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平成３０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６名、第３学年に編入学する留学生３名並びに専

攻科第１学年新入学生３１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、商船学科

やビジネス学科を備えた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

始まる五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５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、高専型の技術者教育を始めようとしています。本校有明高専もベトナ

ムの大学の技術者教育を今後支援していくことが決定しています。 

 

さて、日本では政府が主導してソサエティ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五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五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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一昨年度、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、皆さんが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ることができる教育を行うことを狙いとしています。先に述べ

たソサエティ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

ぶことで、将来の社会に貢献する人材となることを、皆さんには大いに期待しています。同

時に、この新しい教育システムでは、入学してから自身の進むべき分野を自身で選ぶことが

可能になっています。入学時にはまだはっきりと決められていなかった専門分野を、入学後

の授業や説明を一年間ほど受けた後に決められるという柔軟性を皆さんに与えています。

また、皆さんのグローバル性、国際性を養うために、さまざまな国際交流プログラムを設け

ています。海外学生との交流、海外インターンシップ、海外での研究発表、４年生での海外

研修旅行などです。学校は可能な限り旅費等の援助を行いますので、皆さんはこれらの機会

をぜひ利用するようにしてください。 

 

さて、本科入学生にとって高専での学校生活は、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することが、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れるよう期待していま

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
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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。 

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もらいたいと思います。 

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、イノベイティブでグローバルな技術者

として支え、また、超高齢化・少子化・人口減少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、そして、今日ここにいる皆さん全員が無事卒業、修了するこ

とを心より願いまして、式辞といたします。 

 

平成３０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情報の格付及び取扱制限の指定に関する規定の制定 

   （制定年月日 平成30年５月24日） 

 

 

 

人 事 異 動 

 

 

◎ 理事長発令 

  30.4.1発令 

 

◎ 校長発令 

  30.4.1発令 

前職 ／ 現職 氏  名 発 令 内 容 

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教務主事に併任する 

併任の期間は平成32年３月31日までとする 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系 

教授 

石丸 智士 
有明工業高等専門学校学生主事に併任する 

併任の期間は平成32年３月31日までとする 

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に併任する 

併任の期間は平成32年３月31日までとする 

創造工学科 

人間・福祉工学系 

准教授 

松野 良信 

本部事務局情報参事補に併任する 

併任の期間は平成31年３月31日までとする 

本部事務局総務課准教授の併任を解除する 

前職 ／ 現職 氏  名 発 令 内 容 

 香川 純子 

有明工業高等専門学校 

学生サポートセンター講師に採用する 

学生相談室長を命ずる 

任期は平成32年3月31日までとする 
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佐世保工業高等専門学校 

情報工学科教授 
南部 幸久 

有明工業高等専門学校創造工学科 

環境・エネルギー工学系教授に配置換する 

久留米工業高等専門学校 

一般科目理科系教授 
酒井 健 

有明工業高等専門学校 

一般教育科教授に配置換する 

久留米工業高等専門学校 

一般科目理科系助教 
沖田 匡総 

有明工業高等専門学校 

一般教育科助教に配置換する 

熊本大学医学部附属病院 

事務部経理課係長 
松村 秀之 

有明工業高等専門学校 

総務課課長補佐とする 

契約担当を命ずる 

総務課調達管理係長に併任する 

九州大学施設部 

施設環境保全室 

施設管理係一般職員 

永村 優太郎 
有明工業高等専門学校 

総務課一般職員（施設係）に採用する 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系 

教授 

塚本 俊介 

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31年3月31日までとする 

徳山工業高等専門学校 

機械電気工学科教授 
伊藤 尚 

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31年3月31日までとする 

一般教育科教授 焼山 廣志 
一般教育科嘱託教授に再雇用する 

雇用期間は平成31年3月31日までとする 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系 

嘱託教授 

川瀬 良一 再雇用の雇用期間を平成31年3月31日まで更新する 

創造工学科 

人間・福祉工学系嘱託教授 
堀田 源治 再雇用の雇用期間を平成31年3月31日まで更新する 

総務課一般職員（調達管

理係） 
田島 英三郎 再雇用の雇用期間を平成31年3月31日まで更新する 

総務課一般職員（調達管

理係） 
上田 隆二 再雇用の雇用期間を平成31年3月31日まで更新する 

学生課一般職員（寮務係） 奥苑 登志子 再雇用の雇用期間を平成31年3月31日まで更新する 

学生課一般職員（学生支

援係） 
中川 日出光 再雇用の雇用期間を平成31年3月31日まで更新する 
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教育研究技術支援センタ

