
「学生相談室」は、学生の皆さんのサポートをするところです。
皆さんが学校生活の中で出会うさまざまな問題・悩みや困りごとについて、相談室員
（教員）や専門のカウンセラーが皆さんの話を聞きながら、皆さんにとってよいと思
えるような答えを、一緒になって考えるところです。
勉強のこと、クラス・部活動・教員・家族など人間関係のこと、進路のこと……に

ついての悩み、或いは、いらいらする、不安な気持ちがする、憂鬱だ、やる気がでな
い、疲労感が抜けない、安眠できない、寝起きがすっきりしない、ゲームをやめられ
ない……といった心身及び生活の状態についての悩みなど、ささいなことでも安心し
てお話ししに来てください。問題を一人で抱え込まずに、ぜひ気軽に相談室を訪ねて
ほしいと思います。
なお、保護者の方の学生に関する相談も受けています。

【本郷キャンパス】
◎相談室員（担当教員）
機械システム工学科 吉川文恵 電気制御システム工学科 古川裕人
物質化学工学科 篠﨑由紀子（副室長） 一般教養科 河原治

◎相談を希望される場合の連絡先
TEL 076-493-0533（保健室）
※カウンセラーへの相談は、保健室で予約をしてください。

◎相談室スケジュール
▷相談室員（各学科教員）
時間：月～金曜 放課後～17:00
場所：各教員の自室

▷カウンセラー
時間 月～金曜 10:00～17:00
場所 学生相談室（学生支援課横、学生支援課から専攻科棟へ向かう途中）

【射水キャンパス】
◎相談室員（担当教員）
電子情報工学科 由井四海 国際ビジネス学科 宮﨑衣澄（室長）
商船学科 布目明弘 一般教養科 櫻井秀人

◎相談を希望される場合の連絡先
TEL0766-86-5140（保健室）メールsoudan@nc-toyama.ac.jp
※カウンセラーへの相談は、保健室で予約をしてください。

◎相談室スケジュール
▷相談室員（各学科教員）
時間：月～金曜 放課後～17:00
場所：各教員の自室

▷カウンセラー
時間：月～金曜 10:00～17:00
場所：臨時学生相談室（第一専門棟２階奥）
備考：試験期間中、長期休業中も事前連絡いただければ対応させていただきます。

■KOSEN健康相談室
TEL 0800-000-2228 24時間年中無休・無料相談受付
（ユーザーID，パスワードは学生に配布したカードをご確認ください。分からない場
合は、学生支援課にお問い合わせください。）
https://seap.workway.co.jp/kosen/ （メール相談）

校長 國枝佳明

＜副校長＞
総務担当 佐瀬直樹（機械）
教育担当 塚田 章（電子情報）
ワンカレッジ化担当 山本桂一郎（商船）

＜校長補佐＞
教務主事 井上 誠（機械） 小熊 博（電子情報）
学生主事 河合孝恵（物質） 寺﨑由紀子（一般教養射水）
寮務主事 日比端洋（一般教養本郷） 海老原毅（国際)
専攻科長 山本桂一郎（商船）
入試広報担当 保前友高（商船）
海外戦略担当 岡根正樹（機械）
研究高度化担当 袋布昌幹（物質）
AIロボット学類担当 阿蘇 司（電子情報）
進学・就職指導担当 高廣政彦（物質）
男女共同参画 青山晶子（一般教養本郷）

＜学科長等＞
機械システム工学科長 髙橋勝彦（機械）
電気制御システム工学科長 佐藤圭祐（電気制御）
物質化学工学科長 峰本康正（物質)
電子情報工学科長 阿蘇 司（電子情報）
国際ビジネス学科長 松原義弘（国際）
商船学科長 笹谷敬二（商船）
航海コース主任 向瀬紀一郎（商船） 機関コース主任 保前友高（商船）

一般教養科長 森田康文（一般教養本郷）
主任 河原 治（一般教養本郷） 主任 山本有希（一般教養射水）

＜センター長等＞
入試広報センター長 保前友高（商船）
ソリューションセンター長 宮重徹也（国際）
研究高度化推進センター長 袋布昌幹（物質）
国際教育センター長 古山彰一（電子情報）
図書館情報センター長 椎名 徹（電子情報）
船舶運航センター長 松村茂実（商船）
臨海実習場長 松村茂実（商船）
練習船若潮丸船長 金山恵美（練習船）
進学・就職指導室長 高廣政彦（物質）
学生相談室長 宮﨑衣澄（国際）
修学支援室長 塚田 章（電子情報）
教学IR室長 塚田 章（電子情報）
技術室長 佐瀬直樹（機械）
実習工場長 今井英之

