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平成 27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入学おめでとうございます。本科第１学年新入学生２

０７名、第３学年に編入学する留学生２名、第４学年への編入学生１２名並びに専攻科第一学年新入

学生３２名、合計２５３名の新しい学生の皆さんに、教職員を代表して、心よりお祝いを申し上げま

す。また、本日ご列席の保護者やご家族の皆様には、衷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。 

 

まず、本科に入学された皆さんにお話します。現在、全国には５１校の国立高専があり、この春、

皆さん方を含め、全国で約一万人の新入生が入学式を迎えています。一昨年本校は創立５０周年を迎

えましたが、高専という５年一貫教育のシステムは、国内外から高く評価されています。それは、皆

さんの諸先輩が卒業後産業界等で有為な人材として立派な活躍をされてきたことと、今日、産業界に

おいて技術革新を担える実践的・創造的技術者を養成する高専教育に対する期待が非常に高まってい

るからに他なりません。 

 

本校は、教育理念として、「幅広い工学基礎と豊かな教養を基盤に、創造性、多様性、学際性、国際

性に富む実践的な高度技術者の育成」を掲げています。本校でしっかりと学ぶことができれば、就職、

進学どちらの進路をとっても、皆さんの前途には輝かしい未来が開かれています。しかし、これから

の高専での生活は、今までの中学校と相当違ってくることを覚悟しておいてください。勉強も難しく

なりますし、何よりも自己責任が強く求められるようになります。しかし、決して心配することはあ

りません。授業で分からないことがあれば、放っておかず、積極的に先生方に聞きに行ってください。

その他、学校生活のことなどで悩みがあれば、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何よ

りの喜びであり、私たち教職員は皆さんの学びを全力で支えていきます。 

 

 専攻科に入学された皆さんは、有明高専の専攻科生であることに誇りを持って、本科学生の目標と

なるよう、修了後の進路を見据えて、しっかりと勉強してください。二年間はあっという間に過ぎる

と思いますが、幅広い専門知識の学習と奥深い研究に全力で打ち込んでください。 

 

 さて、本校は校訓として「進取創造」「和神養素」「友愛協調」という３つの言葉を掲げています。 

一つ目の「進取創造」とは、自ら進んで新しいことに取り組み、自分の考えで新しいものをつくり

だすという意味ですが、今日、このような精神を持った技術者が多くの企業から必要とされています。

我が国の企業は激しい国際競争にさらされており、生き残っていくためには、世界で通用する新しい

価値、すなわちイノベーションを生み出していくことが不可欠となっています。それに貢献できるよ

うな人材、そして、国際的に活躍できる人材が強く求められているのです。新しいものを創造するた

めには、科学技術の基礎をしっかりと身に付けておくことが重要です。その上で、チャレンジ精神を

持って新しいことに取り組んでいくという経験を１つでも多く積んでください。 

 

二つ目の「和神養素」とは、中国の書家、王羲之の書から採った言葉で、精神を和らげ、平素から

学芸を養っておくという意味ですが、皆さんには、周囲に惑わされず、身近にある誘惑に負けずに落

ち着いて勉学に励み、幅広い知識と教養を身に付けてほしいという願いが込められています。 

 

三つ目の「友愛協調」には、集団の中で他者に深い思いやりを持ち、互いに協力し合えるような人

間に育ってほしいという願いが込められています。「友愛協調」の精神は技術者にとっても大変重要な

資質です。まずは、クラスや寮、同じ部活の仲間と友達になることから始めてください。 
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本科５年間、専攻科まで含めると七年間という期間は長いようですが、その間に学ぶべきことは非

常に多く、むしろ時間が足りないくらいだと思います。授業以外の部活動や学校行事なども、豊かな

人間性を養い、充実した学校生活を送る上で大変重要な活動です。皆さんには、校訓の３つの言葉を

胸に刻んで、限られた時間を無駄にすることなく、生活時間をしっかりと自己管理して、悔いのない

毎日を送ることを望みます。 

 

第１６代アメリカ合衆国大統領のエイブラハム・リンカーンは次のような言葉を残しています。そ

れは、「君の決心が本当に固いものなら、もうすでに希望の半分は実現している。夢を実現させるのだ

という強い決意こそが何にもまして重要であることを決して忘れてはならない。」という言葉です。 

皆さんには、大きな夢としっかりとした目標、そしてそれらの実現に向けた強い決意を持って、有

明高専で勉学に励み、有意義な学校生活を送られんことを心から希望して、式辞といたします。 

 

 

平成 27年４月７日 

有明工業高等専門学校長 

福 島 健 郎 
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学内諸規則 
 

 

 

有明工業高等専門学校環境委員会規程の制定 

（制定年月日 平成 27年７月 16日） 

 

 

 

 

 

人事異動 

 
 

 