ー技術職員（機械） 
河村 英司 

再雇用の雇用期間を平成31年3月31日まで更新する 

技術部技術職員（制御グループ）に配置換する 

寄附講座「人工知能・ビジ

ネス講座（木村情報技

術）」特命助教 

野口 卓朗 雇用期間を平成31年3月31日まで更新する 

創造工学科 

人間・福祉工学系准教授 
坪根 弘明 創造工学科人間・福祉工学系教授に昇任させる 

創造工学科 

人間・福祉工学系准教授 
岩下 勉 創造工学科人間・福祉工学系教授に昇任させる 

一般教育科准教授 竹内 伯夫 一般教育科教授に昇任させる 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系 

講師 

清水 暁生 
創造工学科環境・エネルギー工学系准教授に昇任さ

せる 

一般教育科助教 田端 亮 一般教育科准教授に昇任させる 

創造工学科 

人間・福祉工学系助教 
藤原 ひとみ 創造工学科人間・福祉工学系講師に昇任させる 

総務課課長補佐（人事経

理担当）（併）経理係長 
藤丸 今日子 

総務課経理係長の併任を解除する 

総務課課長補佐（財務担当）に配置換する 

学生課学生支援係長 宮﨑 洋 総務課財務係長に配置換する 

総務課一般職員（調達管

理係） 
櫻井 雄介 学生課一般職員（学生支援係）に配置換する 

教育研究技術支援センタ

ー技術長 
松原 征男 技術部技術長に配置換する 

教育研究技術支援センタ

ー技術専門員 

（併）副技術長 

堀田 孝之 

教育研究技術支援センター副技術長の併任を解除す

る 

技術部技術専門員に配置換する 

技術部技術長補佐（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当）に併任する 

教育研究技術支援センタ

ー技術専門職員 

（併）物質系技術班長 

（併）建築系技術班長 

森田 恵一 

教育研究技術支援センター物質系技術班長の併任を

解除する 

あわせて建築系技術班長の併任を解除する 

技術部技術専門職員に配置換する 

技術部技術長補佐（実験・実習担当）に併任する 
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教育研究技術支援センタ

ー技術専門職員 

（併）機械系技術班長 

松川 真也 

教育研究技術支援センター機械系技術班長の併任を

解除する 

技術部技術専門職員に配置換する 

技術部加工グループ長に併任する 

教育研究技術支援センタ

ー技術専門職員 

（併）電気系技術班長 

池上 勝也 

教育研究技術支援センター電気系技術班長の併任を

解除する 

技術部技術専門職員に配置換する 

技術部分析グループ長に併任する 

教育研究技術支援センタ

ー技術専門職員（電気） 
吉冨 貴司 

技術部技術専門職員に配置換する 

技術部制御グループ長に併任する 

教育研究技術支援センタ

ー技術専門職員（電気） 
荻島 真澄 技術部技術専門職員（加工グループ）に配置換する 

教育研究技術支援センタ

ー技術職員（機械） 
中島 正寛 

技術部技術職員に配置換する 

技術部技術専門職員（加工グループ）に昇任させる 

教育研究技術支援センタ

ー技術職員（電気） 
青柳 洋平 技術部技術職員（加工グループ）に配置換する 

教育研究技術支援センタ

ー技術専門職員（物質） 
大木 泰仁 技術部技術専門職員（分析グループ）に配置換する 

教育研究技術支援センタ

ー技術専門職員（機械） 
石橋 大作 技術部技術専門職員（分析グループ）に配置換する 

教育研究技術支援センタ

ー技術職員（機械） 
古賀 つかさ 

技術部技術職員に配置換する 

技術部技術専門職員（分析グループ）に昇任させる 

教育研究技術支援センタ

ー技術専門職員（物質） 
山口 明美 技術部技術専門職員（制御グループ）に配置換する 

教育研究技術支援センタ

ー技術専門職員（機械） 
真島 吉將 技術部技術専門職員（制御グループ）に配置換する 

教育研究技術支援センタ

ー技術職員（建築） 
平田 裕次 技術部技術職員（制御グループ）に配置換する 

学生課課長補佐 栗原 宏明 学生課学生支援係長に併任する 

創造工学科 

人間・福祉工学系教授 
明石 剛二 

創造工学科長に併任する 

併任の期間は平成31年3月31日までとする 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系 

教授 

榎本 尚也 

環境・エネルギー工学系長に併任する 

あわせて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31年3月31日までとする 
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創造工学科 

