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統合１０周年記念式典・特別講演会・記念祝賀会を開催しました 

 令和元年６月２１日（金）、富山市芸術文化ホール（オーバード・ホール）において「統合１０周年記念式典・特別講演会」を挙行し
ました。記念式典では、地元産業界および教育機関からの来賓・招待者、教職員、学生等、約1,650名が参加しました。 
 賞雅寛而校長が「これまで築かれた富山高専の伝統を振り返り、社会の要請に応じ、産業構造の変化・グローバル化に対応でき、
またイノベーションの創出に貢献する工学・海事の技術者およびビジネスパーソンの育成を今後も継続してゆく」と式辞を述べた後、
富山県立大学の下山勲学長から祝辞、独立行政法人国立高等専門学校機構の豊岡宏規理事から謝辞が述べられました。 
 学生を代表し、本郷キャンパス学生会長の伊東芳起さんと射水キャンパス学生会長の宮下日向子さんが、「統合１０周年という
記念すべき式典に参加できたことに感謝し、「創意・創造」「自主・自立」「共存・共生」の理念のもと、「未来を創造し、その社会で活
躍できる実践力」を身につけるとともに、これから入学してくる後輩、さらには次の１０年へと、その理念を受け継いでいく」と誓いの言
葉を述べました。 
 続いて、特別講演会では、「私は君たちがうらやましい」と題して、東京工業大学の益一哉学長による講演が行われました。 
 また、講演会終了後に富山市内ホテルにおいて、記念祝賀会が盛大に開催されました。 

【折イメージライン】山折 
※PDFに保存する前に線を削
除してください。 

【折イメージライン】山折 
※PDFに保存する前に線を削
除してください。 表紙 中に巻き込まれる 
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秋季オープンキャンパス  

進学個別相談会 

シンガポールとタイからの短期留学生 
 
 本年度も、シンガポールのナンヤンポリテクニックと、タイのキングモンクッ
ト工科大学（KMITL）からの短期留学生を受け入れました。 
 シンガポールの留学生は計4名で、4月8日（月）に本校に到着し、電気制御
システム工学科（本郷キャンパス）に2名、電子情報工学科（射水キャンパス）
に2名が配属されました。KMITLの留学生は6月3日（月）にやってきました。
本郷キャンパスで6名、射水キャンパスで5名を受け入れました。機械システム
工学科、物質化学工学科、電子情報工学科、国際ビジネス学科での研究・研修で
す。 
 シンガポールからの留学生の研究発表会は6月20日（木）に行われ、6月30
日（日）に帰国しました。KMITLの学生は7月19日（金）に研究成果を発表し、
7月26日（金）に帰国しました。 
 
 

本校学生が国際学会において学会賞を受賞しました 
 
 専攻科エコデザイン工学専攻1年岡嶌夏輝さんが、The American Ceramics 
Societyが主催する学会で発表し、Mo-Sci Student Poster Awardsを受賞し
ました。岡嶌さんは、7月21日（日）から26日（金）にかけて、カナダのトロ
ントで開催された The 2nd Global Forum on Advanced Materials and 
Technologies for Sustainable Development (GFMAT-2) and the 4th 
International Conference on Innovations in Biomaterials, 
Biomanufacturing and Biotechnologiesに参加し、研究成果の発表を行いま
した。50名の発表があり、選考の結果、3名が受賞し、岡嶌さんは日本人で唯
一の受賞となりました。 
 岡嶌さんは、機能性セラミックスに関する研究に取り組んでおり、10月には
フィンランド・トゥルクで行われる国際学会で発表する予定など、活発に研究を
行っています。 
 
受賞報告のページ（The American Ceramics Societyホームページ） 
https://ceramics.org/ceramic-tech-today/acers-news/combined-gfmat-bio-

meeting-sees-successful-turnout-in-toronto 

富山県高等学校将棋選手権大会の受賞披露を行いました 
 
 本郷キャンパスでは、６月１２日（水）の北陸地区高専体育大会壮行会後に、
富山県高等学校将棋選手権大会の受賞披露を行いました。 
 大会結果は以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