＜事務部役職員＞
事務部長 山内浩一
総務課長 新木裕一
管理課長 松田義弘
教務課長 米内 治
学生支援課長 麻草 歓
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校長よりお祝いのメッセージ

明るく楽しいカレッジライフを

新入生の皆さん、ご入学、おめでとうございます。

新たに皆さんのような志の高い多くの学生を本校に迎え入れられることは、これまで皆さん

を支えてこられ、そして入学を待ち望んでおられたご家族ばかりでなく、私共教職員にとって

も大きな喜びです。在校生、及び教職員一同、心から歓迎いたします。

我が国は世界に冠たる科学技術立国であり、同時に四面を海に囲まれた海洋国家です。そん

な我が国の中で富山県は、多くの優良企業を有する工業県であるとともに、世界で最も美しい

湾の一つである富山湾を有する海洋立県でもあります。2009年10月に、科学技術の学び舎であ

る富山工業高等専門学校と海洋で活躍するスペシャリストを養成する富山商船高等専門学校が

統合して富山高等専門学校が創立しました。これにより科学技術、並びに海洋に関連する高度

な教育・研究を行う国内有数の高等教育研究機関が誕生したのです。

本校では、基礎・基本となる授業や実験演習はもちろん、クラブ活動やサークル活動などを

通じて「イノベーションを創出する人材、グローバルな世界で活躍する人材、そして社会に貢

献する人材」へと成長できるように先端的研究者による早期の基礎専門教育を行っているとと

もに、国際感覚を身につけることができる国際性豊かな学びの環境があります。そして教職員

一同は、皆さんの未来のために努力を惜しまず、応援し続けます。皆さんは自分の未来の選択

をするための十分な知識と経験を得ることができます。

本校での“カレッジライフ”を楽しく過ごすために、次の３つを心がけてください。

1. 心身の健康に留意しましょう。健康が全ての基本です。健康だからこそできることがあり

ます。

2. 「つながり」を大切にしましょう。家族のつながり、友達とのつながり、先輩・後輩のつ

ながり、先生や隣人とのつながりを大切にし、人間としての幅を広げましょう。

3. 挑戦しましょう。色んなことにチャレンジし、多くの経験を積みましょう。

皆さんが、本校の恵まれた環境の中で、より多くのチャレンジをし、明るく楽しいカレッジ

ライフを送ることを、我々教職員一同は心から願っています。新入生の皆さん、ご入学、誠に

おめでとうございます。

くにえだ よしあき

校長 國枝 佳明

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。

このメッセージを見る頃には学校にも大分慣れてきたかもしれま

せん。 本校は高校と比べ、富山県外、富山県内でも同じ地区以

外からの入学生も多く、同級生との会話もこれまで話していた言

葉も違うと思います。先生方も富山県外から来られている先生も

多く、話される言葉も違うかもしれません。

本校で生活しているだけで、他の高校生とは違った学生生活を

おくっていることになります。そういった違いをどう考えていくかという

ことが大事なことだと思います。同じことでも人によって見方が違う

と思います。他の人の考え方を尊重することも大事ですし、自分は

できるだけプラス思考で考えていくことが大事だと思います。

周りに迷惑をかけずに、自分のやりたい勉強を早く見つけ、目標

に向かって頑張って下さい。

新入生の皆さんへ

教務主事
本郷キャンパス

井上 誠

20年先までには終身雇用、年功序列、定期異動を前提とした

日本のメンバーシップ型雇用が消滅し経験とスキルに基づくジョブ

型雇用になるといわれています。つまり、皆さん自身が自分を商

品として売る時代になるでしょう。

我々教員も授業や校務の傍らで学会や企業と関わり、時には冷

たい風を浴びながら（よい失敗である）日夜奮闘しています。皆さ

んが富山高専での学びを通して、創造的なもの、革新的なものを

生み出す方法論とメンタリティを持って次のステップに進んでほし

いです。

皆さんの可能性は無限大です。我々は人材の拡大再生産のた

め、どんどん仕掛けていきます。富山高専での生活が、皆さんに

とって、良い時間となることを祈念しています。

自分を商品として売る時代へ

教務主事
射水キャンパス