人間・福祉工学系教授 
松野 哲也 

人間・福祉工学系長に併任する 

あわせて情報システムコース長に併任する 

併任の期間は平成31年3月31日までとする 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系 

教授 

河野 晋 
エネルギーコース長に併任する 

併任の期間は平成31年3月31日までとする 

創造工学科 

人間・福祉工学系教授 
南 明宏 

メカニクスコース長に併任する 

併任の期間は平成31年3月31日までとする 

創造工学科 

人間・福祉工学系教授 
松岡 高弘 

建築コース長に併任する 

併任の期間は平成31年3月31日までとする 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系 

教授 

田中 康徳 
専攻科長に併任する 

併任の期間は平成32年3月31日までとする 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系 

教授 

冨永 伸明 
副校長（研究・産学連携担当）を命ずる 

任期は平成32年3月31日までとする 

一般教育科教授 山口 英一 
副校長（国際交流担当）を命ずる 

任期は平成32年3月31日までとする 

一般教育科教授 村岡 良紀 

一般教育科長を命ずる 

あわせて理科系一般科目長を命ずる 

任期は平成31年3月31日までとする 

一般教育科教授 中島 洋典 
文科系一般科目長を命ずる 

任期は平成31年3月31日までとする 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系 

教授 

冨永 伸明 
技術部長を命ずる 

任期は平成32年3月31日までとする 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系 

教授 

冨永 伸明 
研究・産学連携推進部長を命ずる 

任期は平成32年3月31日までとする 

創造工学科 

人間・福祉工学系准教授 
原槙 真也 

地域教育支援部長を命ずる 

任期は平成32年3月31日までとする 

創造工学科 

人間・福祉工学系教授 
菅沼 明 

マルチメディアセンター長を命ずる 

任期は平成32年3月31日までとする 

一般教育科教授 村田 和穂 

図書情報管理部長を命ずる 

あわせて図書館長を命ずる 

任期は平成32年3月31日までとする 
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  30.7.1発令 

 

  30.9.19発令 

創造工学科 

人間・福祉工学系准教授 
松野 良信 

情報基盤部長を命ずる 

あわせて情報処理センター長を命ずる 

任期は平成32年3月31日までとする 

システム管理室長を命ずる 

任期は平成32年3月31日までとする 

創造工学科 

人間・福祉工学系准教授 
嘉藤 学 

教育情報化推進室長を命ずる 

任期は平成32年3月31日までとする 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系 

准教授 

尋木 信一 
情報管理室長を命ずる 

任期は平成32年3月31日までとする 

創造工学科 

人間・福祉工学系教授 
南 明宏 

キャリア支援室長を命ずる 

任期は平成32年3月31日までとする 

有友情報室長を命ずる 

任期は平成32年3月31日までとする 

創造工学科 

環境・エネルギー工学系 

教授 

石丸 智士 

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32年3月31日までとする 

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31年3月31日までとする 

前職 ／ 現職 氏  名 発 令 内 容 

総務課一般職員（総務企

画係） 
松永 佳織 

佐世保工業高等専門学校総務課契約係一般職員に配

置換する 

佐世保工業高等専門学校 

学生課寮務係主任 
花屋 文博 

有明工業高等専門学校学生課主任（教務係）に配置換

する 

学生課主任（教務係） 古瀬 英機 総務課主任（総務企画係）に配置換する 

前職 ／ 現職 氏  名 発 令 内 容 

一般教育科講師 阿嘉 奈月 辞職を承認する 
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  30.10.1発令 

※30.10.1付の転出者は本号に記載する。 

前職 ／ 現職 氏  名 発 令 内 容 

学生課長 前田 俊哉 久留米工業高等専門学校学生課長に配置換する 

総務課主任（調達管理係） 川村 里絵子 
久留米工業高等専門学校総務課研究推進係主任に配

置換する 
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学外会議日誌 

 

 

４月18日(水)平成30年度第55回九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会第２回実行委員会 

(メール会議 ～20日) 

４月24日(火)校長・事務部長会議(学術総合センター) 

４月25日(水)平成30年度第55回九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会第１回連絡協議会 

(熊本高専熊本キャンパス) 

      平成30年度第53回全国高等専門学校体育大会第４回実行委員会 

(熊本高専熊本キャンパス) 