◎ 校長発令 

発令日 前職 ／ 現職 氏  名 発 令 内 容 

27.4.1  坂本 武司 
有明工業高等専門学校機械工学科講師に採

用する 

27.4.1  近藤 恵美 
有明工業高等専門学校建築学科助教に採用

する 

27.4.1  田端 亮 
有明工業高等専門学校一般教育科助教に採

用する 

27.4.1  中野 聖也 
有明工業高等専門学校総務課一般職員に採

用する 

27.4.1  櫻井 雄介 
有明工業高等専門学校総務課一般職員に採

用する 

27.4.1 
北九州工業高等専門学校 

電気電子工学科准教授 
桐本 賢太 

有明工業高等専門学校電子情報工学科准教

授に配置換する 

27.4.1 
久留米工業高等専門学校 

機械工学科助教 
南山 靖博 

有明工業高等専門学校機械工学科助教に配

置換する 

27.4.1 
阿南工業高等専門学校 

学生課図書系職員 
松本 慧子 

有明工業高等専門学校学生課主任に昇任さ

せる 

27.4.1  北岡 敏郎 

有明工業高等専門学校建築学科特任教授に

再雇用する 

雇用期間は平成 28年 3月 31日までとする 

27.4.1  徳田 仁 

有明工業高等専門学校一般教育科特任教授

に再雇用する 

雇用期間は平成 28年 3月 31日までとする 
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27.4.1  上田 隆二 

有明工業高等専門学校総務課一般職員に再

雇用する 

雇用期間は平成 28年 3月 31日までとする 

27.4.1  奥苑 登志子 

有明工業高等専門学校学生課一般職員に再

雇用する 

雇用期間は平成 28年 3月 31日までとする 

27.4.1 一般教育科嘱託教授 塚本 邦重 
再雇用の雇用期間を平成 28年 3月 31日まで

更新する 

27.4.1 学生課一般職員 松﨑 誠一 
再雇用の雇用期間を平成 28年 3月 31日まで

更新する 

27.4.1 総務課一般職員 田島 英三郎 
再雇用の雇用期間を平成 28年 3月 31日まで

更新する 

27.4.1 電子情報工学科助教 森山 英明 
有明工業高等専門学校電子情報工学科講師

に昇任させる 

27.4.1 総務課総務係長 平島 洋一 

有明工業高等専門学校総務課課長補佐に昇

任させる 

総務企画担当を命ずる 

27.4.1 
総務課課長補佐 

（予算財務担当） 
芦江 睦夫 

有明工業高等専門学校総務課調達管理係長

に併任する 

27.4.1 
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総務係長に併

任する 

27.4.1 機械工学科教授 明石 剛二 

有明工業高等専門学校機械工学科長に併任

する 

併任の期間は平成 28年 3月 31日までとする 

27.4.1 電気工学科教授 泉 勝弘 

有明工業高等専門学校電気工学科長に併任

する 

併任の期間は平成 28年 3月 31日までとする 

27.4.1 電子情報工学科教授 菅沼 明 

有明工業高等専門学校電子情報工学科長に

併任する 

併任の期間は平成 28年 3月 31日までとする 

27.4.1 物質工学科教授 小林 正幸 

有明工業高等専門学校物質工学科長に併任

する 

併任の期間は平成 28年 3月 31日までとする 

27.4.1 建築学科教授 小野 聡子 

有明工業高等専門学校建築学科長に併任す

る 

併任の期間は平成 28年 3月 31日までとする 

27.4.1 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（文科

系）に併任する 

併任の期間は平成 28年 3月 31日までとする 

27.4.1 一般教育科教授 中島 洋典 

有明工業高等専門学校一般教育科長（理科

系）に併任する 

併任の期間は平成 28年 3月 31日までとする 

27.4.1 機械工学科教授 明石 剛二 
有明工業高等専門学校ＦＤ委員長を命ずる 

任期は平成 28年 3月 31日までとする 
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27.4.1 電子情報工学科教授 内海 通弘 
有明工業高等専門学校予算委員長を命ずる 

