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平成24年度卒業式告辞 

 

 

 卒業生、修了生の皆さん！本校を卒業あるいは修了することは、皆さんの日頃の努力の賜であり、

大変名誉なことです。心からお祝い申し上げます。おめでとう。 

 

ご来賓並びに保護者の方々のご列席の下に、平成２４年度の卒業式および修了式を本日ここに挙行

いたしますことは、有明高専にとって大変めでたく、記念すべきことであります。留学生２名を含む

１７７名の本科卒業生と２８名の専攻科修了生が本校を巣立ちます。このことは本校の教職員と在校

生にとってこの上ない喜びであります。保護者の皆様におかれましては、お子様の卒業あるいは修了

に対しましてはひとしお感慨深いものがあろうかと拝察いたします。 

 

有明高専は昭和３８年に創設され、今年３月末で創立５０年を迎えます。その間、日本社会は経済

が高度及び安定成長を続けて世界の注目を浴び、その後バブル経済が崩壊して平成不況が年々深刻化

して行きました。例えば、平成１２年からの約１０年間で、労働生産性が米国では２０％、英国、ド

イツ、フランスで１０％の増に対して、日本の労働生産性は殆ど増えてなく、個人の平均所得は減少

しました。ところが、職種でみると、専門的・技術的職業が大幅に増え、高度な専門能力をもったエ

ンジニアが求められています。それは、食料、エネルギー、ⅠＴ、医療、防災等々に係る様々な課題

を解決して、住みよい安全・安心な社会を築くこが世界共通の願いであり、それを実現するには、科

学技術を創出し、活用できるエンジニアが何よりも必要であることから、当然のことです。 

 

ですから、卒業生、修了生の皆さんの眼前には、これから活躍できる壮大な場が広がっています。

皆さんは、本校卒業あるいは修了により培われた、社会で活躍するための基礎能力を備えた若者で、

通常の若者とは違って、将来のエンジニアとしてすでに数段高い地点から社会に飛び立ちます。いま

申したことを、これから実社会で活動するときに実感できます。それほど皆さんは簡単には身に付け

ることができない価値のある基礎能力を持った若者です。 

 

ただ、この優れた基礎能力は、新たな試みを絶えず行い続けなければ、凡庸化し、陳腐化して発展

性を失います。他方、高い目標をもって、困難と思われている課題に自らの意志で果敢に取組めば、

より優れた能力へと成長します。社会活動のグローバル化が進む中、グローバルな視点で物事を考え

行動できる人材に熱い視線が注がれていることは、先ほど述べたことから明らかです。今年一月に起

きたアルジェリア人質拘束事件で日本人１０名が犠牲になりましたが、内三名が高専出身者です。こ

の不幸な事件により高専の卒業生が世界で活躍していることを多くの日本人は知りました。繰返しま

すが、皆さんは卒業あるいは修了後に社会に出て活動する中で、志を持って、絶えずより広い視点か

ら物事を考え、研鑽を積み、切磋琢磨すれば、間違いなく社会が求める一流のエンジニアになります。 
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皆さんは家族や友人、教職員といった様々な方々から支援があったことを充分承知しているでしょ

う。なかなか実感し難いことですが、国立高専は納税者である国民から、そして有明高専は地域から

様々な形で支援を受けています。これらの多くの支援があったことを認識し、それらへの感謝の念を

忘れずに行動することは、人として大切なことです。一昨年の東日本大震災は高専が国民や地域の方々

の支援の下に成り立っていることを浮き彫りにしました。国と地域が皆さんの高専生活を支えてきた

ことを、ときに思い出していただき、皆さんが仕事の仲間や社会から信頼される人として充実した人

生を過ごしてほしいと思います。 

 

今年１１月９日に本校創立５０周年記念式典を大牟田文化会館で開催します。式典のみならず前日

からいくつかの催しを実施予定です。創立五十周年記念の催しに在校生はもとより多くの卒業生、修

了生、市民の方々が参加されることを期待しています。最後に、皆さんの卒業・修了を再度祝福し、

皆さんがこの国立有明高専で学んだことを誇りに思い、活躍されんことを祈念して、告辞とします。 

 

 

