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近年、電子情報やバイオ関連分野の技術革新は目覚ましい。これらの技術が我々の生活を大きく

変えつつあることは日々実感するところである。一方、物理学の研究も、我々の知的好奇心を大きく

刺激してくれるとともに、将来の革新的技術の基になると期待されている。その例として、我々の住む

宇宙を構成している小さな粒子に関する最近の話題を取り上げてみたい。（注１）

様々な自然現象は無秩序に起こっているのではなく、ある法則に基づいて互いに関連を持って過

去から未来へとつながっている。高校の物理の中で運動力学を学ぶが、例えば地上から発射した弾

丸の軌跡を問う問題や、二つの物体が弾性衝突した後の運動を問う問題等は、典型的な演習問題

として多くの方が取り組んだ経験をお持ちと思う。即ち、ニュートン力学が成り立つ場合には、現在の

位置と速度が分かれば、将来の状況を正確に予測できる。宇宙を構成している原子も様々な粒子で

出来ているので、これらの粒子も同様のふるまいをするのなら、あらゆる生物を含めたこの世の将来

は既に決まっていることになる。今私がこの原稿を書いていることも、宇宙が誕生した時から決まって

いたことになる。なんとも味気ない世界である。

もちろん、小さな粒子は不確定性理論により、重さや速度などの複数の物理量を同時に正確に測

定することはできない。しかし、測定とはある物理量を読み取る行為であり、物理量を知る方法が不

明なだけで、粒子が実際にある位置である速度で動いているのであれば、その結果としての将来が

決まることになる。即ち、測定する以前に粒子の運動や性質が決まっているか否かが重要な点であ

る。アインシュタインも、測定するか否かにかかわらず、物体は一定の性質を持っていると考えていた。

一方、量子力学の理論によると、観測されていない物体は同時に相反する状態を取り得て（重ね合

わせ）、観測することによりいずれかの状態が確定するが計っていない値は実在しないことになって

いる。アインシュタインはこの考えにはなじめず、量子学者に向けて「君は、君が見上げているときだ

け月が存在すると本当に信じるのか？」と尋ねた。禅問答の様である。これらの二つの考えは相いれ

ず様々な検証が行われてきたが、精密な複数の実験により2015年に量子論の正しさが確認された。

例えば、従来の計算機の基本素子は、０か１かのいずれかの値を記憶するが、量子ビットは「重ね合

わせ」により０と１の二つの値を同時に保存することができる。

もう死語になって久しく今は聞く機会もないが、人は運命の赤い糸で他の誰かと結ばれていると言

われたことがある。これと似た関係として、量子の世界では「量子もつれ」と呼ばれる粒子間での相関

が実際に存在することが実験的に確認された。例えば、量子もつれの関係にある遠く離れた二つの

粒子が逆のスピンをもつ場合、片方の粒子のスピンを測定しプラスなら、その瞬間にもう片方の粒子

のスピンはマイナスに決まる。対になった手袋の一つをカバンから取り出し、それが右手用の手袋で

あるとわかった瞬間に、カバンの中に残った手袋が左手用だとわかるのと似ている。ただし、量子論

では、手袋の左手用と右手用の様にあらかじめスピンがどちらかに決まっているわけではなく、スピ

ンが重ね合わせの状態にあるところが面白い。右手用でも左手用でもないが、右手にも左手にも合

う使い捨ての手袋に近い。

我々が住んでいる現実とはかけ離れた理解しにくい量子の世界ではあるが、量子の二つの特徴で

あるこの「重ね合わせ」と「量子もつれ」を応用した量子コンピュータが実用化されつつある。また、粒

子だけではなく、宇宙にあるブラックホール同士が「量子もつれ」によりつながっているという説も提

案されている。

量子の世界は、我々の想像や理解を遥かに超えているが、それが現実である。我々の住む世界

は量子論に支配されており、未来が予め確定しているわけではないようだ。

（注１）関連する解説記事：日経サイエンス2019年２月号、2020年２月号等。

校長挨拶

この世界は想像より奇なり

校長 神戸 宣明 （かんべ のぶあき）
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一昨年度末以降、学校はこれまでにない要求事項に対応する状況

