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 本日ここに、多くのご来賓並びに関係の皆様のご臨席を賜り、有明工業高等専門学校創立５０周

年記念式典を執り行いますことは、私ども本校関係者にとりまして大変大きな喜びであります。特

に、文部科学省高等教育局専門教育課牛尾課長様をはじめ、ご来賓の皆様にはご多用の中、またご

遠路のところご臨席賜りましたことは、まことに光栄なことであり、本校を代表いたしまして心よ

り御礼申し上げます。 

 

 高等専門学校制度は、我が国が高度経済成長期に入った昭和３６年に、技術者の著しい不足を背

景とした産業界からの強い要請に基づいて、戦後の教育改革により画一的に取り入れられた六・

三・三・四制の弱点を克服する学校制度として発足いたしました。当時、全国各地において激しい

誘致運動が展開されましたが、本校が、福岡、熊本両県にまたがる現在地に設置されるに至ったの

は、当時の荒木文部大臣、大牟田荒尾国立高専設置期成会会長である小川大牟田商工会議所会頭ほ

か期成会の方々、地元選出の国会議員、大牟田・荒尾両市市長、地元企業その他関係各位に至るま

で、先人の絶大なるご尽力があったからであります。また、本校設立の準備にあたり、九州大学か

らは、設置準備室の開設など、多大なご支援・ご協力を賜りました。この場をお借りし、関係各位

の皆様に心より感謝申し上げるしだいです。 

 

 こうして本校は、昭和３８年４月２０日、荒尾市増永の仮校舎において、開校式を挙行しました。

その一年後には、近くに三池山・小岱山の四季の緑、遠くに有明海を隔てて雲仙岳・多良岳を望め

る「萩尾台」の現校地に移転し、本格的なスタートを切ったのであります。開校当時は、施設・設

備とも十分でない中で、教員・学生は大変な不便を忍び困難に堪えて日夜教育・勉学に精励し、卒

業後は皆良き社会人・技術者として産業界の第一線で大いにご活躍いただいたことにより、本校に

対する社会の高い評価が定着してまいりました。 

 

 その後、時代の流れとともに、産業における技術の急速な高度化や情報関連技術の飛躍的な発展、

社会のあらゆる面でのグローバル化の進展等、高専を取り巻く環境は大きく変化してまいりました。

本校の立地する地域においても、我が国の近代化を支えた石炭産業を中心に構成された産業構造の

変革に取り組みつつあります。 

 

 本校では、こういった技術や社会の多様な変化に対応すべく様々なカリキュラム改訂や学科改組

等を繰り返し、設立当初、機械工学科、電気工学科、工業化学科の３学科でスタートいたしました

が、その後、昭和４３年に建築学科、平成元年に電子情報工学科を増設するとともに、平成６年に

は、工業化学科を物質工学科に改組し、現在の５学科に至っております。そして、この５０年間で

約七千名に及ぶ卒業生を世に送り出してまいりました。 

 

 また、高専制度発足以降の大きな変化として、高等教育機関への進学率の大幅な上昇があります

が、本校でも卒業後、大学に編入学する者が増加するとともに、引き続き、高専において高度な教

育の継続を求める学生のために、平成１３年に専攻科を設置し、現在まで２８５名の修了生を送り

出しています。 



- 2 - 

 

 

 

 これまで本校は、『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目指す』ことを教育理念に掲げ、教育指導の充実に取り組んでま

いりました。特に、本校では、専門教育はもちろんのこと、一般教育の指導にも力を入れており、

国立高等専門学校機構が毎年全国の高専生を対象として実施している数学と物理の「学習到達度試

験」において、本校の成績は、全国でも常にトップクラスであり、その実績は高く評価されている

ところであります。また、本科２年次において、混合学級を早期から導入し、他学科の学生との交

流を通して、専門を超えた幅広い知識と視野を持った技術者の育成に取り組み、大きな成果を挙げ

ております。 

 

 そして今日、高専教育の国際化が大きな課題となっておりますが、本校では、平成１７年６月に

中国遼寧石油化工大学、平成１８年８月にシンガポールポリテクニックとの間で国際交流協定を締

結し、毎年、学生及び教職員の相互交流を実施し、世界で活躍できる実践的技術者の育成に向けて

努力しているところであります。 

 

 また、地域との連携・協力につきましては、小・中学生を対象としたロボットＪリーグをこれま

で１９年連続して開催するとともに、小・中学生を対象とした出前講座を数多く実施し、多くの子

供達にものづくりの楽しさや科学の不思議さ・面白さを伝えてきたところです。さらに、科学者の

卵を育てる目的で、全国の高専で唯一、平成２４年度科学技術振興機構が主催する次世代科学者育

成プログラムの採択を受け、近郊の中学生を対象とした「有明次世代科学クラブ」を発足させ、理

数系の優れた人材発掘に努めています。地元産業界との連携につきましては、平成１１年に、本校

と地元企業との間を取り持ち、地域産業の活性化を目指して「有明広域産業技術振興会」を設立し

ました。同振興会は、地元企業約４０社が加盟し、大牟田市及び荒尾市の市役所並びに大牟田商工

会議所及び荒尾商工会議所の御協力のもと、講演会、シーズ発表会等を企画・実施するとともに、

本校の教職員と地元企業の技術者との交流を深め、共同研究や技術・製品開発の促進を図っていま

す。これからも地域の支えがあってこその高専であることを肝に命じ、地域の皆様への感謝を忘れ

ず、さらに地域貢献のために努力してまいる所存です。 

 

