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平成２９年度入学式式辞 

 

 

 

新入生の皆さん、有明工業高等専門学校へのご入学おめでとうございます。本科第１学年

新入学生２０７名、第４学年への編入学生１２名、第３学年に編入学する留学生２名並びに

専攻科第１学年新入学生２６名、合計２４７名の新しい学生の皆さんに、学校を代表して心

よりお祝いを申し上げます。また、本日ご列席の保護者、ご家族の皆様には、心よりお慶び

申し上げますとともに、お子様を本校の教育に託してくださいましたことに対し、厚く御礼

申し上げます。 

 

はじめに、高専について簡単に説明させていただきます。全国には、北海道から沖縄まで、

全部で５１の国立高専があります。有明高専に代表される工業系の高専を中心に、商船系の

高専もいくつかあります。各高専とも、本科と呼ばれる１５歳から始まる５年間の教育課程

があり、その上に、２年間の課程から成る専攻科が設置されています。高専は伝統と歴史を

持つ高等教育機関であり、ほとんどの高専は創立以来５０年を経ており、有明高専も４年前

に創立５０周年を迎えました。 

 

高専本科では、まず低学年での理系・文系の基礎的授業科目からスタートし、高学年では

専門分野の高度な授業科目へと進んでいきます。通常の高校から大学に至る教育環境では

得られえない、高度で実践的な技術者を育成する５年間の一貫教育の実現です。このユニー

クな教育システムは国内のみならず海外でも高い評価を得ています。実際にモンゴルでは、

すでに日本の高専をモデルとしたモンゴル高専が設立されており、またタイ、ベトナムでは

高専との連携を図り、橋渡しを行うリエゾンオフィスも設立されています。 

 

さて、日本では政府が主導して Society 5.0 という取組みを始めています。インターネッ

トを中心としたサイバー空間を積極的に活用し、新しい価値やサービスを創出することで、

人々に豊かさをもたらす人類史上５番目の社会としての「超スマート社会」を世界に先駆け

て実現しようとするものです。原始的な狩猟社会、土地に落ち着いた農耕社会、機械を活用

した工業社会、情報を中心とした情報社会に続く５番目の社会という位置づけです。このよ

うな新しい社会に科学的、技術的な側面から対処し、社会に貢献できる高度な技術を持った

人材を育成することが、高専の教育であり使命です。まさに有明高専は、優れた教育環境に

より、このような新しい社会に貢献できる人材を育む、日本有数の高専です。 
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昨年度、本校は学科の再編を行いました。創造工学科という新しい学科です。複数の学科

でそれぞれの専門を個々に学ぶのではなく、複数の分野に渡る多様で幅広く、かつ懐の深い

知識を身につけていただく教育を行うことを狙いとしています。先に述べた Society 5.0 の

ような社会の実現には複合的な技術が必要です。この新しい学科で学ばれ、将来の社会に貢

献する人材として、皆さんには大いに期待しています。 

 

さて、これからの高専での生活は、今までの中学校生活とは違ったものになります。勉強

も難しくなりますし、何よりも先生に一方的に教えられるだけでなく、自ら進んで学んでい

くという姿勢が求められます。安易な気持ちで学校生活を送ることは禁物であることを心

に留めておいてください。進級ができなくなってしまうということもありますので、何より

も普段の勉学の姿勢を大事にしてください。 

 

しかし、そのような中でも、授業で分からないこと、あるいは自身が何をしていいか分か

らないことがあれば、先生方が相談にのってくれます。自分自身あるいは友達だけでなく、

積極的に先生方に聞きに行ってください。きっと、皆さんのお役に立てるはずです。その他、

部活、クラス、寮などの学校生活のことで悩みがあれば、何でも皆さんの相談に応じますの

で、遠慮なく教職員に相談してください。皆さんが困難を克服して成長していかれることが、

私たち教職員にとっては何よりの喜びであります。私たち教職員は皆さんの学びを全力で

支えていきます。 

 

さて、高校から本校に編入学された皆さん、高校と高専では、勉強、生活共に環境がかな

り異なっていると思います。高校と比べ、一段と高い知識と技術力を本校で習得し、高専で

しか得られない将来の夢と希望に向かってまい進してください。 

 

高校では皆さん、生徒と呼ばれていたかと思いますが、高専では普通、学生と呼びます。

これは、高専生は自立した精神を持って学校生活を送るという表れの言葉です。このことを

よく自覚し、自立した学生になり、人間的にもより成長した人材となっていただけるよう期

待します。 

 

次に、留学生の皆さん、ようこそ有明高専へ！ 新しい地での出発です。皆さんの国と日

本では文化も習慣も大きく違っているでしょう。しかしそれでも、人間そのものは一緒のは

ずです。本校の日本人学生および教職員とたくさんコミュニケーションをとり、早くお互い

に理解しあえる仲になればと思います。勉強や生活のことなどで困ったことがあれば、遠慮

なく周りの学生や教職員に相談してください。 
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本校では高度な技術者を育てる教育環境を提供します。日本だけでなく、皆さんの国にと

