記念撮影～ 

～参加学生と審査員の先生方，釧路高専小林校長先生と記念撮影（後列右２番目が橋場さん）～ 
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令和元年 10 月 27 日（日）に苫小牧工業高等専門学校にてアイデア対決・全国高等専門学校ロボット

コンテスト 2019 北海道地区大会が開催され，道内４高専８チームが参加し， 本校からは５年生中心の

Ａチームと３年生中心のＢチームが出場しました。

  今年の競技課題は，２分 30 秒という時間の中でＴシャツ，バスタ

オル，シーツをロボットが回収し，物干し竿の決められた位置に干

すという『洗濯物干し』でした。不定形で複数枚のバスタオルや複

数枚で山盛りになるＴシャツ，高得点獲得のために必要なシーツを

如何に素早く確実に回収できるか，そして自動ロボットでどうやっ

て回収した洗濯物を干すかが大きな課題となりました。特に，前年

度にもあった完全自動ロボットの製作は，高得点を目指すのであれ

ば欠かせない要素でした。

試合は，Ａチームが予選リーグ２敗で敗退，Ｂチームが予選リー

グを相手のミスもあり２勝で予選リーグ戦を通過しましたが，決勝

トーナメントで旭川高専Ａチームに完敗しました。２大会前の函館

大会から続いた全国大会連続出場は３年連続とはなりませんでした。

試合後，函館Ａチームが安川電気特別賞，函館Ｂチームがアイデア

賞とローム特別賞を受賞しました。なお，北海道地区大会の模様は，

ロボコン公式 YouTube チャンネルのページ

（https://www.youtube.com/playlist?list=PLcmcmEF6geRD-Hv_zeAuw

8tbdxWal7qwq）で公開されておりますので宜しければご覧ください。 

さて，今年の敗因は何だったのかと考えますと，今回各チームの

ロボットのアイデアは良かったと思います。というのも，函館高専

のロボット研究会では３年前より，ルール発表の１ヵ月後にアイデ

アコンペを実施し，ロボット研究会の顧問の先生方とロボコン経験

者の技術職員の方々の前でアイデアを披露することを行っているか

らです。コンペという名のとおり，ロボット研究会内だけでなく，

学内全体から募集をしておりますが，例年，部内のみから２案出る

に留まっておりました。しかし，今年においては，５年生，３年生，

２年生の３チームからアイデアが上がり，結果，５年生チームのアイ

デアが採用され３，２年生チームは落選，２チームのアイデアを混ぜ

るというようになりました。

 問題だったのは，そこからロボットの試作機の完成までに時間がか

かり過ぎてしまったことだと思います。これまでの函館高専や他高専

の様子を見ると【試作機を早く完成させ，改良や調整の時間をどれだ

けたくさん持てるか】が試合に勝つための重要な要素であると言えま

す。学生達は大会当日まで創意工夫や調整をしつづけてくれましたが，

やはり時間が全く足らず，『もう少し時間があれば』と言っているよ

うでは北海道大会を勝ち抜くことは難しいでしょう。ですが，逆に【７

月までに試作機を完成させる】ことが出来れば，北海道大会で優勝することは十分可能であると考えて

います。そのため，これからやってくる長い冬の間は【どうやって早く作るか】，【期日までに完成させ

るために何をしなければいけないのか】，そして，【モチベーションをどうやって維持するか】等の課題

の解決に重点を置いて，指導していければと思います。 

何故か今年は例年に増してめちゃくちゃ悔しくて，悔しすぎて苫小牧高専のピットで転げまわるほど

だったので，来年は北海道大会を優勝して全国大会に出場できるよう，部員共々頑張っていきたいと思

います。 

最後になりましたが，日頃よりロボット研究会をご支援くださっている多くの皆様，当日会場で応援

してくださった皆様，心より御礼申し上げます。 

高専ロボコン 2019北海道地区大会を終えて 

～試合前，調整に力が入る～ 

（記：ロボット研究会顧問 鈴木 学） 

～熱戦となる「洗濯物干し」～
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 令和元年７月 11 日（木），７時間目，本校第１講義室にお