平成２５年３月１５日 

有明工業高等専門学校長 

立居場 光生 
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平成２５年度入学式式辞 
 

 

２０９名の新入生の皆さん、１３名の編入生の皆さん、１名の留学生、２０名の専攻科新入生の皆

さん、ご入学おめでとうございます。 

 

皆さんをお迎えして、平成２５年度入学式を、ご来賓の皆様 並びに 保護者の皆様のご列席の下、

本日ここに挙行いたしますことは、本校教職員並びに在校生にとりまして、この上ない喜びでありま

す。保護者の皆様におかれましては、お子様が日頃の努力により、伝統ある本校に入学されましたこ

とは、これまでのご丹精の賜物であり、慶賀に堪えません。心からお祝い申し上げます。 

 

中学校を卒業して間もない新入生の皆さんは、広く世界で活躍する技術者の養成を教育目標のひと

つとする本校で、これから本格的に勉強することになる訳ですが、高等専門学校は、特に低学年では

高等学校とよく似た所がありますが、全体としては大学と共通の所もあり、高校と大学の両方の性格

を併せ持った学校と言えます。 

したがって、これからの高専の生活は、今までの中学校と大きく違い、何かと戸惑うことが多いかも

しれません。 

しかしそれは、誰しも経験することで、決して心配することではありません。大切なことは、自分の

夢や希望を温め、一歩一歩階段を上がるように努力することです。教職員は、一丸となって皆さんを

支援します。勉強のこと、将来の進路のこと、学校生活のこと、寮に入られる皆さんにとっては寮生

活のこと、部活のことなど、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。皆さんの成長が私たち教職員の何よりの喜びであります。 

 

工業高校から本校に編入学された皆さんは、本校が目指す技術者教育をよく理解して、一段と高い

基礎学力や技術力を本校で習得し、卒業後の進路も視野に入れ、将来の夢や希望の実現に向けて邁進

してください。 

これまでとは異なる環境のもとで勉強に励むことにより、皆さんは人間的にも大きく成長すると確信

します。 

 

留学されてきた学生を心から歓迎します。母国で中核技術者として将来活躍することを期待して、

日本国政府とインドネシア政府は、あなた方がここで勉強することを支援しています。これまで有明

高専を卒業した留学生は、ここで学んだことを誇りに思い、卒業後様々な方面で活躍しています。本

校の教職員と学生全員が皆さんを支えますので、どうぞ安心して勉強に励み、本校での学生生活を楽

しんでください。 

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、幅広い勉強、奥深い研究に全力で打ち込んでください。 
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さて、今日世界は、環境・地球温暖化問題、人口・食糧・エネルギー問題、貧困格差の問題など、

様々な課題を抱え、我が国にも少子高齢化、財政問題などが重く押しかかっています。しかし、我が

国は、過去に深刻な公害問題を克服した歴史があり、エネルギー不足に対応し、省エネ技術は世界に

誇るものになっています。また、我が国は、成長著しいアジアに位置するという立地にも恵まれてい

ます。我が国は、誇るべき技術力によって世界に貢献することができ、アジアの成長を取り込むこと

ができるのです。今や製造業は、中小企業を含め、世界に販路を求め、生産現場の海外移転を進める

企業も増えています。卒業後皆さんは、世界を相手にして仕事をすることになるでしょう。そこには、

無限の可能性があります。しかし、そのためには、しっかりとした基礎を身に付けることが重要です。

どうか皆さんには、大きな夢を持って、しっかり勉強してほしいと思います。 

 

多くの優れた技術者を輩出してきた有明高専で勉強に励み、一生に一度の青春を謳歌し、有意義な

学校生活を送られんことを希望して式辞とします。 

 

平成２５年４月５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毒物及び劇物の管理に関する規程の廃止 

（廃止年月日 平成24年12月20日） 

 

有明工業高等専門学校入学料免除及び徴収猶予取扱規程の廃止 

（廃止年月日 平成25年２月13日） 

 

有明工業高等専門学校授業料等免除及び徴収猶予取扱規程の廃止 

（廃止年月日 平成25年２月13日） 

 

有明工業高等専門学校授業料等免除及び徴収猶予取扱規程の制定 

（制定年月日 平成25年２月14日) 

 