っても役立つ知識と技術を学べるはずです。有明高専で学んだことを活かして、将来、母国

に貢献できる立派な人材となるよう期待しています。もちろん、ここでの生活を十分にエン

ジョイしてください。 

 

最後に、専攻科入学生の皆さん、新たな高専生活の始まりです。高専本科で得た知識、技

術や経験をいかんなく発揮してください。専攻科は、準学士ではなく学士を目指す研究・教

育課程ですが、皆さんには、大学レベルではなく、むしろ大学院の修士レベルの科学技術力

を獲得できるよう高い望みを持って勉学に励んでいただきたく思います。 

 

研究室の先生の指導の下、自身の研究テーマについて、コツコツと、しかしながら強い意

欲を持ってまい進してください。そして、その成果を学内だけでなく、学外でも発表してく

ださい。大きい・小さい、地方・全国、国内・海外いずれにせよ、世間で発表することが重

要です。たとえ研究成果が小さなものでも、他の大学生、大学院生と同じ土俵に立つことで、

自身にとって大きな成長の糧となります。大きな成果を得た場合にはなおさらです。 

 

専攻科修了後は、就職する学生、大学院に進む学生の２つに分かれます。通常の大学卒の

学生に比べ、知識も技術も優位に立っているはずですし、またそうなるよう勉強、研究に努

めていってください。２年間という短い期間です。入学時点で自分の将来を見つめ、計画的

に過ごしていってください。 

 

新入生全員に申しあげます。この有明高専で得ることは非常に大きいと思います。社会構

造・産業構造が変わろうとしているこの日本全体を、高度な技術者として支え、また、超高

齢化・少子化という地域の課題を打破し、地域を元気にする起爆剤となるような学生になっ

てくれるよう期待しています。 

 

最後といたしまして、新入生の皆さんがこの有明高専での学生生活を、明るく楽しく、有

意義に過ごしていかれることを心より願いまして、式辞といたします。 

 

平成２９年４月５日 

有明工業高等専門学校長 

高 橋  薫 
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学 内諸規 則 

 

 

有明工業高等専門学校企画・広報室規程の制定 

   （制定年月日 平成 29年４月１日） 

 

有明工業高等専門学校日本学生支援機構給付奨学生推薦要領 

   （制定年月日 平成 29年６月 15日） 

 

 

 

 

人 事 異 動 

 

 

◎ 理事長発令 

 
 
 
◎ 校長発令 

発令日 前職 ／ 現職 氏  名 発 令 内 容 

29.4.1 校長 高橋 薫 有明工業高等専門学校事務部長事務取扱を命ずる 

29.5.1 校長 高橋 薫 有明工業高等専門学校事務部長事務取扱を免じる 

29.5.1 
大分大学総務部総務

課長 
平尾 好生 有明工業高等専門学校事務部長に採用する 

発令日 前職 ／ 現職 氏  名 発 令 内 容 

29.4.1  伊原 伸治 
有明工業高等専門学校創造工学科 

環境・エネルギー工学系准教授に採用する 

29.4.1  内田 雅也 
有明工業高等専門学校創造工学科 

環境・エネルギー工学系講師に採用する 
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29.4.1  広瀬 裕美子 
有明工業高等専門学校一般教育科准教授に採用

する 

29.4.1  野口 卓朗 
有明工業高等専門学校寄附講座「人工知能・ビジ

ネス講座（木村情報技術）」特命助教に採用する 

29.4.1  武田 彩 
有明工業高等専門学校総務課一般職員に 

採用する 

29.4.1  工藤 正人 
有明工業高等専門学校総務課一般職員に 

採用する 

29.4.1 
仙台高等専門学校 

情報工学科教授 
奥村 俊昭 

有明工業高等専門学校創造工学科 

人間・福祉工学系教授に配置換する 

29.4.1 

鹿児島工業高等専門学校 

環境デザイン工学科 

助教 

窪田 真樹 
有明工業高等専門学校創造工学科 

人間・福祉工学系助教に配置換する 

29.4.1 

有明工業高等専門学校 

環境・エネルギー工学

系教授 

川瀬 良一 

有明工業高等専門学校創造工学科環境・ 

エネルギー工学系嘱託教授に再雇用する 

雇用期間は平成 30年 3月 31 日までとする 

29.4.1 
有明工業高等専門学校 

人間・福祉工学系教授 
堀田 源治 

有明工業高等専門学校創造工学科人間・福祉工

学系嘱託教授に再雇用する 

雇用期間は平成 30年 3月 31 日までとする 

29.4.1 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系

嘱託教授 

永守 知見 
再雇用の雇用期間を平成 30 年 3 月 31 日まで更

新する 

29.4.1 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系

嘱託教授 

宮本 信明 
再雇用の雇用期間を平成 30 年 3 月 31 日まで更

新する 

29.4.1 総務課一般職員 田島 英三郎 
再雇用の雇用期間を平成 30 年 3 月 31 日まで更

新する 

29.4.1 総務課一般職員 上田 隆二 
再雇用の雇用期間を平成 30 年 3 月 31 日まで更

新する 

29.4.1 学生課一般職員 奥苑 登志子 
再雇用の雇用期間を平成 30 年 3 月 31 日まで更

新する 

29.4.1 学生課一般職員 中川 日出光 
再雇用の雇用期間を平成 30 年 3 月 31 日まで更

新する 

29.4.1 
教育研究技術支援セ

ンター技術職員 
河村 英司 

再雇用の雇用期間を平成 30 年 3 月 31 日まで更

新する 
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29.4.1 総務課一般職員 新里 浩子 平成 29 年 4 月 21 日まで勤務延長する 