いて１年生全員を対象に「思春期についての講演会」を実施

しました。この講演会は学生委員会主催で，１年生の授業科

目である「高専生のコミュニケーション入門」の内容と連携

する形で例年開催しているものです。夏季休業を前にして，

高専１年生年代の子どもたちに起こり得る性に関する話題に

ついて専門家に講演いただきます。今年度は性犯罪，特にネ

ットやスマホに関わったトラブルについて，北海道方面本部

函館中央警察署生活安全課少年係の巡査部長 越山文博様に

お話しいただきました。実際のトラブルを例に，非常に具体

的なお話しをしていただきました。学生のみなさんは驚きの声を上げながら，真剣に耳を傾けていまし

た。長期休業ではトラブルの無いことを祈っています。 

令和元年８月２日（金），７時間目，本校第１講義室におい

て「薬物乱用防止の講演会」を実施しました。この講演会は学

生委員会主催で，３年生全員を対象に例年開催しているもので

す。夏季休業を前にして，身の回りの薬物トラブルについて専

門家に講演いただきます。今年度は高校生年代の薬物犯罪につ

いて，北海道方面本部函館中央警察署生活安全課少年係長の福

島啓太様にお話しいただきました。薬物に手を染めたらどうな

るかという動画を見ながら，実際の事件の具体的なお話しを交

え，非常にわかりやすく薬物の恐ろしさをお話しくださいまし

た。実際の現場についてのお話しを，多くのみなさんがぞっ

としながら聞いていたようです。薬物について強い危機感を

持ってくれるきっかけになったと思います。 

令和元年８月７日(水)，７時間目，本校第１講義室において

２年生全員を対象に「喫煙に関する講演会」を実施しました。

このような講演会は学生委員会主催で，例年開催しているもの

です。今回は夏季休業を前にして，高専２年生年代の子どもた

ちに喫煙の恐ろしさを理解してもらうことを目的に専門家に

講演いただくことにしました。お出でいただいたのは，北海道

方面本部函館中央警察署生活安全課少年係の巡査部長 越山文

博様です。 

しかし少々トラブルがありました。連絡の行き違いから，越

山様は「薬物乱用防止」について用意をしてくださっていまし

た。そこで急遽演題を「喫煙がきっかけになりやすい薬物乱用の恐ろしさについて」と変更し，お話し

いただくことにしました。実際に越山様が対応された事件の話しを交えて，極めて具体的にお話しをし

ていただきました。身の回りには意外と薬物トラブルがあると聞き，学生のみなさんは恐ろしく思った

ようです。薬物や煙草など，みなさんの生活にふさわしくないものは，毅然と断るという姿勢で臨んで

ほしいものです。 

薬物乱用防止の講演会を実施しました 

思春期についての講演会を実施しました 

喫煙に関する講演会を実施しました 

(記：学生主事補 鳴海 雅哉) 

～講演会の様子～ 

～講演会の様子～

～講演会の様子～ 

(記：学生主事補 鳴海 雅哉) 

(記：学生主事補 鳴海 雅哉) 

各種講演会等 

13



（記：学生委員会 大久保 孝樹） 

（記：学生主事補 鳴海 雅哉） 

 令和元年８月９日（金），７時間目，本校第１講義室において４年生全員を対象に「国民年金に関す

る講演会」を実施しました。この講演会は学生委員会主催で，例年開催しているものです。去年から，

４年生の必修科目である「社会人基礎力演習Ⅰ」授業の一環として実施しています。20 歳を前にして，

国民全員が加入することになっている「国民年金」について専門家に講演いただくというものです。 

 しかし，今年度は教科担任である一般系の鳴海が講師を務めました。外部の専門家に依頼するよりは

本校学生の実態・実情に合わせた話しができると考えたためです。 

 講演では国民年金制度について詳細に説明しました。特にたび

たび報道で話題になりますが，国民年金に未加入のまま事故に遭

い，障害年金を受け取ることができなかったという話題をはじめ

として，起こり得る具体的な事項を取り上げたつもりです。 

 幸いに，学生のみなさんは真剣に耳を傾けてくれたと思ってい

ます。制度についてはいろいろと議論のある年金ですが，それは

さておき，自分に身近な話題であると考えてくれればありがたい

です。 

 安全運転の規律を守るための秋季安全運転講習会を，令和元年９

月 24 日（火）に実施しました。講師は，函館中央警察署交通第一

課企画・規制係長の安川秀英様で，特に，安全運転義務違反の内容

を説明してくださり，歩行者や自転車の方に事故の原因があったと

しても，運転者はその動向を予測して安全運転をしなければならず，

事故の責任は運転者側にあることを強調しておりました。重大な人

身事故を起こした場合は，人生を変えることにもなりかねないので，

スピードを出さない，安全運転の確認を常に意識して運転すること

が大事です。また，最近注目されている「あおり運転」についても

説明してくださり，実りある講習会でありました。

 

