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魚住雑考２

校長 土居 信数 （どい のぶかず）

－2－



学生主事 穐本 浩美 （あきもと ひろみ）

成果が出せなかった方たちへ

－3－



スポーツ大会を振り返って

３年ぶりに

高専祭実行委員長 建築学科 ４年 江口 陽花 (えぐち はるか)

学生会体育局 都市システム工学科 ３年 梶原 礼智 （かじわら れいち） 

－4－



ゆかいな仲間たち 
機械工学科 ５年 松尾 頼人 （まつお らいと） 

電気情報工学科 ５年 土井 雅雄 （どい まさお）

またどこかで
都市システム工学科 ５年 小原 優輝 （おはら ゆうき） 

色々な人に助けてもらった日々 

－5－



５年間の経験、思いを胸に 
建築学科 ５年 宮田 元登 （みやた げんと） 

高専生活の７年間 

機械・電子システム工学専攻 ２年 坪田 大和 （つぼた やまと）

専攻科での２年間

建築・都市システム工学専攻 ２年 眞鍋 あゆみ （まなべ あゆみ） 

－6－



 

副校長 江口 忠臣 （えぐち ただおみ）

みなさん さようなら！(勉強はだれのために、なんのためにするのか？）    

機械工学科 大西 祥作 （おおにし しょうさく） 

機械工学科 境田 彰芳 （さかいだ あきよし） 
ありがとうございました 

Where there is a WILL, there is a WAY. 

－7－



３M研修旅行を終えて 
機械工学科 ３年 川崎 碧 (かわさき あお) 

研修旅行の感想 

電気情報工学科 ３年 金子 暖  （かねこ はる） 

おいC たのC 3C in 三重 

都市システム工学科 ３年 関 風帆 （せき かほ）

－8－



－9－



    

嗚呼、色褪せぬ旅行の思い出
都市システム工学科 ５年 小原 優輝 （おはら ゆうき） 

仲間と旅した４泊５日 

機械工学科 ４年 森住 曜太郎 （もりずみ ようたろう） 

建築学科 ５年 宮本  真実 （みやもと まみ） 

４年間のロボコンを終えて 

－10－



全国高専デザコン2022in有明 空間デザイン部門優秀賞 

建築学科 ４年 金端 息吹 （かなはし いぶき） 

明石高専、４年ぶりのプロコン！！ 

電気情報工学科 １年 加藤 優太 （かとう ゆうた） 

英語と向き合った５ヶ月間 
建築学科 ３年 川路 優祐 （かわじ ゆうすけ） 

－11－



全国高専大会（バレーボール）銀メダルを手にして 
建築学科 ５年 平井 一朗 （ひらい いちろう） 

兼部
機械工学科 ３年 髙橋 憲司 （たかはし けんじ） 

－12－



令和４年度の学生の取り組み 

グローバルエデュケーションセンター長 藤原 誠之 （ふじわら せいじ） 

－13－



２年目の学生支援オフィスの取り組み 

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） 

名著紹介

人文科学系  黒杭 良美 （くろくい よしみ） 

はじめてブックハンティングに参加しました

電気情報工学科 ２年 村上 惟 （むらかみ ゆい） 

－14－



海外の図書館：オランダ・デルフト工科大学図書館（Library Learning Center） 

建築学科 水島 あかね （みずしま あかね） 

図書館情報

春隣図書館ここに再生す 

情報図書チーム  丸尾 博司 （まるお ひろし） 

⑩グローバル

⑪留学生

⑫雑誌

⑬文庫本

⑭歴史（世界、日本）

⑮漫画

⑯岩波新書、岩波文庫、同時代ライブラリー

⑰新着本

⑱教育支援、人権

⑲旅行本、こころの健康

⑳中公新書、知的文庫、ﾌﾞﾙｰﾊﾞｯｸｽ、岩波ｼﾞｭﾆｱ

①専門雑誌ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ、建築、情報科学

② JISハンドブック、参考図書（専門科目）

③学術雑誌

④キャリア支援、復刻版

⑤視聴覚ブース

⑥学科推薦､イノベーション

⑦防災､ブックハンティング

⑧ TOEIC

⑨英文多読

開架室に配架されている

図書は分類番号順。
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図書館長  荒川 裕紀 （あらかわ ひろのり） 
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●校内短信