29.4.1 総務課一般職員 鈴木 洋子 
育児休業の期間を平成 29 年 4 月 21 日まで延長

する 

29.4.1 学生課一般職員 八頭司 由紀 有明工業高等専門学校学生課主任に昇任させる 

29.4.1 総務課企画情報係長 原賀 亮治 
有明工業高等専門学校学生課図書情報係長に配

置換する 

29.4.1 総務課一般職員 保田 裕 
有明工業高等専門学校学生課一般職員に配置換

する 

29.4.1 
総務課課長補佐（総務

企画担当） 
平島 洋一 

有明工業高等専門学校総務課専門員（研究・産学

連携担当）に配置換する 

29.4.1 
総務課専門員（研究・

産学連携担当） 
平島 洋一 

有明工業高等専門学校総務課総務係長の併任を

解除する 

29.4.1 総務課長 宮成 隆明 
有明工業高等専門学校総務課総務企画係長に併

任する 

29.4.1 
創造工学科 

人間・福祉工学系教授 
吉田 正道 

有明工業高等専門学校創造工学科長に併任する 

併任の期間は平成 30 年 3月 31 日までとする 

29.4.1 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系

教授 

泉 勝弘 

有明工業高等専門学校環境・エネルギー工学系

長に併任する 

あわせてエネルギーコース長に併任する 

併任の期間は平成 30 年 3月 31 日までとする 

29.4.1 
創造工学科 

人間・福祉工学系教授 
明石 剛二 

有明工業高等専門学校人間・福祉工学系長に併

任する 

あわせてメカニクスコース長に併任する 

併任の期間は平成 30 年 3月 31 日までとする 

29.4.1 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系

教授 

冨永 伸明 

有明工業高等専門学校応用化学コース長に併任

する 

あわせて環境生命コース長に併任する 

併任の期間は平成 30 年 3月 31 日までとする 

29.4.1 
創造工学科 

人間・福祉工学系教授 
松野 哲也 

有明工業高等専門学校情報システムコース長に

併任する 

併任の期間は平成 30 年 3月 31 日までとする 

29.4.1 
創造工学科 

人間・福祉工学系教授 
松岡 高弘 

有明工業高等専門学校建築コース長に併任する 

併任の期間は平成 30 年 3月 31 日までとする 
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29.4.1 
創造工学科 

人間・福祉工学系教授 
菅沼 明 

有明工業高等専門学校副校長を命ずる 

任期は平成 30年 3月 31 日までとする 

29.4.1 一般教育科教授 中島 洋典 

有明工業高等専門学校副校長（企画・広報担当）

を命ずる 

任期は平成 31年 3月 31 日までとする 

29.4.1 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系

教授 

冨永 伸明 

有明工業高等専門学校副校長（研究・産学連携担

当）を命ずる 

任期は平成 30年 3月 31 日までとする 

29.4.1 一般教育科教授 山口 英一 

有明工業高等専門学校副校長（国際交流担当）を

命ずる 

任期は平成 30年 3月 31 日までとする 

29.4.1 一般教育科教授 焼山 廣志 

有明工業高等専門学校一般教育科長に併任する 

あわせて文科系一般科目長に併任する 

任期は平成 30年 3月 31 日までとする 

29.4.1 一般教育科教授 中島 洋典 

有明工業高等専門学校理科系一般科目長に併任

する 

任期は平成 30年 3月 31 日までとする 

29.4.1 一般教育科教授 村岡 良紀 

有明工業高等専門学校ハラスメント相談室長を

命ずる 

任期は平成 31年 3月 31 日までとする 

29.4.1 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系

教授 

劉 丹 

有明工業高等専門学校男女共同参画支援室長を

命ずる 

任期は平成 30年 3月 31 日までとする 

29.4.1 
創造工学科 

人間・福祉工学系准教授 
嘉藤 学 

有明工業高等専門学校教務主事補を命ずる 

任期は平成 30年 3月 31 日までとする 

29.4.1 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系

教授 

田中 康徳 
有明工業高等専門学校教務主事補を命ずる 

任期は平成 30年 3月 31 日までとする 

29.4.1 一般教育科准教授 谷口 光男 
有明工業高等専門学校教務主事補を命ずる 

任期は平成 30年 3月 31 日までとする 

29.4.1 
創造工学科 

人間・福祉工学系准教授 
坪根 弘明 

有明工業高等専門学校学生主事補を命ずる 

任期は平成 30年 3月 31 日までとする 

29.4.1 一般教育科准教授 山﨑 英司 
有明工業高等専門学校学生主事補を命ずる 

任期は平成 30年 3月 31 日までとする 

29.4.1 
創造工学科 

人間・福祉工学系准教授 
下田 誠也 

有明工業高等専門学校学生主事補を命ずる 

任期は平成 30年 3月 31 日までとする 
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29.4.1 一般教育科准教授 髙本 雅裕 
有明工業高等専門学校寮務主事補を命ずる 