 さて、高専はこれまで、明確な教育目標の下での早期からの体験重視型の専門教育と人間教育が、

実践的・創造的技術者を養成する上で大きな教育成果をあげ、高専卒業生は産業界や大学等から高

く評価されております。また、この特色ある高専制度は、我が国で最も成功した学校制度として、

諸外国からも高い評価を得ています。しかし、高専が今日の評価を得るまで、決して平坦な道を歩

んできたわけではありません。例えば、硬直・過密と言われたカリキュラムの問題、卒業後、大学

への編入学が困難であったいわゆる袋小路問題、入学志願者の減少問題など、様々な課題を抱え、

一時は「高専の曲がり角」と言われた時期もありました。今日の高い評価は、これらの課題を並々

ならぬ熱意で克服してきた全国の高専関係者の努力と産学官の各界からの力強いご支援、そして、

何よりも卒業生の社会でのめざましい活躍の結果であることを忘れてはなりません。 

 

 こうして５０年を振り返ってみますと、本校の歩みは、紆余曲折を経ながらも、歴代の校長及び

教職員の努力と関係各方面のご支援により、着実に整備充実が図られてきた半世紀でありました。

しかし、これからのことを考えると、社会経済のグローバル化や少子高齢化が進展することは確実



- 3 - 

 

 

であり、国家財政の更なる悪化も懸念されるところから、本校が更なる発展を遂げるためには、社

会の変化に対応した教育内容の見直しに積極果敢に取り組むなど、自己改革の努力を続けていくこ

とが不可欠であります。 

 

 ５０周年を迎えた今、来し方を振り返り、本校が築き上げてきた伝統を大切にしつつも、現状に

満足することなく、新たな五十年に向けて、社会から真に求められる技術者、世界で活躍できる技

術者の育成という使命の達成と地域の発展のため、教職員一同決意を新たにして一層努力してまい

る覚悟であります。 

 

  最後になりましたが、重ねて、この式典にご臨席いただきました各位に対して、本校発展のた

め、今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げて私の式辞といたします。 

 

 

                 平成２５年１１月９日     

                 有明工業高等専門学校長  

 福 島 健 郎 
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人人人人    事事事事    異異異異    動動動動    

    

◎◎◎◎    校長発令校長発令校長発令校長発令    

発令日 前職／現職 氏名 発令内容 

25. 6. 6 学生課図書情報係長 渡邉 真由美 

育児休業とする 

育児休業の期間は平成 25年 6月 6 日から

平成 26 年 3 月 31 日までとする 

25. 6. 6  福田 英美 

有明工業高等専門学校学生課図書系職員

に採用する 

雇用期間は平成26年3月31日までとする 

25. 7. 1 総務課人事労務係長 楢﨑  茂 

久留米工業高等専門学校学生課図書係長

に配置換する 

25. 7. 1 総務課一般職員 倉田  誠 

熊本大学教育研究推進部契約ユニットに

転出 

25. 7. 1 

本部事務局管理課 

収入・支払係主任 

新里  雄 

有明工業高等専門学校総務課主任に配置

換する 

25. 7. 1 

熊本大学医学部附属

病院事務部財務・調達

ユニット主任 

宮﨑  洋 

有明工業高等専門学校総務課主任に復帰

させる 

有明工業高等専門学校学生課主任に配置

換する 

25. 7. 1 総務課長 遠藤 真一 

有明工業高等専門学校総務課人事労務係

長に併任する 

25. 7.31 一般教育科教授 坂西 文俊 辞職を承認する 

25. 8. 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（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. 8. 1 一般教育科教授 焼山 廣志 

有明工業高等専門学校マルチメディアセ

ンター長を命ずる 

任期は平成 26年 3月 31 日までとする 

25. 8. 1 電気工学科准教授 尋木 信一 

有明工業高等専門学校マルチメディアセ

ンター情報企画部長を命ずる 

任期は平成 26年 3月 31 日までとする 

25. 8. 1 建築学科教授 松岡 高弘 

有明工業高等専門学校マルチメディアセ

ンター広報室長を命ずる 

任期は平成 26年 3月 31 日までとする 

25.10. 1  平田 裕次 

有明工業高等専門学校教育研究技術支援

センター技術職員に採用する 

25.10. 1 

教育研究技術支援セ

ンター技術専門職員 

田中 三雄 

有明工業高等専門学校総務課専門職員に

併任する 
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学学学学    外外外外    会会会会    議議議議    日日日日    誌誌誌誌    

 

 

５月９日(木)第50回九州沖縄地区高専体育大会連絡協議会(沖縄高専 ～10日) 

      第50回全国高専体育大会第１回実行委員会競技部会及び第１回実行委員会（沖縄高専 

～10日） 

５月15日(水)九州沖縄地区９高専連携事業に係る運営委員会(テレビ会議) 

５月16日(木)平成25年度九州ブロック施設実務担当職員連絡会(春期)(九州大学 ～17日) 

５月22日(水)九州沖縄地区９高専連携事業に係る企画委員会(テレビ会議) 

荒尾市教育委員会との連携協力推進会議(本校) 

５月30日(木)昭和38年度校校長会議(岐阜高専 ～31日) 

６月４日(火)九州沖縄地区校長・事務部長会議(沖縄高専 ～５日) 

大牟田市教育委員会との連携協力推進会議(本校) 

