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「アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト2022東海北陸地区大会」
が令和4年10月23日（日）にAGF鈴鹿体育館にて開催され、本郷キャンパスA
チーム「SKY×FAMILY（スカイファミリー）」、Bチーム「回る本郷寿司(マワルホンゴ
ウズシ)」、射水キャンパスAチーム「田圃補完計画（タンボホカンケイカク）」、Bチー
ム「一擲千機（イッテキセンキ）」が参加しました。
本郷キャンパスAチーム「SKY×FAMILY」がアイデア賞、本郷キャンパスBチーム
「回る本郷寿司」が特別賞（マブチモーター株式会社）を受賞しました。
本郷キャンパスAチームが令和4年11月27日（日）に両国国技館で開催された
アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト2022に出場し、特別賞（本田
技研工業株式会社）および高専制度創設60周年記念特別賞（チャレンジ賞）をダ
ブル受賞しました。チャレンジ賞は今年度高専制度創設60周年を記念して特別に
設けられた賞で、新たな技術やパフォーマンスに積極的に挑戦したチームに与え
られる賞です。
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射水で22年、本郷で9年、あわせて30年あまりを高専の教員と

して過ごさせていただきました。その間、担任、授業、卒業研究、

課外活動などを通し、その時々の役割で多くの学生さんたちと関

わることができました。中でも、射水では高専ロボコンで何度も国技

館に連れて行ってもらえたことはとても良い思い出となりました。ま

た、本郷では社会貢献活動として企業との共同研究に多く携わら

せてもらい、本校への関心と期待の高さをあらためて感じることが

できました。このような良き職場で長く過ごすことができたのも、才

能と個性の豊かな学生さんたち、そして多大なご支援をいただい

た教職員の皆様のおかげとひとえに感謝しております。

良き職場に感謝

電気制御システム工学科

浦風和裕

母校富山高専に赴任して36年（学生時代も含めると41年）。いつ

の間にか定年を迎える年になっていました。あっという間でした。そ

の中で、無限の可能性を持った学生達が成長して行く現場に立ち

会う難しさの反面、感動の場面や涙が出るくらい嬉しい場面も随分

ありました。また、学生に何かを教えることより、学生から教えられる

ことの方が多くありました。全て私の財産となっています。あきらめる

ことが失敗につながり、成功するまでやり続けることが成功への秘訣

らしいので、今後もチャレンジ精神で進みたいと思っています。

皆様のご協力のおかげでたくさんの経験をさせていただき、本当に

感謝の言葉しかありません。ありがとうございました。

昭和5年（1930年）に旧文部省航海練習所 地方商船学校練

習帆船として建造された帆船 日本丸 の最終航海（1984年）に

一番若い航海士として勤務できたことや、同じく富山県に回航され

てきた帆船 海王丸 の展帆ボランティア育成やマスト、ヤード、

シュラウド類の新替え等の改修工事に従事できたことは良い思い

出となっております。新湊の町の方々が私財を投じて創設し100

年以上に渡り外航船舶職員を養成し続けてきた本校に平成19年

に着任した時に、先の事柄が自分にとって縁があったのかなと

思ったものです。我が国が四方を海で囲まれた国である以上、今

後の100年も世界の海を股に活躍する船舶職員を輩出する学校

であってほしいと願っております。皆さん、ありがとうございました。

ありがとうございました

商船学科

笹谷敬二

事務部長の山内です。昭和56年に18歳で熊本大学に奉職、今

年の４月に定年を迎えます。この節目の日を迎えることができるの