任期は平成 30年 3月 31 日までとする 

29.4.1 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系

准教授 

大河平 紀司 
有明工業高等専門学校寮務主事補を命ずる 

任期は平成 30年 3月 31 日までとする 

29.4.1 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系

准教授 

池之上 正人 
有明工業高等専門学校寮務主事補を命ずる 

任期は平成 30年 3月 31 日までとする 

29.4.1 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系

教授 

冨永 伸明 
有明工業高等専門学校校長補佐（研究担当）を免

ずる 

29.4.1 一般教育科教授 山口 英一 
有明工業高等専門学校校長補佐（国際交流担当）

を免ずる 

29.4.1 一般教育科教授 中島 洋典 
有明工業高等専門学校ハラスメント相談室長を

免ずる 

29.4.1 
創造工学科 

人間・福祉工学系准教授 
松野 良信 

有明工業高等専門学校情報基盤部長を命ずる 

任期は平成 30年 3月 31 日までとする 

29.4.1 
創造工学科 

人間・福祉工学系准教授 
松野 良信 有明工業高等専門学校情報化推進部長を免ずる 

29.4.1 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系

准教授 

尋木 信一 有明工業高等専門学校情報企画部長を免ずる 

29.4.1 
創造工学科 

人間・福祉工学系准教授 
嘉藤 学 有明工業高等専門学校広報室長を免ずる 

29.4.21 総務課一般職員 新里 浩子 
平成 29 年 4 月 21 日限り雇用期間満了により退

職した 

29.4.22 総務課一般職員 鈴木 洋子 職務に復帰した 

29.4.22 総務課一般職員 鈴木 洋子 有明工業高等専門学校総務課主任に昇任させる 
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学外会議日誌 

 

 

４月17日(月)平成29年度国立高専機構初任職員研修会 

(国立オリンピック記念青少年総合センター ～19日) 

４月24日(月)第54回(平成29年度)九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会第２回連絡協議会

(北九州高専) 

４月25日(火)校長・事務部長会議(学術総合センター) 

      第53回(平成30年度)全国高等専門学校体育大会第２回実行委員会(北九州高専) 

４月28日(金)第５ブロック研究推進責任者(副校長等)会議 

５月12日(金)理事長ヒアリング(高専機構本部) 

５月15日(月)平成29年度高専新任教員研修会(一橋講堂 ～16日) 

５月19日(金)平成29年度全国課長連絡会(第１回)(TV会議) 

６月１日(木)昭和38年度校校長会議(鶴岡高専 ～２日) 

６月６日(火)平成29年度(春季)第５ブロック会議(大分高専 ～７日) 

６月７日(水)平成29年度第１回九州沖縄地区国立高等専門学校体育連盟理事会(大分高専) 

６月23日(金)(一社)全国高等専門学校連合会第12回総会(ＴＫＰガーデンシティ竹橋10階) 

７月４日(火)平成29年度全国高専国際交流室・国際交流センター長会議(一橋大学 ～５日) 

８月８日(火)平成29年度ＩＴ人材育成研修会(品川インターシティＢ棟 ～10日) 

８月21日(月)平成29年度全国高専フォーラム(長岡市 ～23日) 

８月23日(水)平成29年度第５ブロック国立高専技術職員研修 

(熊本高専八代キャンパス ～25日) 

８月24日(木)平成29年度情報戦略推進本部情報戦略責任者会議(長岡技術科学大学) 

平成29年度女性研究者交流会(長岡市地域交流センター) 

８月28日(月)平成29年度西日本地域高専技術職員特別研修会(豊橋技術科学大学 ～30日) 

平成29年度高専中堅教員研修会(学術総合センター ～30日) 

９月６日(水)平成29年度九州地区国立大学法人等係長研修(長崎大学 ～８日) 

９月７日(木)平成29年度九州地区国立大学等総務部課長会議及び九州地区国立大学法人等 

事務・技術系職員人事委員会運営協議会(沖縄県市町村自治会館) 

９月８日(金)平成30年度科学研究費助成事業公募要領等説明会(関西学院大学) 

９月11日(月)研究推進ボード主査会議(学術総合センター) 

９月12日(火)平成29年度第５ブロック国立高等専門学校総務課長・課長補佐会議(TV会議) 

９月13日(水)平成29年度九州沖縄地区国立高等専門学校学生課長・課長補佐会議(TV会議) 

９月14日(木)平成29年度高専教員研修会(管理職研修) 

(国立オリンピック青少年記念総合センター ～15日) 
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      平成29年度(第６回)九州沖縄地区高専学生相談室連絡協議会 

(久留米高専 ～15日) 

９月19日(火)第54回(平成29年度)九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会競技専門部会 