有明工業高等専門学校スクールバス使用内規の廃止 

（廃止年月日 平成25年２月19日） 

 

有明工業高等専門学校男女共同参画支援室規定の制定 

（制定年月日 平成25年３月14日） 

 

有明工業高等専門学校ソフトウエア利用及び適切な管理体制に関する申合せの制定 

（制定年月日 平成25年３月14日) 

 

 

 

人事異動 

 
 

◎ 理事長発令 

発令日 前 職 ／ 現 職 氏  名 発 令 内 容 

25.3.31 校長 立居場 光生 平成25年3月31日限り定年退職 

25.4.1 総務課長 池田 純久 福岡教育大学人事企画課長として転出 

25.4.1 
大学評価・学位授与機構 

理事 
福島 健郎 有明工業高等専門学校長に採用する 

25．4．1 
熊本高等専門学校 

学務課長 
遠藤 真一 有明工業高等専門学校総務課長に配置換する 
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◎ 校長発令 

発令日 前 職 ／ 現 職 氏  名 発 令 内 容 

25.3.31 一般教育科教授 河村 豊實 平成25年3月31日限り定年退職 

25.4.1  
GAUTHIER 

LOVIC ERIC 

有明工業高等専門学校電子情報工学科准教授

に採用する 

25.4.1 一般教育科教授 河村 豊實 

有明工業高等専門学校一般教育科嘱託教授に

再雇用する 

雇用期間は平成26年3月31日までとする 

25.4.1 一般教育科嘱託教授 荒木  眞 
再雇用の雇用期間を平成26年3月31日まで

更新する 

25.4.1 
久留米工業高等専門学校 

事務部長 
松﨑 誠一 

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26年3月31日までとする 

25.4.1 電子情報工学科准教授 宮﨑 浩一 
久留米工業高等専門学校電気電子工学科准教

授に配置換する 

25.4.1 
久留米工業高等専門学校 

電気電子工学科教授 
松野 哲也 

有明工業高等専門学校電子情報工学科教授に

配置換する 

25.4.1 
久留米工業高等専門学校 

制御情報工学科教授 
江頭 成人 

有明工業高等専門学校電子情報工学科教授に

配置換する 

25.4.1 
東京工業高等専門学校 

准教授 
波止元 仁 

有明工業高等専門学校一般教育科准教授に配

置換する 

25.4.1 総務課課長補佐 月岡 信隆 国立大学法人熊本大学に配置換する 

25.4.1 学生課課長補佐 栗原 宏明 
久留米工業高等専門学校学生課課長補佐に配

置換する 

25.4.1 学生課主任 牛島 直史 国立大学法人熊本大学に配置換する 

25.4.1 

熊本大学 

学生支援部学務ユニット 

係長 

芦江 睦夫 

有明工業高等専門学校総務課課長補佐に採用

する 

財務担当を命ずる 

25.4.1 
九州大学 

工学部等総務課一般職員 
川村 里絵子 有明工業高等専門学校総務課に復帰させる 

25.4.1 一般教育科講師 菱岡 憲司 
有明工業高等専門学校一般教育科准教授に昇

任させる 

25.4.1 物質工学科助教 大河平 紀司 
有明工業高等専門学校物質工学科講師に昇任

させる 
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25.4.1 建築学科助教 岡本 則子 
有明工業高等専門学校建築学科講師に昇任さ

せる 

25.4.1 学生課教務係長 奥苑 登志子 

有明工業高等専門学校総務課課長補佐に昇任

させる 

企画室長を命ずる 

25.4.1 学生課主任 堀江 久仁代 
有明工業高等専門学校学生課教務係長に昇任

させる 

25.4.1 学生課教務係長 堀江 久仁代 
有明工業高等専門学校学生課寮務係長に併任

する 

25.4.1 電子情報工学科准教授 嘉藤 直子 
有明工業高等専門学校一般教育科准教授に配

置換する 

25.4.1 総務課課長補佐 中川 日出光 

有明工業高等専門学校学生課課長補佐に配置

換する 

企画室長を免じ、学務担当を命ずる 

25.4.1 総務課主任 中村 雄一 
有明工業高等専門学校学生課主任に配置換す

る 

25.4.1 機械工学科教授 堀田 源治 

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26年3月31日までとする 

25.4.1 電気工学科教授 塚本 俊介 

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26年3月31日までとする 

25.4.1 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26年3月31日までとする 

25.4.1 物質工学科教授 宮本 信明 

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26年3月31日までとする 

25.4.1 建築学科教授 上原 修一 
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26年3月31日までとする 