船上で記念写真 日本丸のマスト 

船首での作業 日付変更線通過 

 令和元年度の商船学科卒業
生は、２年生で１ヶ月、４年生で
５ヶ月、卒業前の６ヶ月、合計
12ヶ月の乗船実習を修了しまし
た。12ヶ月のうち、実習期間中は
船上で生活しながらの実習となり
ます。 
 今回掲載した写真は、４年の実
習の際、日本丸に乗船した学生
から提供してもらいました。ハワイ
航路での実習の様子です。 
 他にもシンガポールや、民間の
船会社で実習する学生もいます。 
 

競技 種目
富山県大会

順位
学科・学年 氏名

電気制御システム工学科３年 本田　一期

電気制御システム工学科２年 森本　開斗

物質化学工学科２年 稲垣　比呂

男子個人戦 第５位 電気制御システム工学科３年 坂本　琉成

女子個人戦 準優勝 物質化学工学科３年 高山　莉彩

男子団体戦 第３位

将棋

■就職先

旭海運㈱、㈱朝日工業社、川崎汽船㈱、川崎近海汽船㈱、共栄マリン㈱、㈱クルーズプラネット、
五栄土木㈱、ＪＸオーシャン㈱、商船三井オーシャンエキスパート㈱、新日本海フェリー㈱、第一
中央内航㈱、㈱ダイトーコーポレーション、太洋産業貿易㈱、㈱辰巳商會、日広冷熱㈱、ニッスイ
マリン工業㈱、日東物流㈱、日本海運㈱、日本通運㈱、日本郵船㈱、日本海曳船㈱、福寿船舶㈱、
明和タンカー㈱

■進学先

東京海洋大学海洋工学部、神戸大学海事科学部、富山高等専門学校専攻科

■就職先

日本通運㈱、YKK㈱

商船学科

海事システム工学専攻

本郷キャンパス 射水キャンパス

※進学個別相談会は、本郷キャンパスおよび射水キャンパスのそれぞれの会場で開催します。

中学３年生とその保護者対象

11月24日（日）・12月1日（日）

9:30〜12:00 / 13:30〜16:00

11/10(日)

11/17(日)

電子情報工学科

 ・空中の電波を見てみよう　――電池無しでLEDの点灯実験――

 ・Webアプリケーションの作成体験！　――商品購入のWebページづくり――

国際ビジネス学科

 ・異文化について学ぼう　――学生の体験談を通じて異文化について学ぶ――

 ・ビジネスの学習を体験しよう

11/10(日)
商船学科

 ・船の仕事をみてみよう　――海と船を学ぶ――

11/17(日)

商船学科

 ・シミュレータで巨大船を動かそう　――船の動きを学ぶ――

 ・エンジンを組み立てて動かそう　――構造と動きを学ぶ――

　※秋季オープンキャンパスは、本郷キャンパスおよび射水キャンパスのそれぞれの会場で開催します。　　※本郷キャンパスは1講座110分、射水キャンパスは2講座それぞれ50分の実施となります。

　※参加希望の方へ： 中学校の先生を通じて、お申し込みください。　　※保護者の方へ： 保護者も生徒と一緒にご参加いただけます。　また保護者向け校内見学会も用意しております。

機械システム工学科

 ・巨大ロボットの作り方　――巨大ロボットは大地に立つか？――

 ・ミッション：探査機を無事に着陸させよ。

 ・ロボットプログラムで迷路から抜け出そう！

電気制御システム工学科

 ・中の人などいない！歩け！！二足歩行ロボット！！！

 ・学んで遊ぼう！電子回路モノ作りとIoT用エナジーハーベスト体験

 ・3Dプリンターで新しいものづくりを体験しよう

物質化学工学科

 ・暮らしの悪臭を除去する物質の化学

 ・色で判定！溶液中の金属イオン

11/16(土)

11/17(日)

本郷キャンパス 射水キャンパス
受付 8:30〜9:00 / 公開講座 9:30〜11:20 / 終了予定 11:40 （学生寮等見学 11:45〜） 受付 8:30〜9:00 / 公開講座 ①10:00〜10:50 ②11:00〜11:50 / 終了予定 12:10 （学生寮等見学 12:10〜）