任期は平成 28年 3月 31日までとする 

27.4.1 電子情報工学科教授 松野 哲也 

有明工業高等専門学校安全推進委員長を命

ずる 

任期は平成 28年 3月 31日までとする 

27.4.1 機械工学科教授 南 明宏 

有明工業高等専門学校学校運営検討委員長

を命ずる 

任期は平成 29年 3月 31日までとする 

27.4.1 建築学科教授 松岡 高弘 
有明工業高等専門学校教務主事補を命ずる 

任期は平成 28年 3月 31日までとする 

27.4.1 一般教育科教授 村岡 良紀 
有明工業高等専門学校教務主事補を命ずる 

任期は平成 28年 3月 31日までとする 

27.4.1 電子情報工学科准教授 原 武嗣 
有明工業高等専門学校教務主事補を命ずる 

任期は平成 28年 3月 31日までとする 

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

任期は平成 28年 3月 31日までとする 

27.4.1 物質工学科准教授 近藤 満 
有明工業高等専門学校学生主事補を命ずる 

任期は平成 28年 3月 31日までとする 

27.4.1 建築学科准教授 岩下 勉 
有明工業高等専門学校学生主事補を命ずる 

任期は平成 28年 3月 31日までとする 

27.4.1 一般教育科准教授 竹内 伯夫 
有明工業高等専門学校寮務主事補を命ずる 

任期は平成 28年 3月 31日までとする 

27.4.1 電気工学科准教授 森山 賀文 
有明工業高等専門学校寮務主事補を命ずる 

任期は平成 28年 3月 31日までとする 

27.4.1 電子情報工学科講師 森山 英明 
有明工業高等専門学校寮務主事補を命ずる 

任期は平成 28年 3月 31日までとする 

27.4.1 一般教育科嘱託教授 河村 豊實 
再雇用の雇用期間の満了により平成 27年 

3月 31日限り退職 

27.4.1 機械工学科准教授 篠﨑  烈 
久留米工業高等専門学校機械工学科准教授

に配置換する 

27.4.1 一般教育科助教 福田 尚広 
松江工業高等専門学校数理科学科助教に 

配置換する 
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学外会議日誌 
 

 

 

４月15日(水)平成27年度国立高専機構初任職員研修会（学術総合センター ～17日） 

４月17日(金)学校基本調査説明会（九州大学） 

４月27日(月)平成27年度高専新任教員研修会（国立オリンピック記念青少年総合センター ～28日） 

４月30日(木)平成27年度九州沖縄地区国立高専体育大会連絡協議会（本校 ～５月１日） 

５月14日(木)全国高専課長連絡会（テレビ会議） 

５月15日(金)大牟田商工会館 移転祝賀会（オームタガーデンホテル） 

５月22日(金)大牟田市総合計画審議会 

５月26日(火)安全保障輸出管理説明会（テレビ会議） 

５月28日(木)昭和38年度校校長会議（阿南高専 ～29日） 

      全国国立高専教務主事会議（徳山高専 ～29日） 

      研究・知的財産契約業務研修（テレビ会議） 

５月29日(金)平成27年度福岡県・佐賀県大学図書館協議会総会（グランデはがくれ） 

６月３日(水)平成27年度(春季)国立高専九州沖縄ブロック会議（熊本高専八代キャンパス ～４日） 

      学科再編説明（大牟田市中学校長会） 

６月４日(木)９高専連携事業共同教育推進会議 

      平成27年度第１回九州沖縄地区国立高専体育連盟理事会（熊本高専八代キャンパス） 

６月10日(水)平成28年度使用教科書採択事務説明会（福岡県庁講堂） 

      学科再編説明（荒尾市中学校長会） 

６月16日(火)平成27年度「全国キャリア・就職ガイダンス」（東京ビッグサイト） 

      学科再編説明（熊本県中学校長会） 

６月17日(水)地元への求人就職に関する合同会議（御花） 

６月18日(木)全国高専連合会第９回理事会（テレビ会議） 

６月19日(金)福岡県３高専連携に関する教員ＷＧ会議（久留米高専） 

６月22日(月)尾崎元校長瑞宝中綬章受賞祝賀会（オームタガーデンホテル） 

６月24日(水)情報公開・個人情報保護制度の運用に関する研修会（福岡合同庁舎） 

６月25日(木)福岡地域留学生交流推進協議会総会（福岡市） 

６月29日(月)全国国立高専校長・事務部長会議 

      全国高専連合会第８回総会（アルカディア市ヶ谷） 

      平成27年度大学等と地元企業との就職情報交換会（アクロス福岡） 

７月１日(水)平成27年度大学生の交通事故防止懇話会（九州産業大学） 

７月２日(木)合同進学説明会（佐賀勤労者総合福祉センター） 

      平成27年度高専教員研修（管理職研修）（学術総合センター ～３日） 

７月３日(金)学科再編説明（福岡県中学校長会） 

      科学研究費助成事業実務担当者向け説明会（久留米大学） 

７月５日(日)高校入試説明会（ホテル日航熊本） 

７月９日(木)有明広域産業技術振興会 役員会・総会 
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７月10日(金)平成27年度福岡県大学等就職問題連絡協議会（福岡ガーデンパレス） 