25.4.1 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26年3月31日までとする 

25.4.1 一般教育科教授 坂西 文俊 

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26年3月31日までとする 

25.4.1 電気工学科教授 塚本 俊介 
有明工業高等専門学校ＦＤ委員長を命ずる 

任期は平成26年3月31日までとする 

25.4.1 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26年3月31日までとする 
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25.4.1 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26年3月31日までとする 

25.4.1 物質工学科教授 冨永 伸明 
有明工業高等専門学校国際交流委員長を命ず

る 

25.4.1 一般教育科教授 安部 規子 
有明工業高等専門学校国際交流委員長を免ず

る 

25.4.1 機械工学科准教授 原槙 真也 
有明工業高等専門学校地域教育支援委員長を

命ずる 

25.4.1 機械工学科教授 堀田 源治 
有明工業高等専門学校地域教育支援委員長を

免ずる 

25.4.1 電気工学科教授 石丸 智士 

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27年3月31日までとする 

25.4.1 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26年3月31日までとする 

25.4.1 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26年3月31日までとする 

25.4.1 電気工学科准教授 尋木 信一 
有明工業高等専門学校教務主事補を命ずる 

任期は平成26年3月31日までとする 

25.4.1 電子情報工学科准教授 嘉藤  学 
有明工業高等専門学校学生主事補を命ずる 

任期は平成26年3月31日までとする 

25．4．1 一般教育科准教授 鮫島 朋子 
有明工業高等専門学校学生主事補を命ずる 

任期は平成26年3月31日までとする 

25.4.1 機械工学科准教授 岩本 達也 
有明工業高等専門学校学生主事補を命ずる 

任期は平成26年3月31日までとする 

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

任期は平成26年3月31日までとする 

25.4.1 建築学科准教授 岩下  勉 
有明工業高等専門学校寮務主事補を命ずる 

任期は平成26年3月31日までとする 

25.4.1 電気工学科准教授 髙松 竜二 
有明工業高等専門学校寮務主事補を命ずる 

任期は平成26年3月31日までとする 
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学外会議日誌 
 

平成24年 

11月１日(木)全国高専メンタルヘルス研究集会 

11月６日(火)日本学術会議 

11月７日(水)大牟田文化会館評議員選考委員会 

11月11日(日)佐世保高専創立50周年記念式典 

11月15日(木)平成24年度九州沖縄地区国立高等専門学校教員研究集会(沖縄高専 ～16日) 

11月16日(金)電磁界理論シンポジウム 

11月21日(水)平成24年度九州沖縄地区高専教務主事・専攻科長会議(熊本高専 ～22日) 

11月28日(水)平成24年度九州沖縄地区高専学生主事・寮務主事会議(久留米高専 ～29日) 

11月30日(金)平成24年度九州沖縄地区高専テクノセンター長等会議(沖縄高専 ～12月１日) 

12月４日(火)平成24年度学務関係職員研修会(学術総合センター ～５日) 

      第４回産学交流会(熊本大学工学部) 

12月８日(土)第22回九州沖縄地区高専テクノフォーラム(都城高専) 

12月10日(月)日本弁理士会との包括連携に関する協定の調印式(メルパルク熊本) 

12月14日(金)公的研究費の管理及びe-Rad更新に係る新システム研修説明会(九州大学) 

12月15日(土)平成24年度女性研究者研究交流会(学術総合センター) 

12月25日(火)高専・技科大連携教員研究集会(豊橋技術科学大学) 

 

平成25年 

１月９日(水)平成24年度高専機構情報担当者研修会 

(国立オリンピック記念青少年総合センター ～11日) 

１月15日(火)九州工学教育協会運営委員会・常任理事会 

１月31日(木)九州沖縄地区校長・事務部長会議(大分高専 ～２月１日) 

２月１日(金)大学間連携協働推進事業会議(大分高専) 