は、ひとえに皆様のお陰であり、自身ほっとしております。大変お世

話になりました。

高専、とりわけ富山高専で、校長先生や副校長先生、各主事の

先生、事務職員と一所懸命業務に励み、時には、ピリピリするような

諸問題に取り組み、すべてに充実感を得ながら学校運営や学生の

成長の手助けを遂行して参りました。

このような日々を感慨に浸りながら退職の日を富山高専で迎える

ことができるのは、自身大変な幸せであると感じております。残り僅

かな日々ではありますが、本校のため全力を尽くしたい所存でありま

す。よろしくお願いいたします。

退任にあたり

事務部長

山内浩一
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退任教職員あいさつ

感謝で一杯！

物質化学工学科

川淵浩之

ニュース＆トピックス

令和４年度富山高等専門学校特別講演会

令和４年11月30日に富山市芸術文化ホール（オーバード・ホール富山）に

おいて高専制度創設六十周年記念「令和４年度富山高等専門学校特別講

演会」を開催しました。

新型コロナ感染拡大後、3年ぶりに両キャンパスの学生全員がオーバード・

ホールに集い、交流を深める機会となりました。

各キャンパスのクラブ発表として、吹奏楽部による演奏、フリースタイルダン

ス部による発表を行った後、由紀ホールディングス株式会社 代表取締役社

長 大坪 正人 氏から、「ものづくりで夢を叶える町工場～「研究開発型」町

工場の挑戦と進化」と題してご講演いただきました。講演では、これまで手がけ

てこられた事業の体験談やビジネスツールとしてのIoTやデータサイエンスにつ

いて学生に向けてわかりやすく説明され、学生からの質問にも丁寧にお答えい

ただきました。

２０２２年度企業研究会

２０２２年度企業研究会が令和４年11月２日（水）に本郷キャンパス第一体育

館において、昨年度に引き続き感染防止対策を徹底しながら対面形式で開催さ

れました。両キャンパスから４年生ならびに専攻科１年生が参加し、県内外から

参加いただいた企業１０３社のブースで、各企業の担当者から企業の概要、求め

る人材についての説明を受けたのち、活発な討論を行いました。研究会終了後

に学生ならびに参加企業担当者に対して実施したアンケートの結果、双方から極

めて有意義である旨の評価を受けました。５年生や専攻科２年生における就職

活動で採用内定に至らない大きな原因として企業研究不足が指摘されています。

企業研究会は企業研究を学ぶ場として大変有意義な機会となりますので、この

経験を通じて就職を希望する学生の就職活動が成功することを期待しておりま

す。

緑の中でほっと一息プロジェクト

高専機構の「高専生の学びを高めるキャンパス創造プロジェクト」事業に

おいて、射水キャンパスでは「緑の中でほっと一息プロジェクト」と銘打って、

奈古の浦会館南側の整備を行いました。これまで利用されていなかった

緑地帯に、花壇とベンチを設置してくつろげる空間を作りました。学生会の

役員や総務委員、美化委員、ボランティアの学生など多くの学生が協力

し、花壇の製作から花苗の植え付けを行いました。天気のいい日には、日

差しのもとで友達と談笑し、気分をリフレッシュすることもできます。また、

奈古の浦会館のテラスも使って、いろいろなイベントを開くこともできます。

クラブの発表の場として利用することが可能です。活用方法をいろいろと

考えて、積極的に利用してください。

本校教育プログラムが、数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定教育プログラム（リテラシーレベル）プラスとして選

定、および、同認定制度（応用基礎レベル）として認定

令和3年6月30日付で「数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制度（リテラシーレベル*1）」として認定されていた富山高等専門学校の教