      平成25年度「全国就職指導ガイダンス」(東京ビッグサイト) 

６月５日(木)９高専連携共同推進会議(沖縄高専) 

６月10日(月)地元への求人・求職に関する合同会議(御花) 

６月11日(火)有明広域産業技術振興会役員会・総会(本校) 

６月13日(木)高専機構労務管理研修(学士会館) 

６月14日(金)全国国立高専連合会第４回総会(学士会館) 

      全国国立高専校長・事務部長会議(学士会館) 

６月25日(火)平成25年度第１回九州地区国立大学法人等情報化連絡協議会(九州大学) 

６月27日(木)平成25年度大学等と地元企業との就職情報交換会(ホテル日航福岡) 

６月28日(金)平成25年度福岡地域留学生交流推進協議会通常総会(九州大学国際ホール) 

公共工事入札契約適正化法等に関する講習会(文部科学省) 

７月１日(月)高専機構第１回産学連携・地域連携・知的財産委員会(学術総合センター) 

      マネジメント研究会 

７月４日(木)第３回九州沖縄地区高専テクノセンター交流会(産業技術総合研究所九州センター) 

７月５日(木)教科書需要票等審査(福岡県庁) 

７月７日(日)高校入試説明会(ホテル日航熊本) 

７月９日(火)九州工学教育協会理事会(東京エレクトロン九州㈱) 

      平成25年度高専機構新任課長補佐・係長研修会(学術総合センター ～10日) 

７月10日(水)大牟田夏祭り責任者会議(大牟田商工会議所) 

７月12日(金)平成25年度福岡県大学等就職問題連絡協議会・就職促進連絡会定例総会 

(福岡ガーデンパレス) 
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７月19日(金)科学研究費助成事業実務担当者向け説明会(西南学院大学) 

７月23日(火)高専機構平成25年度人事事務担当者説明会(初任者)(東京都立産業貿易センター 

浜松町館 ～25日) 

７月25日(木)高専機構平成25年度本給決定担当者説明会(東京都立産業貿易センター浜松町館 

 ～26日) 

８月８日(木)高専機構平成25年度人事事務担当者説明会(係長)(東京都立産業貿易センター浜松町館 

～９日) 

８月20日(火)全国高専テクノフォーラム(愛知県産業労働センター) 

８月21日(水)全国高専教育フォーラム(豊橋技術科学大学 ～23日) 

平成25年度西日本地域高専技術職員特別研修会(機械系)(豊橋技術科学大学 ～23日) 

８月26日(月)平成25年度九州沖縄地区国立高専技術職員研修(熊本高専 ～28日) 

      平成25年度男女共同参画推進モデル校事業 第２回九州沖縄地区男女共同参画連携 

研修会（沖縄高専 ～27日） 

８月28日(水) 平成25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 ～30日) 

      第43回九州沖縄地区大学保健管理研究協議会(琉球大学 ～30日) 

８月29日(木)九州地区国立大学等総務部課長会議(レンブラントホテル大分) 

      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(レンブラント 

ホテル大分) 

９月３日(火) )平成25年度高専教員研修(クラス経営・生活指導研修会)(学術総合センター ～５日) 

９月４日(水)平成25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(宮崎大学 ～６日) 

９月５日(木)平成25年度高専機構知的財産に関する講習会(発明会館 ～６日) 

      平成25年度九州沖縄地区高専学生課長・補佐会議(北九州高専 ～６日) 

９月６日(金)平成25年度科学研究費助成事業公募要領等説明会(九州大学) 

９月11日(水)第50回九州沖縄地区高専体育大会競技専門部会(熊本高専 ～12日) 

９月13日(金)平成25年度福岡地域留学生担当者共同研修会(九州大学国際ホール) 

９月18日(水)平成25年度全国高専教務主事会議(仙台市 ～19日) 

      平成25年度九州沖縄地区国立高専事務職員研修(熊本高専 ～19日) 

９月19日(木)平成25年度全国高専専攻科長等会議(仙台市 ～20日) 

９月25日(水)平成25年度日本学生支援機構学生相談・メンタルヘルス研修会(東京国際交流館 

プラザ平成 ～27日) 

      第７回国際工学教育研究集会(ＩＳＡＴＥ2013)(奈良県新公会堂 ～27日) 

      平成25年度福岡地区３高専事務職員(課長補佐級)研修会（久留米高専） 

９月26日(木)平成25年度九州沖縄地区高専相談室長連絡協議会(北九州高専 ～27日) 

10月３日(木)第34回国立学校法人等研究協力部課長会議(メルパルク長野) 

10月９日(水)平成25年度九州地区国立大学法人等テーマ別研修(九州大学 ～11日) 
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10月17日(木)技術科学大学と高専機構が連携・共同した教育改革シンポジウム(丸の内 ＭＹ  

ＰＬＡＺＡ ホール) 

全国国立高等専門学校事務部長・財務及び施設担当課長会議(学術総合センター) 

10月18日(金)平成25年度全国高専校長・事務部長会議(学術総合センター) 

      平成25年度留学生住宅総合保証説明会(福岡市) 

10月22日(火)平成25年度学生生活にかかるリスクの把握と対応に関するセミナー(国立オリンピッ

ク記念青少年総合センター) 

10月24日(木)平成25年度高等教育における障害学生支援に関するシンポジウム（ＴＫＰガーデン 

シティ品川） 

      平成25年度委託研究契約事務処理説明会(九州大学西新プラザ) 
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本本本本    校校校校    行行行行    事事事事    日日日日    誌誌誌誌    