が続いています。本校の目的は技術者養成です。卒業時には準学士

（工学）の称号、専攻科修了時には大学改革支援・学位授与機構から

学士（工学）の学位が授与されます。今般の難しい『要求事項＝課題』

を解決していく、これは技術者が常に課せられているものといえるで

しょう。要求事項を工学的要素に変換できる能力を備えていることが技

術者であると考えます。この能力があって初めて課題解決の道を拓く

ことができます。

新しい四月

新年度を迎えて

技術者が備える能力

より自立・主体性を求める教育へ

教務主事 森下 智博 （もりした ともひろ）

とで同じ学習量を消化します。知識を詰め込む教員主導の教育から、

学生自らが主体的に学ぶ教育への転換でした。５年が経過し、大多

数の学生が大きく成長するようになってきました。

しかしながら、まだ一部には自己学習が充分でない学生もいます。

今年はさらなる規則改定により、自己学習の徹底を図ります。卒業し

てゆくすべての学生が、プロフェッショナルとしての充分な学力と社

会で活躍し続ける自己成長力を身につけてくれることを願っていま

す。

2016年に多くの科目で大学と同じ単位認定方式を採用し、時間割に空きコマをつくりました。教員が

教える授業時間数は削減されましたが、各科目で扱う内容や学習量は変わっていません。課題や予

習・復習などで学生の自己学習時間を増やし、学習効率を高めるこ

副校長 江口 忠臣 （えぐち ただおみ）

学生主事 穐本 浩美 （あきもと ひろみ）

新学期を迎えしばらくたちましたが、一年生の皆さんには楽しみよりも不安の方が強かったのではない

でしょうか？二年生以上の皆さんには何度目かの四月だと思いますが、本校を巣立つときにはまた初め

ての四月を迎えることになりますね。新しい世界へ入っていくときに不安はつきものですが、どうすれば

その不安を感じずに過ごせるでしょうか？この原稿を書いていて自分の若かった頃を思い出しました。

私が最も不安を感じたのはアメリカの大学院へ留学したときでした。英語教育学という課程に入学したの

ですが、英語による授業についていけるかどうか、これは不安というより恐怖でした。英語で書かれた教

科書からしてお弁当箱くらいの分厚さがあり、その「お弁当箱」が一教科あたり３つくらい用意されていま

す。はっきり言って消化不良を起こします。でも私にとってはこの恐怖体験が危機管理の力を高めてくれ

ました。不安を取り除くには出来ることは後回しにしないこと、恐怖を克服するには入念な準備を怠らな

いこと、これが身につきましたね。

不安、恐怖、苦しい思いを経験しているときは「今、自分は磨かれているんだ」と思って、自分の気づか

なかった能力に出会う瞬間に立ち会っていると思ってください。これから何度か訪れる新しい四月が皆さ

んの成長につながることを願っています。

『こんな風になってほしいなぁ』『そやなぁ』『それは私たち技術者がやります』

学生時代に技術者の素養を身に付ける環境を学校として提供して参ります。
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寮務主事 平石 年弘 （ひらいし としひろ）
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新年度を迎えて

長引くコロナ禍での寮生活

学生寮では海外からの留学生を含む様々な国と地域から集まった15歳から
20歳代までの約210名が共同生活を送っています。密集して暮らす寮の特性
上、マスクの着用や食事の時間制限など新型コロナウイルス感染症対策を行
いながらの寮生活となっていますが、学生の皆さんが青春の思い出と良き友情
をここで育まれることを願っています。
現在、定員一杯で寮運営しているため、発熱などの症状があった場合、隔離
するスペースを十分確保できず、すぐに保護者の方に迎えに来ていただくこと
になっています。国際寮が建設され隔離スペースが確保できるようになれば、も
う少し柔軟な対応が可能になると考えています。
この「学校だより」が皆様の手元に届くころには、高齢者や基礎疾患のある方

高専５年間の課程(本科)卒業者を対象にさらに高度の教育・研究が行えるように、専攻科が設置されて
います。専攻科の課程を修了し大学改革支援・学位授与機構の定めた条件を満たした者は、同機構に申
請して学士の学位を得ることができます。学位を得ると、大卒と同様に大学院の受験資格を満たせ、更な
る進学の道も開けます。本科の皆さんは、ぜひ進路の選択肢の一つとして専攻科を考えてみてください。
さて、今年度専攻科の新たな試みとして、専攻科１年の必須科目「創発ゼミナール」を、本校（本科）の特
色の一つである課題解決型学習のグループワーク授業「Co+Work」のアドバンスド科目と位置づけます。こ
れまでは、各専攻毎に各専門の課題をおこなってきましたが、今年度は異なる専門分野（機械・電気・電
子・情報・建築・都市システム）のメンバーが集まり、かつ埋没することなく各自の専門知識・スキルを結集し
て一つのプロジェクトをおこないます。
Co+Workで培ってきたコンピテンシー（従来業績をあげる者が共通して持つ行動特性）を、各専門にお
いて実践的に昇華し発揮されることを期待します。
（※計算機プログラムのコーディングにおいて２重の+(プラス）は、インクリメント演算子を意味し、自らの値
を増加させます。）

にワクチンが行きわたり、若くて元気な学生諸君の活動制限が緩和されることを祈っています。

Co++ WORK in 明石高専.専攻科※

専攻科長 中西 寛 （なかにし ひろし）

情報メディアセンターより

情報メディアセンター長 井上 一成 （いのうえ かずなり）

2020年度は、明石高専にとって、また情報メディアセンターにとって、大きな変革の一年となりました。
オンライン授業開始に向けた授業配信サービスの構築、学生一人一台の情報端末確保、また年度末に
はGIGAスクール構想でもよく取り上げられる電子黒板を演習室に導入しました。本年度は、さらに構内
ネットワーク設備の整備を加え、高度な情報教育環境を皆さんに提供します。
然しながら、大きな変革には苦労が付き物です。新しいOSや数々のソフトウェアをインストールしたコン
ピュータ、先ほど示した電子黒板を用いた教員と学生とのコミュニケーション等々、新しい設備の使い方
は決して容易ではありません。きっと学生の皆さん、そして現場の教員も躊躇や混乱が起こることでしょう。
困ったときはいつでもお気軽に情報センターにお問合せください。
困難を克服してSociety 5.0時代にふさわしい「新しい学びの場」を創ってゆきましょう。