射水キャンパス

　　　　　　電子情報工学科　　４０名

　　　　　　国際ビジネス学科　　４０名

　　　　　　商船学科　　　　　　 ４０名

入学資格

選抜方法

推薦による選抜

願書受付 　令和２年１月７日（火）　〜　１月９日（木）

検査日 　令和２年１月１９日（日） 選抜結果の発送 　令和２年１月２３日（木）付

試験科目 　全学科共通

学力検査による選抜

願書受付 　令和２年１月２７日（月）　〜　１月３０日（木）

合格発表 　令和２年２月２０日（木）午前９時００分

選抜結果の発送 　令和２年２月２０日（木）付

試験科目 　全学科共通

帰国子女特別選抜

願書受付 　令和２年１月２７日（月）　〜　１月３０日（木）

合格発表 　令和２年２月２０日（木）午前９時００分

選抜結果の発送 　令和２年２月２０日（木）付

　機械システム工学科

　電気制御システム工学科

　物質化学工学科

　電子情報工学科

　商船学科

　国際ビジネス学科

試験科目

　理科、英語、数学、国語

　（マークシート方式）

　および面接

　英語、数学、社会、小論文および面接

　※正式な願書受付日程や試験日程、検査場等の詳細は、令和元年９月発行の

　　「令和２年度学生募集要項」をご覧ください。

募集定員

本郷キャンパス

　　　　　機械システム工学科　　　　４０名

　　　　　電気制御システム工学科　４０名

　　　　　物質化学工学科　　　　　 ４０名

中学校を卒業した者および令和２年３月卒業見込みの者

推薦による選抜、学力検査による選抜および帰国子女特別選抜

検査日 　令和２年２月１６日（日）

検査日 　令和２年２月１６日（日）

　面接

　理科、英語、数学、国語、社会

　（マークシート方式）
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商船学科実習生担任・海事システム工学専攻担当からお祝いのメッセージ

席上課程修了時にクラスで言われて知ったのは「先生は
推薦入試の面接教員でした。」というものです。私は1年～
５年までの各学年に授業がある珍しい教員の一人だそうで
すが、つまり何人かとはもう６年ぐらいの付き合いになるとい
うことです。ゆったりサイズの制服を着て入学式にいた学生
さんも随分大人になりました。
以前もどこかで書きましたが、年をとると「最近の若者
は･･･」と直ぐに言いたくなりますが、担任をしていて時々感
じていたのは、自分が二十歳くらいのときと比べて、若者に
しては「結構やるなあ～」ということです。たくさん助けても
らって、元気ももらいました。
早朝からアラームで起こされる実習は無事に終わりまし
た。来月から就職、進学などそれぞれの道に進むことにな
りますが、困難で嫌なことがあっても、あきらめなければきっ
と上手くいきます。頼りにしていた自慢のクラス学生が卒業
して少し寂しくなります。

2019年度専攻科海事システム工学専攻修了生の皆さ
ん、専攻科修了誠におめでとうございます。皆さんは2012
年4月に富山高等専門学校商船学科に入学して以来、7
年半海事に関する勉強をしてきました。その間、楽しかった
ことや辛かったこと等多くの経験を通して成長しました。私
が担任として皆さんと関わったのは本年4月からの半年間
でしたが、皆さんの担任として一緒に過ごせたことに感謝し
ています。ただ、私には一つ残念なことがあります。それは
私は1983年に本校に赴任して以来、富山湾におけるうね
り性波浪「寄り回り波」の研究をしてきたのですが、その波
の話を皆さんにする機会がなかったことです。
皆さんはこれから、それぞれの新しい道を進むことになり
ます。そして、いつか寄り回り波のような荒波が押し寄せて
くることもあると思います。でも、それをプラス思考で乗り越
え、波に乗って前進して下さい。そこには素晴らしい世界が
待っているはずです。皆さんの新しい船出に乾杯！
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なんとかなるものだと思います。私は初めの１ヶ月乗船実習
中に船の厳しさを思い知り、乗船実習がとても嫌になりました。
しかし下船式では毎回なんだかんだ楽しかったと思うのです。
乗船実習では揺れる日や電波が繋がらない日があり、陸が
恋しくなりますが、その反面いろんな港に寄ったり、天気が良く
て海が綺麗だったり、何より沢山の仲間ができました。乗船実
習以外にも普段の学校生活や部活動もいい思い出です。な
ので私は富山高専に入学してよかったと思います。そんな５
年半で船乗りの責任とやりがいを感じ、船を仕事にすることに
しました。これからは就職する人、進学する人それぞれの道
に進みます。嫌な思いや辛い経験を沢山するかもしれません
が、なんとかなると思って気持ちを楽にしてやってみようと思
います。
５年半支えてくれた家族、教官、沢山の仲間に感謝します。
ありがとう。