 

５月２日(木)授業参観 

寮生保護者会総会 

後援会総会 

５月７日(火)防災避難訓練 

５月13日(月)名誉教授称号授与式 

５月14日(火)４年研修旅行(～17日) 

５月16日(木) 新入生阿蘇オリエンテーション(～18日) 

３Ａ北九州地区現場・工場見学(～17日) 

５Ｃ産業技術総合研究所見学 

５月17日(金)３Ｃ佐賀地区工場見学 

５月28日(火)春季球技大会 

６月４日(火)教員間連携ネットワーク協議会 

６月５日(水)編入学入試説明会(工業高校系) 

前期中間試験(～11日) 

６月６日(木)創立50周年記念事業作業部会報告会 

      辞令交付 

６月10日(月)５Ａ佐賀地区現場見学 

      創立50周年記念事業実行委員会 

６月11日(火)専攻科入学試験(推薦選抜) 

６月15日(土) 有明次世代科学クラブ入校式・始業式および講演会 

６月18日(火)専攻科入学試験合格発表(推薦選抜) 

６月20日(木)日本赤十字社献血 

６月25日(火)３Ｅ北九州地区工場見学(～26日) 

１年生寮生食育セミナー 

６月28日(金)編入学試験(推薦選抜) 

辞令交付 

７月１日(月)辞令交付 

７月２日(火)３年生進路適性検査(SPACE１) 

教職員一般定期健康診断 

７月３日(水)専攻科入学試験(前期学力選抜) 

７月８日(月)教職員一般定期健康診断 

７月９日(火)薬物乱用防止講話 

２年生進路適性検査(SPACE１)  

５Ａ全国大学・高専卒業設計展示見学(佐賀大学) 

７月10日(水)編入学試験合格発表(推薦選抜) 

７月11日(木)専攻科入学試験合格発表(前期学力選抜) 

７月12日(金)九州沖縄地区国立高専体育大会 バスケットボール・バレーボール・テニス(都城高

専・鹿児島高専 ～15日) 

７Ａ現場見学 
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７月13日(土)西日本地区高専弓道大会(都城高専 ～14日) 

７月19日(金)九州沖縄地区国立高専体育大会(熊本高専(八代)・都城高専・鹿児島高専 ～21日) 

７月23日(火)暴力団排除教室 

      教職員特別定期健康診断 

７月24日(水)大牟田市小学校教員教育講座 

７月26日(金)編入学試験(学力選抜) 

７月27日(土)大牟田夏祭り「一万人の総踊り」 

７月29日(月)大牟田市中学校教員教育講座 

７月31日(水) 前期末試験(～８月６日) 

第２回有明次世代科学クラブ 

ものづくり体験教室・ＬＥＧＯロボ大作戦2013(～８月２日) 

８月１日(木)専攻科懇談会(１年生) 

      おもしろ研究室体験(～６日) 

８月３日(土)2013柳川ソーラーボート大会(柳川市 ～４日) 

８月４日(日)Hondaエコマイレッジチャレンジ2013第29回九州大会(ＨＳＲ九州) 

８月５日(月)第３回有明次世代科学クラブ 

８月７日(水)編入学試験合格発表(学力選抜) 

８月９日(金)全校集会 

      学位授与申請説明会 

      専攻科懇談会(２年生) 

８月10日(土)閉寮 

８月12日(月)夏季休業(～９月30日) 

８月13日(火)教職員夏季一斉休業(～18日) 

８月16日(金)全国高専体育大会(東北地区 ～９月１日) 

８月19日(月)荒尾市小・中学校教育講座 

      第４回有明次世代科学クラブ 

      残寮開始(～30日) 

８月23日(金)第46回九州沖縄地区国立高専英語弁論大会(北九州高専) 

８月24日(土)オープンカレッジ2013 (～25日) 

８月25日(日)ロボットＪリーグ有明ステージ2013 

９月３日(火)デザコン構造部門校内予選 

９月５日(木)保護者懇談会(～６日) 

９月７日(土)佐賀地区学校説明会 

９月10日(火)大牟田特別支援学校との交流音楽会 

９月14日(土)熊本地区学校説明会 

      エレクトロニクスものづくり体験教室 

      第５回有明次世代科学クラブ 

９月17日(火)残寮開始(～30日) 

９月20日(金)科学研究費補助金説明会 

９月21日(土)入試説明会･校内見学会 

９月24日(火)安全衛生講習会 
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９月26日(木)５Ｍ卒研中間発表会 

９月28日(土)福岡地区３高専合同説明会 

９月30日(月)開寮 

      ＦＤ研修会 

10月１日(火)後期授業開始 

      全校集会 

      １～３年課題試験  

      ６Ｃ特別実習発表会 

      辞令交付 

10月４日(金)物質工学科卒業研究中間発表 

学習塾入試説明会 

４Ａ学外実習発表会 

10月６日(日)アイデア対決・全国高専ロボットコンテスト2013九州沖縄地区大会 

(熊本高専八代キャンパス） 

Hondaｴｺﾏｲﾚｯｼﾞﾁｬﾚﾝｼﾞ2013本田宗一郎杯第33回全国大会 

10月11日(金)４Ｃ学外実習発表会 

10月12日(土) 第６回有明次世代科学クラブ 

10月13日(日)全国高専プログラミングコンテスト(旭川高専 ～14日) 