５月８日(火)九州工学教育協会常任理事会（九州大学伊都キャンパス） 

５月９日(水)理事長ヒアリング(高専機構本部) 

５月21日(月)大牟田市産業活性化推進協議会総会 

５月22日(火)大牟田市制100周年記念事業実行委員会総会 

５月29日(火)平成30年度第55回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 

５月31日(木)昭和38年度校校長会議(津山高専 ～６月１日) 

６月５日(火) 平成30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(TV会議) 

６月６日(水)新任教員研修会(一橋講堂 ～７日) 

６月７日(木)平成30年度第７回九州沖縄地区高専学生相談室連絡協議会(都城高専 ～８日) 

６月14日(木)研究推進ボード主査会議(TV会議) 

７月３日(火)KOSEN Forum in Hanoi(ベトナム) 

７月５日(木)平成30年度英語力強化・高専－技科大連携プログラム 

(ニューヨーク市立大学クイーンズ校 ～８月13日) 

７月17日(火)九州工学教育協会理事会・シンポジウム(JR博多シティ大会議室) 

７月26日(木)平成30年度(春季)第５ブロック会議(本校 ～27日) 

８月６日(月)中堅教員研修(学術総合センター ～８日) 

８月９日(木)第５ブロック拡大研究推進ボード会議(ガーデンシティ博多) 

８月20日(月)平成30年度全国高専フォーラム(名古屋市 ～22日) 

新任教員研修会フォローアップ研修(名古屋大学) 

８月26日(日)平成30年度三機関連携グローバルSD(マレーシア ～９月８日)  

８月27日(月)平成30年度西日本地域高専技術職員研修会(機械系)(豊橋技術科学大学～29日) 

８月29日(水)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（宮崎大学 ～31日） 

８月31日(金)日本弁理士会九州支部学校支援委員会(日本弁理士会 九州支部) 

９月３日(月)平成30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Ａ 

(熊本大学 ～５日) 
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９月５日(水)平成30年度第５ブロック総務課長・課長補佐会議(TV会議) 

教員研修(管理職研修)(大田区産業プラザPIO ～６日) 

平成30年度九州地区国立大学法人等係長研修(大分大学 ～７日) 

９月６日(木)平成30年度高専第５ブロック事務職員研修(熊本高専八代キャンパス ～７日) 

９月25日(火)平成30年度国立高専機構若手職員研修会(学術総合センター ～27日) 

平成30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26日(水)校長・事務部長会議(学術総合センター)  

平成30年度第55回九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会競技専門部会 

(熊本高専熊本キャンパス ～27日) 

 

 

 

 

 

本校行事日誌 

 

４月２日(月)辞令交付 

明和会歓迎会 

４月３日(火)開寮 

寮指導者研修会 

４月４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５日(木)始業式 

課題試験 

４月10日(火)岱明寮防災避難訓練 

４月13日(金)４Ａ熊本市内建物見学 

４月16日(月)新入寮生歓迎会 

４月17日(火)防災避難訓練 

４月28日(土)授業参観 

後援会総会 

寮生保護者会総会 

５月７日(月)５Ａ大牟田市内建物見学 

５月15日(火)春季球技大会 

５月23日(水)大牟田市教育委員会との連携協力推進会議 
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５月28日(月)荒尾市教育委員会との連携協力推進会議 

６月１日(金)前期中間試験(～７日) 

６月４日(月)有明広域産業技術振興会総会 

６月８日(金)専攻科入学試験(推薦選抜)合格発表 

６月12日(火)名誉教授称号授与式 

６月18日(月)１年寮生食育セミナー 

６月20日(木)３ＣＬ佐賀工場見学 

６月22日(金)編入学入試説明会(工業高校系) 

６月25日(月)３Ｅ北九州地区工場見学(～26日) 

６月26日(火)日本赤十字社献血 

６月28日(木)４Ｅ熊本地区工場見学 

教職員一般定期健康診断 

６月29日(金)専攻科入学試験(前期学力) 

７月２日(月)辞令交付 

７月５日(木)平成30年度第55回九州沖縄地区高専体育大会（熊本高専熊本キャンパス ～６日） 

７月６日(金)名誉教授称号授与式(吉田名誉教授) 

専攻科入学試験(前期学力)合格発表 

７月７日(土)平成30年度第55回九州沖縄地区高専体育大会 

(熊本高専熊本キャンパス・有明高専  ～８日) 

      第５回九州沖縄地区高等専門学校弓道大会(久留米高専 ～８日) 