明石高専 学校だより 2021.8.16 No.134

5

変わるものと変わらないもの
アクティブラーニングセンター長 水島 あかね （みずしま あかね）

新年度を迎えて

「新年度を迎えて」

コロナ禍の日々が１年を超え、非日常だった様々なことが日常になっていることに気がつきます。そして「アフター

コロナ」という言葉を耳にするようになり、教育において変わるものは何か、変わらないものは何かということを考える

ようになりました。幕末期を描いたドラマや映画では、寺子屋で立場を超え共に議論を交わす若者たちの姿をよく

目にします。

答えのない多くに、それぞれが思う正解を導きだし行動した経験が、動乱の社会を生き抜き、新たな時代を生み

出す原動力になりました。今日、この寺子屋的な教育が改めて見直されています。つまり変化する社会に応じて多

少方法は変わっても、学びの本質は変わらないのだといえます。時代に振り回されず、俯瞰的に学びの本質を捉

えるにはどうしたら良いのでしょうか。

アフターコロナの学びは、次の時代を創造していく学生の皆さんとの対話や議論の先にあるような気がしていま

す。そのような思いで昨年度から学生や教職員の声を聞きながら、Co+workをはじめとする授業改善、アクティブ

ラーニング推進に向けての学びの場づくりなどに取り組んでいます。今年度も引き続き、対話や議論を大切にして

いきたいと思っていますので、ぜひ学生、教職員の皆さんも忌憚ない意見やアイディアをお寄せください。

テクノセンター長 神田 佳一 （かんだ けいいち）

グローバルエデュケーションセンター長 鍋島 康之 （なべしま やすゆき）

２年ぶり５期目ですが本校の地域連携活動を担当することになりました。テクノセンタ－では市民や地元企業との連

携を図り、地域の産業や技術の発展に寄与するための活動を行っています。昨年度はコロナ禍にあって、主催する

「公開講座」や「明石高専テクノカフェ」などの行事の多くが中止またはオンライン開催になってしまいました。今年も

まだ予断を許せない状況ですが、これまでと同様に、地域企業との共同研究や技術教育、市民との交流活動、共同

研究を通して、明石高専の持つ技術や教育力を広く社会に広め、地域に愛される明石高専を目指していきたいと

思っています。

皆さんは「技術者集団ACT135明石」をご存知でしょうか？ 様々な技術を持った本校の卒業生及びOB教員によっ

て2006年に設立されたNPO法人（現会員32名）で、実務経験者による社会教育や技術相談・地域再生のまちづくり

の推進・発展途上国への技術支援等を行い、また、外部委員としてテクノセンタ－の運営にも関わって頂いています。

昨年はコロナウイルス感染拡大の影響で、学生の海外派遣や受入が中止になりました。海外留学や国際交流、

海外インターンシップなどの国際交流は、今年度も中止かな？と考えている人も多いと思います。確かに海外留学

のように現地に行かなければ得られない経験ももちろんありますが、海外の学生とコミュニケーションし、異文化理

解を深めることはオンラインでも十分に可能です。先日はオンラインでタイの高専生との交流を実施し、日本とタイ

オンラインでもできる！国際交流

学生に対しても、太陽光ボイラー（写真）等の教育・研究教材の提供や技術

講演、潮寮での交流会、高専ロボコンやエコランでのマネジメントや助言等、

様々な支援を頂いています。さらに、自主的なプロジェクトへの経済的支

援・起業相談にも乗ってもらえますので是非訪ねてみてください。

また将来、皆さんがACTのメンバ－として本校の教育・研究・地域支援活

動に貢献して頂くことを期待しています。

の学生がそれぞれの文化や日常生活を共有し合いました。オンラインでの

国際交流の良さは手軽さにあります。多くの人数が一度に集まって交流で

きるのが長所です。逆に、親密な関係を構築することが難しいですが、状

況が改善されて直接会えるようになった時の喜びは倍増するでしょう。

先ずは国際交流の楽しさを心から感じてみてください。オンラインによる

国際交流企画を考えていますので、積極的に参加してください。
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明石高専のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

新年度を迎えて

イノベーションオフィス長 梶村 好宏 （かじむら よしひろ）

授業収録システムによる動画（学生はいつでもどこからでもアクセスして復習）

今年度から新しく「データサイエンス入門・演習」が始まり、1年生全員が数理データサイエンス、IoT、AIを
学び、これらを活用した課題解決方法の実例や卒業研究などに役立てるための手法の基礎を学んでいま
す。目まぐるしく変化する社会を生き抜くため、学生の皆さんに何をどのように学んでもらうか、つまり、どの
ような学校にしていくのか、大きな方針を考え、提案する組織がイノベーションオフィスです。本オフィスで
は、時代の要請に応じて様々な学校が新しく作り出されている状況にも注目しています。例えば、ITやAI、
デザイン・アートを全員が学ぶ「神山まるごと高専」（2023年開校）、大阪府立大高専がICTやSDGsを必修
科目化して大阪公立大高専（2022年から）に変革、などが話題となっています。
いろいろな学校形態、いろいろな学び方がありますが、本校で
は、学校環境にデジタル技術を浸透させ、学生の皆さんにICT
を真に道具として扱うことを含めた情報活用能力を持ってもらい、
自分の学びを主体的にデザインできるよう学校の整備を進めて
います。BYOD(Bring Your Own Device)という言葉を聞いたこと
がありますか？
いつでもどこでも誰でも学びの環境にアクセスできるよう学校
環境を整えながら、皆さんが自分のスマホやノートPCを活用して、
自分で最適な学習を進めてもらえる仕組みを作っていく計画で
す。