平成27年度福岡県大学等就職促進連絡会定例総会（福岡ガーデンパレス） 

      第５ブロック研究担当副校長及びテクノセンター長等会議 

７月13日(月)平成27年度全国国立高専国際交流室・国際交流センター長会議（学術総合センター） 

７月15日(水)平成27年度国立高専機構新任課長補佐研修会（学術総合センター ～16日） 

７月25日(土)大牟田夏祭り「一万人の総踊り」 

８月５日(水)平成27年度福岡県・佐賀県大学図書館協議会北部地区研究会目録講習会（九州女子大学・

九州女子短期大学） 

８月19日(水)平成27年度西日本地域高専技術職員特別研修会（情報系）（豊橋技術科学大学 ～21日） 

８月20日(木)平成27年度九州沖縄地区高専テクノセンター長等会議（鹿児島高専） 

８月24日(月)平成27年度高専中堅教員研修（国立オリンピック記念青少年総合センター ～26日） 

８月26日(水)全国高専フォーラム（東北大学川内キャンパス ～28日） 

      平成27年度九州地区国立大学法人等技術専門職員・中堅技術職員研修（鹿児島大学 ～

28日） 

      平成27年度九州沖縄地区国立高専技術職員研修（久留米高専 ～28日） 

８月27日(木)福岡地域留学生共同研修会（九大国際ホール） 

９月２日(水)日本工学教育協会第63回年次大会（九州大学伊都キャンパス ～４日） 

      九州地区国立大学等総務部課長会議（長崎大学） 

９月３日(木)第43回九州地区学生指導研究集会（福岡工業大学 ～４日） 

９月４日(金)九州沖縄地区国立高専学生課長・補佐会議（テレビ会議） 

９月７日(月)第１回西日本ブロック高専学生相談室連絡会（阿南高専 ～８日） 

      科学研究費助成事業公募要領等説明会（北九州市立大学） 

９月９日(水)平成27年度九州地区国立大学法人等技術職員スキルアップ研修Ｂ（九州大学 ～11日） 

９月10日(木)平成27年度九州沖縄地区国立高専事務職員研修（佐世保高専 ～11日） 

      第52回(平成27年度)九州沖縄地区国立高専体育大会競技専門部会（本校 ～11日） 

９月14日(月)人事事務担当者（係長）説明会（学術総合センター ～15日） 

９月16日(水)平成27年度九州沖縄地区高専学生相談室長連絡協議会（佐世保高専 ～17日） 

      平成27年度九州地区国立大学法人等テーマ別研修（長崎大学 ～18日） 

９月18日(金)大牟田警察署との連絡協議会（オームタガーデンホテル） 



8 

本校行事日誌 
 

 

 

４月１日(水)辞令交付 

４月２日(木)学科再編等に関する説明会 

４月５日(日)開寮 

      寮生指導者研修会 

４月６日(月)始業式 

４月７日(火)入学式・入寮式 

４月８日(水)１年生オリエンテーション（～９日） 

      １～３年生課題試験 

      専攻科新入生オリエンテーション 

４月13日(月)岱明寮新入寮生歓迎会 

４月14日(火)岱明寮防災避難訓練 

４月17日(金)新入生歓迎会 

４月21日(火)防災避難訓練 

４月22日(水)健康診断 

      ２－３研修旅行 

４月24日(金)２－４研修旅行 

４月28日(火)２－２研修旅行 

５月１日(金)授業参観・後援会総会・寮生保護者会総会 

５月８日(金)２－５研修旅行 

５月12日(火)２－１研修旅行 

      ３Ｃ北九州地区工場見学（～13日） 

      ４年生研修旅行（～15日） 

５月14日(木)５Ｃ産業技術総合研究所見学 

      ３Ａ北九州地区工場見学（～15日） 

５月22日(金)春季球技大会 

６月１日(月)編入学入試説明会（工業高校系） 

６月２日(火)学校説明懇談会（本校） 

６月３日(水)前期中間試験（～９日） 

      久留米地区学校説明懇談会（久留米商工会館） 

６月４日(木)福岡地区学校説明懇談会（福岡エルガーラホール） 

６月５日(金)佐賀地区学校説明懇談会（佐賀市民会館） 

６月８日(月)５Ａ福岡地区現場見学 

      教育研究技術支援センター研修報告会 

      名誉教授称号授与式 

６月９日(火)専攻科入学試験（推薦選抜） 

６月16日(火)専攻科入学試験（推薦選抜）合格発表 

６月24日(水)３Ｅ北九州地区工場見学（～25日） 

６月25日(木)日本赤十字社献血 
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６月26日(金)編入学試験（推薦選抜） 