(北九州高専 ～20日) 

９月25日(月)平成29年度九州地区国立大学法人等テーマ別研修(鹿児島大学 ～27日) 

９月28日(木)校長・事務部長会議(学術総合センター) 

 

 

 

 

 

本校行事日誌 

 

４月３日(月)辞令交付 

明和会歓迎会 

４月４日(火)開寮 

寮指導者研修会 

４月５日(水)入学式 

入寮式 

専攻科新入生オリエンテーション 

４月６日(木)始業式 

課題試験 

４月７日(金)入科式(機械工学科) 

４月11日(火)岱明寮防災避難訓練 

４月14日(金)４Ａ熊本市内集合住宅見学 

      ２－４見学旅行 

４月17日(月)新入寮生歓迎会 

４月18日(火)防災避難訓練 

４月21日(金)２－１見学旅行 

４月25日(火)３М工場見学(熊本 ～26日) 

４月28日(金)２－３見学旅行 

５月２日(火)授業参観 

後援会総会 

寮生保護者会総会 

５月11日(木)３Ａ北九州地区工場見学(～12日) 
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５月12日(金)２－２見学旅行 

５月15日(月)５Ｃ研究所見学 

５月16日(火)春季球技大会 

５月17日(水)名誉教授称号授与式 

５月18日(木)３Ｃ工場見学(北九州 ～19日) 

５月19日(金)２－５見学旅行 

５月22日(月)大牟田市教育委員会との連携協力推進会議 

５月24日(水)荒尾市教育委員会との連携協力推進会議 

５月31日(水)編入学入試説明会(工業高校系) 

６月１日(木)前期中間試験(～７日) 

６月２日(金)教職員ハラスメント講習会 

６月５日(月)有明広域産業技術振興会総会 

６月６日(火)５Ａ福岡地区現場見学  

６月７日(水)専攻科入学試験(推薦) 

６月13日(火)１年寮生食育セミナー 

６月15日(木)専攻科入学試験(推薦)合格発表 

６月23日(金)編入学試験(推薦) 

６月26日(月)４Ｍ北九州地区工場見学(～27日) 

６月27日(火)３Ｅ北九州地区工場見学(～28日) 

      建築学科特別講演 

      教職員一般定期健康診断 

      日本赤十字社献血 

６月29日(木)４Ｅ熊本地区工場見学 

      教職員一般定期健康診断 

６月30日(金)専攻科入学試験(前期学力) 

７月１日(土)有明次世代科学クラブ入校式・始業式・講演会 

７月６日(木)編入学試験(推薦)合格発表 

７月７日(金)専攻科入学試験(前期学力)合格発表 

７月８日(土)第４回九州沖縄地区高等専門学校弓道大会(有明 ～９日) 

      第54回(平成29年度)九州沖縄地区高専体育大会 

(北九州・久留米・佐世保 ～23日) 

７月14日(金)専攻科２年建築生産システム工学現場見学 

７月21日(金)編入学試験(学力) 

７月22日(土)大牟田夏祭り「一万人の総踊り」 

７月24日(月)大牟田市中学校・特別支援学校教員教育講座 

７月25日(火)教職員特殊健康診断 
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７月26日(水)大牟田市小学校教員教育講座 

７月28日(金)編入学試験(学力)合格発表 

７月29日(土)久留米地区学校説明会(久留米ビジネスプラザ) 

８月１日(火)前期末試験(～７日) 

８月５日(土)佐賀地区学校説明会(メートプラザ佐賀) 

８月10日(木)全校集会 

８月11日(金)閉寮 

夏季休業(～９月30日) 

教職員夏季一斉休業(～15日) 

８月19日(土)熊本地区学校説明会(玉名市民会館) 

８月22日(火)第50回九州沖縄地区国立高等専門学校英語弁論大会(都城高専) 

８月26日(土)オープンカレッジ(～27日) 

９月２日(土)佐賀地区３高専合同学校説明会(アバンセ佐賀) 

９月７日(木)保護者懇談会(２年生以外)(～８日) 

９月12日(火)大牟田特別支援学校高等部との交流音楽会 

９月16日(土)入試説明会・校内見学会 

９月19日(火)ＦＤ研修会 

９月21日(木)保護者懇談会(２年生)(～22日) 

９月24日(日)福岡地区３高専合同学校説明会(天神ビル) 

９月25日(月)４年研修旅行(～30日) 
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主 要 行 事 

 

 

◎ 春季球技大会 

 期 日：平成29年５月16日(火) 

 場 所：有明工業高等専門学校 

 成 績：最優秀クラス 4E 

     優秀クラス  4M、5C 

     (晴天時競技) 

     ソフトボール 3M      MVP 藤野智仁 

     バレーボール  4M      MVP 畑島昂希 

     ソフトテニス 教職員  MVP 窪田真樹 

     卓球     1-3    MVP 鹿子島大貴 

     女子バレーボール 5C  MVP 本彩那 

 

 

◎ 編入学入試説明会(工業高校系) 

期 日：平成29年５月31日(水) 