令和元年 10 月 29 日（火），７時間目，本校第１講義室において

５年生全員を対象に「消費者講座」を実施しました。この講演会は

学生委員会主催で，例年開催しているものです。去年から，５年生

の必修科目である「社会人基礎力演習Ⅱ」授業の一環として実施し

ています。卒業を前にして，「契約」や「借金」など，消費者として

理解しておくべきことを専門家に講演いただくというものです。 

しかし，今年度は教科担任である一般系の鳴海が講師を務めまし

た。外部の専門家に依頼するよりは本校学生の実態・実情に合わせ

た話しができると考えたためです。 

講演では，クイズ形式で学生のみなさんの知識を確認しながら説明を進めました。特に，卒業後の家

探しや自動車購入などに関わった「契約」のルールや，一定期間後に解約できる「クーリング・オフ」

制度，クレジットカードを使った「リボ払い」の恐ろしさやお金を借りた際の利息計算について具体的

な説明をしたつもりです。 

学生のみなさんの講演後の感想文を読むと，知らなかったことが多かったとのことで，講演の効果を

実感しています。「君たち高専生に損をしてもらいたくない」という私の願いが通じたようで嬉しかっ

たです。 

消費者講座を実施しました 

秋季安全運転講習会を実施しました 

国民年金に関する講演会を実施しました 

～講座の様子～

（記：学生主事補 鳴海 雅哉） 

～講演会の様子～ 

～講習会の様子～ 
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今年度海外での学習を行った学生２人に，その体験を寄稿いただきました。 