６月30日(火)岱明寮食育セミナー 

７月１日(水)専攻科入学試験（前期学力選抜） 

      教職員一般定期健康診断 

７月７日(火)教職員一般定期健康診断 

      九州沖縄地区高専体育大会壮行会 

７月８日(水)編入学試験（推薦選抜）合格発表 

７月９日(木)専攻科入学試験（前期学力選抜）合格発表 

有明広域産業技術振興会役員会・総会 

７月10日(金)学習塾対象学校説明懇談会 

７月11日(土)九州沖縄地区高専体育大会（バレーボール）（大分高専 ～12日） 

      第２回九州沖縄地区高専弓道大会（熊本高専（八代） ～12日） 

７月16日(木)九州沖縄地区高専体育大会（有明高専・熊本高専（熊本）・大分高専 ～19日） 

７月17日(金)７Ｚ福岡地区現場見学 

７月24日(金)編入学試験（学力選抜） 

７月25日(土)久留米地区入試説明会（久留米商工会館） 

７月27日(月)大牟田市小学校・特別支援学校教育講座 

７月28日(火)教職員特殊健康診断 

７月31日(金)前期末試験（～８月６日） 

      教職員ハラスメント講習会 

８月１日(土)佐賀地区入試説明会（佐賀市民会館） 

2015柳川ソーラーボート大会（柳川市 ～２日） 

８月２日(日)Hondaエコマイレッジチャレンジ2015第31回九州大会（HSR九州） 

８月３日(月)ＬＥＧＯロボ大作戦2015（～４日） 

８月５日(水)編入学試験（学力）合格発表 

８月６日(木)専攻科１年生との懇談会 

８月７日(金)専攻科２年生との懇談会 

      専攻科学位授与申請説明会 

８月11日(火)全校集会 

８月12日(水)夏季休業（～９月28日） 

      教職員夏季一斉休業（～16日） 

      閉寮 

８月14日(金)第50回全国高専体育大会（九州沖縄地区 ～30日） 

８月20日(木)荒尾・玉名地区理科教員教育講座 

８月22日(土)オープンカレッジ（～23日） 

８月23日(日)ロボットコンテストJr.リーグ 

９月３日(木)保護者懇談会（～４日） 

９月５日(土)佐賀地区３高専合同学校説明会（アバンセ佐賀） 

９月８日(火)大牟田特別支援学校との交流音楽会 

９月10日(木)科学研究費助成事業説明会 

９月12日(土)入試説明会・校内見学会 

９月16日(水)中学校教諭対象福岡地区入試説明会（エルガーラホール） 
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９月24日(木)５Ｍ卒業研究中間発表 

９月25日(金)公的研究費コンプライアンス教育研修会 

      ６Ｍ学外実習報告会 

      ６Ａ特別実習発表会 

９月26日(土)熊本地区学校説明会（城彩苑） 

９月28日(月)開寮 

９月29日(火)後期授業開始・全校集会・課題試験 

 

 

 

 

 

主要行事 
 

 

 

◎ 新入生阿蘇オリエンテーション 

新入生に対して、下記のとおり実施した。 

目 的： 

(1)集団生活のマナーを覚える。 

(2)学校生活のルールを勉強する。 

(3)級友との友情を深め、クラスの連帯意

識を強める。 

期 日：平成27年５月14日(木)～16日(土) 

 場 所：国立阿蘇青少年交流の家 

 

 
 

◎ 春季球技大会 

 期 日：平成27年５月22日(金) 

 場 所：有明工業高等専門学校 

 成 績： 

種 目       優勝クラス 

卓球        １Ｍ 

女子バレーボール  ４Ａ 

男子バレーボール   ２－５ 

ソフトテニス    教員 

ソフトボール    ２－２ 

※最優秀クラス    ２－２ 

優秀クラス     ２－５ 
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◎ 学科再編説明会 

＜教諭向け＞ 

期 日：平成27年６月２日(火) 

 場 所：有明工業高等専門学校 

教諭：３４名 

 

期 日：平成27年６月３日(水) 

 場 所：エルガーラホール(福岡市) 

教諭：４５名 

 

期 日：平成27年６月４日(木) 

 場 所：久留米商工会館（久留米市） 

教諭：３１名 

 

期 日：平成27年６月５日(金) 

 場 所：佐賀市民会館（佐賀市） 

教諭：１０名 

 

＜塾向け＞ 

期 日：平成27年７月10日(金) 

 場 所：有明工業高等専門学校 

教諭：３０名 

 

＜生徒・保護者向け＞ 

期 日：平成27年７月25日(土) 

 場 所：久留米市役所（久留米市） 

生徒：４１名 

保護者：４５名 

教諭：２名 

 

期 日：平成27年８月１日(土) 

 場 所：佐賀市民会館（佐賀市） 

生徒：１８名 

保護者：１７名 

教諭：１名 

 

 

◎ 平成28年度専攻科入学試験(推薦) 

期 日：平成27年６月９日(火) 

 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  13     13 

応用物質工学専攻  ４    ４ 

建築学専攻   ４    ４ 

    計     21     21 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 平成28年度編入学試験(工業系・推薦) 

期 日：平成27年６月26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   ３    ３ 

電気工学科    ０    ０ 

電子情報工学科  ６    ６ 

物質工学科    １    １ 

建築学科     ０    ０ 

  計     １０   １０ 

 

