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●校長挨拶
校長

佐久間 研二

昨年4月に校長に就任し、早いもので1年半が経過しました。
着任当初、高専の厳しい状況に愕然としました。社会からの高い
評価とは裏腹に法人化以降の定員削減から、教員の負担が年々
増加し、教育、研究、学生指導、寮での指導、地域貢献、国際交流
など極めて多様な業務を何とかこなしている状況でした。着任
後、新しい事に取り組もうとしても教職員に全く余裕がなく、
ま
ずは業務の削減・合理化が最優先の状況でした。具体的には、各種委員会の統廃合、
キャリア支
援室の設置、海外留学時の教員の引率の原則廃止、国際コラボステーションの設置などを行い
ました。
新たな取組として、
広報を充実しました。木更津高専の特色を端的にまとめたポスター、
チラ
シを作成し、郵便局を活用した広報を実施しました。今年度は千葉県内だけでなく、横浜市、川
崎市の郵便局にも範囲を広げ、
より幅広いエリアからの学生募集を行っています。昨年度の志
願者は354名で前年度（310名）の11％増でした。
また、昨年度のオープンキャンパスの参加
者は418組で前年度（349組）の20％増、祇園祭の入試相談コーナーの参加者は130組で前
年度（74組）の76％増でした。引き続き、広報を充実させ、志願者増を目指したいと思います。
また、千葉県の公立高等学校の入試制度の変更
（前期・後期の二回の入試が一回のみに変
更）
に合わせて、2021年度入試（現在の中学2年生）
から入試制度を変更することとしました。
具体的には、学力選抜について、
これまでは100名のうち50名は学力検査の成績のみで選抜
し、残り50名を学力と調査書の総合評価で選抜していましたが、今後は学力検査と調査書の総
合評価で100名を選抜することとしました。
ただし学力検査の全科目における得点が、
基準点
以上の者については、学力検査のみで選抜し、その人数分を100名から減ずる方式に改めまし
た。
このことにより、県立高校との併願をよりし易くし志願者増につなげたいと考えています。
更に、来年度概算要求で長年の懸案であった男子寮の改修予算を要求する方向で準備をし
ています。老朽化した寮の魅力を高め、
より幅広い地域からの学生の受入れの準備を行いたい
と思っています。
昨今、木更津高専の評価は高まっています。
これも卒業生・修了生の活躍の賜物です。
本年3
月に、東京工業大学と教育研究交流協定を、
また、千葉大学大学院融合理工学府と推薦選抜に
関する協定をそれぞれ締結しました。
この秋には、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネ
ジメント研究科と包括連携協定を締結する予定です。
高専は
「知る人ぞ知る」優れた教育機関です。
新入生の入学動機アンケートでは
「家族、
親族
からの情報」
で高専を目指した学生が最も多くなっています。皆様のお近くに中学生の保護者
の方が居られたら、是非、
「木更津高専を目指してみたら」
とお薦め頂ければ何よりの広報にな
ると思っています。
今後とも、木更津高専の良さをアピールし志願者を増加させ、優秀な学生を確保し、質の高
い教育を行い、就職・進学実績を高め、
更に志願者が増加するという好循環を目指していきた
いと思います。
引き続き、皆様の御理解、御協力をよろしくお願いいたします。
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●新任副校長挨拶
学生主事

鈴木 道治（基礎学系 教授）

今年度より学生主事を務めることになりました基礎学系の鈴木道治です。
学生主事になるにあたり、どんなことが自分にできるのか、学生にどんな
メッセージを発信すればいいのかなどを考えてはみるのですが、なかなか
見つからないのが正直なところです。
ようやくたどり着いたことは学生一人ひとりが安心して過ごせる環境作
りです。高専卒業生は日本社会において必要とされている人材であること
はいまや様々なところで目にし、耳にします。
（高専機構理事長は人材を「人
財」と呼んでいます）そのような貴重な存在である学生が日々安心できるよ
うな環境を整えられればと思います。
一方学内を見渡すと気づかない所で様々なトラブル、悩みを抱えている学
生も少なからずいるようです。それはちょっとした心遣いができなかった
り、言葉がけができなかったりで、共感する力がまだ発展途上なのかもしれ
ません。
これからの社会はますます多様性が求められる時代です。少子高齢化、
Society5.0、外国人労働者、LGBT、非正規社員などみなさんが活躍するで
あろう社会の姿を思うとき、高専の中で共感する力をぜひ身につけてもら
いたい。そのための環境作りに微力ながら尽くしていきたいと思います。