10月17日(木)第２回九州経済連合会企業講演会(テレビ会議) 

10月20日(日)体育祭 

10月24日(木)３Ｍ工場見学(～25日) 

３Ｉ長崎地区研修旅行(～25日) 

      ４Ａ山鹿地区建物見学 

10月25日(金)入試説明懇談会 

      ４Ｅ熊本地区工場見学 

10月30日(水)１Ｅ佐賀地区発電所見学 

10月31日(木)４Ａ熊本地区建物見学 
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主主主主    要要要要    行行行行    事事事事    

 

 

◎◎◎◎    防災避難訓練防災避難訓練防災避難訓練防災避難訓練    

防災意識と避難経路の周知を徹底させるため、

次のとおり実施した。 

期 日：平成25年５月７日(火) 

 場 所：有明工業高等専門学校 

参加者：学生、教職員 

内 容：避難訓練 

通報訓練 

消火器を利用した消火訓練 

消火栓放水訓練 

避難経路確認 

協 力：大牟田市消防署(勝立出張所) 

株式会社ＫＴポート 

 

 

◎◎◎◎    新入生オリエンテーション新入生オリエンテーション新入生オリエンテーション新入生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25年５月16日(木)～18日(土) 

 場 所：国立阿蘇青少年交流の家 

 

 

 

 

 

◎◎◎◎    春季球技大会春季球技大会春季球技大会春季球技大会    

 期 日：平成25年５月28日(火) 

 場 所：有明工業高等専門学校 

 成 績： 

種 目       優勝 

男子バレーボールＡ ５Ａ 

男子バレーボールＢ 専攻科 

女子バレーボール  ３Ｃ 

卓球        ４Ｅ 

※最優秀クラス    ５Ａ 

優秀クラス     ５Ｍ、５Ｅ 

 
 

 
 

 

◎◎◎◎    平成平成平成平成26262626年度専攻科入学試験年度専攻科入学試験年度専攻科入学試験年度専攻科入学試験((((推薦推薦推薦推薦))))    

期 日：平成25年６月11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  ８     ８

応用物質工学専攻  ４    ４ 

建築学専攻   １    １ 

    計     13     13 
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◎◎◎◎    岱明寮岱明寮岱明寮岱明寮    食育セミナー食育セミナー食育セミナー食育セミナー    

寮生の「食」についての意識を高め、健全な

食生活をできるように、次のとおり実施した。 

 期 日：平成25年６月25日(火) 

 場 所：視聴覚室 

 参加者：１年寮生、寮務委員、寮務主事室、 

寮務係 

 内 容：講演題目「かむ」ことの大切さ 

 協 力：（株）魚国総本社 九州支社 

    

    

    

◎◎◎◎    平成平成平成平成26262626年度編入学試験年度編入学試験年度編入学試験年度編入学試験((((工業系・推薦工業系・推薦工業系・推薦工業系・推薦))))    

期 日：平成25年６月28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   １    １ 

電気工学科    １    １ 

電子情報工学科  ４    ２ 

物質工学科    ０    ０ 

建築学科     １    １ 

  計      ７     ５ 

 

 

◎◎◎◎    平成平成平成平成22226666年度専攻科入学試験年度専攻科入学試験年度専攻科入学試験年度専攻科入学試験((((前期学力前期学力前期学力前期学力))))    

期 日：平成25年７月３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  ９    ７

応用物質工学専攻  ２    ２ 

建築学専攻   ５    ３ 

計     16     12 

    

    

◎◎◎◎    第第第第99995555回全国高等学校野球選手権大会回全国高等学校野球選手権大会回全国高等学校野球選手権大会回全国高等学校野球選手権大会    

福岡南部大会福岡南部大会福岡南部大会福岡南部大会    

上記大会が次のとおり開催された。 

期 日：平成25年７月６日(土)～14(日) 

会 場：県営春日公園野球場 

成 績：２回戦敗退 

    

    

    

◎◎◎◎    第第第第50505050回九州沖縄地区国立高等専門学校回九州沖縄地区国立高等専門学校回九州沖縄地区国立高等専門学校回九州沖縄地区国立高等専門学校    

体育大会体育大会体育大会体育大会    

 上記大会が次のとおり開催された。 

期 日：平成25年７月12日(金)～15日(月) 

19日(金)～21日(日) 

担当校：熊本高専（八代キャンパス） 

都城高専・鹿児島高専 

 

［熊本高専（八代キャンパス）担当種目］ 

○陸上 

【7/20・21  県営八代運動公園陸上競技場】    

［男子］ 

学校対抗 ２位（総合得点 ８８点） 

200ｍ     梅崎 浩太郎 ２位 

400ｍ      平川 朔弥  ３位 

1500ｍ     井下 元気   ２位  

男子4×100ｍ      ２位 

（田中 健太、松田 拓巳、梅崎 浩太郎、 

梅崎 龍之介） 

男子4×400ｍ      １位   

（平川 朔弥、梅崎 龍之介、溝口 赳司、 

梅崎 浩太郎） 

走高跳     松藤 貴大  １位  

［女子］ 

100ｍ   菊田めぐみ １位 

砲丸投   川島 茜音  １位 

同     吉川みくる ２位 

女子4×100ｍR（オープン競技） ３位    

（吉川みくる、菊田めぐみ、川島 茜音、 

橋本 好美）      

 

 