◎ 岱明寮 食育セミナー 

寮生の「食」についての意識を高め、健全な

食生活ができるように、次のとおり実施した。 

 期 日：平成27年６月30日(火) 

 場 所：視聴覚室 

 参加者：１年寮生、指導寮生、寮務委員、 

寮務主事室、寮務係 

 内 容：朝食のパワー、ノロウイルス・O-157  

 協 力：（株）魚国総本社 九州支社 

 
 

 

◎ 平成28年度専攻科入学試験(前期学力) 

期 日：平成27年７月１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  ５    ５ 

応用物質工学専攻  １    １ 

建築学専攻   １    １ 

計     ７     ７ 

 

◎ 第97回全国高等学校野球選手権大会 

福岡南部大会 

上記大会が次のとおり開催された。 

期 日：平成27年７月５日(日)～14日(火) 

会 場：小郡市野球場 

成 績：３回戦敗退 
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◎ 第52回九州沖縄地区高専体育大会 

上記大会が次のとおり開催された。 

期 日：平成27年７月11日(土)～12日(日) 

16日(木)～19日(日) 

担当校：有明高専・熊本高専（熊本）・ 

大分高専 

  

○陸上 7/18･19 御大典記念グラウンド（大

牟田市）  

学校対抗 優勝（総合得点 109 点） 

［男子］ 

100m 梅崎 龍之介 準優勝 

400m 平川 朔弥 優勝 

      溝口 赳司 5 位 

800m 平川 朔弥 優勝 

110mH 前田 龍生 3 位 

400mH 前田 龍生 優勝 

3000mSC 大城 匠己 準優勝 

200m 梅崎 龍之介 準優勝 

4×100ｍＲ   優勝 

42.24（九州高専記録） 

（井上 傑士・平川 朔弥・塚本 達也・梅崎 龍之介）  

4×400ｍＲ 準優勝 

（溝口 赳司・平川 朔弥・井上 傑士・梅崎 龍之介） 

走高跳 龍野 義己 準優勝 

  坂田 和人 3 位 

走幅跳 井上 傑士 準優勝 

砲丸投 板橋 晴希 3 位 

円盤投 板橋 晴希 3 位 

やり投げ 本田 時法 4 位 

［女子］ 

  3000ｍ 内尾 瑠里 3 位 

  4×100ｍＲ   3 位 

（吉川 みくる・田島 やよい・古山 紗妃・青山 メイ） 

砲丸投 吉川 みくる 優勝  

  古山 紗妃 準優勝  

円盤投 吉川 みくる 優勝  

 

○ソフトテニス 7/18･19 大牟田港緑地運

動公園テニスコート 

 団体戦男子    予選敗退 

女子シングルス 井手口  由佳 優勝 

 女子ダブルス 井手口 由佳・大塚 友稀 優勝 

  山口 杏珠・酒井 麻衣 準優勝 

 

○バドミントン 7/17～19 玉名市総合体育

館  

団体戦男子  2 回戦敗退 

女子  初戦敗退 

 

○水泳 7/18 福岡県立総合プール 

学校対抗 8 位（合計得点 42 点） 

  自由形 50ｍ 金子 航大 準優勝  

 

○ハンドボール 7/18･19 大牟田市民体育館 

準優勝 
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○硬式野球 7/17～19 山鹿市民球場・合志市

総合運動公園野球場 

初戦（二回戦）敗退 

 

○バスケットボール 7/18･19 合志市総合セ

ンターヴィーブル総合体育館・ 

大津町運動公園総合体育館 

男子 予選敗退 

   女子 優勝 

 

○卓球 7/18･19 熊本市総合体育館大体育室 

団体戦男子  優勝 

団体戦女子  初戦（２回戦）敗退 

（オープン競技） 

男子ダブルス 宮尾 優一・水落 滉太 優勝 

男子シングルス  水落 滉太 準優勝 

女子シングルス  和田 夢翔 優勝 

 

○剣道 7/19 熊本高専熊本キャンパス第１

体育館 

男子団体戦の部 予選敗退 

女子団体戦の部 3 位 

 

○サッカー 7/17～19 大分スポーツ公園サ

ッカー・ラグビー場 

3 位 

 

○柔道 7/18･19 日田市総合体育館柔道場 

  団体戦の部  優勝 

個人男子  90kg 以下級  石貫 大地  優勝 

〃       〃      上田 龍二  準優勝 

   〃    90kg 超級   江良 英和  優勝 

個人女子  52kg 以下級  松田 寧々 優勝 

 

○バレーボール 7/11･12 ダイハツ九州アリ

ーナ 

男子 準々決勝敗退 

女子 準決勝敗退 

 