●定年退職教員挨拶
電子制御工学科

教授

鴇田 正俊

KOSENブランド
この3月で定年を迎えました。本校を卒業後エンジニアとして働いていま
したが、友人の結婚式で恩師と出会ったのがきっかけで本校への着任とな
りました。以来あっという間の三十数年でした。これまでいろいろな人に助
けられ無事に定年を迎えられた事に大変感謝しています。
今高専は海外から「KOSEN」として注目を浴びています。高専は、15歳か
らの5年間でサイエンスの知識とスキル教育のバランスのとれた教育を行っ
ている世界に類のないユニークなシステムです。注目の背景には卒業生の
活躍がありますが、今社会が求めている人材を的確に育成しているのも事
実です。学生、教職員が一丸となって努力した結果だと思います。KOSEN
ブランドはますます注目を浴びる事でしょうが、これを誇りに皆さま方が
今後ますますご活躍されます事を願っております。
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学 校 行 事 新入生合宿研修・専攻科研究所見学
新入生合宿研修
学生主事補

佐久間 美紀

鴨川青年の家にて新入生合宿研修を実施しました。
今年度は例年と異
4月26日、
27日の1泊2日の日程で、
なり、
鴨川青年の家に移動して宿泊研修を行い、
本研修の
1限から6限まで学内において通常授業を受けた後、
目標である
「仲間づくり」
と
「高専生活への適応」
の達成を目指しました。
本研修の目玉でもあり今年度初の試
みとなった、
学科教員主導による夜のクラス
（学科）
企画では、
偏愛マップや電子工作
（回路制作）
、
キャンプファ
イヤー、
マシュマロチャレンジなど、
各学科の特徴を活かした企画や仲間の新たな一面を知ることが出来る企
画、
青年の家という立地を活かした企画が行われ、
どの企画も大いに盛り上がり、
充実した活動となりました。
体育館にて学科対抗ミニ体育祭を開催しました。
競技は5月の体育祭でも行われる棒通しをアレンジし
2日目は、
た縄通しと綱引き、
パイプライン
（プロジェクトアドベンチャー）
の3種目でした。
各学科、
学生と教員が一致団結して
競技に取り組む姿が印象的でした。
合計得点を学科ごとに競った結果、
優勝は電子制御工学科でした。
2日間の活動
を通じて、
本研修の目標が十分に達成でき、
充実した研修となりました。
この研修における様々な経験を活かし、
今
後の高専生活を充実したものにしてもらいたいと思います。

専攻科研究所見学
副専攻科長

齋藤 康之

5月30日、64名の専攻科生が「NHK放送技術研究所」と「虹の下水道館」を見学しました。
NHK放送技術研究所では、新しい映像技術について紹介していました。高精細VR映像を体感するため
の、大型の円筒形スクリーンに投影された映像は、臨場感に溢れていました。その他、特殊な眼鏡を使わ
なくても自然な3D映像を見られる「インテグラル3D映像」、AIによる白黒写真の自動カラー化、選手の動
きをストロボ写真のように重ねて表現する
「マルチモーション」などの最新の映像技術のほか、22.2マル
チチャンネル音響、AIアナウンサー、生放送番組における自動字幕制作、ニュースを対象とした日英機械
翻訳システム、スポーツの状況を体感できる触覚インタフェース、ロボットが番組の映像や音声を認識し
て関連する発話をする「テレビ視聴ロボット」など様々なメディア処理技術が紹介されており、未来のテレ
ビが今以上に拡張される可能性を肌で感じ取れました。
虹の下水道館では始めにスタッフから説明を受け、手洗いやシャワーなどで意外に多くの水を使ってい
ることを知りました。また、下水道の仕組みの概要を教わり、20時間かけて汚水を処理する下水処理施設
（有明水再生センター）を実際に見学しました。この施設は地下にあり、この上にあるテニスコートが東京
オリンピックで使われる予定だと聞いて、専攻科生たちは驚いていました。施設のOB職員の方が施設に
ついて丁寧に説明くださり、下水処理について深く理解できました。
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大型の円筒形スクリーンに投影された映像の例（NHK放送技術
研 究 所）。正 面に立つと、複 数 台 のスピーカからの 再生 音も 相
まって没入感が高まります。