私は８月 26 日（月）～９月 20 日（金）にシンガポールの

Nanyang polytechnic （NYP）でインターンシップを行った。今

回のインターンシップで掲げた目標は，実験を通して英語能力

の確認を行い，私の英語が世界で通用するか確かめることであ

る。Nanyang polytechnic は高専のような学校で，中学校卒業者

を対象にした大学レベルの教育を受けられる学校である。敷地

面積は 30 ha で函館高専の２倍弱程度あり，さらに学生は函館

高専の 10 倍以上である 15,000 人が在籍している。インター

ンシップ中は研究テーマが与えられ，平日の 9:00～18:00 まで

みっちりと研究を行ったが，内容については守秘義務の関係で記述しない。生活面に関しては，近くに

駅やスーパーマーケットがあり，さらに学校には５つフードコートがあったため多くの苦労はなかった。

また，休日には担当の教員にシンガポールの案内もしていただいたため，観光もできて充実したインタ

ーンシップとなった。目標である英語の能力の確認は実習期間中に行うことができ，自分の英語につい

て評価することができた。私の弱い点は専門用語を含む会話が苦手だったことである。日常会話はある

程度できていたが，研究に関しての会話の時はわからない用語が出てきたりすると理解できないことが

あった。そのため，専門用語の英語を習得することを今後の目標とする。 

私の今回の研修の目標として，英語での研究は勿論ですが，知らな

いモノを知ろう，日本じゃできないヨーロッパならではのモノを体験

する，というものが最も大きい目標であり一番やりたいことでした。

見慣れない白人と黒人しかいない環境，白っぽいレンガ素材の細部ま

で作り込まれた彫刻のような建物が並ぶ街，各地の美術館で見た人が

紡いできた歴史，など体験できたことは枚挙に暇がないです。しかし，

そのような体験をするにあたって，私は貧乏大学生なので日常の生活

水準を大きく下げて費用を捻出していました。衣食住は最低限，睡眠

時間，体力，靴のカカトなど削ったものは数知れず。余裕が無い毎日

でしたので精神が荒れ，線路の上を走ったり，変な道を歩いてドブに

ハマったりと，普段見ることのない自分が行動に滲み出てきて新鮮で

した。初めて遭う自分の面を通して，抱えていた固定観念や自分が普通だと捉えていたモノって脆いな

と，自分は狭いんだと実感しました。１人で異国の地に長く居ることでアイデンティティクライシスが

起きました。生きてる内に自分が関われる事象は限られているんだ，もっと広げなくては，時間は大切

にしようと身体で理解した旅でした。 

海外研修＠フランス 

インターンシップ＠シンガポール

（記：専攻科第１学年物質環境工学専攻 前田 健太） 

（記：第５学年社会基盤工学科 奥平 幸太郎） 

国際交流センターから 
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（記：寮務主事 泊 功） 

低学年夕食会 

毎年前期中間試験の終わった６月中旬から下旬にかけ

ては，１年生から３年生の学年別夕食会が催されます。こ

れには担任の先生方をはじめ，校長・副校長・事務部長な

ど，校内の主要メンバーも参加して寮の特別食を楽しみな

がら懇談します。 

今年は寮の食堂業者さんが変わって最初の特別食とい

うこともあって業者さんも気合が入ったのか，生ちらし寿

司から始まる豪華なオードブルでした。先生方も寮生たち

も食事と会話を堪能していたようでした。 

春潮寮スポーツ大会・薄暮祭 

令和元年９月 28 日（土）後期の授業が始まるのを前に

スポーツ大会と薄暮祭が行われました。薄暮祭とは日が短

くなってきたこの時期の夕暮れを利用して行われる BBQ

です。また，スポーツ大会では男子は学年別，女子は学年

混合チームで優勝を競い合います。昨年度の優勝賞品は大

量のカップ麺を分け合う形でしたが，今年はあの GLAY メ

ンバーもファンだった函館人のソウルフード店「ラッキー

ピエロ」（通称ラッピ）のお食事券１人 500 円でした。 

BBQ は毎年「雨だったらどうしよう」と，寮務委員の先

生方と寮生会はプランＢをどうしようかいつも頭を悩ませ

るのですが，これまでは全て晴れだったことを信じて，今

年も何も考えずに実施。やはり当日は晴れて，カルビ，サ

ガリなどの肉類やホタテ，焼きそば，女子寮生が自ら手で

握ったおにぎりなどを楽しみました。 

～ナイッシュッ！～ 

～１-２担任中村和之先生と共に～ 

～５年女子は最後の薄暮祭～ 

～会計による今年度予算案の説明～ 

寮生定期総会 

令和元年５月９日（木），本校第１講義室において寮生定

期総会が行われました。今年度の寮運営について寮生会か

ら所信表明を行い，自転車委員会，生活委員会，寮祭・追

いコン委員会など寮生会傘下の各種委員会の委員長の紹介

や寮生会費として保護者の皆様から集めている寮生会費の

決算や今年度の使い道などについて話し合います。寮の運

営が直接民主主義の場になっていることのプロセスです。

多少形式的になりつつありますが，民主主義は決定のプロ

セスが大切です。

春潮寮通信！ 

16



 令和元年９月５日（木）から９日（月）にかけて台湾台北市におい

て開催された国際学会”International Conference on Intelligent Systems 

and Image Processing 2019”において，Best Paper Award を受賞しま

した。論文のタイトルは”Study on Cost Evaluation of DC Smart Houses”

です。この論文は本校生産システム工学科教授の三島先生と共同で執

筆いたしました。 

 この論文では，近年の電力供給で注目されている直流給電を住宅に

おいて行う際にかかるコストをシミュレーションによって明らかに

し，従来の交流給電と比較しています。スマートハウスや電気自動車

（EV）の普及が今後はより一層進むと考えられ，直流給電の重要性は

増していくと考えられます。そのため，この論文では EV の運用パタ

ーン等も考慮し，近い将来での実情に近づけた試算となっています。

試算結果より，直流給電による電力のロスや電気料金の低減が可能と

なることが明らかになりました。今後は，これらの導入コストも考慮した試算が必要になります。 

本校は７月 19 日（金）にフラー株式会社（本社：千葉県柏市，代表取締役：渋谷修太，櫻井裕基）

と先進的 IT 教育および起業家育成のためのアントレプレナーシップ教育，函館地域の水産海洋工学や観

光分野等に関する学術研究に相互協力，さらには地域社会の発展に貢献することを目的として，包括連

携協定を締結しました。フラー株式会社は７年前に創業され，創業メンバーの代表取締役の２名を含め

て社員の約４割が高専卒業生で，スマホアプリの開発やビッグデータなども活用したスマホビジネスの

支援などでまたたくまに国際的な IT 企業の仲間入りを果たしています。さらに高専生がその高い能力を

生かして日本を元気にしてほしいという思いを持っており，自らも高専生であったその経験や思いから，

高専生が輝くキャリアを構築していくことを支援したいと考えています。そこで協定の取り組みの中で

は，実践的アプリ開発講義の開催や問題解決型学習（PBL）授業への協力などの企業ならではの視点に

よる先進的 IT 教育支援と，高専生の可能性を一層伸ばすためのキャリアイベントなどを行っていく予定

です。 

国際学会 ICISIP2019 で Best Paper Award を受賞しました 

（記：生産システム工学科助教 下町 健太朗） 

フラー株式会社と包括的連携協定を締結しました

（記：キャリアセンター長 小林 淳哉） 

～キャリアイベントの様子（11月 22日（金）開催）～ 

～

～協定調印式の様子～ 

～受賞した下町先生～ 

研究・教育関連について 
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 ドローンの出現は，事象の観察および荷の運搬などを手軽に２次元から３次元へ拡張させ，空の産業