小熊 博

主事からのメッセージ

新入生の皆さん入学おめでとうございます。皆さんに与えられた
高専での5年間という時間の長さは等しく平等ですが、その過ごし
方で自分自身の価値・満足度には大きく差がつきます。皆さんの
価値・満足度が最大化するよう、よく考え、行動・結果を振り返り、
生活・考え方・行動をUpdateし続けてください。
金は錆びず、永遠に輝き続けます。金は密度が高くずっしりとし
た重さがありますが、柔軟で金箔のように極めて薄く延ばすことが
できます。金は錆びないという特性から工業的な価値があり様々
な場所で使用され、希少性から資産的な価値があり、現在その価
値は高まっています。皆さんも富山高専で柔軟に様々なことに挑
戦し、吸収し、自分自身の価値を高め、人とは違った特性を持ち、
光り輝き続ける人材になってくれることを期待します。

金のように

学生主事
本郷キャンパス

河合孝恵

今、何かと制限の多い世の中です。皆さんも、特にコロナ禍の状

況下では、あれができない、これができないといったことが多かっ

たでしょう。コロナが終われば・・・と思っているかもしれませんが、

それがいつになるかはわかりませんし、また新しい困難が待ち受け

ているかもしれません。だとすれば、いつかを期待するのではなく、

今与えられた条件下で自分がやりたいことを実現するためにはどう

したらいいかを考えた方がいいと思いませんか。世の中は、自分に

とって常にベストな状態ではありません。だからといって不満を募ら

せるだけでは何も進まないのです。自分の目的を達成するために、

今できることは何か。与えられるのを待つのではなく、自分で考え

て行動しましょう。

今できることは

学生主事
射水キャンパス

寺﨑由紀子

新入寮生の皆さんは入寮して二か月ほど経ちましたが、そろそろ

寮生活には慣れてきましたか？２年生以上の寮生の皆さんは、先

輩寮生として自覚ある行動ができていますか？

仰岳寮は、総数150名規模の小さな寮ですが、集団生活である

ことに変わりはありません。自分勝手な軽率な行動は周りの寮生

に迷惑をかけることになります。特にコロナ禍での生活は、十分注

意する必要があります。一人一人が意識して、感染防止に努めて

もらいたいと思います。とはいえ、部屋の中に閉じこもってばかりで

はなく、部活動にも積極的に参加し、充実した寮生活を送ってほし

いとも思います。行事に関しては、感染防止対策等を講じて、でき

るだけ実施し、メリハリのある生活が送れるように考えていきます。

まだまだ我慢しなければならないこともありますが、ともに生活す

る寮生全員が仲間意識をもって、コロナ禍を乗り切り、より良い学

生寮にしていきましょう。

寮生の皆さんへ

寮務主事
本郷キャンパス

日比端洋

新入寮生39名を迎え、今年度の和海寮生活が始まりました。新

しい環境に慣れてきたことと思います。

みなさんは、中学校卒業とともに寮生活をするという選択をした

人たちです。規律ある学寮日課、限られた個人の空間、様々な施

設の共用など、寮生活には制約があり、不便を感じることもあるで

しょう。それにもかかわらず、自ら寮生活を選んだことは主体的な

決断です。その決断をした時の想いを胸に刻んでおいて下さい。

今後の寮生活の中で、その想いを忘れることなく、様々な状況を

乗り越えていってほしいと思います。寮務に携わる教職員は、あな

た方の寮生活がより良いものとなるよう支援していきます。そして

将来、みなさんが和海寮での生活を終えるとき、「寮生活を選ん

でよかった」と実感できることを心から願っています。

寮生活を選んだみなさんへ

寮務主事
射水キャンパス

海老原 毅

＜教務主事補＞
吉川文恵（機械） 由井四海（電子情報）
石田文彦（電気制御） 経田僚昭（商船）
金子慎一郎（電気制御） 山本有希（一般教養射水）
森 康貴（物質） 横田数弘（一般教養射水）
笠谷昌弘（一般教養本郷）
＜学生主事補＞
増山圭一（機械） 早勢欣和（電子情報）
古川裕人（電気制御） 岡本勝規（国際）
中島栄次（物質） 布目明弘（商船）
高越義一（一般教養本郷） モアナヌ チャールトン ビル（一般教養射水）
＜寮務主事補＞
石黒 農（機械） 門村英城（電子情報）
井澤正樹（電気制御） 滝沢雅明（電子情報）
迫野奈緒美（物質） 長谷川博（国際）
加藤正輝（一般教養本郷） 清野義敬（商船）