下水処理施設の活性汚泥法の好気性処理において微生物に空
気を送る様子を、模型を使って説明して下さいました。この後、
実際に反応槽を見学しました。

在外・内地研究終了報告
電子制御工学科 准教授

岡本 峰基

2018年5月から2019年2月までの10か月間、内地研究員として、東京農工大学大学院工学研究院の田川
泰敬教授の研究室で振動制御に関する研究をさせて頂きました。東京農工大学は名前の通り農学部と工学部
からなり、私が研究を行った工学部は東京都小金井市の小金井キャンパスにあります。敷地はそれほど広くな
いのですが、
キャンパス内に緑が多く地域の住民にも開かれた過ごしやすい環境です。期間中の8月には田川
教授が実行委員長として東京農工大学で開催されたDynamics and Design Conference 2018に実行委
員として参加し、貴重な体験をさせて頂きました。
研修期間中は主に小型電動3自由度振動台の制御系設計および遠心載荷装置用パラレルリンク型6自由度
振動台の制御系設計に関する研究に取り組みました。6自由度振動台の研究は、東京農工大(田川研)と電力中
央研究所との共同研究に私も参加する形にしていただきました。共同研究の契約期間は2年間となっており、
木更津高専に戻ってきた今も継続して共同研究を行っています。
このような貴重な機会を与えていただいた木更津高専の教職員の皆様に深く感謝します。

東京農工大学

小金井キャンパス(正門)

小型電動3自由度振動台
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在外・内地研究終了報告
人文学系 准教授

小谷 俊博

内地研究員として筑波大学で研究を行いました。
筑波大学は
2018年8月から2019年3月までの8ヶ月間、
私の母校で、
学生時代にご指導いただいた恩師をはじめ、
お世話になった先生方と一緒に研究を行わせてい
ただける貴重な機会となりました。
私の研究テーマは、
道徳に関する現象を、
自然科学の観点を積極的に取り込みつつ説明していく可能性を探
究する、
というものです。
特に道徳的責任がどのような条件で認められるか、
私たちは等しく道徳的責任が問
われうるのか、
といったことを中心に研究を進めました。
このテーマは幅広い対象を取り扱うことができます。
たとえば、
障害を持った方は、
その程度に応じて道徳的責任を問うことができる場合が異なってくるのではな
いか、
という問題は、
私の主たる関心の１つです。
研修の間、
さまざまな研究会に参加させていただきつつ、
筑波大学の先生方や院生たちと時には一日中議
論をし、
あるいは図書館にこもって論文を読み続けることができました。
教員としても研究者としても成長する
ことができたと感じております。
このような大変貴重な機会を与えていただき、
心より感謝申し上げます。

情報工学科 教授

和田 州平

高専機構在外研究員制度を利用して平成30年4月30日から9月29日まで、台湾の国立台北科技大学電
子工程系の黄士嘉 教授の下で研究させていただきました。
目的としたのは、
「作用素論と再生核理論の応用に関する基礎研究」です。途中、他大学（台湾師範大学分
部）の陳界山教授とも頻繁に研究交流を行いました。今回の在外研究を通し、研究業績以外にも、多くの知
見を得ることができました。
「相手を尊重しながら自分の文化を際立たせることができれば、互いに尊敬
しあえる。」誰かが言っていたこんな言葉が、少し理解できた気がしています。
異文化の中で、自分の置かれた環境を俯瞰した経験は今後の人生の糧であり、教育・研究活動に多大な
影響があると思っています。
私を快く送り出してくださった校長先生はじめ、木更津高専の皆さま、特に情報工学科スタッフに感謝します。

台湾南投県にある日月潭という湖
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令和元年度

高等専門学校体育大会の結果

令和元年度関東信越地区高等専門学校体育大会では、陸上競技において女子4×100mリレーで大会記録
を更新するなど、
４競技が全国出場権を得ました。
第５４回全国高等専門学校体育大会は中国地区で開催され、
『勝利を我が手に』のスローガンのもと、各競技
においてこれまでの練習の成果を発揮しました。