○ソフトテニス 

【7/20・21 熊本県民総合運動公園 

パークドーム 】 

団体                 予選敗退 

男子個人戦       ３位 

（堤 将裕、堤 敏裕） 
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○バドミントン 

【7/20・21 八代市総合体育館】 

男子団体       ３位 

女子団体（オープン） 準優勝 

男子ダブルス         ３位 

（一木 一馬、辛嶋 亮哉） 

女子シングルス（牛島 美夏） ３位       

女子ダブルス     ３位 

（牛島 美夏、江口 綾） 

 

○水泳 

【7/20 熊本市総合屋内プール】 

学校対抗 ７位（合計得点 ３５点） 

［男子］ 

自由形 100m     金子 航大 ３位 

バタフライ100m  石橋 佑樹  ３位  

バタフライ200m  石橋 佑樹  ３位  

 

○ハンドボール 

【7/20・21 八代市東陽スポーツセンター・ 

ウィングまつばせ】 

男子   優勝 

 

［都城高専担当種目］   

○硬式野球 

【7/19～21 都城運動公園野球場・ 

小林総合運動公園市営野球場】 

準々決勝敗退 

 

 

○バスケットボール 

【7/13・14 早水公園体育文化センター・ 

都城運動公園体育館】 

男子 ３位 

女子 準優勝 

 

○卓球 

【7/20・21 高城運動公園総合体育館】 

団体男子      準優勝  

男子ダブルス    優勝 

（宮尾 優一・水落 滉太） 

男子シングルス（水落 滉太）３位 

 

○剣道 

【7/21 都城高専第１体育館】 

団体戦の部 ３位 

 

［鹿児島高専担当種目］ 

○サッカー 

【7/19～21 国分運動公園陸上競技場・ 

国分運動公園多目的広場】 

準々決勝敗退 

 

○柔道 

【7/20・21 国分運動公園武道館】 

団体戦の部 優勝 

個人戦 

90kg以下級 石貫 大地 優勝 

同     上田 龍二 ３位 

90kg超級    三毛 宗良 ３位 

 

 

○バレーボール 

【7/14・15  牧園アリーナ】 

男子 決勝トーナメント 準々決勝敗退 

女子 予選トーナメント敗退 

 

○テニス 

【7/12・13 熊本県民総合運動公園パーク 

ドーム】 

男子団体戦       初戦敗退 

女子団体戦       ４位 

男子ダブルス      ３位 

（甲斐 涼太・川島 直城） 

女子シングルス（岩下 華穂）準優勝 

女子ダブルス      ３位 

（竹下咲紀・沖あいみ） 
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◎◎◎◎    第第第第44443333回西日本地区高等専門学校回西日本地区高等専門学校回西日本地区高等専門学校回西日本地区高等専門学校    

弓道大会弓道大会弓道大会弓道大会    

上記大会が次のとおり開催された。 

 期 日：平成25年7月13日(土)・14日(日) 

 会 場：三股町弓道場 

 主 管：都城工業高等専門学校 

 成 績： 

  男子団体 予戦敗退 

  女子団体 予選敗退 

 

 

 

◎◎◎◎    平成平成平成平成26262626年度編入学試験年度編入学試験年度編入学試験年度編入学試験((((工業系・学力工業系・学力工業系・学力工業系・学力))))    

期 日：平成25年７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   ５    ２ 

  電気工学科   ８     ３ 

  電子情報工学科  17     ２ 

  物質工学科   ４    １ 

  建築学科    １    １ 

    計     35     ９ 

 

 

◎◎◎◎    2013201320132013柳川ソーラーボート大会柳川ソーラーボート大会柳川ソーラーボート大会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25年８月３日(土)・４日（日） 

場 所：柳川市 

艇 名：光宙 

成 績： 

周回レース 予選通過 

（決勝は大雨洪水警報のため中止） 

スラロームコンテスト 12 位 

 

 

◎◎◎◎    HondaHondaHondaHondaｴｺﾏｲﾚｯｼﾞﾁｬﾚﾝｼﾞｴｺﾏｲﾚｯｼﾞﾁｬﾚﾝｼﾞｴｺﾏｲﾚｯｼﾞﾁｬﾚﾝｼﾞｴｺﾏｲﾚｯｼﾞﾁｬﾚﾝｼﾞ2013201320132013    

第第第第29292929回九州大会回九州大会回九州大会回九州大会    

期 日：平成25年８月４日(日) 

場 所：ＨＳＲ九州サーキットコース 

成 績：雷を伴う豪雨で中止 

    

    

    

◎◎◎◎    第第第第48484848回全国高等専門学校体育大会回全国高等専門学校体育大会回全国高等専門学校体育大会回全国高等専門学校体育大会    

 上記大会が平成25年８月16日(金)～９月１日

(日)に東北地区の各地で開催された。 

○陸上 

【8/18・19 上荒川公園内いわき 

陸上競技場】    

［男子］ 

200ｍ     梅崎浩太郎  予選敗退 

400ｍ   平川 朔弥   ８位 

1500ｍ  井下 元気  決勝１１位 

4×100ｍＲ            ５位     

（松田 拓巳、明石 祐嗣、梅崎浩太郎、 

梅崎龍之介） 

4×400ｍＲ            ５位   

（平川 朔弥、梅崎龍之介、溝口 赳司、 

梅崎浩太郎） 

走高跳     松藤 貴大  ８位     

［女子］ 

100ｍ   菊田めぐみ ３位    

砲丸投   川島 茜音  ３位           

同     吉川みくる ７位  

 