「学生支援オフィス」が動き出しています

学生支援オフィス長 濱田 幸弘 （はまだ ゆきひろ）
学生相談室長 松塚 直樹 （まつづか なおき）

４月から「学生支援オフィス」という組織が動き出しています。「学生支援オフィス」の目的は、学生一人
ひとりが心と体の面と社会性で健やかに成長し、自分の夢を見つけて進路を決定するのを支援することで
す。
「学生支援オフィス」は「クラス経営担任団」と「学生相談室」から成ります。これらふたつのサブ組織は、
学生が進路（進学・就職）を決めて卒業することができるようにする役割と、学生が安全で安心した学校生
活を送れるようにする役割を担っています。
クラス経営担任団は「クラス経営部門」と「キャリア支援部門」から成ります。「クラス経営部門」は20名の担
任、学科長、系長及びクラス経営主幹で構成されています。会議等を通じて種々の情報を共有し、担任
ひとりで対応が難しい案件や長期に及ぶ事案などは組織対応を心がけ、チーム明石高専で学生支援を
行います。「キャリア支援部門」はクラス経営主幹と一部の担任が兼任し、学習支援、人権教育、進路指
導を行います。とくに進路指導では、今年度、すべての学科に共通する、各学年で行う進路指導の内容
を決め、順次それを進めてまいります。
学生相談室は「健康相談部門」と「学生相談部門」から成ります。「健康相談部門」では常勤看護師が中
心となり保健室業務と身体の健康相談を行います。心と体は連動していますので、心の問題が体調に影
響を及ぼしていると考えられる場合は学生相談部門につなぎます。「学生相談部門」では非常勤カウンセ
ラーが中心となり学生相談を行います。学生相談室長と室員（いずれも常勤教員）が多方面から気がかり
な学生について情報を集めて共有し、非常勤カウンセラー・クラス経営担任団と連携して支援をしていま
す。また、必要に応じて外部機関と連携して学生を支援します。
最後になりましたが、学生支援において重要なことがあります。それは保護者のみなさまと学生支援オ
フィスの連携です。ご子息・ご息女が心身と社会性で健やかに成長し、自分の夢を見つけて進路を決定
するのを支援するため、学生支援オフィスにご協力くださいますようお願いいたします。
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新任教員の挨拶