関東信越地区高等専門学校体育大会（開催期間：令和元年6月29日～ 7月21日）
※全国大会出場者のみ掲載

陸

上 男子 100ｍ
男子 5000ｍ
男子 110ｍ障害
男子 3000ｍ障害
男子走高跳
男子走幅跳
三段跳
砲丸投
女子 800m
女子 3000m
女子 100ｍ障害
女子 4×100ｍリレー

女子走高跳
女子走幅跳
女子やり投
バドミントン 女子団体
女子ダブルス
柔
道 男子個人（73kg)
女子個人（52kg）
水
泳 男子 50ｍ自由形
男子 100ｍ自由形
男子 100ｍ背泳ぎ
男子 200ｍ背泳ぎ
男子 200ｍバタフライ
男子 200ｍ個人メドレー
女子 50ｍ自由形
女子 100ｍ自由形
女子 4×50ｍフリーリレー

３位
２位
２位
１位
３位
１位
2位
3位
1位
2位
2位
１位

大会新記録

１位

大会新記録

2位
2位
１位
２位
２位
１位
２位
１位
３位
２位
３位
２位
２位
２位
２位
１位

Ｃ３ 平磯

良典
Ｍ４ 髙橋
優
Ｍ２ 安藤 良介
Ｍ４ 髙橋
優
Ｃ１ 佐久間勁治
Ｅ４ 大溝 晃平
Ｅ４ 大溝 晃平
Ｅ３ 船越涼太郎
Ｊ２ 忍足 優菜
Ｃ３ 佐久間妙枝
Ｅ１ 佐藤
凜
Ｃ３ 佐久間妙枝
Ｅ１ 佐藤
凜
Ｅ１ 佐藤
凜
Ｄ５ 飯森 未来
Ｃ３ 佐久間妙枝
Ｃ３ 松田和菜花

Ｍ４ 茂呂
Ｄ５ 眞角
Ｊ３ 島田
Ｊ３ 島田
Ｍ２ 田阪
Ｍ２ 田阪
Ｄ５ 小野
Ｅ１ 中山
Ｃ４ 浅沼
Ｍ１ 保井
Ｅ２ 吉村
Ｄ５ 小林
Ｅ２ 吉村

征弥
晏奈
悠矢
悠矢
拓海
拓海
奨悟
大夢
知希
和泉
幸恵
鈴佳
幸恵

Ｄ5 飯森
Ｊ２ 忍足

未来
優菜

Ｃ５ 田口

史織

Ｃ５ 遠山

梨香
和泉

Ｍ１ 保井

全国高等専門学校体育大会（令和元年8月17日～ 9月1日）
※全国大会3位入賞者のみ掲載

陸
柔
水

上 男子3000ｍ障害
道 女子個人（52kg）
泳 男子100ｍ自由形

1位
2位
3位

Ｍ４ 髙橋
Ｄ５
Ｊ３

眞角
島田

優
晏奈
悠矢
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第54回全国高専体育大会で活躍した学生たち
陸上競技部

機械工学科4年 髙橋 優さん
男子 3000m障害 1位、
5000m 5位
陸上競技部は、8月17日
（土）
・18日
（日）、
広島県のエディオンスタジアム広島で開催さ
れた全国高専大会に男子6名、女子7名で出
場しました。

【上記以外の上位入賞者】
5D 飯森 未来 走幅跳
3C 佐久間妙枝 やり投
2J 忍足 優菜 800m
1E 佐藤
凜 走高跳

第5位
第6位
第4位
第6位

今大会、女子は過去最高得点の15点を獲
得し総合11位を取ることができました。男子
は昨年から総合順位を大きく下げてしまい悔
しい結果となってしまいました。
来年は男女ともに総合入賞できるよう、
チ
ーム一丸となって練習していきます。
今後とも
陸上部の応援、
サポートよろしくお願いします。