革命ともいわれています。これまで人力では難しかった空中からの探査や空撮，海中での探査や撮影を

ドローン技術の発達によって，安全手軽に行うことが可能となってきています。特に，人間が行うと危

険で手間のかかる点検作業も空中ドローンの操作によって簡単安全に点検作業ができ，コストパフォー

マンスも優れています。また，海中の養殖している藻類等の育成状況の確認においても，水中ドローン

による撮影でそれを実施することが可能です。 

本校においても，ドローンを活用した地域内での産業支援活動，ドローンを活用する上での問題を解

決するための研究開発および教育をとおして，新産業の創出など，地域産業を支援することを目的とし

てドローン研究センターを設置しました。本研究センターでは，水産海洋分野，農林・建設業分野およ

び観光分野において，たとえば，「水中・水上からの昆布等の海洋資源調査」，「風車，橋等の構造物検

査」，「海底面，テトラポートの形状測定」，「農作物の育成調査」，「ドローンカメラと VR 技術による擬

似観光」，「小型ドローンの隊列運転によるエンターテイメント」，「気流，水流の乱れに対して，建造物

の認識，障害物回避する自律運転機能の開発」，「荒天時の農作物，構造物の確認するための悪条件下で

の飛行確認」などの研究開発が期待されます。 

主な保有設備は次のとおりです。 

１） 空撮ドローン DJI MATRICE200（赤外線カメラ搭載）１台

２） 空撮ドローン DJI MATRICE210（ズームカメラ搭載）１台

３） 空撮ドローン DJI MAVIC2（小型，赤外線カメラ搭載）１台

４） 水中ドローン（PowerRay，GLADIUS）２台

空中ドローンの DJI 社製 MATRICE200，210 は防水・

防塵対応であり，運用限界高度 3,000ｍ，最大速度 

64.8km/h，最大飛行時間は 27 分（積載物無し），撮影

はフレーム幅×高は 1280×720，フレーム率 24fps で

の撮影が可能です。水中ドローンは，Chasing 社製

GLADIUS，PowerVision 社製 PowerRay の２機であり，

どちらも有線での動作であり，スマートフォンへ専用

アプリケーションをダウンロードし，操作することが

できます。コントローラと本体とのケーブル長はどちらも 50ｍであり，最高速度，潜行深度は GLADIUS：

2.0m/s，100m，PowerRay：1.5m/s，30m となっております。 

 既に，空撮ドローでは，風車の外観検査，水中ドローンでは，水中での潜行実験等が行われておりま

す。 

ドローン研究センターについて 

～MATRICE210～ 

～GLADIUS～ ～PowerRay～ 

～空撮状況～ ～ドローンによる撮影画像～ 

（記：ドローン研究センター長 山田 誠） 
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函館高専地域連携協力会コーナー 

函館高専地域連携協力会コーナー 
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～函館高専地域連携協力会寄贈の横断幕  各種大会等で活躍しています～ 
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（ 昇 任 ） 

令和元年 10 月１日付け 

教授生産システム工学科 川上 健作  （前職：准教授生産システム工学科） 

教授物質環境工学科 宇月原 貴光 （前職：准教授物質環境工学科） 

 本校物質環境工学科長の上野孝先生が８月 13 日（火）ご逝去されました。59 歳の若さでした。 

先生は福岡県のご出身であり，筑波大学で博士号を取られたのち，国際科学振興財団の研究員や筑波

大学の客員研究員などを歴任され，平成 10 年に本校に着任されております。 

 先生は，研究面では地域に密着した研究開発で抜群の研究業績を上げられましたが，決して研究だ

けにこもっていたのではなく，学生の教育にも前向きで一生懸命でした。最近では，国際交流委員会

の委員長も務められておりました。また，物質環境工学科の学科長として，腕をふるわれておりまし

た。このように，上野先生は研究・教育面で本校に対して多大なる貢献をされました。 

ここに謹んで哀悼の意を表し，お知らせ申し上げます。 

（記：総務課人事係） 

人事異動等 

訃報について（物質環境工学科教授上野孝先生ご逝去のご報告） 

（記：物質環境工学科教授 小原 寿幸） 

人事異動 
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～フ ォ ト ア ル バ ム～ 
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