７月13日(金)平成30年度第55回九州沖縄地区高専体育大会 

(熊本高専熊本キャンパス・大分高専・有明高専 ～15日) 

７月20日(金)平成30年度 第55回九州沖縄地区高専体育大会 

(熊本高専熊本キャンパス・大分高専 ～22日) 

７月23日(月)編入学試験(推薦) 

７月24日(火)教職員一般定期健康診断 

７月28日(土)Jrドクター開講式 

佐賀地区学校説明会(メートプラザ佐賀) 

大牟田夏祭り「一万人の総踊り」 

７月30日(月)編入学試験(推薦)合格発表 

７月31日(火)教職員特殊健康診断 

８月１日(水)前期末試験(～７日) 

８月４日(土)久留米地区学校説明会(久留米ビジネスプラザ) 

８月10日(金)全校集会 
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８月11日(土)閉寮 

夏季休業(～９月30日) 

教職員夏季一斉休業(～15日) 

８月20日(月)編入学試験(学力) 

８月25日(土)玉名地区学校説明会(玉名市民会館) 

８月27日(月)編入学試験(学力)合格発表 

      科学研究費助成事業説明会 

８月29日(水)平成30年度第53回全国高等専門学校体育大会(有明高専 ～30日) 

８月31日(金)編入学合格者出校日 

９月６日(木)保護者懇談会(２年生以外)(～７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18日(火)ハラスメント講習会 

９月19日(水) 保護者懇談会(２年生)(～20日) 

９月20日(木)第51回九州沖縄地区国立高等専門学校英語プレゼンテーションコンテスト 

(久留米高専) 

９月22日(土)オープンキャンパス(～23日) 

９月24日(月)４年研修旅行(～28日) 

９月25日(火)３Ａ北九州地区工場見学(～26日) 

９月29日(土)久留米・有明３高専合同学校説明会(天神ビル) 

９月30日(日)開寮 
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主 要 行 事 

 

 

◎ 春季球技大会 

 期 日：平成30年５月15日(火) 

 場 所：有明工業高等専門学校 

 成 績：最優秀クラス 5M 

     優秀クラス  5E 

     敢闘賞    1-5 

     卓球     1-5   MVP 中尾優 

     ソフトテニス 4M  MVP 中山隼 

     ソフトボール 5M  MVP 中島光晟 

     女子バレーボール3CL(a) MVP福山美咲 

     バレーボール 5E  MVP 古川光広 

 

 

 

◎ 岱明寮 食育セミナー 

寮生が野菜を摂取することの大切さを知り、また、

食中毒予防の知識とその対策を理解してもらうため

に、次のとおり実施した。 

 期 日：平成30年６月18日(月) 

 場 所：視聴覚室 

 参加者：１年寮生、寮務主事室、寮務係 

 内 容：「家庭でできる食中毒予防」 

「野菜を食べよう」  

 協 力：（株）魚国総本社 九州支社

 

 

 

◎ 平成31年度専攻科入学試験(推薦) 

 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     12 

応用物質工学専攻  ４    ４ 

建築学専攻   ３    ３ 

     計     20     19 

 

 

◎ 平成31年度編入学試験説明会（工業高校系） 

期 日：平成30年６月22日(金) 

 場 所：有明工業高等専門学校 

教 諭：９名 

 

 

◎ 平成31年度専攻科入学試験(前期学力) 

期 日：平成30年６月29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  ９    ６ 

応用物質工学専攻  ３    １ 

建築学専攻  ４    ４ 

計     16     11 
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◎ 第55回九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会 

期 日：平成30年７月５日(木)～22日(日) 

 

【担当校：熊本高専（熊本キャンパス）】 

○ソフトテニス競技 

 期 日：平成30年７月５日(木)～６日(金) 

 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    予選敗退（Ａパート２位） 

     (女子) 

ダブルス ３位  山口杏珠･酒井麻衣 

 

○水泳競技 

 期 日：平成30年７月７日(土) 

 会 場：熊本市総合屋内プール 

 成 績：学校対抗 ３位 

(男子) 

     4×100mメドレーリレー ２位  

坂本勇雅･池亀斗･松尾基輝･野口侑嗣 

     200ｍ個人メドレー １位 池亀斗 

     200ｍ個人メドレー ３位 坂本勇雅 

     200ｍ自由形    ３位 中村翼 

     200ｍ背泳ぎ    １位 平野晃士 

     100m背泳ぎ     ２位 坂本勇雅 

     (女子) 