      「科研費電子申請システム」操作方法等説明会(メルパルク大阪イベントホール) 

      九州工学教育協会総会(九州大学伊都キャンパス) 

２月８日(金)大牟田市教育委員会との連携協力推進会議(大牟田市教育研究所) 

２月12日(火)荒尾市教育委員会との連携協力推進会議(荒尾市役所) 

      「高専－技科大」新技術説明会(ＪＳＴ東京別館ホール) 

２月15日(金)平成24年度日本学生支援機構奨学業務連絡協議会(九州大学医学部百年講堂) 

２月20日(水)荒尾ロータリークラブ留学生送別会(エトワール) 

２月27日(水)平成24年度国立高等専門学校機構産学連携に関する実践セミナー 

(ＣＩＣ国際会議室 ～28日) 

２月28日(木)一般社団法人全国高専連合会第２回理事会(田町キャンパス・イノベーションセンター) 

３月１日(金)平成25年度「地（知）の拠点整備事業」説明会(学術総合センター) 

３月８日(金)有明広域産業技術振興会技術分化会工場見学 

３月12日(火)第10回おおむた産学官連環交流会 

３月13日(水)第２回産学連携・地域連携・知的財産委員会(学術総合センター) 

３月18日(月)ＰＩＥＲＳ国内委員会 

３月22日(金)第３回全国高専校長・事務部長会議 

      一般社団法人全国高専連合会第２回総会(学士会館) 

３月26日(火)全国高専女子フォーラム(学術総合センター) 

３月27日(水)平成24年度男女共同参画推進協議会(学術総合センター) 

４月17日(水)９高専連携事業海外渡航報告会 

４月25日(木)全国高専課長連絡会(学術総合センター ～26日) 
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本校行事日誌 
 

平成24年 

11月３日(土)高専祭(～４日) 

11月６日(火)天道小学校留学生交流会 

11月８日(木)学生会役員選挙立会演説 

      学生相談室主催陶芸教室 

11月９日(金)専攻科入学試験(後期学力・社会人推薦) 

      学生会役員選挙投票 

11月10日(土)全国高専デザインコンペティション2012(小山高専 ～11日) 

九州沖縄地区高専大会（ラグビー）(～13日) 

笹原小交流フェスティバル 

11月11日(日)ＪＡＢＥＥ中間審査に係る実地審査 

      エコタウンフェア2012 

11月13日(火)３年生キャリア支援活動 

５Ａ卒業研究中間発表会 

11月14日(水)５Ｉ卒業研究中間発表会 

３Ｃ北九州地区工場見学(～15日) 

11月15日(木)５Ｅ長崎地区工場見学(～16日) 

11月16日(金) 専攻科入学試験(後期学力・社会人推薦)合格発表 

11月17日(土)第6回有明次世代科学クラブ講義 

11月18日(日)平井フェスタ2012 

11月20日(火)４Ｃ大牟田筑工場見学 

11月22日(木)永年勤続者表彰式 

後期中間試験(～29日(火)) 

11月25日(日)全国高専ロボットコンテスト2012全国大会（両国国技館） 

11月26日(月)安全衛生管理講習会 

      教職員レクリエーション（ビーチバレーボール大会・輪投げ大会）（～27日） 

11月27日(火)専攻科就職・進学キックオフミーティング 

12月１日(土)５年寮生テーブルマナー 

12月４日(火)４Ｍ熊本・鹿児島地区工場見学(～５日) 

１年生対象キャリア支援活動 

12月６日(木)編入学試験(普通高校) 

建築学科特別講演 

１Ｍ工場見学 

12月８日(土)第７回エレクトロニクスものづくり体験教室 

      建築学科卒業生による進路セミナー 

      学生会役員研修 

 

12月９日(日)シンガポールポリテクニク校学生来校(～18日) 

12月10日(月)シンガポールポリテクニク校歓迎会 

12月11日(火)応用物質工学専攻特別研究発表会及び中間発表会 

１年生対象キャリア支援活動 

      ４年生・専攻科１年生対象就職総合テスト 

12月12日(水)冬季球技大会 
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12月13日(木)機械工学科特別講演 

      ２Ｉ、３Ｉ、４Ｉ高専キャラバン 

編入学試験(普通高校)合格発表 

      会計検査院実地検査(～14日)  