明石高専の皆さん、こんにちは！令和３年４月１日付で明石高専に着任しました

機械工学科の大西です。以下に簡単な自己紹介と明石高専の学生のみなさんとともに目指し

たい勉強の方向性について述べさせていただきますので一緒に頑張りましょう。「悲しいかな

（？）技術者は一生勉強が必要ですので大西も頑張ります」

まず、自己紹介を簡単にさせて頂きます。

機械工学科 大西 祥作 （おおにし しょうさく）
みなさん こんにちは！

私は、香川県の綾上町（今は市町村合併で綾川町）という田舎に生まれ、高松高専（現香川高専）に入学しました。

高松高専を卒業後、高専生のために新設された技科大の一つである長岡技科大に入学＆卒業後三菱重工業に

就職しました。配属された神戸造船所で原子力プラントの一部である装置や設備類の設計業務に約35年従事した

のち、2017年４月から2021年３月まで徳山高専で設計法等を教えることをしていました。従って教員というより会社

員のにおいがする人間です。

次に勉強についてです。みなさんは、良い技術者、立派な技術者になることを目指して本学に入学され、日々勉

強（含む課外活動等）に励んでいると思いますが、良い技術者になる前に良い人間になる必要があります。そのた

めの一つとして国語力を身に付けることが大切です。これからの社会・世界は複雑＆多様化しており専門に関する

知識やそれの応用力を身に付けることが必要ですが、このベースとなるのが、国語力だと思います。国語力とは母

国語である日本語（留学生は当然違います）を上手に操る能力です。私自身もまだまだ不十分な状態だと思って

いますので授業等を通じ一緒にスキルアップをしましょう。

もう一つ大切なことがあります。それは「やり抜く力」を身に付けることです。やり抜く力は「情熱」と「粘り強さ」によっ

て決まります。「やり抜く力」を身につける努力をしましょう。話掛けることが難しいかもしれませんが、意外にお喋りで

すので声をかけてください。また教員室は建築学科棟３階にありますので遠慮なく覗いてみてください。歓迎します。

黒杭 良美 （くろくい よしみ）

みなさん、はじめまして。今年度から皆さんと学校生活を送ることになりました。

電気情報工学科１年（１E）担任で、授業は「政治経済」「日本史」「法学概論」な

どを担当しています。

明石高専に着任するまでは、いくつかの大学で政治学を中心に教えていまし

た。大学院在学中から昨年度までは京都に住んでいましたが、着任を期に明石

に引っ越してきました。私は東播地域で生まれ、大学生の頃までこの地域で育ち

着任のご挨拶

ましたから、馴染み深い明石で働くことができることを大変うれしく思っています。かくしきれない関西弁（播州弁？）

で話をするのが特徴です。

私の専門は政治学・国際関係論です。皆さんは政治と聞いた場合、何をイメージしますか？総理大臣や知事など

政治家の顔？国会や首相官邸などの建物や場所？外国首脳の交渉や国家の衝突？何も思い浮かばない、自分

の生活とは全く関係のない世界の話だと感じる人もいるでしょう。でも実は、政治は学校や教室、会社や家庭にもあ

るのです（政治学ではそう捉えられています）。この意味で、我々が政治を無視しようとしても、政治は我々を無視し

てくれないのです。

最後に、私が研究し、生きるうえで大事にしている言葉を紹介します。大学生だったころ、恩師がしみじみとおっ

しゃっていた言葉です。「世の中にはまだまだ分からないことがある。白黒つけられないこと、グレーの部分がたくさん

ある。」この世界は未解明の謎に満ちています。人間や人間で構成される社会には、グレーゾーンがたくさんありま

す。今正しいとされている事実や価値観も、時代や場所が変われば一変します。皆さんが今当然だと思っていること

も、本当は全くの勘違いかもしれません。グレーゾーンと不確実性に満ちた社会ですが、「間違いではないか？」「自

分の視点にバイアスはないか？別の視点は無いか？」など、問い続けることを止めない姿勢が大事だと思っていま

す。政治や歴史の授業を通じて、人間や社会を多面的に考察し、理解し、共感できるように、お手伝いできたらと

思っています。楽しい学校生活を送りましょう！どうぞよろしくお願いします。
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退職教員より

私は今年の３月に大阪市立都島工業高校を卒業し、情報工学コースへ編入しました。また、私の住んで

いる場所からでは通学しづらいという事で今は寮に住んでいます。よろしくお願いします。

この文章を書いているとき、編入学して丁度１ヶ月くらい経っていました。もう１ヶ月経ったのか！と思いま

した。わからない事がたくさん、不安な事がたくさんあって毎日を一生懸命過ごしています。もうこんなに

経ったのか！という感じです。これからはさらにテストや課題に追われる日々を過ごすんだろうな、と感じて

います。毎日予習復習をして、しっかり授業に臨めるよう頑張りたいです。高専の留年率は高いと噂されて

いるので留年しないように頑張りたいです。

学校生活は同じクラスの人達が親切なので楽しく過ごせています。わからないことがあれば色々教えてく

れて私は、とても感謝しています。思い返すと周りの人達のお陰で最初の時より不安は少なくなりました。

親切にして下さった人達の優しさを糧に、これからも一生懸命頑張っていこうと思います。

よろしくお願いします

電気情報工学科 ４年 土井 雅雄 （どい まさお）

「学校は学生が学ぶ場」と思っている方が多いかもしれません。けれど、働く側、教える側も絶えず学んで

います（少なくともわたしは）。例えば授業です。わたしは『アクティブラーニング入門』を担当していました。

ひょっとすると「（あの授業は）”アクティブ”じゃなかった」と思っていた人がいるかもしれません。体はそれほ

どアクティブではありませんでしたが、頭の中をアクティブにしてもらうため、授業は教育理論や方法に基づ

いていました。そして授業を通じて、教える側のわたしも理論を実践につなぐ難しさを学びました。そして担

任です。高専は学生と教員の関係が、他の高等教育機関よりも密だと感じます。担任という役割を通じて、

学生のみなさんの物事のとらえ方などをたくさん知ることができました。年齢が異なる人との関わりは、得難

い気づきの機会でもありました。もちろん、教職員の人間関係の中からも学ぶことがたくさんありました。特

に、緊急事態時には人が拠り所としている考え方や行動が露わになります。オンライン授業という緊急時に、

それが見えたのではないでしょうか。その中で、お互いに助け合いながら、授業を作り上げていくことができ

たと思います。

明石高専での日々は学ぶことの多いものでした。心から感謝します。どんな状況からでも学ぶことができ

ます。それを少しでも伝えることができていたらいいなあ、と思います。

『学び』に感謝
竹岡 篤永 （たけおか あつえ）

編入学生紹介

私は、教室の窓から姫路城が見える、姫路工業高等学校から編入しました。電気情報工学科の情報工

学コースで学んでいます。

高校２年生の頃、私はTwitterを始めました。Twitterで出会った高専生は、私の技術レベルでは到底で

きないようなことに取り組んでいました。「自分の知識や技術は、まだまだ狭くて浅い。」

高専生の投稿を見てそう思ったことが、高専で学びたいと思ったきっかけの１つです。

Twitterで様々な投稿を見るうちに、学びたいこと、挑戦したいことが増えました。高専での２年間、いろい

ろなことに挑戦しようと思っています。短い期間ですが、よろしくお願いします！

Twitterで広がる知識

電気情報工学科 ４年 東郷 凜太朗 （とうごう りんたろう）
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機械工学科 ３年 MUHAMAD NAQIB BIN MD YUNUS （ナキブ）

留学生紹介

コロナのせいで

私の生活
電気情報工学科 １年 PAWARISA BUAKAEW （クリーム）

みなさんこんにちは。私はクリームです。タイから来ました。今、電気情報工学科
で勉強しています。よろしくお願いします。今、オンラインで勉強しています。日本
語で勉強してから今日まででもう一ヵ月になりました。私は留学生ですから日本語
で勉強するのは難しいです。でもがんばらなければならない（笑）。私は１Eの日本
人の友達と勉強しています。みんなは優しいです。友達はいつも助けてくれます。
一昨日は私の誕生日です。みんなはボードにメッセージを書いて、写真をとって、
おくってくれました。とてもうれしいです。メッセージはかわいいと思いました。感謝
感激です！それは私にとってとてもうれしい経験でした。
私は早く日本ヘ行きたいです。みんなに会いたいです。これからお世話になりま
す！