商船学科
卒業生

丸岡大志

終わってみれば

専攻科には本科を卒業してすぐに入学しました。入学後は
新しい肩書に少し緊張していましたが、勉強に取り組むための
環境は同じだったのですぐに慣れることができました。授業内
容は専攻科にふさわしい、難しくも取り組みがいのあるもので、
私の成長を促してくれる良いものでした。特に研究では自分で
何をするかを考え、調べ、行動に移す必要があったので成長
も著しかったと思います。
専攻科で一番の山場はやはり就職活動でした。入学から半
年でもう就職活動があるということで、当時は認識が追い付い
てなく、教官方からご指導いただいてやっと就職活動に対して
認識が追い付くということもありました。他にも就職のための
様々な支援をしていただいたおかげで、無事就職することが
できました。この専攻科での生活でお世話になった教官方、
両親、友人、先輩方には感謝の念が堪えません。本科での５
年半も含めたこの７年半の間、本当にありがとうございました。
これからは社会に貢献できるように頑張っていきます。

専攻科海事システム工学専攻
修了生

阿部斗輝矢

専攻科を振り返って

商船学科
実習生担任

中谷俊彦

卒業おめでとう

専攻科海事システム工学専攻
担当

河合雅司

７年半の学校生活ご苦労様でした

陸上部

男子100m S4 五十嵐晴紀

男子200m I3 谷口響

男子400m I3 谷口響

男子4×100mリレー S3 五十嵐 I3 谷口 S4 五十嵐 I5 駒井

男子4×400mリレー I4 南保 I5 駒井 S4 五十嵐 I3 谷口
5M 奥田 2M 吉倉 4M 立野 4E 市川

男子砲丸投 I4 舘田瑛史

男子円盤投 I4 舘田瑛史

女子100mH I2 直井保乃花

女子4×100mリレー K5 明歩谷 I3 萩中 I2 直井 I2 関藤

女子走幅跳 I2 直井保乃花

女子円盤投 K5 飯野結貴

女子100m平泳ぎ S4 甲谷葵

男子60kg級 S2 池原直哉
女子48kg級 1の1 竹津こころ
女子63kg級 5C 本田和香奈

女子100mH 5C 水上真菜

女子4×100mリレー 5C 水上 3E 宮武 3C 澤田 4M 鳥海

第54回全国高等専門学校体育大会

陸上 男子総合 優勝 富山高専射水キャンパス

陸上 女子総合 優勝 富山高専射水キャンパス

サッカー（本郷キャンパス） 2位

第61回富山県陸上競技選手権大会（7/13～14）　　　　　富山県総合運動公園陸上競技場

陸上 男子100m 1位 I3 谷口　響

陸上 男子3000mSC 3位 I3 濱　新太

I4 片山　哲

I5 駒井　宏至

S4 五十嵐　晴紀

I4 嶋﨑　凌

陸上 男子ハンマー投 1位 S3 福田　健翔

陸上 男子ハンマー投 2位 I4 舘田　瑛史

陸上 男子ハンマー投 3位 I4 谷川　淳哉

水泳 男子200m個人メドレー 6位 1の3 高井　紅弥

水泳 男子400m個人メドレー 4位 1の3 高井　紅弥

第72回富山県民体育大会（7/28）　 富山県高岡総合プール

水泳 一部少年男子100m平泳ぎ 2位 3C 石田　悠人

水泳 一部少年男子200m平泳ぎ 2位 3C 石田　悠人

水泳 一部少年男子100m背泳ぎ 2位 1の3 高井　紅弥

水泳 一部少年男子200mバタフライ 2位 3E 中山　友琉

第72回富山県民体育大会（8/11～12）　　　　　　　　　富山県総合運動公園陸上競技場

陸上 男子三段跳 3位 I4 川口　陽南太

陸上 男子ハンマー投 1位 S3 福田　健翔

陸上 女子三段跳 2位 I2 直井　保乃花

陸上 女子走幅跳 2位 I2 直井　保乃花

第54回全国高等専門学校体育大会（8/17～18）　　　　　　　エディオンスタジアム広島