 場 所：有明工業高等専門学校 

教 諭：15名 

 

◎ 教職員ハラスメント講習会 

 目 的：ハラスメントの防止及び排除、ハラスメン 

トに起因する問題が生じた場合の適切な対

応などに関し、教職員の認識を深め、健全

で快適な学校環境をつくることを目的と

する。 

 主 催：ハラスメント相談室、学生相談室、 

男女共同参画支援室 

 期 日：平成29年６月２日(金) 

 場 所：有明工業高等専門学校視聴覚室 

 講 師：福岡産業保健総合支援センター 

     産業カウンセラー 貫橋 伸子 氏 

(しめはし のぶこ) 

 参加者：56名 

 内 容：「ハラスメント対策マネジメント研修～職 

場からハラスメントを無くす実践編～」 

 

 

◎ 平成30年度専攻科入学試験(推薦) 

期 日：平成29年６月７日(水) 

 場 所：有明工業高等専門学校 

         志願者数 合格者数 

生産情報システム工学専攻  10     10 

応用物質工学専攻  ４    ４ 

建築学専攻    ５    ５ 

    計      19     19 

 

◎ 岱明寮 食育セミナー 

寮生が食の大切さを知り、食事に関する正しい知 

識を得てもらい、あわせて衛生面(手洗い)の重要   

性を理解してもらうために、次のとおり実施した。 

 期 日：平成29年６月13日(火) 

 場 所：有明工業高等専門学校視聴覚室 

 参加者：１年寮生、寮務主事室、寮務係 

 内 容：「野菜を食べよう」 

「手洗いの重要性」  

 協 力：（株）魚国総本社 九州支社 
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◎ 平成30年度編入学試験(工業系・推薦) 

期 日：平成29年６月23日(金) 

場 所：有明工業高等専門学校 

         志願者数 合格者数 

機械工学科   ４    ２ 

電子情報工学科  ４    １ 

物質工学科    １    １ 

建築学科     ３    １ 

  計      12    ５ 

 

◎ 平成30年度専攻科入学試験(前期学力) 

期 日：平成29年６月30日(金) 

場 所：有明工業高等専門学校 

         志願者数 合格者数 

生産情報ｼｽﾃﾑ工学専攻  ７    ５ 

応用物質工学専攻  ３    ３ 

建築学専攻   ４    ４ 

計     14     12 

 

◎ 第54回九州沖縄地区高専体育大会 

期 日：平成29年７月８日(土)～23日(日) 

   ※ラグビーフットボール競技を除く 

担当校：北九州高専・久留米高専・佐世保高専 

 

○陸上競技 

 期 日：平成29年７月15日(土)～16日(日) 

 会 場：北九州市立本城陸上競技場 

 成 績：(男子) 

     学校対抗 準優勝(総合得点１５４点) 

     100m   ３位 久家佑太  11秒20 

     200m   ２位 井上傑士  22秒22 

     110mH   ３位 前田龍生  16秒18 

     400mH   １位 外山亨汰  56秒74 

     400mH   ２位 岩崎由希也 57秒11 

     3000mSC  ３位 湯浅雅貴 10分31秒79 

     4×100mR １位 久家佑太･井上傑士･ 

外山亨汰･塚本達也 

43秒62 

     4×400mR ２位 久家佑太･外山亨汰･ 

清田聖人･井上傑士 

             ３分30秒89 

     走高跳  ２位 龍野義己 １m85 

     走幅跳  １位 井上傑士 ６m34 

      〃   ２位 坂田和人 ６m28 

     三段跳  ２位 清田聖人 13m02 

     砲丸投  １位 板橋晴希 12m28 

     円盤投  １位 板橋晴希 32m39 

    （女子） 

     砲丸投  ２位 古山紗妃 ８m29 

     円盤投  １位 古山紗妃 26m08 

     やり投  １位 黒田萌香 31m74 

      〃   ２位 福山美咲 27m09 

 

○ソフトテニス競技 

 期 日：平成29年７月15日(土)～16日(日) 

 会 場：北九州市立北九州穴生ドーム 

 成 績：男子団体戦   予選リーグ敗退 

（Ｃパート２位） 

     女子ダブルス ３位  山口杏珠･酒井麻衣 
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○バドミントン競技 

 期 日：平成29年７月14日(金)～16日(日) 

 会 場：北九州市立浅生スポーツセンター 

 成 績：男子団体戦  ２回戦敗退 

     男子ダブルス ３位  川口拓真･古賀渓太 

             〃  堤悠一郎･松尾拓実 

     女子団体戦  ３位 

     女子ダブルス ３位  田川未時･高田絢之 

 

○水泳競技 

 期 日：平成29年７月15日(土) 

 会 場：北九州市文化記念公園プール 

 成 績：(男子) 

     400mメドレーリレー ３位  

坂本勇雅･岡本憲典･松尾基輝･野口侑嗣 

     ４分30秒03 

     100m背泳ぎ ３位 坂本勇雅 １分７秒24 

     (女子) 

     100m自由形 ２位 岡本彩花 １分５秒66 

 

 