     100m自由形     ２位 岡本彩花 

     50ｍ自由形        １位 藤原芽久 

     200m個人メドレー  ２位 岡本彩花 

     100ｍバタフライ  ２位 藤原芽久 

     4×50ｍフリーリレー ２位 

森本早貴・江崎綾子・岡本彩花・藤原芽久 

 

 

 

○ハンドボール競技 

 期 日：平成30年７月７日(土)～８日(日) 

 会 場：熊本県立総合体育館 

 成 績：予選敗退（Ａブロック２位) 

 

 

○バドミントン競技 

 期 日：平成30年７月13日(金)～15日(日) 

 会 場：熊本市総合体育館・青年会館 

 成 績：(男子) 

団体戦  ２回戦敗退 

     (女子) 

団体戦  １回戦敗退 

     ダブルス ３位  田川未時･髙田絢之 

 

 

○陸上競技 

 期 日：平成30年７月21日(土)～22日(日) 

 会 場：熊本県民総合運動公園陸上競技場 

 成 績：(男子) 

     学校対抗 ２位 

     200m   ３位 塚本達也 

     110mH   １位 清田聖人 

     400mH   １位 岩﨑由希也 

     4×100m  １位 岩﨑由希也･清田聖人 

野中颯一郎･塚本達也 

     4×400m  ３位 清田聖人･大城匠己 

野中颯一郎･塚本達也 

     走高跳  １位 龍野義己 

     砲丸投  １位 板橋晴希 

      〃   ２位 原田直人 

     円盤投  ３位 原田直人 

     やり投  ３位 江口翔太 

    （ｵｰﾌﾟﾝ） 

1500ｍ  ２位 嘉村秋音 

    （女子） 

     学校対抗 ２位 

     砲丸投  ２位 古山紗妃 

     円盤投  ３位 古山紗妃 

     やり投  １位 黒田萌香 

      〃   ２位 福山美咲 
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【担当校：大分高専】 

○バスケットボール競技 

 期 日：平成30年７月13日(金)～15日(日) 

 会 場：別府市総合体育館べっぷアリーナ 

 成 績：(男子) 

 予選敗退(Ｃブロック４位) 

     (女子) 

 予選敗退(Ｂブロック２位) 

 

○硬式野球競技 

 期 日：平成30年７月20日(金)～22日(日) 

 会 場：中津市ダイハツ九州スタジアム 

     宇佐市平成の森公園野球場 

 成 績：１回戦敗退 

 

 

○卓球競技 

 期 日：平成30年７月21日(土)～22日(日) 

 会 場：別府市総合体育館べっぷアリーナ 

 成 績：(男子) 

団体    １位 

     ダブルス  ２位 前田昂之･萩尾友貴 

     シングルス ３位 萩尾友貴 

       (女子) 

団体    ２位 

     ダブルス  １位 龍奈央･久保山美羽 

シングルス １位 龍奈央 

      ３位 久保山美羽 

 
 

○剣道競技 

 期 日：平成30年７月22日(日) 

 会 場：大分工業高等専門学校 

 成 績：(男子) 

団体 予選敗退(Ａパート２位) 

 

 

【担当校：有明高専】 

○柔道競技 

 期 日：平成30年７月７日(土)～８日(日) 

 会 場：久留米アリーナ 

 成 績：(男子) 

     団体    ３位 

     60kg以下級 ３位 垂永飛鳥 

     73kg以下級 ２位 濱田翔眞 

     90kg超級  １位 田島祐輔 

     (女子) 

     52kg以下級 １位 松田寧  々
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○テニス競技 

 期 日：平成30年７月13日(金)～14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    １回戦敗退 

     (女子) 

団体    １位 

     シングルス １位 笠井真穂 

     ダブルス  ２位 笠井真穂･田端咲希 

     ダブルス  ３位 朽網桃香･藤山はな 

 

 

○サッカー競技 

 期 日：平成30年７月13日(金)～15日(日) 

 会 場：福岡フットボールセンター 

 成 績：３位 

 

 

 

○バレーボール競技 

 期 日：平成30年７月14日(土)～15日(日) 

 会 場：山鹿市総合体育館 

 成 績：男子 ２位 

       女子 ３位

 
 

 

◎ 第５回九州沖縄地区高等専門学校弓道大会 

 期 日：平成30年７月７日(土)～８日(日) 