陸上 男子100m 1位 S4 五十嵐　晴紀

陸上 男子200m 1位 I3 谷口　響

陸上 男子200m 6位 S4 五十嵐　晴紀

陸上 男子400m 1位 I3 谷口　響

陸上 男子5000m 8位 I3 濱　新太

陸上 男子110mH 7位 I1 大谷　祐貴

陸上 男子3000mSC 5位 I3 濱　新太

S3 五十嵐　海翔

I3 谷口　響

S4 五十嵐　晴紀

I5 駒井　宏至

I4 南保　陸駆

I5 駒井　宏至

S4 五十嵐　晴紀

I3 谷口　響

　ダイエープロビスフェニックスプール（新潟県長岡市）

第52回全国高等専門学校サッカー選手権予選北信越大会（7/13～15）

陸上 男子4×100mリレー 3位

第52回北信越高等学校選手権水泳競技大会（7/19～21）

　長野県松本平広域公園総合球技場

陸上 男子4×100mリレー 1位

陸上 男子4×400mリレー 2位

第54回全国高等専門学校体育大会（8/17～18）　　　　　　　エディオンスタジアム広島

5M 奥田　樹生

2M 吉倉　陽希

4M 立野　真勇弥

4E 市川　皓基

陸上 男子走高跳 2位 S4 曽場　建太

陸上 男子走幅跳 5位 S4 曽場　建太

陸上 男子砲丸投 1位 I4 舘田　瑛史

陸上 男子円盤投 1位 I4 舘田　瑛史

陸上 男子円盤投 3位 I4 片山　哲

陸上 男子やり投 5位 I4 片山　哲

陸上 女子100m 5位 I2 関藤　瑞紀

陸上 女子200m 3位 I2 関藤　瑞紀

陸上 女子100mH 1位 I2 直井　保乃花

陸上 女子100mH 5位 I3 萩中　七海

陸上 女子100mH 8位 5C 水上　真菜

K5 明歩谷　七海

I3 萩中　七海

I2 直井　保乃花

I2 関藤　瑞紀

5C 水上　真菜

3E 宮武　未歩

3C 澤田　真歩

4M 鳥海　日海理

陸上 女子走幅跳 1位 I2 直井　保乃花

陸上 女子砲丸投 2位 K5 飯野　結貴

陸上 女子円盤投 1位 K5 飯野　結貴

陸上 女子やり投 5位 K5 松本　羽生

第54回全国高等専門学校体育大会（8/24～25）　　　　　　　　　　広島市総合屋内プール

水泳 男子100m背泳ぎ 4位 I4 山元　樹

水泳 男子200m背泳ぎ 1位 1の3 高井　紅弥

水泳 男子100m平泳ぎ 2位 3C 石田　悠人

水泳 男子200m平泳ぎ 1位 3C 石田　悠人

水泳 男子200m個人メドレー 1位 1の3 高井　紅弥

水泳 女子100m背泳ぎ 4位 K4 江口　早耶

水泳 女子100m平泳ぎ 1位 S4 甲谷　葵

水泳 女子100mバタフライ 7位 K4 江口　早耶

水泳 女子200m個人メドレー 5位 S4 甲谷　葵

K4 江口　早耶

S4 甲谷　葵

S1 梅村　彩

S2 林　美羽

S2 林　美羽

S1 新谷　花梨

S1 梅村　彩

I2 白石　真菜

第54回全国高等専門学校体育大会（8/24～25）　　　　　　　　　　　　鳥取県立武道館

柔道 男子60kg級 2位 S2 池原　直哉

柔道 女子48kg級 3位 1の1 竹津　こころ

柔道 女子63kg級 2位 5C 本田　和香奈

第26回全国高等専門学校将棋大会（8/21～23）　　　　　　　　　　久留米シティプラザ

4E 橋本　竜大

4C 吉田　直生

3E 本田　一期

囲碁将棋 女子個人 1位 3C 小竹　佑佳

陸上 女子4×100mリレー 1位

陸上 女子4×100mリレー 7位

水泳 女子4×50mメドレーリレー 2位

水泳

陸上 男子4×400mリレー 4位

女子4×50mフリーリレー 7位

囲碁将棋 男子団体 3位
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