○ハンドボール競技 

 期 日：平成29年７月８日(土)～９日(日) 

 会 場：北九州市立総合体育館 

 成 績：男子 予選リーグ敗退(Ａブロック２位) 

     女子 優勝(エキシビジョンリーグ) 

     ※オープン競技 

 

 

○硬式野球競技 

 期 日：平成29年７月21日(金)～23日(日) 

 会 場：久留米市野球場 他 

 成 績：１回戦敗退 

 

 

○バスケットボール競技 

 期 日：平成29年７月15日(土)～16日(日) 

 会 場：みづま総合体育館 他 

 成 績：男子 予選リーグ敗退(Ｂブロック２位) 

     女子 準優勝 

 

○卓球競技 

 期 日：平成29年７月８日(土)～９日(日) 

 会 場：基山町総合体育館 

 成 績：男子団体    優勝 

     男子シングルス 優勝 萩尾友貴 

     男子ダブルス 準優勝 前田昂之･萩尾友貴 

             ３位 堀翔太･槻木優樹 

       女子団体    ２回戦敗退 

     ※オープン競技 

     女子シングルス 準優勝 月野沙南 

             ３位  龍奈央 
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○剣道競技 

 期 日：平成29年７月16日(日) 

 会 場：久留米工業高等専門学校 第１体育館 

 成 績：男子団体戦 予選リーグ敗退 

(Ｃパート２位) 

     男子個人戦 ３位 矢野吉隆 

     女子団体戦 予選リーグ敗退 

(Ｂパート３位） 

     ※オープン競技 

 

 

○サッカー競技 

 期 日：平成29年７月14日(金)～16日(日) 

 会 場：佐世保市総合グラウンド陸上競技場 他 

 成 績：２回戦敗退 

 

○柔道競技 

 期 日：平成29年７月15日(土)～16日(日) 

 会 場：長崎県立武道館 

 成 績：(男子) 

     団体   優勝 

     90kg級  優勝  上田龍二 

     90kg超級 優勝  江良英和 

       〃   準優勝 田島祐輔 

     (女子) 

     52kg級  優勝  松田寧  々

 

 

○バレーボール競技 

 期 日：平成29年７月15日(土)～16日(日) 

 会 場：佐世保市東部スポーツ広場体育館 

 成 績：男子 予選リーグ敗退(Ｂブロック３位) 

       女子 予選リーグ敗退(Ｅブロック３位) 

 

○テニス競技 

 期 日：平成29年７月14日(金)～15日(土) 

 会 場：熊本県民総合運動公園パークドーム熊本 

 成 績：男子団体戦  ２回戦敗退 

     男子ダブルス ３位 中尾佳寿希･松本拓也 

     女子シングルス 優勝  笠井真穂 

   〃    準優勝 朽網桃香 

     女子ダブルス  優勝 笠井真穂･朽網桃香 

     女子団体戦   優勝(※オープン競技) 

 

◎ 第４回九州沖縄地区高専弓道大会 

 期 日：平成29年７月８日(土)～９日(日) 

 会 場：荒尾運動公園 弓道場 

 主管校：有明高専 

 成 績：男子団体戦 準優勝 

     男子個人戦 第５位 河野凌雅 

     女子団体戦 入賞なし 
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◎ 第99回全国高等学校野球選手権大会 

福岡南部大会 

期 日：平成29年７月８日(土)～17日(月) 

会 場：久留米市野球場 

成 績：２回戦敗退 

 

◎ 平成30年度編入学試験(工業系・学力) 

期 日：平成29年７月21日(金) 

場 所：有明工業高等専門学校 

         志願者数 合格者数 

機械工学科   ８    １ 

  電気工学科   ３     １ 

  電子情報工学科  12     １ 

  物質工学科   １    １ 

  建築学科    ５    ０ 

    計     29     ４ 

 

◎ 久留米地区学校説明会 

期 日：平成29年７月29日(土) 

 場 所：久留米ビジネスプラザ 

参加者：75名 

 

◎ 佐賀地区学校説明会 

期 日：平成29年８月５日(土) 

 場 所：メートプラザ佐賀 

参加者：24名 

 

 

 

 

 

 

◎ 2017柳川ソーラーボート大会 

ソーラーボート愛好会が参加した。 

 期 日：平成29年８月５日(土)～６日(日) 

 会 場：からたち文人の足湯公園一帯 

艇 名：萩尾丸 

成 績：周回レース      予選敗退 

スラロームコンテスト ９位  

 

 

◎ 熊本地区学校説明会 

期 日：平成29年８月19日(土) 

 場 所：玉名市民会館 

参加者：35名 

 

◎ 第50回九州沖縄地区国立高専英語弁論大会 

 期 日：平成29年８月22日(火) 

 会 場：都城工業高等専門学校 

成 績：プレゼンテーション部門 ２位 

平野 理歩 

     タイトル Taking advantage of  

International friends 
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◎ 第52回全国高専体育大会 

 

○陸上競技 

 期 日：平成29年８月26日(土)～27日(日) 

 会 場：松本平広域公園陸上競技場 

 成 績：(男子) 