櫻井秀人（一般教養射水）

■役職者一覧 ■学生相談室から

■主事補一覧

■担任一覧 ※カッコ内は担当学科

＜１年担任＞
足立繭子 横山恭子 紙谷 智
吉田 学 楽山 進 大竹由記子
＜２年担任＞
中村祐太郎（機械） 宮崎真矢（電気制御） 間中 淳（物質）
林 直人（電子情報） 近藤周吾（国際） 大橋千里（商船）
＜３年担任＞
山本久嗣（機械） 藤崎明広（電気制御） 山岸正和（物質）
伊藤 尚（電子情報） 山村啓人（国際） 小林 大（商船）
＜４年担任＞
坂本佳紀（機械） 西島健一（電気制御） 福田知博（物質）
水本 巌（電子情報） 塩見浩介（国際） 西井典子（商船）
＜５年担任＞
白川英観（機械） 北村拓也（電気制御） 津森展子（物質）
的場隆一（電子情報） 村山雅子（国際） 福留研一（商船）
＜実習生担任＞
松村茂実
＜専攻科担当＞
エコデザイン工学専攻担当 百生 登・田尻智紀・多田和広・高松さおり
制御情報システム工学専攻担当 秋口俊輔
国際ビジネス学専攻担当 萩原信吾
海事システム工学専攻担当 山田圭祐
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本郷キャンパス 〒939-8630 富山市本郷町13 TEL 076-493-5402

射水キャンパス 〒933-0293 射水市海老江練合1の2 TEL 0766-86-5100

学校への連絡先 【本郷キャンパス】 【射水キャンパス】

代表連絡先
〒939-8630 富山市本郷町13
TEL 076-493-5402  FAX 076-492-3859

〒933-0293 射水市海老江練合1の2
TEL 0766-86-5100  FAX 0766-86-5110

欠席・遅刻の連絡 教務課教務担当：TEL 076-493-5405 教務課教務担当：TEL 0766-86-5145

授業料免除・奨学金
課外活動

学生支援課
学生担当：TEL 076-493-3590

学生支援課
学生担当：TEL 0766-86-5135

学生寮関係 学寮担当：TEL 076-493-5499 学寮担当：TEL 0766-86-5133

FAXによる連絡 上記共通 ：FAX 076-493-5488 上記共通 ：FAX 0766-86-5130
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新一年生から一言 一年生担任から一言