 会 場：久留米総合アリーナ 

 成 績：(女子) 

団体 １位 

     個人 １位 有働理来 

     個人 ３位 津崎七海 

 

 

 

◎ 第100回全国高等学校野球選手権記念南大会 

期 日：平成30年７月７日(土)～24日(火) 

会 場：小郡市野球場 

成 績：３回戦敗退 
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◎ 平成31年度編入学試験(工業高校系推薦) 

期 日：平成30年７月23日(月) 

場 所：有明工業高等専門学校 

         志願者数 合格者数 

エネルギーコース １ １ 

応用化学コース ０ ０ 

環境生命コース ０ ０ 

メカニクスコース １ １ 

情報システムコース ５ ３ 

建築コース   １    １ 

  計 ８ ６ 

 

 

◎ 佐賀地区学校説明会 

期 日：平成30年７月28日(土) 

 場 所：メートプラザ佐賀 

参加者：27名 

 

 

◎ 久留米地区学校説明会 

期 日：平成30年８月４日(土) 

 場 所：久留米ビジネスプラザ 

参加者：74名 

 

 

◎ 2018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30年８月４日(土)～５日(日) 

 会 場：からたち文人の足湯公園一帯 

成 績：周回レース      ４位 

スラロームコンテスト 失格  

 

 

◎ Hondaエコマイレッジチャレンジ2018 

第34回九州大会 

期 日：平成30年８月４日(土)～５日(日) 

会 場：ＨＳＲ九州 

成 績：グループⅢ  １位 

二輪車クラス ２位 

 

 

◎ 第53回全国高専体育大会 

期 日：平成30年８月18日(土)～９月２日(日) 

 

○陸上競技 

 期 日：平成30年８月18日(土)～19日(日) 

 会 場：えがお健康スタジアム 

     (熊本県民総合運動公園陸上競技場) 

 成 績：(男子) 

     200m ７位 塚本達也 

     5000m 16位 杉本鴻太郎 

     110mH ５位 清田聖人 

    400mH   ７位 清田聖人 

      〃 棄権 岩﨑由希也 

     4×100mR ３位  岩﨑由希也･清田聖人･ 

 野中颯一郎･塚本達也 

     4×400mR 予選敗退 野中颯一郎･山本颯馬 

大城匠己･高見大輔 

     走幅跳  ６位 龍野義己 

     三段跳  15位 龍野義己 

     砲丸投    ６位   原田直人 

      〃   11位 板橋晴希 

     円盤投  15位 原田直人 

     やり投  13位 江口翔太 

      〃   15位 本梅伍乃 

     (女子) 

     200m   予選敗退 福山美咲 

3000m   11位 田島恋雪 

     4×100mR 予選敗退 西本桜子･福山美咲･ 

  藤本実百･太田千尋 

円盤投  ７位 古山紗妃 

     やり投  ４位 黒田萌香 

      〃   ５位  福山美咲 
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○テニス競技 

 期 日：平成30年８月21日(火)～23日(木) 

 会 場：熊本県民総合運動公園パークドーム熊本 

成 績：(女子) 

シングルス 準優勝 笠井真穂 

    ダブルス  ２回戦敗退 

          笠井真帆･田端咲希 

 

 

○柔道競技 

 期 日：平成30年８月25日(土)～26日(日) 

 会 場：大分県立総合体育館 

 成 績：(男子) 

     73kg級 １回戦敗退 濱田翔眞 

     90kg超級 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30年８月25日(土)～26日(日) 

 会 場：久留米アリーナ 

 成 績：(男子) 

     予選敗退 

 

○卓球競技 

 期 日：平成30年８月25日(土)～26日(日) 

 会 場：北九州市立総合体育館 

 成 績：(男子) 

団体 ３位決定トーナメント 

 １回戦敗退 

    ダブルス ３位決定トーナメント 

 １回戦敗 

 前田昂之･萩尾友貴 

     (女子) 

シングルス ３位決定トーナメント 

 １回戦敗退 龍奈央 

 予選敗退  久保山美羽 

ダブルス 予選敗退 

 龍奈央･久保山美羽 

 

○ソフトテニス競技 

 期 日：平成30年８月29日(水)～30日(木) 

 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 予選敗退 

     ダブルス １回戦敗退 

 比田勝大志･平野智也 

        (女子) 

ダブルス １回戦敗退  

 山口杏珠･酒井麻衣 
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○水泳競技 

 期 日：平成30年９月１日(土)～２日(日) 