柔道部

電子制御工学科5年 眞角
女子個人52kg級 2位

晏奈さん

8月24日
（土）
～ 25日
（日）
に、鳥取県立武道館において第54回
全国高等専門学校体育大会柔道競技が開催されました。私は女子個
人52kg級に出場し、2位の成績を収めることができました。優勝の目
標を達成できなかったことは残念ですが、勉学や進路準備との兼ね
合いの中でやれるだけのことはやった、
やりきったという思いです。柔
道は高専からの初心者スタートだったため、
日々の練習では心身両面
で苦労もありましたが、一緒に頑張る仲間と先生がいてくれたことが
支えとなって完走できたものと思います。後輩の皆にも、
“継続は力
なり”
を一つの目標として何事も乗り切っていってほしいと思います。

水泳部

情報工学科3年 島田 悠矢さん
男子100m自由形 3位
8月24、
25日にひろしんビックウェーブにて行われた
全国高専体育大会
（水泳競技）
が開催されました。
私は
100ｍ自由形と50m自由形に出場し、
100m自由形で
は全国第3位という結果を残すことができました。
予選で
同タイム2位通過であり、
2位も狙っていたのですが一
歩及ばずにこのような結果となりました。
折り返し後半50mのタイムがやや遅く、
全国の決勝と
いうこともあり気持ちで負けてしまっていた部分があったと思います。
今年は天候が悪い中練習
することが多かったのですが、
その中で低い水温や天気の悪さを理由にどこか甘えてしまってい
た部分があり、
それが結果として出てしまったのではないかと反省しています。
今回のことを踏
まえて来年度はひとつでも順位を上げられるように今後の練習に励んでいきたいと思います。
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新入留学生紹介

KH
IRAMDA

A

BOLD N

電子制御工学科3年のナイラ
です。モンゴルから来ました。趣
味はバレーボールをすることで
す。バレーボール 部に入って毎
日 楽し い 生 活 をおくって い ま
す。木更 津高専に入学してたっ
た半年しかたっていないが木更
津高専は思っていたとおりいい
学校でした。
私の夢は宇宙へ行くことです。
まだ手段は分かりませんが、
その
夢を叶えるために日本での生活や
勉強を頑張ります。
これからも日
本人の考え方や日本のことをもっ
と理解していきたいと思っていま
す。
よろしくお願いいたします。

SUKHBAT
N
E
R
U
S
DAMDIN
情報工学科3年のスーギー
です。
モンゴルから来ました。
今年の3月27日から日本に住
んでいます。
趣味はバレーとコ
ンピュータゲームをすること
です。
夢はいいエンジニアに
なることです。
来たばかりで慣
れていないことがたくさんあ
るので、
これから色々習いな
がら楽しい生活を過ごしたい
です。
よろしくお願いします。

N
RAHMAN
L
U
D
B
A
D AMI
BIN MOH
環境都市工学科3年のラーマン
です。
マレーシアから来ました。
政
府からお金をもらって立派なエン
ジニアになるために日本に留学し
ています。
日本に来る前、
2年間日
本語を勉強して、
日本人と会話す
ることができるように毎日日本人
の先生方と練習しました。
私の趣
味はバスケットボールをやること
です。
私の夢は大学から卒 業し、
素晴らしい会社で勤めたいです。
そして、
日本の生活について様々
なことを体験したいと思います。
これらの夢を叶えるために、
私は
これから全力で頑張って諦めずに
ずっと前に進 んでいくと思いま
す。
よろしくお願いします。

研究紹介（新任教員）
基礎学系 講師

福室 康介

平成31年4月に着任しました。私の研究対象は"有限生成性"です。例えば2次元の座標平面上のすべての点
は定数倍になっていない2点の座標を用いて表すことができます「例:(5,8)=(1,-2)+2×(2,5), (0,9)=-2×
「言葉」が
(1,-2)+(2,5)」。すなわち座標平面は(1,-2),(2,5)の2点(有限個)で生成されています。数学以外だと、
ある種の"有限生成性"を持つ例になっています。英語ならばa ～ z,A ～ Z,各
種記号を組み合わせて、文章が書けているからです。
いくつかの有限生成と思われる対象のうち、特別、他と変わらなく思える
ものが有限生成でないということが起きたり、とても有限生成とは思えない
ものが有限生成だったりします。そういう直感の効かない不思議な現象の起
こった理由を考えることが数学の面白さの一つだと思います。不思議である
ことを感じる能力は、考えることで養われると思います。公式を覚えるだけで
は養われません。中学で習う三角形の合同条件、なぜあの条件を満たすもの
が合同になるのか？あの3条件以外に合同であることを導く条件は存在する
のか？そのような不思議・疑問の中に数学の本質があると思います。
授業では、将来工学の場において役立つ数学と同時に、数学の不思議な現
象について一緒に考えていきたいと思っています。