日本赤十字社献血 

12月14日(金)１年生対象キャリア支援活動 

12月15日(土)理系ゴコロ講演会及び「ＬＥＤ手芸でクリスマスツリーを作ろう」 

 

12月17日(月)運営懇話会 

      シンガポールポリテクニク校送別会 

12月18日(火)５Ｉ研修旅行(～19日) 

      ４年生・専攻科１年生対象就職総合テスト 

12月21日(金)全校集会 

12月22日(土)第７回有明次世代科学クラブ講義 

      閉寮 

12月23日(日)女子中学生によるものづくり体験（シルバーアクセサリー作り ～24日） 

12月25日(火)冬季休業(～１月７日) 

      有明広域産業技術振興会技術分科会講演会 

12月27日(木)仕事納め 

 

平成25年 

１月７日(月)仕事始め 

開寮 

１月８日(火)課題試験 

１月10日(木)３年生学習到達度試験(数学･物理) 

４年生対象進路セミナー 

物質工学科特別講演 

１月16日(水)４Ｍ、６Ｍ対象進路セミナー 

１月17日(木)専攻科ポスターセッション(～18日) 

１月19日(土)入学試験(推薦選抜) 

１月21日(月)専攻科建築学専攻入学試験(２次募集) 

１月22日(火)５Ｃ卒業研究発表会 

１月25日(金)平成25年度入学試験合格内定発表(推薦選抜) 

      専攻科建築学専攻入学試験(２次募集)合格発表 

１月26日(土)第８回有明次世代科学クラブ講義 

      第44回吹奏楽部定期演奏会 

１月28日(月)高専相互内部監査（～29日） 

１月29日(火)建築学専攻特別研究論文発表会 

５Ｅ卒業研究発表会 

１月30日(水)５Ｉ卒業研究発表会 

      留学生送別会 

 

２月１日(金)４Ｅ、５Ｅ特別講演 

      ３Ｍ三井三池製作所工場見学 

２月２日(土)５Ｍ卒業研究発表会 

２月４日(月)７Ｍ特別研究発表会 

２月５日(火)４Ｍジャパンマリンユナイテッド有明事業所見学 

      教職員特別定期健康診断 
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２月７日(木)７Ｅ特別研究発表会 

２月８日(金)学年末試験(～15日) 

２月16日(土)第９回有明次世代科学クラブ 

２月21日(木)終業式 

２月22日(金)閉寮 

２月24日(日)入学試験(学力選抜) 

２月26日(火)６Ｍ特別研究中間発表会 

３月４日(月)入学試験合格発表 

３月５日(火)寮生保護者役員会 

３月９日(土)後援会理事会 

３月12日(火)本科入学手続き説明会 

専攻科入学手続き説明会 

３月13日(水)学生相談室主催講演会 

３月14日(木)６Ａ特別研究中間発表 

３月15日(金)卒業式・修了式 

３月20日(水)春季休業(～31日) 

３月22日(金)編入学生入学手続き説明会 

３月23日(土)有明次世代科学クラブ成果発表会 

３月28日(木)明和会送別会 

３月29日(金)辞令交付 

永年勤続者表彰式 

離任式 

４月２日(火)辞令交付 

寮生指導者研修会 

４月３日(水)開寮 

４月４日(木)始業式 

４月５日(金)入学式・入寮式 

４月８日(月)１～３年生課題試験 

      １年生オリエンテーション(～９日) 

      専攻科１年生オリエンテーション 

４月９日(火)新入寮生歓迎夕食会 

４月12日(水)４Ａ建物見学 

４月16日(火)２－３研修旅行 

４月22日(月)健康診断 

４月23日(火)２－４研修旅行 

      岱明寮防火避難訓練 

４月24日(水)２－２研修旅行 

４月25日(木)６Ｉ特別研究中間発表 

      留学生歓迎会 

４月26日(金)２－５研修旅行 

４月30日(火)２－１研修旅行 
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主要行事 
 

 

◎ 専攻科入学試験 

期 日：平成24年11月９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 

         機械系  ０    ０ 

         電気系  ２    ２ 

         情報系  ０    ０ 

   応用物質工学専攻   １    １ 

   建築学専攻      ２    １ 

       計      ５     ４ 

 