本郷キャンパス
第１学年１組

奥田聖愛

高専に入学して、早くも1ヶ月が経とうとしています。90分授業にも慣

れ、仲のよい友人もできました。

私は、これから多くの新しいことに挑戦していきたい、と思っています。

苦手だからと避けてきたことや、興味はあったけれど機会がなくてしてこ

なかったことに、積極的に挑戦して、様々な経験をし、できることや好き

なことを増やして、今の自分より成長した新しい自分を見つけていきた

い、と思います。

新しい自分になるために

夢に見た富山高専に入学してから、早くも1ヶ月が経ちました。多種多

様な方々との関わりは本当に刺激的で、毎日が充実しています。各分

野のスペシャリストである先生方のハイレベルな授業では、一生心に残

るであろう学びがあり、楽しくて仕方がありません。僕は企業内弁護士に

なって社会に貢献するという夢に近づくために入学しました。これからの

5年間は仲間と支え合い、「努力」を楽しみながら成長していきたいです。

楽しくて、楽しくて

本郷キャンパス
第１学年２組

高本功銘

高専に入学して早くも１ヶ月が経ちました。当初、希望と不安が入り混

じり、友達ができるか、勉強についていけるか、複雑な気持ちでいっぱい

でした。しかし今では友達と切磋琢磨して勉強に取り組み、とても心強く

感じています。寮生活でも先輩はわからないことを教えてくれるので、兄

のような存在だと感じています。これからの５年間、人と人との繋がりの

大切さを学び、友達といろいろな課題に挑戦し、向かい風にも耐えられ

る強い心を作り上げていきたいです。

これからの５年間

射水キャンパス
第１学年５組

石田珠月

憧れていた富山高専に入学して約1ヶ月が経ちました。最初は初めて

の環境で緊張や不安が大きかったけど、今ではクラスの人達と打ち解

けあい、他の学科の人たちとも仲良くなれました。学習面では、90分の

授業や学科ごとの他の学校では見られない実習にも慣れて今では楽し

めています。これからは専門授業が多くなり、色々なことが忙しくなると

思うけど努力を重ねていって日本の将来を担う人物になりたいと思いま

す。

高専のすヽめ

本郷キャンパス
第１学年３組

麻生陽樹

私は化学の知識を活かすことができる社会人になりたいという思いか

ら高専に入学しました。最初は授業時間の違いや広い校舎内の移動

に戸惑いましたが、クラスの仲間とも少しずつ打ち解け、関わりが増えて

いくうちに学校生活にもだんだん慣れてきました。異なる学科のクラスメ

イトの考え方に刺激される日々の中で、自分自身も成長できると感じて

います。

富山高専でのこの5年間を充実させるため、何事にも興味をもって取

り組み、より理解力を深め努力する日々を続けていきたいと思います。

充実の5年間を目指して

射水キャンパス
第１学年６組

橋本姫奈

憧れだった高専に入学し、学校や寮での生活にも慣れてきました。

初めは、友達ができるかな？授業についていけるかな？など不安な事

だらけでしたが、優しいクラスメイトや先輩方、教官方に恵まれ楽しく過

ごすことができています。

これからの5年間、大変なことも多くあると思いますが、友達と協力し

合い充実した高専生活を送って行きたいです。また、たくさんのことを

学び、吸収して将来の夢に向かって努力を続けたいと思います。

憧れの高専生活

射水キャンパス
第１学年４組

小林颯太

本郷キャンパス
第１学年１組担任

足立繭子

高専の５～７年の長いようで実は短い自己探求の時間に、何を掴み

とるかは、人によって随分違います。同じものを見聞きし体験しても、そ

こから何を掴みとれるかは、皆さん各々のアンテナの感度によって随分

と違うのです。コロナ禍にあっても、日々苦難に直面し、そこから何かを

掴もうとするか、或いはこの苦難に負けるのかは、やはり各々の姿勢に

よって違うのでしょう。今は苦難のときではあるものの、皆さんには、感

度良好のアンテナを張り巡らし、失敗を恐れず、貪欲にさまざまなこと

を吸収し、自分を外へ外へと押し開いて、自身の可能性を追究してほ

しいと願います。

何を掴むかはあなた次第

１年生のみなさん、「１５歳からのカレッジライフ」をいかがでお過ごしで

しょうか。これからの5年間は、毎日の過ごし方次第で想像もつかないく

らい今とは違った自分へと成長できる貴重なチャンスです。毎日ちょっ

とずつ努力を積み重ねることで1年後にどれだけ大きな成果をもたらす

かを示す興味深い計算式があります。1.01を365乗すると、37.8。逆に

0.99を365乗すると0.03。昨日の自分より1%だけでいいからちょっとマ

シな自分を目指して過ごしてみませんか。

1日1日を大切に生きる

本郷キャンパス
第１学年２組担任

横山恭子

新入生の皆さん、ようこそ富山高専へ。これから5年間かけて高度な

専門分野に進んでいく皆さんにとって、最初の1、2年は基礎・基本を身

につける大切な時期です。オリンピック選手に例えるならば、競技前の

ウォーミングアップのようなものです。今のうちからコツコツ学習を積み

重ね達成していく習慣を身につけましょう。グループごとの実験・実習も、

クラスの仲間と協力して乗り越えましょう。皆さんの高専生活のために、