木更津高専だよ
り第84号
March 2018
木更津高専だよ
り第87号
September
2019
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研究紹介（新任教員）
機械工学科 助教

青葉 知弥

前年度まで豊橋技術科学大学の教員として勤めており、
平成31年4月に本校に着任しました。
私の専門分野は、
材料工学で、
おもに金属材料の組織制御による高機能化に関する研究を行ってい
ます。
金属材料は加工熱処理プロセスを変更することで機械的性質を大きく変えることが出来ます。
加工は金属材料の形状を変えるだけでなく、
材料内部の組織が変化するため、
このような性質の変
化が起きます。
この加工を、
繰り返し何度も行うとどうなるでしょうか。
これは、
巨大ひずみ加工と呼
ばれる分野で、
通常ではあり得ないような高強度な
金属材料を作ることができます。
強度以外の点でも、
学術的・工業的に面白く、
それがなぜ起こるのか、
い
まだに分かっていないことが沢山あります。
私は、
こ
うした加工熱処理プロセスの開発や組織観察といっ
た実験的な手法でこの課題に取り組んでいます。
研究室の学生には、研究活動の一端を担ってもら
うことで、学術的な楽しさを共有していきたいと思っ
ています。教員の皆様とも、教育だけでなく研究を通
して繋がっていけることを楽しみにしております。

電子制御工学科 助教

破断したアルミニウム合金

奥山 彫夢

平成31年4月に本校へ着任致しました。授業は、材料力学などを担当しています。専門分野は、
材料科学です。主に「結晶性金属材料の微視組織と力学特性の関係」について研究しています。
“結晶性金属材料”という聞きなれない語句を使いましたが、みなさんの身の回りで使われて
いる金属、例えば鉄やアルミ、銅のことです。それらの金属は、拡大して見てみると原子が周期的
に並んだ構造をしています。そのような構造を結晶
構造と呼ぶので結晶性金属材料と書きました。
結晶構造はいくつかの種類があります。また原子
の並ぶ方向が変わる場所や結晶の欠陥があったり
します。金属材料はそれら微視的な要素で構成され
ているので、微視組織を持ちます。微視組織は、素材
や作り方によって異なるものになります。
金属材料の強さは微視組織によって変化するの
で、微視組織と力学特性の関係を明らかにし、より
強い金属材料を作るため研究しています。
本校では、みなさんと授業や部活、イベント、研究
を通して仲良くしていきたいと思っていますので、
どうぞよろしくお願い致します。
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微視組織の変形シミュレーション

本校の活躍
2018高専機構・防災科研協働コンテスト「地域防災力向上チャレンジ」優秀賞受賞
情報工学科 准教授 大枝 真一
2019年3月27日に行われた2018高専機構・防災科研協働コンテスト「地域防災力向上チャレ
ンジ」最終審査会で木更津高専チームが発表を行いました。本コンテストは、専学生・教職員対象の
コンテストであり、
5人チーム（3月当時：専攻科1年 稲毛惇
人君、専攻科2年 藤田拓也君、本科5年 高野大悟君、本科4
年 篠田拓樹君、教員 大枝真一准教授）
で出場し、優秀賞を
受賞しました。
本コンテストは、IoT、ICT、AI等の技術を利活用し、地域
あるいは自治体の防災力・減災力を向上させるためのアイ
デアを募集するものです。本コンテストは、
「1stステージ」
と「最終審査会」の2段階の審査があります。
1stステージに
は33件の応募があり、審査委員による採点に基づく審査に
より10件が採択されました。1stステージを通過したチーム
には、活動資金補助のもと、防災科学技術研究所の研究者
のサポートを受けながら、アイデアの実証実験を行います。
その成果を最終審査会にてプレゼン発表を行いました。本
チームは、その最終審査会で優秀賞を受賞しました。本件
は、
2019年5月21日付けの日経産業新聞（最終面）トップ
記事に掲載され、7月5日付の新千葉新聞にも掲載されまし
た。コンテスト終了後も、継続して研究を行っており、今後
の活動成果が期待されています。