 会 場：長崎市民総合プール 

 成 績：(男子) 

400m自由形 19位    野口侑嗣 

200m自由形 予選敗退  中村翼 

100ｍ背泳ぎ 予選敗退   坂本勇雅 

200ｍ背泳ぎ 予選敗退  指山大翔 

100ｍ平泳ぎ 予選敗退  佐菅公助 

200m個人メドレー 予選敗退 池亀斗 

予選敗退   坂本勇雅 

     4×100mメドレーリレー 予選敗退 

               坂本勇雅･池亀斗･ 

松尾基輝･野口侑嗣 

         (女子) 

     50m自由形 ４位    藤原芽久 

        100m自由形 予選敗退  岡本彩花 

     100mバタフライ ８位    藤原芽久 

     200m個人メドレー 予選敗退 岡本彩花 

     4×50mフリーメドレー 予選敗退 

 森本早貴･江崎綾子･ 

岡本彩花･藤原芽久  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 平成31年度編入学試験(学力) 

期 日：平成30年８月20日(月) 

場 所：有明工業高等専門学校 

（工業高校系） 

         志願者数 合格者数 

エネルギーコース  ３    ２ 

応用化学コース  ４    １ 

環境生命コース  １    １ 

メカニクスコース  ６    ３ 

情報システムコース  ６    ２ 

建築コース  ４    ２ 

  計      24    11 

 

（普通高校系） 

志願者数 合格者数 

応用化学コース  ４    ３ 

環境生命コース  ０    ０ 

   計      ４    ３ 

 

 

◎ 玉名地区学校説明会 

期 日：平成30年８月25日(土) 

 場 所：玉名市民会館 

参加者：52名 

 

 

◎ 第５回全国高等専門学校弓道大会 

 期 日：平成30年８月29日(水)～30日(木) 

 会 場：鹿児島アリーナ 

 成 績：(女子) 

団体戦 ３位 

        個人戦 優勝   津崎七海 

         準優勝  有働理来 
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◎ 教職員ハラスメント講習会 

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

を目的とし、開催した。 

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30年９月18日（火) 

 場 所 有明工業高等専門学校視聴覚室 

 講 師 有明工業高等専門学校 

学生サポートセンター 講師 

香川 純子 氏 

総務課人事労務係長 

新里 雄 氏 

参加者 80名 

内 容 「LGBTとキャンパスハラスメント」 

     「人事院規則の改正について」 

 

 

 

 

◎ 第51回九州沖縄地区国立高等専門学校英語 

プレゼンテーションコンテスト 

 期 日：平成30年９月20日(木) 

 会 場：久留米工業高等専門学校 

成 績：優勝  5C平野理歩 

    準優勝 3M塩塚竜也 

    特別賞 4I田中七夏 

 

 

◎ オープンキャンパス 

期 日：平成30年９月22日(土)、23日（日） 

場 所：有明工業高等専門学校 

入場者：1481名 

参加者：約600名（学校説明会） 

 

 

◎ 久留米・有明高専合同学校説明会 

期 日：平成30年９月29日(土) 

場 所：天神ビル 

参加者：約120名 

 

 

◎ Hondaエコマイレッジチャレンジ2018 

本田宗一郎杯第38回全国大会 

期 日：平成30年９月29日(土) 

会 場：ツインリンクもてぎ 

成 績：グループⅢ  ３位 

二輪車クラス １位 
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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) 

 ２１ ６，２１０   １１ ９，３３１   ８ ８，８１６ 

 

◎ その他助成金  

 

 

 

 件数 金額(千円)   

 

 

 ８ ７，８９０    
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報   知 

 

 

 

◎ 名誉教授の称号授与 

  平成30年６月12日（火）及び７月６日（金）、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以下の者に対し名誉教授の称号が

授与された。 

 

  ・上原 修一（元 創造工学科（人間・福祉工学系）・教授、現 久留米工業大学・教授） 

・塚本 俊介（元 創造工学科（環境・エネルギー工学系）・教授、現 嘱託教授） 

  ・焼山 廣志（元 一般教育科・教授、現 嘱託教授） 

  ・吉田 正道（元 創造工学科（人間・福祉工学系）・教授、現 一関工業高等専門学校長） 

 

  

 

 

◎ 刊行物 

 〇『有明高専校報』 

  発行 第92号  平成30年６月７日 

 

○学生相談室便り『微笑み』 

  発行 第 37号  平成30年８月 