●行事予定

●学生表彰

3月20日（月）～31日（金） 学年末休業 

3月22日（水） 第57回卒業式・第26回修了式 

4月4日（火） 第62回入学式 開寮・入寮式 

4月5日（水） 始業式 専攻科オリエンテーション 

4月6日（木） 前期授業開始 

4月7日（金） 新入寮生歓迎会 

4月13日（木） 健康診断 

4月19日（水） 学寮防災訓練 

4月22日（土） 後援会役員会・総会 

5月10日（水） 寮祭 

6月12日（月）～14日（水） 寮生体育祭 

6月13日（火） 専攻科入学試験（推薦選抜） 

6月24日（土） 文化発表会（発表の部） 

6月～7月 近畿地区高専体育大会 

7月31日（月）～8月7日（月） 前期期末試験・専攻科前期試験 

8月7日（月） 全校集会 

8月8日（火）～10日（木） 学力補充期間 

8月11日（金・祝）～12（土） オープンキャンパス

8月13日（日）～9月30日（土） 夏季休業 

8月～9月 
全国高専体育大会(於：関東信越地区） 

（サッカーは12月開催予定）

土木学会第68回構造工学シンポジウム 

優秀講演賞 

建築・都市システム工学専攻２年 中来田 宰 

第18回日本物理学会Jr.セッション 

奨励賞 

電気情報工学科４年 藤島 明日香 

電気情報工学科４年 田中 菜月 

中央工学校主催第16回高校生対象コンペティション 

佳作  

建築学科３年 杉山 萌 

建築学科３年 田中 大登 

建築学科３年 津崎 佳乃 

奨励賞 

建築学科３年 松本 太樹 

第57回全国高等専門学校体育大会バレーボール競技 

準優勝 

男子バレーボール部 

第57回全国高等専門学校体育大会柔道競技 

男子個人 73kg級 準優勝 

機械工学科３年 髙橋 憲司 

全国高専デザコン2022 in 有明 

空間デザイン部門 優秀賞 

建築学科４年 金端 息吹 

建築学科４年 小堀 裕輝 

建築学科４年 所 奈樹 

創造デザイン部門 優秀賞 

建築学科４年 大橋 すみれ 

建築学科４年 泉 智尋 

建築学科４年 江口 陽花 

建築学科４年 佐藤 初音 

令和4年度ぼうさい甲子園「しなやかwithコロナ賞」 

2021年日本高専学会「活動奨励賞」 

D-PRO135°

秋田県立大学 全国高校生建築提案コンテスト2022 

優秀賞  

建築学科３年 川中 優梨子 

建築学科３年 田中 希彩 

建築学科３年 増本 唯衣 

建築学科３年 大西 治季 

第13回高校生の建築甲子園 

教育・事業本委員長特別賞  

建築学科３年 猪野 将 

建築学科３年 福田 一晟 

建築学科３年 増本 唯衣 

建築学科３年 山口 大空 

兵庫県高等学校スポーツクライミング大会 １位  

近畿地区高等学校スポーツクライミング大会 １位  

全国高等学校選抜スポーツクライミング選手権大会 

９位  

都市システム工学科１年 隅谷 樂 

都市システム工学科５年 安木 大恵 

9月26日（月） 専攻科入学試験（学力選抜） 

10月3日（月） 後期授業開始 全校集会 

10月15日（土）～16日（日） 
全国高専プログラミングコンテスト (於：Gメッセ群馬) 

競技部門 1チーム出場 

10月23日（日） 

近畿地区高専ロボットコンテスト (於：和歌山県立橋本体育館) 

2チーム出場  

Aチーム：特別賞 Bチーム：特別賞 

10月24日（月）～28日（金） 
5年見学旅行 (機械：横浜・甲州方面 電気：中部・北陸

方面 都市：山梨・静岡方面 建築：静岡・東京方面) 

10月27日（木） 
2年バス旅行 (機械：京都 電気：京都 都市：京都 建

築：京都) 

10月27日（木）～28日（金） 

3年合宿研修 (機械：長島・名古屋 電気：蒜山高原とク

リーンセンター施設見学 都市：天ヶ瀬ダム・鳥羽水族館

建築：直島・犬島)

11月5日（土）～6日（日） 高専祭 高専祭代休：11月7日（月）、1月6日（金） 

11月12日（土）～13日（日） 

近畿地区高専英語プレゼンテーションコンテスト  

(於：奈良工業高等専門学校) シングル部門 2名出場：

内1名特別賞 チーム部門 1チーム出場：特別賞 

11月9日（水）～11日（金） 寮生球技大会 

11月29日（火）～30日（水） スポーツ大会 （11月30日 全校避難訓練）

12月10日（土）～11日（日） 

全国高専デザインコンペティション(於：大牟田文化会館) 

空間デザイン部門5チーム出場：内1チーム 優秀賞  

創造デザイン部門3チーム出場：内1チーム 優秀賞  

構造デザイン部門2チーム出場  

プレデザコン部門4チーム出場：内1チーム 優秀賞 

12月21日（水） 学寮クリスマス会 

12月23日（火） 全校清掃日 

12月24日（土）～1月5日（木） 冬季休業 

1月11日（水） 学寮予餞会 

1月21日（土） 入学試験（推薦選抜） 

2月15日（水）～22日（水） 後期期末試験・専攻科後期試験 

2月24日（金）～28日（火） 学力補充期間 
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