◎ 第49回九州沖縄地区国立高等専門学校体

育大会ラグビーフットボール競技 

  期 日：平成24年11月10日(土)･11日(日)･

13日(火) 

  場 所：由布院スポーツセンター 

  成 績：初戦敗退 

 

◎ 全国高等専門学校デザイン 

コンペティション2012in小山 

  期 日：平成24年11月10日(土)～11(日) 

  場 所：白鴎大学東キャンパス 

  テーマ：「デザインが起つ」 

  成 績：構造デザイン部門  

作品名「萩尾橋」21位 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

◎ 就職セミナー(３年生) 

 期 日：平成24年11月13日(火) 

目 的：進路設計に関する動機付けを行い、

学生の職業意識の向上を図るため 

  講 師：原田 義史 氏(㈱アルミス) 

      中溝栄次郎 氏(㈱中溝電業社) 

        浦塚  精 氏(ユニバーサル造船㈱) 

      遠藤  剛 氏(信号電材（㈱） 

      中島 康宏 氏(中島物産㈱) 

        江藤   均 氏(新日鐵住金エンジニアリング㈱) 

◎ アイデア対決・全国高等専門学校ロボット

コンテスト2012 

   アイデア対決・全国高等専門学校ロボッ

トコンテスト2012が開催され、地区大会を

勝ち抜き全国大会に出場した。 

  期 日：平成24年11月25日(日) 

  場 所：両国国技館 

  テーマ：「ベスト・ペット」 

  成 績：安川電機特別賞 

  チーム名「キャロッ兎」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ レクリエーション 

   教職員のレクリエーション行事として、

下記の種目が実施された。 

 ○ビーチボールバレー大会 

  期 日：平成24年11月26日(月)・27日(火) 

  場 所：有明工業高等専門学校第一体育館 

  参加者：72名 

  成 績：優勝 支援センターチーム 

      ２位 電気工学科金霧チーム 

      ＭＶＰ賞 森田 恵一 

 ○輪投げ大会 

  期 日：平成24年11月26日(月)・27日(火) 

  場 所：有明工業高等専門学校第二体育館 

  参加者：112名 

  成 績：優勝 機械工学科Ｍ２チーム 

      ２位 電気工学科Ｅ１チーム 

      ３位 支援センター支３チーム 

      ハイスコア賞 北岡 敏郎 

 

◎ ５年寮生テーブルマナー講習会 

  目 的：今年度卒業する寮生を対象に、テ

ーブルマナーの基礎知識の向上

を図るため 

  期 日：平成24年12月１日(土) 

  場 所：有明工業高等専門学校 修己館 
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◎ 就職セミナー(１年生) 

  目 的：進路設計に関する動機付けを行い、

学生の高専における勉学の意欲を

向上させ、職業意識の向上を図る 

ため 

  講 師：大坪正彦 氏 

(本校キャリアコンサルタント) 

  期 日：平成24年12月４日(火) 

      平成24年12月11日(火) 

      平成24年12月14日(金) 

 

◎ 編入学者選抜試験(普通高校系) 

  期 日：平成24年12月６日(木) 

場 所：有明工業高等専門学校 

         志願者数 合格者数 

   物質工学科   ２    １ 

 

◎ 冬季球技大会 

  期 日：平成24年12月12日(水) 

  場 所：有明工業高等専門学校 

  成 績： 

種 目          優 勝 

   サッカー         専攻科 

男子バスケットボール   ３Ｍ 

男子バスケットボール    ４Ｃ 

卓球           １Ｍ 

ハンドボール       ３Ｅ 

※最優秀クラス   ４Ｅ 

優秀クラス    ３Ｅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 献血 

  期  日：平成24年12月13日(木) 

  対  象：２～５年生、専攻科生、教職員 

  献血者数：71名 

◎ ４年生合同進路セミナー 

  目 的：進路選択を目前にして、今やらね

ばならないこと、これからやらね

ばならないことを中心に、学生の

職業意識を向上させるため 

講 師：大坪正彦 氏 

(本校キャリアコンサルタント) 

  期 日：平成25年１月10日(木) 