○ソフトテニス 

【8/21・22 仙台市泉総合運動場泉庭球場・ 

シェルコムせんだい】    

個人の部（男子） ２回戦敗退 

（堤将裕、堤敏裕） 

 

 

○卓  球 

【8/16・17 一関市総合体育館（Ｕドーム）】 

個人戦 男子ダブルス 予選リーグ敗退 

（宮尾 優一、水落滉太） 

 

○柔  道 

【8/24 宮城県武道館】 

男子団体戦 予選リーグ敗退 

男子個人戦（90kg級） 石貫 大地  ３位 

 

○ハンドボール 

【8/17・18 十和田市総合体育センター】 

予選リーグ敗退 
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○テニス 

【8/28～30 いわき市平テニスコート・ 

いわき市南部テニスコート・いわき市立 

総合体育館・福島工業高等専門学校 

第一・第二体育館】   

個人戦女子シングルス（岩下 華穂） 

準々決勝敗退 

女子ダブルス     １回戦敗退 

（竹下 咲紀・沖 あいみ） 

 

○バドミントン 

【8/24・25 仙台市体育館】 

準々決勝敗退 

 

○水  泳       

【9/1 秋田県立総合プール】 

［男子］ 

自由形 100m    金子 航大  予選敗退  

バタフライ100m  石橋 佑樹  予選敗退 

バタフライ200m  石橋 佑樹  予選敗退 

    

    

◎◎◎◎44446666回九州沖縄地区国立高等専門回九州沖縄地区国立高等専門回九州沖縄地区国立高等専門回九州沖縄地区国立高等専門学校英語弁論大学校英語弁論大学校英語弁論大学校英語弁論大会会会会    

上記大会が次のとおり開催された。 

 期 日：平成25年８月23日(金) 

 会 場：北九州高専 

 成 績： 

スピーチの部 入賞なし 坂口 ももか 

 

 

◎◎◎◎    オープンカレッジ２０１３オープンカレッジ２０１３オープンカレッジ２０１３オープンカレッジ２０１３    

「学校紹介」や「学科・研究室紹介」、「学生

活動紹介」、「ものづくり体験教室」、「地元企業

紹介・共同研究紹介」及び「ロボットＪリーグ」

など、高専を身近に感じてもらうための企画を

行った。 

期 日：平成25年８月24日(土)～25日(日) 

場 所：有明工業高等専門学校 

参加者：約1,100名 

    

    

    

    

    

    

    

◎◎◎◎    ロボットＪリーグ有明ステージロボットＪリーグ有明ステージロボットＪリーグ有明ステージロボットＪリーグ有明ステージ2012012012013333    

小中学生が、４日間かけて制作したサッカーロ

ボットで熱戦を繰り広げた。 

期 日：平成25年８月25日(日) 

会 場：有明工業高等専門学校 

参加者：13チーム 53名 

成 績： 

優 勝    大牟田市立延命中学校 

  準優勝    荒尾市立平井小学校 

  ３ 位    荒尾少年少女発明クラブ① 

大牟田市立大正小学校 

  アイデア賞  柳川市立矢留小学校 

  美術賞    大牟田市立甘木中学校 

  ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ賞 大牟田市立大正小学校 

  大牟田市教育委員会賞 大牟田市立羽山台小学校 

  荒尾市教育委員会賞 荒尾少年少女発明クラブ② 

  特別賞   玉名市立築山小学校 
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◎◎◎◎    ３高専３高専３高専３高専合同合同合同合同佐賀地区学校説明会佐賀地区学校説明会佐賀地区学校説明会佐賀地区学校説明会    

期 日：平成25年９月7日(土) 

 場 所：佐賀市民会館(佐賀市) 

参加者：77名 

 

    

    

◎◎◎◎    熊本熊本熊本熊本地区学校説明会地区学校説明会地区学校説明会地区学校説明会    

期 日：平成25年９月14日(土) 

 場 所：くまもと県民交流館(熊本市) 

参加者：生 徒 7名   

保護者  7名 

 

 

    

◎◎◎◎    入試説明会・校内見学会入試説明会・校内見学会入試説明会・校内見学会入試説明会・校内見学会    

 期 日：平成25年９月21日(土) 

場 所：有明工業高等専門学校 

参加者：生 徒 338名 

    保護者 225名 

    教 諭  ７名 

 

    

    

    

    

◎◎◎◎    安全衛生講習会安全衛生講習会安全衛生講習会安全衛生講習会    

  目 的 有明工業高等専門学校の教職員に

対し安全衛生管理に係る講習を実

施することで、快適な職場環境を

つくり健康の保持増進を図ること

を目的とする。 

  主 催 安全衛生委員会 

  期 日 平成25年９月24日（火) 

  場 所 有明工業高等専門学校視聴覚室 

  講 師 福岡産業保健推進センター 所長 

織田 進 氏 

  参加者 ７１名 

  内 容 「職域における感染症対策につい

て」 

 

 

◎◎◎◎    福岡県内３高専合同説明会福岡県内３高専合同説明会福岡県内３高専合同説明会福岡県内３高専合同説明会    

 期 日：平成25年９月28日(土) 

 場 所：天神ビル（福岡市） 

 参加者：189名 

 

 

 

◎◎◎◎    学習塾入試説明会学習塾入試説明会学習塾入試説明会学習塾入試説明会    

 期 日：平成25年10月4日(金) 