精一杯サポートしていきます。

基礎・基本を大切に

射水キャンパス
第１学年５組担任

吉田 学

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。1学年の担任として、

これから過ごす富山高専での5年間を充実したものにして欲しいと願っ

ています。皆さんは高専を卒業することが最終ゴールではありません。

技術者として日本の産業界を支える優れた人材になって欲しいと考え

ています。そのために、学習はもちろんのこと社会人としての教養やマ

ナー、人間関係の構築の仕方など人間としての幅もこの5年間で広げ

ていって下さい。

高専から社会へ

本郷キャンパス
第１学年３組担任

紙谷 智

昨年入試広報を担当していましたので、皆さんの多くには少し早目に

お会いできました。私が学校紹介で伝えようとしていたのは、皆さんが

今まで過ごした学校とは、求められる学生象が違うということです。やり

たいこと、力をつけたいことは、かなり自由にやれる。しかしやるべきこと

をせず、目標を見失えば、その責任は全てあなた自身に問われること

になります。自主性と自律心を備えた「大人」になるための5年間、思い

切り楽しんでください。

入学後のあなたに求められるもの

射水キャンパス
第１学年６組担任

大竹由記子

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。これからの高専生活

で、大切なものを沢山見つけて下さい。それは新しい趣味かもしれない

し、将来の夢かもしれない。生涯続く交友関係かもしれません。それが

あなたの人生を豊かにしてくれるでしょう。

そしてぜひ、その大切なものを守る力を身に付けていって下さい。今

は激動の時代です。この先何が起こるか分かりません。しかしこの先何

があっても、高専で身に付ける様々なものがきっとあなたの力になりま

すから。

大切なものを守る力を

射水キャンパス
第１学年４組担任

楽山 進

専攻科長

山本桂一郎

専攻科への入学おめでとうございます。5年間の本科課程を無事終

えて、新しい学校生活が始まります。一方、社会情勢においては、こ

れまでの常識が通用せず根本を覆させられる事が起き、先が全く見

えないという空気感に包まれています。新専攻科生も、その渦中の中

で様々な不安があると思いますが、そもそも自然相手には計画通りに

はいかないことを思えば、事の変化も受容できると思います。専攻科

での生活に期待を膨らませてほしいと願っています。

不確実な時代を進む

本郷キャンパス
エコデザイン工学専攻

小坂駿太朗

高専で5年間を過ごし、専門的な分野をより広く深く学ぶために専攻

科に進学しました。

専攻科では今まで勉強してきた学問についてより理解を深めること

ができるほか、他学科出身の学生との交流や他学科所属の先生の

講義を通して、今までとは違う価値観や考え方を養えることが強みだ

と思います。専攻科の2年間では、その強みを生かし積極的に他分野

の知識を取り入れることで、より広い視野を持った技術者になれるよう

励みたいと思います。

専攻科に進学して

射水キャンパス
国際ビジネス学専攻

加藤孝明

本科での5年間が終わり、さらに2年間の専攻科の課程が始まった

ばかりですが、国内にとどまらずいろいろな場所に行って、人との出会

いや生の文化に触れることを通して、自分の視野をさらに広げていき

たいなと思っています。これまで、プレコンや資格試験などに挑戦して

きましたが、自分のやりたいこと・将来実現したいことを常に確認しな

がら、本科での5年間以上に、果敢に挑む姿勢を忘れずこれからの期

間を過ごしていきたいと思う所存です。

「あと2年」に縛られずに生きる

学生会・寮生会・学寮会の紹介

高専生活において、仲間と切磋琢磨したり部活動に打ち込んだりし

た時間は、かけがえのない思い出になります。私たち学生会執行部は、

球技大会等行事の開催や広報誌の発行、部活動への支援などを通

して、学生の皆さんの思い出作りをお手伝いさせていただきます。今

年度の学生会執行部のメンバーは、愉快で働き者の人ばかりです。

学生会長として優れた仲間たちと共に、高専生活をより記憶に残る物

にしていけるよう頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

学生会執行部の役割

射水キャンパス学生会長
商船学科４年

天明 昴

コロナ禍になって3年目の春を迎えました。 コロナとの距離感が徐々

に見えてきたことにより今年は念願の北斗祭、カッターレースを行うこ

とになりました。それぞれ4年ぶり、3年ぶりの開催です。 感染対策を

万全にするため、従来通りにはいかないことが多々ありますが、その制

約を逆手に取って今までにない新しい「面白いもの」していこうと画策

中です。みなさんもアイディアをどんどん寄せてください。みんなで学

校を盛り上げていきましょう。

みんなのアイディア募集中

本郷キャンパス学生寮総代
電気制御システム工学科４年

兵庫 壮

寮生活は人生にとってとても貴重な経験になります。その理由として

集団生活を送ることで挨拶などの礼儀やマナーを覚えられる事があり