 

◎ 第11回有明高専専攻科特別研究発表会 

  期 日：平成25年１月17日(木)～18日(金) 

  場 所：有明工業高等専門学校 合同講義室 

  内 容：専攻科11期生29名の２年間にわた

る特別研究の成果を広く学内外

の方にポスターセッションの形

で公開した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 入学者選抜試験(推薦選抜) 

  期 日：平成25年１月19日(土) 

  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  １９   １６ 

   電気工学科  １５   １４ 

   電子情報工学科  １３   １３ 

   物質工学科  ３０   １６ 

   建 築 学 科  ２１   １６ 

     計     ９８    ７５ 

 

◎ 専攻科入学試験(２次募集) 

  期 日：平成25年１月21日(火) 

  場 所：有明工業高等専門学校 

         志願者数 合格者数 

   建築学専攻   １    １ 

 

◎ 第44回有明高専吹奏楽部定期演奏会 

 期 日：平成25年１月26日(土) 

 場 所：大牟田文化会館大ホール 

 テーマ：「かける」 
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◎ 平成24年度留学生送別会 

  期 日：平成25年１月30日(水) 

  場 所：有明工業高等専門学校 修己館 

  参加者：留学生、チュータ、学生会役員等、

関係教職員 

  内 容：校長スピーチ、在校留学生スピー

チ、卒業留学生スピーチ、チュー

タ代表スピーチ、吹奏楽部の演奏、

懇談、学生会代表スピーチ、関係

教員スピーチ、記念品贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 入学者選抜試験(学力選抜) 

  期 日：平成25年２月24日(日) 

  場 所：有明工業高等専門学校 

      代々木ゼミナール福岡校(福岡市) 

         志願者数 合格者数 

 機械工学科  ６０   ２６ 

   電気工学科  ４３   ２８ 

   電子情報工学科  ７２   ３０ 

   物質工学科  ７４   ２５ 

   建 築 学 科  ６１   ２６ 

     計    ３１０  １３５ 

 

◎ 離任式 

平成25年３月29日（金）午前11時45

分から校長室において定年退職者に辞令

交付が行われ、午後４時から転出者を含め 

て離任式が行われた。 

   平成25年３月31日付定年退職者 

校  長   教  授  立居場光生 

一般教育科   教  授  河村 豊實   

   平成24年４月１日付転出者 

電子情報工学科 准 教 授 宮﨑 浩一 

総 務 課   総務課長  池田 純久 

総 務 課  課長補佐（財務） 月岡 信隆 

学 生 課  課長補佐（学務） 栗原 宏明

学 生 課  主  任  牛島 直史 

      

 

 

 

 

 

◎ 岱明寮 新入寮生歓迎夕食会 

入寮した新１年生及び編入生、留学生を

歓迎して、次のとおり実施した。 

期 日：平成25年４月９日(火) 

場 所：有明工業高等専門学校岱明寮食堂 

参加者：寮生全員、寮務主事、寮務主事補、 

寮務委員、担任教員、寮務係職員 

内 容：寮務主事挨拶、関係教職員紹介及び

挨拶、夕食、新入寮生自己紹介 
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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) 

 
１ ２００  

 
２ ４４０ 

  
１ １，３００ 

 

 

 

 

 

報  知 

 
 

◎ 永年勤続表彰 

 

○永年勤続者表彰 

平成24年度の永年勤続者表彰式が11月22日（木）に行われ、下記の者に表彰状が授与され

た。 

  電子情報工学科  准教授  森 紳太朗 

 

○退職者表彰 

３月31日付けで退職した下記の者に対して、表彰状が授与された。 

  一般教育科     教 授  河村 豊實 

 

 

◎ 刊行物 

 

 ○『有明高専校報』 

  発行 第 81号  平成24年11月30日 

 

 ○『有明高専だより』 

  発行 第138号  平成24年12月10日 

  発行 第139号  平成25年 ２月18日 

 

 ○『有明工業高等専門学校紀要』 

  発行 第 48号  平成24年10月31日 

 

 ○『有明高専図書館報』 

  発行 第 18号  平成25年 ２月15日 

 

 ○『学生相談室便り』 

  発行 第 26号  平成25年 ２月18日 