○テニス 7/16・17 熊本県民総合運動公園パ

ークドーム 

団体戦男子       2 回戦敗退 

団体戦女子       準決勝敗退 

女子ダブルス  笠井 真穂・沖 あいみ 優勝 

女子シングルス 笠井 真穂 優勝 
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◎ 第2回九州沖縄地区高等専門学校弓道大会 

上記大会が次のとおり開催された。 

期  日：平成27年7月11日（土）・12日（日） 

会 場：八代市弓道場 

主管校：熊本高専（八代） 

 成 績：    

    男子団体戦  4位 

  女子団体戦  予選敗退 

男子個人戦 石橋英久 1 位 

江崎航大 3 位 

菅原遼  4位 

 

◎ 平成28年度編入学試験(工業系・学力) 

期 日：平成27年７月24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   ５    １ 

  電気工学科   ５     ３ 

  電子情報工学科  15     ４ 

  物質工学科   ５    ３ 

  建築学科    ６    ２ 

    計     36     13 

 

◎ 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27年７月31日（金) 

  場 所 有明工業高等専門学校視聴覚室 

  講 師 学校法人立命館 

      常務理事（総務担当） 志磨 慶

子 氏 

  参加者 ７１名 

  内 容 「ハラスメントのない環境づくり 

―平素の心構え― 」 

 
 

◎ 2015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27年８月１日（土）・ 

８月２日（日） 

 会 場：からたち文人の足湯公園一帯 

（柳川市） 

艇 名：光宙 十万Ｖｏｌｔｓ!! 

成 績： 

   周回レース      予選敗退 

   スラロームコンテスト ９位  

 
 

◎ Hondaｴｺﾏｲﾚｯｼﾞﾁｬﾚﾝｼﾞ2015九州大会 

期 日：平成27年８月２日（日） 

会 場：HSR九州（熊本県菊池郡大津町） 

成 績： 

   大学・短大・専門学校部門  １位 

（207号車） 

  大学・短大・専門学校部門   ３位 

（204号車） 
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◎ 第50回全国高専体育大会 

 上記大会が平成27年８月14日(金)～30日

(日)に九州沖縄地区の各地で開催された。 

 

○陸上競技 8/29･30 東平尾公園博多の森陸

上競技場 

 学校対抗 11 位（総合得点 17 点） 

［男子］ 

100m 梅崎 龍之介 4 位 

200m 梅崎 龍之介 優勝 

400m 平川 朔弥 欠場 

  溝口 赳司 予選敗退 

800m 平川 朔弥 欠場 

110mH 前田 龍生 予選敗退 

4×100ｍＲ   5 位 

（井上 傑士・塚本 達也・梅崎 浩太郎・梅崎 龍之介）  

4×400ｍＲ   予選敗退 

（溝口 赳司・梅崎 龍之介・塚本達也・井上 傑士）  

走幅跳 井上 傑士 16 位 

走高跳 龍野 義己 記録なし 

  坂田 和人 記録なし 

砲丸投げ 板橋 晴希 24 位 

円盤投げ 板橋 晴希 18 位 

やり投げ 本田 時法 21 位 

  田中 健太 26 位 

［女子］ 

200m 田島やよい 17 位  

3000m 内尾瑠里 18 位  

4×100ｍＲ   13 位  

（吉川 みくる・田島 やよい・古山 紗妃・青山 メイ）  

円盤投げ 吉川 みくる 2 位 

砲丸投げ 吉川 みくる 2 位 

  古山 紗妃 19 位 

 

○バスケットボール 8/14～16 鹿児島アリ

ーナ  

   女子 初戦（二回戦）敗退 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○バレーボール 8/22・23 カルチャースポー

ツセンター山鹿市総合体育館 

  開催校枠出場 

男子 予選敗退 

女子 予選敗退 

 

○ソフトテニス 8/26・27 都城運動公園庭球

場・綾てるはドーム 

女子シングルス 井手口 由佳 ベスト 8 

  女子ダブルス 井手口 由佳・大塚 友稀 ベスト 8  

    山口 杏珠・酒井 麻衣 ベスト 8  

 

○卓球 8/22・23 那覇市体育館 

団体戦男子            3 位決定トーナメント進出 

男子ダブルス   宮尾 優一・水落 滉太  予選敗退 

男子シングルス   水落 滉太  予選敗退 

女子シングルス   和田 夢翔  3 位決定トーナメント進出 

 

○柔道 8/22・23 宮崎県総合運動公園武道館

（KIRISHIMA ツワブキ武道館） 

   団体戦の部  初戦敗退 

個人男子  90kg 級  石貫 大地  ベスト 8 

〃      〃     上田 龍二  初戦敗退 

     〃    90kg 超級  江良英和  初戦敗退 

個人女子  52kg 級  松田 寧々  優勝 
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○剣道 8/22・23 合志市総合センター ヴィ

ーブル総合体育館 

女子団体戦の部  ベスト 8 

 