皆さん、こんにちは。マレーシアからの留学生のナキブです。機械工学料で
３年生として勉強しています。二年前、留学したい国を決めるチャンスが与えら
れたとき、私は迷わずに日本に行くことを決めました。それは、子供の頃、日本
のアニメや曲を知って日本のことを好きになったからです。
今この自己紹介を書いている時点でコロナのせいで日本へ行くことはできま
せん。今は一人でオンライン授業に参加しなければなりません。オンライン授
業を受けるのは大変ですが、先生方やクラスメイトの皆さんも頑張っているので、
私も負けずに諦めずに全力で頑張っていくつもりです。早く状況がよくなって、
日本へ行けるようになることを望んでいます。暇があれば、健康を大切にして
いるので、ジョギングとサッカーが好きです。日本に来れたら、友達とサッカー
をしたいです。

建築学科 １年 PANNATHORN KHAMSAEN （ガー）

オンライン授業と対面授業では、授業の面白さは違うと思います。日本の生活や授業に慣れるまでに時間が
かかりますが、先生方と先輩と友達が私を助けてくれるので心配はなく、感謝しています。
これからもお世話になります。よろしくお願いします。

私の小さな目標

タイから来た留学生１年生のガーと申します。建築学料で勉強しています。今、
コロナウィルスがあるので日本へ行けません。それで、今までオンラインで勉強し
ています。毎日宿題もたくさんあるし、テストもあります。ちょっと大変です。でも問
題があったら、先生や先輩に聞けます。先生と先輩は私に簡単に説明してくださ
います。
明石高専の先生や友達と勉強してから、日本語と生活がだんだん分かるように
なりました。初めて日本の生活について知ったとき、私はもっと日本へ行きたいと
思うようになりました。日本でいろいろなこともしようと思っています。例えば、友だ
ちを作ろうと思います。明石高専生としての生活は難しくて新しいことがあります。
でもだんだん慣れました。
私は将来の夢があります。難しくても、頑張ります。これからよろしくお願いします。

※上記タイからの留学生２名は、６月から来日しています。
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自然科学系 教授 高田 功 （たかた いさお）

留学生紹介

バイリンガル授業に向けて

私の今とこれからの明石高専ライフ

機械工学科 ３年 RATTANANUKUL ARNU （デイブ）

皆さん、こんにちは。タイから来た留学生「デイブ」と申します。今、機械工学科に
所属しています。明石高専へ編入する前に、１年間日本語学校で基礎科目や日
本語を勉強しました。まあ、１年間っていうか、半年くらいですね。コロナのせいで
ずっとタイに待機して来日できるまでは時間すごくかかりました。
新しい高専生活のため、いろいろな準備や覚悟をしましたが、高専に入ってから
生活の変化が大きすぎて大変でした。特に専門科目ですね。はじめての専門科
目なので、内容や知識が全く追いつきませんでした。でも、友達と先生が私を助け
てくれて、本当に感謝しかありません。
この自己紹介を書いたときは、高専の授業がまだ１週間経っていないので、これ
からの高専ライフが大分よくなると思います。最初の１か月はかなり苦労だと思いま

機械工学科 ３年 LUU QUANG DUC （ドゥック）

学生が将来就職したときに、英語を使う場面も出てくることが予想されるので、少しでも英語になれてもらうこと
を目指して昨年度バイリンガル授業を企画しました。数学であれば、数式を見れば授業の内容がある程度理解
できるので、まずは数学の授業で試してみようという企画でした。そこで、昨年２月に、それまで交流のあった
フィリピンノーマル大学まで出向き、面接を行い、明石高専に来てもらえる先生（Kevin先生）を決めてきました。
ところが、コロナ禍で未だに明石高専に来てもらうことが出来ていません。そこで、昨年度は、Kevin先生には
私の授業にオンラインで参加してもらい、タイからの留学生のサポートをしてもらったり（約120回）、日本人の学
生向けに数学の英語表現のセミナーをしてもらったり（３回）、私が反転授業用に作っているビデオに、英語字
幕をつけてもらう作業をしてもらったり（約70本）していました。
ちなみに、Kevin先生に英語字幕をつけてもらったビデオが、昨年度高専機構本部が企画したプレ教材コン
テンツコンテストで理事賞に選ばれました。Kevin先生に、いつ明石高専に来てもらえるのか未定ですが、この
１年間の交流が、バイリンガル授業に向けての礎になることを切に望みます。

日本への留学と明石高専での生活

私の日本に留学する志望は日本の優れたものつくり技術を学びたいです。特に金型
の技術に興味を持っています。そこで機械工学の基本的な知識や現場で実際に使え
るスキルなどを早く身につけて就職しようと思います。よかったのは第一志望の国立明
石工業高等専門学校に合格しました。明石高専で勉強していて色々な気持ちがあり
ます。

その一つは本当に嬉しくて友達や後輩たちにいつも明石高専を紹介しています。学
生たちは何か学びたいか何かやりたいか作りたいか学校と各先生が備えてくれるので
学校には何でもあります。そして、毎週木曜日にCo+Workというチームワーク活動で各
学科の学生と話したり一緒に協力し何かをしたりする上でたくさんいいことができます。

すが、友達と先生の支援で、生活の変化を適応し、知識の壁を克服し、充実な高専ライフを送りたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。