場 所：有明工業高等専門学校 

対 象：塾講師 

参加者：26名 
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◎◎◎◎    HondaHondaHondaHondaｴｺﾏｲﾚｯｼﾞﾁｬﾚﾝｼﾞｴｺﾏｲﾚｯｼﾞﾁｬﾚﾝｼﾞｴｺﾏｲﾚｯｼﾞﾁｬﾚﾝｼﾞｴｺﾏｲﾚｯｼﾞﾁｬﾚﾝｼﾞ2013201320132013    

本田本田本田本田宗一郎宗一郎宗一郎宗一郎杯第杯第杯第杯第33333333回全国大会回全国大会回全国大会回全国大会    

期 日：平成25年10月６日(日) 

場 所：ツインリンクもてぎ（栃木県） 
スーパースピードウェイ 

成 績： 

グループⅢ  13位（87台中） 

（大学・短大・高専・専門学校生クラス） 

 

 

◎◎◎◎    アイデア対決・全国高専ロボットコンテスアイデア対決・全国高専ロボットコンテスアイデア対決・全国高専ロボットコンテスアイデア対決・全国高専ロボットコンテス

トトトト2013201320132013九州沖縄地区大会九州沖縄地区大会九州沖縄地区大会九州沖縄地区大会    

 ロボットコンテスト九州沖縄地区大会が開催

され、本校からは２チームが参加した。 

期 日：平成25年10月６日(日) 

場 所：八代市総合体育館 

成 績： 

 Ａチーム「有明の縄跳び隊」準優勝 

 Ｂチーム「萩男と跳子」１回戦敗退/ 

安川電機賞受賞 

 

 

 

◎◎◎◎    第第第第22224444回全国高専プログラミングコンテスト回全国高専プログラミングコンテスト回全国高専プログラミングコンテスト回全国高専プログラミングコンテスト    

 プログラミングコンテスト全国大会が開催さ

れ、本校からは１チームが参加した。 

期 日：平成25年10月13日(日)・14日(月・祝) 

場 所：旭川市民文化会館 

主管校：旭川工業高等専門学校 

成 績： 

  競技部門「暗号と化したサイコロＢＢ 

－じゃけん暗号化しましょうね～－」 

１回戦敗退 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎◎◎◎    第第第第28282828回体育祭回体育祭回体育祭回体育祭    

 体育祭が開催された。創立50周年を記念する

競技も行われました。 

期 日：平成25年10月20日(日) 

場 所：有明工業高等専門学校 

成 績： 

 総合優勝    建築学科 

敢闘賞     機械工学科 

応援団賞    建築学科 

マスコット賞  物質工学科 

バッグボード賞 建築学科  

 
 

 
 

 
 

 

◎◎◎◎    入試説明懇談会入試説明懇談会入試説明懇談会入試説明懇談会    

 期 日：平成25年10月25日(金) 

場 所：有明工業高等専門学校 

対 象：中学校教諭 

参加者：48名 
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◎◎◎◎    創立創立創立創立50505050周年記念周年記念周年記念周年記念演奏会・演奏会・演奏会・演奏会・式典式典式典式典・講演会・講演会・講演会・講演会    

 本校の創立50周年を記念し、50周年記念式典

を挙行した。式典に先立ち午前中は記念行事と

して、米村でんじろうプロダクションによるサ

イエンスショーを近郊の小学生対象に開催し、

午後から、日吉和太鼓、髙﨑裕士氏による津軽

三味線の演奏会、記念式典、JAXAの川口氏によ

る講演会を開催した。講演会終了後は、会場を

移して記念祝賀会を開催し、本校の創立50年に

祝杯を掲げた。 

 期 日：平成25年11月９日(土) 

場 所：大牟田文化会館 

対 象：在学生、来賓、教職員 

参加者：約1500名 
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学学学学    術術術術    関関関関    係係係係    

 

 

◎◎◎◎    奨学寄付金奨学寄付金奨学寄付金奨学寄付金    
 

◎◎◎◎    共同研究共同研究共同研究共同研究     ◎◎◎◎    受託研究受託研究受託研究受託研究    

 

件数 金額(千円)  

 

件数 金額(千円) 

  

件数 金額(千円) 

 

１４ ６８５  

 

６ ６８０ 

  

２ １，９９０ 

 

 

 

 

報報報報                    知知知知 

 

    

◎◎◎◎    名誉教授の称号授与名誉教授の称号授与名誉教授の称号授与名誉教授の称号授与    

  平成25年５月13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立居場光生前校長に

対し名誉教授の称号が授与された。 

 

◎◎◎◎    国立高等専門学校機構教員顕彰受賞国立高等専門学校機構教員顕彰受賞国立高等専門学校機構教員顕彰受賞国立高等専門学校機構教員顕彰受賞    

  平成24年度国立高等専門学校教員顕彰において、一般教育科 焼山廣志教授が顕彰題目「工

学技術者養成の為の日本語コミュニケーション自主教材開発」で分野別優秀賞（一般部門・教

育活動分野）を受賞し、平成25年８月21日付けで表彰された。 

 

 

 

◎◎◎◎    刊行物刊行物刊行物刊行物    

    ○『有明高専校報』 

  発行 第 82号  平成25年５月23日 

 

 ○『有明高専だより』 

  発行 第140号  平成25年６月19日 

 

 ○『学生相談室便り』 

  発行 第27号   平成25年８月２日 

 

  ○『有明工業高等専門学校紀要』 

    発行 第 49 号   平成25年10月31日 