ます。寮では時間厳守や挨拶などの基本的なことを徹底しています。

礼儀やマナーを覚える事で人として成長する事ができます。また先輩

や違う学科の人と仲良くなる事ができ、交友関係も広がります。寮の

仲間と苦楽を共にする事で絆が生まれかけがえのない存在になりま

す。新型コロナウイルスの影響がまだあり、うまくいかないこともあります

が、充実した生活を送れるように頑張ります。

寮生活

射水キャンパス学寮会長
電子情報工学科４年

大毛利寛太

寮での生活は、家での生活とは比べ物にならないほど特殊です。そ

して、それは今後の人生においてかけがいのない貴重な経験になりま

す。和海寮では、年齢も育った地域も学力も違ったたくさんの人と生

活することになります。自分とは全く違う想像もできないような価値観

を持っている人、自分の中での当たり前が通用しない人など、「人そ

れぞれ」という言葉を体感できる特別な場所です。いろいろな人と衣

食住を共にすることには、家で生活していては経験できない、楽しくも

あり、言葉では表せないような面白さがあります。また、寮のごはんは

とてもおいしく、一日の疲れをすべて吹っ飛ばしてくれる、家や学食で

は体験できない特別な味です！

和海寮での日常

4月 入寮式（1日） 10月 風紀検査(中旬)、ハロウィンイベント（下旬）

新入寮生オリエンテーション(1～3日) 11月 防災訓練（中旬）

第1回学寮総会（6日）、新入生歓迎会（27日） 12月 クリスマスパーティー（21日）、大掃除（22日） 

5月 学寮防災訓練（10日）、第2回学寮総会（11日） 閉寮（24日）

風紀検査(12日) 1月 開寮（9日）、学寮会長選挙（18日）

6月 自転車点検(中旬)、花火大会（30日）  2月 大掃除（16日）、1～3年閉寮（21日）

8月 大掃除（2日）、閉寮（4日）  4・5年閉寮（28日） 
9月 開寮（19日）

射水キャンパス学寮会年間スケジュール

4月 対面式(4日)、あいさつ運動(4,5日) 10月 全体集会・全国高専体育大会報告会(3日)

クラブ活動紹介(11,12日) あいさつ運動(3,4日)、合同球技大会(14日)

5月 学生会評議会・各種委員会(10日) ロボコン東海北陸地区大会(23日)

第一回環境美化活動(11日)、学生総会(12日) 第二回環境美化活動(27日)

AED講習会(18日) 12月 学生総会・学生会長選挙(7日)

6月 北陸地区高専大会壮行会(15日) 1月 あいさつ運動(10日)、学生会評議会(18日)

キャンパス球技大会(28日) リーダー研修会(20日)

7月 北陸地区高専大会(6/25～7/3) 2月 合同リーダー研修会(10日)、終業式(20日)

8月 全国高専体育大会壮行会・全体集会(3日)

本郷キャンパス学生会年間スケジュール

4月 新入寮生オリエンテーション（1日）、開寮（3日） 10月 寮球技大会（12日）

寮議会（11日）、寮生総会（14日） 11月 すき焼き会（9日）

新入寮生歓迎会（27日） 12月 たこ焼き会（7日）、大掃除（22日）、　閉寮（24日）

5月 学生寮避難訓練（19日） 1月 開寮（9日）、成人祝賀会（12日）

6月 寮ボランティア活動（21日） 寮生会総会・予餞会（19日）

7月 焼き肉会（13日） 2月 寮議会（14日）、大掃除（16日）

8月 大掃除（2日）、閉寮（4日） 1～3年閉寮（21日）

9月 開寮（25日） 3月 4・5年閉寮（1日）

本郷キャンパス寮生会年間スケジュール

4月 対面式（4日）、クラブ紹介（4,5日） 10月 自転車点検（3日）、合同球技大会(14日)

5月 一斉委員会（9日）、自転車点検（11日） ロボコン東海北陸地区大会（23日）

学生総会（18日）、北斗祭（21,22日） 11月 第2回海浜清掃(2日)、風紀検査（7日）

6月 第1回海浜清掃（15日） 12月 学生会長選挙（7日）、高専フェス（14日）

風紀検査（27日） 全体集会、大掃除（24日）

7月 北陸地区高専大会(6/25～7/3) 2月 合同リーダー研修会（10日）、卒業生を送る会（16日）
カッターレース大会（7日） 終業式・大掃除(20日)

8月 全体集会・壮行会、大掃除（3日）
9月 商船学科卒業式（22日）

射水キャンパス学生会年間スケジュール

本郷キャンパス学生会長
物質化学工学科４年

青木一真

６

新任教員あいさつ

令和4年4月より電気制御システム工学科に特命准教授として
着任いたしました太田 守です。私は富山工業高等専門学校電気
工学科に入学、専攻科エコデザイン工学専攻に進学し、本校には
計7年間お世話になりました。その後は、金沢大学大学院自然科
学研究科電子情報工学専攻を1年早期修了し、博士（工学）の
学位を取得しました。本校にはまだ私が学生時代教わった先生方
が多く居られて懐かしさを感じています。
私の専門は統計的機械学習と呼ばれる分野です。機械学習は
人工知能を実現する手法であり、最近普及しているニューラル
ネットワーク・ディープラーニングは機械学習の一部です。ビッグ
データからどのような知見が得られるか、またどのようにすれば計
算機で推論可能かを研究しています。本校の教育・研究に貢献で
きるように精進いたします。今後ともよろしくお願いいたします。