グローバル関連報告

二つ目はありがたい気持ちです。留学生の私は言語による勉強の心配や自分の体が弱いせいで食事と生
活の心配やさらにお金の心配など様々あって勉強に集中できませんでした。しかし学校の皆が色々考えてく
れていつも助けてくれます。それに私は寮に入るので健康的な生活もできるし友達がどんどんできて生活の
心配もなくなります。そして各先生は授業中優しい日本語で教えているし時々私の机まで来て大丈夫ですか
なんかわかりませんかと聞いてくれるし、だんだん勉強は最初のように難しくなくなります。さらに、担任先生
が特別に留学生向きの補足授業を行うおかげで前全然知らない基本的な知識をどんどん理解できます。

確かに今まで少し激しい生活していた。しかし明石高専に入ってから、久しぶりにゆっくりした生活ができま
す。心が落ち着いて家族の人生のことも考え直すことができるだけでなくすっかり忘れた夢も蘇ってきました。
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こんにちは。学生会会長・３年建築学科の増本です。

本年度はこのコロナ禍の影響により、学校生活の中でも流行前とのさまざまな変化がありました。それは学生

会活動においても例外ではなく、本来なら開催を予定していたことの変更・中止を余儀なくされています。

そんな中、本年度は16名もの一年生が加わり、例年にも増してパワフルで賑やかな学生会になりそうです。ス

ポーツ大会や文化発表会など、学生会にとっての大きな仕事は、突然打ち切られましたが、来年度は本校が開

校して60周年ということで、現在は主にその記念事業に向けての準備に熱を入れて活動しています。まだ詳しく

は言えませんが、60周年にふさわしい楽しいイベントを企画していますので、乞うご期待！

コロナ禍でさまざまなことが制限されてしまっていますが、そんな中でも自分たちなりの楽しみ方を見つけて、

良い学生生活を送りましょう。

後援会より

昨今の学生会活動について

学生会会長 建築学科 ３年 増本 祥太 （ますもと しょうた）

2020年２月28日金曜日、夜のニュースでいきなり「来週から休校にせよ」という、

寝耳に水とはこのことかと仰天する報道に接してから1年半にもなるが、コロナウイ

ルスに学校が翻弄される日々は終わらない。教員である私は当時、高等学校1年

次生を担当していたが、そのニュースを境におよそ学校教育とはかけ離れたありと

あらゆる不都合、不具合、不便さを経験することになった。おそらくすべての学校で

似たような状況が生まれたであろう。

高専ではどうだったか。息子はちょうど期末試験を終え春季休業に入るところ

だった。彼の高専生活の大きな位置を占めるロボ研や学生会の活動は縮小を余

儀なくされたが、高等学校では３月に予定していた１年間のまとめとなる授業や年

度末の行事がすべて吹き飛んだのに比して、影響は小さかったように思う。

学生会より

今できる最高の学びを
後援会会長 田中 陽子 （たなか ようこ）

新学期を迎えても登校できず、自宅学習とオンラインでの活動となったが、さすが高専、５月の連休明けから

はすべての授業がオンラインで行われるようになった。県立学校で困難を極めていたことがいち早く実現できた

のは、先生方のご尽力、学生が持つスキル、それを可能にする高専ならではの土台があってのことであろう。息

子の入学以来さまざまな場面で感じてきた高専の強みを改めて目にした思いだった。

しかし、やはり人との出会い、関わりがあってこその教育である。人は人との関わりを通して初めて変わることが

できる。行事は子どもたちを大きく成長させる。自己と他者の関わりや距離感、自分の立ち位置、自分の得手不

得手、それらは学校生活における多種多様な活動を通して明確に意識されてゆく。それらの活動が奪い取られ、

いまだ回復されない中、大切なものを見失わないためにはどうすべきか。学生の皆さんにはより一層アンテナを

高くし、与えられた状況の中でできる自らの学びを続けていってほしい。たとえば、皆さんは図書館をどれぐらい

利用しているだろうか。息子の入試の際、保護者控室として開放されていた図書館に足を踏み入れた時、ああ

私がここで学びたいと思ったものである。課外活動が制限される中、書物を通しての学びの時間を取り入れて

みてはどうか。専門教科ばかりでなく、一見何の関連もなさそうな書物に触れることも、知的好奇心を刺激してく

れる体験の一つだ。

後援会では、学生の皆さんのさまざまな学びを支援している。課外活動や留学への支援は今の状況では難し

い。では今何ができるか。今年度、「スキルアップ大作戦」と銘打って各種の資格試験、検定等に対して幅広く

援助を行うこととした。援助金の対象となる資格取得や検定合格を目指して、それぞれの興味関心に応じてぜ

ひとも挑戦していってほしい。この取り組みが学生の皆さんの新しい学びのきっかけになればと願っている。

先生方、保護者の皆様、学生の最高の学びのために今後ともご支援どうぞよろしくお願い申し上げます。



明石高専 学校だより 2021.8.16 No.134

月/日（曜日） 行事

9月27日（月） 専攻科入試（学力）

10月1日（金） 後期授業開始

10月2日(土) 文化発表会

10月16日（土） オープンキャンパス

10月18日(月)～10月22日(金) 5年生見学旅行

10月21日（木）～22日（金） 研修日

10月25日（月）～27日（水） 寮生球技大会

10月31日（日）
近畿地区高専ロボットコンテスト
(主管校：明石高専)