     学校対抗 17位(合計得点８点) 

     400mH   ４位   外山亨汰  57秒11 

      〃   ９位   岩崎由希也 58秒84 

      〃   13位    前田龍生   

１分１秒17 

     走高跳  ５位   龍野義己  １m85 

     100m   予選敗退 久家佑太  11秒26 

     200m   予選敗退 井上傑士  22秒85 

     110mH   予選敗退 前田龍生  16秒52 

     3000mSC  18位    湯浅雅貴   

10分59秒90 

     4×100mR 予選敗退  久家佑太･井上傑士･ 

外山亨汰･塚本達也 

               43秒04 

     4×400mR 予選敗退 野中颯一郎・高見大輔・ 

                            清田聖人・大城匠己 

                  ３分36秒94 

     走幅跳  13位  井上傑士  ６m31 

      〃   17位  坂田和人  ６m18 

     三段跳  20位  清田聖人  12m09 

    砲丸投    ９位   板橋晴希  11m77 

     円盤投  15位  板橋晴希  28m30 

     やり投  23位  本梅伍乃  40m09 

     (女子) 

     学校対抗 15位(合計得点11点) 

円盤投  ４位   古山紗妃  26m51 

     やり投  ５位   黒田萌香  29m20 

      〃   ８位   福山美咲  27m54 

     200m   予選敗退 福山美咲  29秒85 

     4×100mR 予選敗退 西本桜子･福山美咲･ 

古山紗妃･田島やよい 

                   55秒19 

     砲丸投  ９位   古山紗妃  ７m78 

 

○卓球競技 

 期 日：平成29年８月19日(土)～20日(日) 

 会 場：たちなか市総合運動公園総合体育館 

 成 績：男子団体戦     ３位決定トーナメント 

１回戦敗退 

     男子シングルス 予選リーグ敗退 萩尾友貴 

     男子ダブルス  予選リーグ敗退  

前田昂之･萩尾友貴 

     女子地区対抗戦 １回戦敗退 

     ※オープン競技 

     女子シングルス 予選リーグ敗退 月野沙南 

 

○柔道競技 

 期 日：平成29年８月26日(土)～27日(日) 

 会 場：長岡市市民体育館 

 成 績：(男子) 

     団体   予選リーグ敗退 

     90kg級  １回戦敗退 上田龍二 

     90kg超級 ２回戦敗退 江良英和 

       〃     〃    田島祐輔 

      (女子) 

52kg級   優勝     松田寧  々

 

○剣道競技 

 期 日：平成29年８月19日(土)～20日(日) 

 会 場：東京理科大学葛飾キャンパス体育館 

 成 績：男子個人戦 ３位 矢野吉隆 

 

 

○テニス競技 

 期 日：平成29年８月23日(水)～25日(金) 

 会 場：エストーレホテルアンドテニスクラブ 

 成 績：女子シングルス ３位    笠井真穂 

           〃    １回戦敗退 朽網桃香 

        女子ダブルス  ２回戦敗退  

笠井真穂･朽網桃香 
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○水泳競技 

 期 日：平成29年８月26日(土) 

 会 場：栃木県立温水プール館 

 成 績：(男子) 

100m背泳ぎ 予選10位  

坂本勇雅 １分７秒60 

         (女子) 

        100m自由形 予選９位  

岡本彩花 １分６秒40 

 

 

 

 

◎ 第４回全国高等専門学校弓道大会 

 期 日：平成29年８月30日(水)～31日(木) 

 会 場：茨城県武道館弓道場 

 成 績：男子団体戦 予選７位 

        男子個人戦 入賞なし 河野凌雅 

 

◎ 佐賀地区３高専合同学校説明会 

期 日：平成29年９月２日(土) 

 場 所：アバンセ佐賀 

参加者：72名 

 

◎ 入試説明会・校内見学会 

 期 日：平成29年９月16日(土) 

場 所：有明工業高等専門学校 

参加者：生 徒 245名 

    保護者 192名 

 

◎ 福岡地区３高専合同学校説明会 

期 日：平成29年９月24日(日) 

 場 所：天神ビル 

参加者：210名 

 

 

 

 

学 術 関 係 

 

 

◎ 寄附金  ◎ 共同研究  ◎ 受託研究(受託事業含。) 

 件数 金額(千円)   件数 金額(千円)   件数 金額(千円) 

 ８ ４，３８０   １４ ９，６３４   ４ ５，７９２ 

 

◎ その他助成金     

 件数 金額(千円)   

 

 

 ５ ５，３４０    
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報   知 

 

 

◎ 名誉教授の称号授与 

 

  平成 29年５月17日(水)、校長室において名誉教授称号授与式が開催され、本校の教育、研究並びに管理

運営業務に多大な功績を残され、本校の発展に寄与された川瀬良一元創造工学科教授(平成29年３月31日定

年退職、現 創造工学科嘱託教授)に対し名誉教授の称号が授与された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 刊行物 

 〇『有明高専校報』 

  発行 第90号  平成29年６月30日 

 

○『学生相談室便り』 

  発行 第 35号  平成29年８月 