総務省主催

高専ワイヤレスIoT技術実証コンテストアイデア賞受賞
情報工学科 教授 栗本 育三郎
本校専攻科 機械・電子システム工学専攻修了生 松田美勇史君、鹿島淳君、
情報工学科5年中村
颯太君、
指導教員栗本育三郎教授らは、
東京ビックサイトで開催され
5月29日から31日の3日間、
た
「高専ワイヤレスIoT技術実証コンテスト」
のファイナリストとしてポスター展示、
プレゼンテー
ション審査に参加し、
「カラス被害抑制のためのロボットIoT」
で見事アイデア賞を獲得しました。
「総務省主催 高専ワイヤレスIoT技術実証コ
ンテスト」
は、
地域に密接しつつ高度な技術を育
成している高等専門学校
（高専）
の学生の技術
力や独創的なアイデアを活用したワイヤレス
IoT及び第5世代移動通信システムを活用するこ
とにより、
地域課題の解決や新たなサービス創
出を図ることを目的としています。
今回は、
全国
から書類審査を通過し、
最大150万円までの製
作費・実証費の補助を受けた8組のファイナリス
ト達が発表会に臨みました。
口頭発表とポス
ター発表に対して、
最優秀の総務大臣賞、
アイ
デア賞、
企業連携賞など各賞があり、
本校チー
ムは、
アイデア賞を受賞する栄誉に輝きました。

アイデア賞受賞

Telexistence
Cybernetics Crowの試作

木更津高専だより第87号 September 2019
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お知らせ
教職員紹介
【新任】
（採用）
3月21日

＜叙

（採用）
4月1日

福室 康介（基礎学系 講師）
青葉 知弥（機械工学科 助教）
奥山 彫夢（電子制御工学科 助教）

（転入）

後藤
矢澤
伊藤
河野
矢島

▼ ▼ ▼

勉（事務部長） 一関高専
義彦（総務課長） 千葉大学
竜治（学生課長） 東京外国語大学
明広（総務課専門員） 千葉大学
裕子（総務課経理係長） 千葉大学
▼

▼

【退職・転出】
3月31日

山﨑 敏裕（学生課長） 千葉大学
浪久 徳子（総務課人事・労務係長） 千葉大学
山田 健治（総務課経理係長） 千葉大学

（配置換
（学外）
）

関口 昌由（基礎学系 教授）

▲

（転出）

▲

▲

▲

国立高等専門学校機構本部 教授

高橋
鴇田
丸岡
石川
伊藤
村松
山田
大坪
須賀

秀雄（機械工学科 教授）
正俊（電子制御工学科 教授）
邦明（機械工学科 嘱託教授）
雅之（電気電子工学科 嘱託教授）
操（電子制御工学科 嘱託教授）
薫（事務部長）
法子（総務課総務係）
竹雄（業務支援室）
政彦（業務支援室）

行 事 予 定
10/1㈫
10/5 ㈯
10/6 ㈰
10/13㈰～ 14㈪
10/28㈪～ 11/3㈰
11/1㈮
11/2㈯～ 3 ㈰
11/2㈯
11/5㈫～ 8㈮
11/23㈯
11/24㈰
11/25㈪～ 29 ㈮
12/17㈫
12/24㈫
12/25㈬～ 1/5 ㈰
1/20 ㈪
1/21㈫
1/22㈬
1/24㈮
1/31㈮～ 2/6 ㈭
2/14㈮
2/16 ㈰
2/17㈪～ 21㈮
2/18㈫
2/19 ㈬～ 21㈮
2/21㈮
2/22㈯～ 3/31㈫
2/24㈪～ 26 ㈬
3/7㈯
3/19 ㈭