11月9日（火）～10 日（水） スポーツ大会

11月19日（金） 教養行事

高専祭

11月1日（月）／11月22日（月） 高専祭代休

11月28日（日） 全国高専ロボットコンテスト

12月6日（月）～10日（金） 後期中間試験

全国高専デザインコンペティション

（主管校：呉高専）

12月22日（水） 寮クリスマス会

12月24日（金） 全校清掃日

12月25日（土）～1月4日（火） 冬季休業

推薦入試

2月3日（木）～4日（金） 専攻科特別研究審査発表会

2月15日（火）～22日（火） 後期期末試験・専攻科後期試験

2月13日（日） 学力入試（本試験）

2月14日（月） 臨時休業

2月22日（火） 終業式

2月24日（木）～28日（月） 学力補充期間

2月27日（日） 学力入試（追試験）

3月20日（日）～3月31日（木） 学年末休業

3月20日（日） 卒業式・修了式

近畿地区高専英語プレゼンテーションコンテスト
（主管校：大阪府大高専）（オンライン開催）

12月4日(土)

1月22日(土) 全国高専英語プレゼンテーションコンテスト
（主管校：仙台高専）　（オンライン開催）

10月9日（土）～10日（日）
全国高専プログラミングコンテスト
（主管校：秋田高専）（オンライン開催）

11月20日（土）～11月21日（日）

●校内短信

●部活動指導教員

●行事予定

校内短信・行事予定他

12

終わりの見えないコロナウィルス感染・地球温暖化と思わ
れる気象・長引く日本の低迷。大ジャンプのため今は屈んで
力を蓄える時かもしれません。M・T

●編集後記

●第58回近畿地区高等専門学校体育大会
月/日（曜日） 行事

4月3日(土) 入学式

4月5日(月) 始業式　専攻科オリエンテーション

4月6日(火) 前期授業開始

4月7日(水) 新入寮生歓迎会

4月13日(火) 健康診断

4月17日(土) 後援会役員会

4月21日(水) 学寮防災訓練

4月28日(水) TOEIC IPテスト

5月12日(水) 寮祭

6月1日(火)～7日(月) 前期中間試験　専攻科入試（推薦）

6月25日(金) 全校清掃日

6月26日（土）～7月4日（日） 保護者懇談会

6月28日（月）～7月2日（金） 授業の公開

6月～7月 近畿地区高専体育大会

7月10日(土) オープンキャンパス

7月21日(水) TOEIC IPテスト(5年生全員)

7月30日(金)～8月6日(金) 前期期末試験・専攻科前期試験

8月7日(土)～8月8日（日） オープンキャンパス

8月10日（火）～12日（木） 学力補充期間

8月13日（金）～9月30日（木） 夏季休業

種目 期日 会場

陸上競技 7月10日(土) 金岡公園陸上競技場

バスケットボール 7月3日(土)～4日(日) 舞鶴高専体育館

バレーボール 7月3日(土)～4日(日) 東和薬品RACTABドーム

ソフトテニス 7月17日(土)～18日(日) 神戸総合運動公園テニスコート

卓　　球 7月17日(土)～18日(日) グリーンアリーナ神戸補助体育館

柔　　道 7月3日(土)～4日(日) 舞鶴高専柔道場

剣　　道 6月26(土)～27日(日) 近大高専体育館

硬式野球 6月26日(土)～27日(日) 上野運動公園野球場

ラグビーフットボール 11月13日(土),20日(土) 天理親里競技場

ハンドボール 7月10日(土)～11日(日) 和歌山県立体育館

テニス 7月3日(土)～4日(日) ブルボンビーンズドーム

水　　泳 7月4日(日) 明石高専プール

バドミントン 7月10日(土)～11日(日)
大和郡山市総合公園
多目的体育館（金魚スクエア）

サッカー 7月3日(土)～5日(月)
上富田スポーツセンター
多目的グラウンド

部・

同好会

吹奏楽部

音楽部

茶道部

合唱団 Fons Musicae

ロボット工学研究部

情報工学研究部

視覚メディア研究部

Web製作研究部

宇宙工学研究部

エコランプロジェクト

棋道同好会

ものづくり研究会

ＥＳＳ

数学研究会

D-PRO１３５°

写真同好会

水泳部

剣道部 ○中川

柔道部 ○小林

空手道部 ○東野

野球部

陸上競技部

男子バレーボール部 ○江口

女子バレーボール部 ○三好

ハンドボール部

男子バスケットボール部 ○小野 生田　北川　関森　土田　中西

女子バスケットボール部 ○工藤 ﾊｰﾊﾞｰﾄ

卓球部

クライミング部

テニス部

バドミントン部

サッカー部

ソフトテニス部

同好会 フットサル同好会

○梶村

局 ク ラ ブ 名 指導教員名

文
化
局

部

○高田　大向　黒田　平野

○角野　森下

○東野　北川

○田中　黒杭　土田

○森下　大森 　関森 　野村

○濱田　中井

○小笠原

○土田　梶村　松田

同好会

○神田　本塚

○岩野

○ﾊｰﾊﾞｰﾄ　穐本

○高田

○本塚　大塚　松宮

○鍋島　松田

井上（一）　角野　黒杭　森下

○荘所　穐本　神田　水島

○周山　小笠原　史　本塚

○平石　中井

○大森　田中　中井

○武内　岩野　長尾

○高田　武田　野村　廣田

○加藤　大塚　國峰　鍋島

○井上（英）　大森　善塔　松田　渡部

○工藤

体
育
局

部

○松塚　面田　黒田　濱田

平野　細川　松宮

○後藤　荒川　石丸　境田

○梶村　石松　大向　上　田中