よろしくお願いいたします

電気制御システム工学科

太田 守

本年度より、国際ビジネス学科の専任教員として着任いたしまし

た、田嶋と申します。この度貴重なご縁をいただきまして、母校で

夢だった教職に就くことができ、大変光栄に思っています。担当科

目は商学概論やマーケティング論などの商学分野を予定していま

す。今でも忘れられない学び舎での数々の思い出や価値ある経

験を、今度は、次世代を担う学生に繋げていくことこそ、卒業生で

ある私の本分だと考えておりますので、何か気になることや興味の

あることがあれば、なんでも気軽に相談してください。私も全力で向

き合います。それでは、皆さんのこれから増々の成長を心から楽し

みにしています。

母校への回帰と決意

国際ビジネス学科

田嶋雄太

今年度より商船学科の教員として着任しました清野です。ミクロ

の世界を探求する高エネルギー物理学および放射線計測を研究

分野としていますが、その関係で計測機器の研究開発を行ってお

り、授業では主に電気電子系科目を教えています。商船学科の

学生は全員が将来着く仕事のために必ず習得しなければならない

科目です。わかりやすい授業を実施し、学生が専門知識や技術を

きちんと身に着けることができるように努めたいと思います。また寮

務主事補および男子バスケ部顧問の役割もいただきましたので、

寮生の生活や部員の活動が快適なものになるようサポートをして

いきたいと思っています。よろしくお願いします。

着任への抱負

商船学科

清野義敬

新たに一般教養科（国語）に着任した加島 正浩（かしま まさひ

ろ）と申します。私は、東日本大震災以後の小説・演劇・詩歌を研

究対象に、被災した人がどのような文学表現を何のために行って

きたのか、また被災していない人が文学表現を通じてどのように震

災に関わることができるのかを考えています。ほかにも1970年代

以降の反原発運動にさまざまな文化がどのように関わっていたの

かを考えようとしようとしています。

私たちは、言葉によって考え、意見を伝え、さまざまなものを生

み出していきます。言葉を知らなければ、思考も、意見伝達もうま

くいかず、身につけた技術を効率よく生かすことができません。授

業を通して必要な言語能力を養っていきましょう。

着任のご挨拶

一般教養科（国語）

加島正浩

富山高専では、今年度よりタイ政府奨学金留学生を1年次から

受け入れるという新しいプロジェクトがスタートしました。その留学生

たちに日本語や日本文化についての授業をおこなう、というのが私

の主な仕事です。

高校を卒業してからずっと県外にいましたが、昨年、ようやく富山

に帰ってきました。この間、中学から大学まで、本当にいろいろな

場所で働き、そのなかでたくさんの留学生に出会いもしました。が、

こんなに若くて優秀な留学生「だけ」を相手に授業をおこなうのは

初めての経験です。その意味では、私にとってもこの1年はチャレ

ンジの年。掛け値なしの「挑戦」です。留学生以外のみなさんとは、

はじめはあまり関わる機会がないかもしれませんが、お互いに新た

な気持ちで、挑戦の1年にしていけたらいいなと思います。

掛け値なしの「チャレンジ」

一般教養科（日本語）
かわご ひさし

河合 恒

今年度より一般教養科に着任することになった吉田です。授業

では数学を担当します。昨年度までは福岡県で高校の教員として

勤めていました。私が住んでいた筑紫野市という街は太宰府天満

宮が近くにあり、桜の綺麗な観光地です。富山県に移り住み、立

山連峰の景観の美しさに胸を弾ませながら通勤しています。福岡

ではたくさんの高校生達の成長を見守ってきました。人間として成

長し旅立っていく姿を見て教師としての喜びを感じていました。新

天地に来て、富山高専での新たな出会いと新しい生活のスタート

にとてもわくわくしています。皆さんが充実した高専ライフを送ること

ができるようサポートできればと思っています。

福岡から富山へ

一般教養科（数学）

吉田 学

入学式での演奏 クラブ活動紹介

第14回 高専祭 -北斗祭-
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