○ハンドボール 8/20・21 八代市総合体育

館・宇城市松橋総合体育館文化センター 

  初戦敗退 

 

 

○テニス 8/19～21 熊本県民総合運動公園

パークドーム熊本 

女子ダブルス 笠井 真穂・沖 あいみ 初戦敗退 

女子シングルス  笠井 真穂 準優勝 

 

○水泳 8/30 鹿児島市鴨池公園水泳プール 

  自由形 50ｍ    金子 航大    21 位 

 

 

 

◎ オープンカレッジ２０１５ 

～みて・ふれてワクワク体験！！～をテーマ

に、各学科企画の「ものづくり体験教室」や「学

科紹介」、「中学3年生向けの進路相談」、「次年

度の入試（マークシート）体験」、「女子学生に

よるイベント」、「地域の企業紹介」、小中学生

による「ロボットＪrリーグ」等を行った。 

期 日：平成27年８月22日(土)～23日(日) 

場 所：有明工業高等専門学校 

参加者：1,183名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ ﾛﾎﾞｯﾄｺﾝﾃｽﾄJrﾘｰｸﾞ有明ｽﾃｰｼﾞ2015 

本大会は、今年で21回目を数えることとな

った。小中学生がチームワークよろしく、あ

らかじめ基本部分を製作後、学校で３日間か

けて完成させたロボットで熱戦を繰り広げた。 

期 日：平成27年８月23日(日) 

会 場：有明工業高等専門学校 

参加者：22チーム 74名 

成 績： 

優 勝  荒尾少年少女発明クラブ 

（ロボット好き） 

   準優勝  大牟田市羽山台小学校 

（ドラゴンファイヤーズ） 

     優秀賞  柳川市柳城中学校 

（理系くん） 

大牟田市天の原小学校 

（ハラダーズ） 

特別賞 

大牟田市教育委員会賞 大牟田市田隈中学校 

 （暁） 

荒尾市教育委員会賞 荒尾市荒尾海陽中学校・玉名高校附属中学校 

（ギャラクシー） 

   ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ賞 荒尾少年少女発明クラブ 

（がんばろう！） 

 
 

 

◎ 第２回全国高等専門学校弓道大会 

期  日：平成 27年８月 25日(火)・26日(水) 

会 場：奈良県立橿原公苑弓道場 

主管校：奈良高専 

成 績： 

男子個人戦   菅原遼  7 位 

石橋英久 16 位 

江崎航大 17 位 

 

◎ ３高専合同佐賀地区学校説明会 

期 日：平成27年９月５日(土) 

 場 所：アバンセ(佐賀市) 

参加者：66名 
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◎ 入試説明会・校内見学会 

 期 日：平成27年９月12日(土) 

場 所：有明工業高等専門学校 

参加者：生 徒 333名 

    保護者 280名 

    教 諭  5名 

 

◎ 福岡地区教諭対象入試説明懇談会 

 期 日：平成27年９月16日(水) 

場 所：エルガーラホール(福岡市) 

対 象：中学校教諭 

参加者：23名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 本田宗一郎杯 Honda エコ マイレッジ 

チャレンジ 2015 第35回 全国大会 

期 日：平成27年９月20日（日） 

会 場：ツインリンクもてぎ スーパー 

スピードウェイ 

成 績： 

グループⅢ  

（大学・短大・高専・専門学校生クラス） 

  325号車 Team淡青of有明高専 85台

中20位 

   326号車 Team濃青of有明高専 85台

中12位 

 

◎ 熊本地区学校説明会 

期 日：平成27年９月26日(土) 

 場 所：桜の馬場城彩苑(熊本市) 

参加者：生 徒 ７名 

保護者  ７名 

        教諭  １名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学術関係 
 

 
 

◎ 奨学寄付金  ◎ 共同研究  ◎ 受託研究 

 件数 金額(千円)   件数 金額(千円)   件数 金額(千円) 

 
１７ ４，２１０  

 
１０ ３，２６２ 

  
１ ５００ 
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報  知 
 
 

 

◎ 名誉教授の称号授与 

  平成 27 年６月８日（月）、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北岡敏郎元建築学科教

授（平成 27 年３月 31 日定年退職、現 建築学科特任教授）と徳田仁元一般教育科教授（平成

27年３月 31日定年退職、現 一般教育科特任教授）に対し名誉教授の称号が授与された。 

 

  
 

北岡名誉教授               徳田名誉教授 

 

 

◎ 刊行物 

 ○『有明高専校報』 

  発行 第86号   平成27年５月26日 

 

 ○『有明高専だより』 

  発行 第146号  平成27年６月19日 

 

 ○『有明高専図書館報』 

  発行 第20号   平成27年７月15日 

 

 ○『学生相談室便り』 

  発行 第31号   平成27年８月20日 

 