令和元年春の叙勲 瑞宝小綬章

北尾 美成（第8代校長）

玉川 晴香（教育研究支援センター 技術職員）

（退職）

勲＞

※敬称略

後期

後期授業開始、7限より全校集会
オープンキャンパス
ロボットコンテスト地区大会（サレジオ高専）
プログラミングコンテスト
（都城高専）
3～5年保護者個別懇談会
学園祭に伴う休業日
学園祭
保護者全体懇談会
4年見学旅行
地区英語弁論大会（群馬高専）
ロボットコンテスト全国大会（両国国技館）
後期中間試験
マラソン大会（雨天中止）
授業終了後よりHR・教室清掃
冬季休業
授業終了後HR・教室清掃
推薦入試に伴う休業日
推薦入学者選抜
専攻科特別研究発表会
後期定期（学年末）試験
授業終了後HR・教室清掃
学力入学者選抜
補講期間
学力入試に伴う休業日
卒業研究発表会
7限よりHR・大掃除・終業式
学年末休業
3年スキー合宿研修
進路懇談会（4年、専攻科）
卒業式・修了式

独立行政法人国立高等専門学校機構

木更津工業高等専門学校

ホームページ http://www.kisarazu.ac.jp/

＜名誉教授＞

平成31年4月1日授与

高橋 秀雄（機械工学科 教授）
鴇田 正俊（電子制御工学科 教授）

保健室より
●健康診断を終えて気になったこと
歯科検診
（1・2・3年生対象）
に於いて学年が上がるに従い、
う歯
（虫歯）
や歯周病の学生が増加しています。
入学時はとっ
ても良い状態なのに非常に残念です。
思春期はホルモンの影響で歯周病や
虫歯になりやすい状態にあります。
歯周病は歯を失う大きな原因となります。
食後の歯磨きはもちろん、
甘い飲み物やお菓子をだらだら飲んだり食べたり
しないように気をつけましょう！
●これからの季節、風邪やインフルエンザ、そしてノロウイルスによる
感染性胃腸炎に注意が必要です。
特にノロウイルスは、感染力が非常に強く、感染者の嘔吐物や排泄物に
含まれます。その症状は、嘔吐、
下痢、腹痛、発熱、頭痛等です。以下の注意
を守り、後期も元気に学校生活を送りましょう！
・感染症予防の基本は、
正しい手洗いです。
石鹸をよく泡立てて、
トイレの後、
食
事の前、
調理の前後、
外出から帰宅した時など、
忘れずに行うようにしましょう。
・十分な休養と栄養補給、
うがい、
咳エチケットを心がけましょう。
・体調が悪い時には登校を控え、
医療機関で診察を受けてください。
イン
フルエンザ等、感染症に感染している、
またはその疑いがあると診断
された場合は、公欠
（要診断書等）
になります。
その
場合は、学校（木更津高専保健室0438-30-4036）
へ連絡をお願いします。
※学校でインフルエンザ予防接種が受けられます
（10月
16日、
11月15日に実施予定です。
7月末に各ご家庭に
申込み用紙を郵送いたしました）
。

学生相談室より
学生相談室は、皆さん一人一人が充実した学生生活を送れるようにサポ
ートしていくところです。
相談内容については固く秘密を守りますので安心してください。
相談室は講義棟A1階 保健室隣にあります。保護者の方の相談も対応い
たします。
☆主な相談内容としては次のようなことが挙げられます。
・学業・進路について
・自分の性格や対人関係について
・健康について
・その他
（家庭の事情で悩んでいる、経済的に困っている、
恋愛、性、宗教
のことで悩んでいる、
など）
☆いつ？
・学生相談室長及び看護師は、随時
・カウンセラー愛甲先生
毎週火曜日の10時～ 12時／ 13時～ 17時
隔週水曜日の15時～ 18時
毎週木曜日の13時～ 17時
毎週金曜日の13時～ 18時までそれぞれ、相談に応じています。
・スクールソーシャルワーカー 熊倉先生
毎週月・水曜日の9時～ 17時まで
☆相談予約は？
・保健室で受け付けています。
電 話：0438-30-4036
E-mail：soudan@a.kisarazu.ac.jp
※保護者対象メンタルヘルス講演会を
10月27日
（土）
14時30分～16時に開催予定です。

ロボコン2019
競技課題：
『らん♪RUN Laundry 』
（らん・ラン・ランドリー）
●関東甲信越地区大会
開催校：サレジオ高専
開催日：10月6日（日）
会 場：町田市立総合体育館（東京都町田市）
●全国大会
開催日：11月24日（日）
会 場：国技館（東京都墨田区）

木更津高専だより第87号 令和元年9月発行
〒292-0041 木更津市清見台東2-11-1

☎0438-30-4000