育プログラムが、令和4年8月24日付けで「認定教育プログラム（リテラシーレベル）プラス」として富山県内で初めて選定されました。今回認定され

た多くの大学・高専等のリテラシーレベルの教育プログラムの中でも、本校の教育プログラムは先導的で独自の工夫・特色を有するものとして、特に

「リテラシーレベル（プラス）」として選定されました。本校の教育プログラムは、工学系4学科、商船学科、文系の国際ビジネス学科の全ての学生が

必修科目として開講され、富山高専技術振興会の企業と取り組む特徴があります。「リテラシーレベル（プラス）」は令和3年の認定開始以来、全国

の大学・高専のなかで認定されたのは18校のみです。

また、令和2年度から電気制御システム工学科および電子情報工学科で実施している教育プログラムが、リテラシーレベルよりも上位の「数理・

データサイエンス・ＡＩ教育プログラム認定制度（応用基礎レベル*2 ）」として認定されました。

＊1：リテラシーレベル

全ての大学・高専生が身につけるべき「デジタル社会の基礎知識」の習得（いわゆる「読み・書き・そろばん」的な素養）

*2：応用基礎レベル

リテラシーレベルよりも上位の認定で、「自らの専門分野への数理・データサイエンス・AIの応用基礎力」の習得

チーム紹介

私たち本郷Aチームは3、4年生が主体となって活動してきた

チームです。見ている人が楽しめるロボットを作ることをコンセプトに

今年の高専ロボコンに向けてロボットの作成を進めてきました。結

果として東海北陸地区大会を突破し、全国大会では本田技研工

業株式会社様からの特別賞と、高専60周年記念のチャレンジ賞

を受賞することができました。

ロボット紹介

私たちのチームのロボットのコンセプトは「親子」です。モーショント

ラッキングを用いて、人とロボットの動きをリンクさせた紙飛行機の

射出がこのロボットの一番の見所です。また装飾にもかなりこだ

わっており、子供ロボットの表情をマトリックスLEDを用いることで場

面に応じて変化させることができます。

本郷キャンパスAチーム

チーム紹介

Aチームのメンバーはほとんどが初出場で、経験不足でした。会

場では動作不良が続出し、数多くのトラブルに見舞われました。そ

れでもスタートの合図がなるまで諦めずにみんなで協力してロボット

を完成させました。大会終了後は何度もロボットの改善点を話し合

い、次回大会に向けさらに研究・制作を行っています。

ロボット紹介

Aチームのロボット「田植えIII世」は6機の紙飛行機を一斉に射出

することができます。紙飛行機は狙った位置に正確に飛ばすこと

が難しいため、一度に飛ばす紙飛行機の量を増すことで高得点を

狙いました。また、1個のモータだけで一連の射出ができるよう工

夫し、機構の簡略化、軽量化、低消費電力化を実現しています

射水キャンパスAチーム

チーム紹介
今年のチームは私が初めてチームリーダーとして指揮をとった
チームでした。先輩方にアドバイスをもらい、チームメンバーと相談
しながら、初めてロボコンに関わる１年生とともに、今年のロボコン
の機体を作り上げました。不慣れなこともたくさんありましたが、
様々な人の助けがあって、思い出に残るチームだったと思いま
す。
ロボット紹介
今年のBチームの機体のテーマは、皆さん大好き、「回転寿司」
です！！ 射出する紙飛行機を回転ずしの“寿司ネタ”に見立て、
ゴムが仕掛けられた“皿”に乗ってレーンを移動し、射出位置でゴ
ムが外れ、紙飛行機が射出される仕組みです。目標に紙飛行機
を乗せるために、ゴムの強さの調製など思考錯誤を重ねた結果、
地区大会では1点獲得し、マブチモーター株式会社から特別賞を
頂きました。

本郷キャンパスBチーム

チーム紹介

コロナ禍が落ち着き、2年ぶりに現地での開催となったロボコン、

それはチームメンバーの全員が初めての経験で、想定外のトラブ

ル続きでした。Bチームは満足にロボットを動かすことはできません

でしたが、持ち前の粘り強さと明るい心で、最後まで諦めずに戦い、

現地開催のロボコンを全力で楽しむことができました。

ロボット紹介

Ｂチームのロボット「空母とねりこ」の特徴は、ずばり、質より量で

す。一度にたくさんの紙飛行機を飛ばそうと、射出機構を6基、小

型モータをのべ12個搭載しています。また、定荷重ばねを使った

収納と、メカナムホイールを使った素早い移動で、大量の紙飛行

機を迅速に運びます。その重厚な見た目は、まさに空母です。

射水キャンパスBチーム

ロボコン紹介
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就職先 ( )内は人数

■機械システム工学科
SUBARUテクノ㈱、カナヤママシナリー㈱、クラシエ製薬㈱高岡工場、佐藤工業㈱、サントリービール㈱
利根川ビール工場、日立建機㈱、北陸電力㈱、㈱北陸日立、パナソニック インダストリー㈱デバイスソ
リューション事業部、富山 パナソニック㈱、㈱日産オートモーティブテクノロジー、三菱地所プロパティマ
ネジメント㈱、三菱電機ビルソリューションズ㈱、ミユキ化成㈱、ムラテックCCS㈱、雪印メグミルク㈱

■電気制御システム工学科
㈱FIXER(2)、コーセル㈱、㈱KOKUSAI ELECTRIC、キタムラ機械㈱、クラシエ製薬㈱ 高岡工場、中部
電力㈱、東海交通機械㈱、東京電力パワーグリッド㈱、㈱北陸LIXIL製作所、北陸電力㈱ 、マブチモー
ター㈱、㈱明電エンジニアリング、㈱安川電機

■物質化学工学科
シミックCMO㈱富山工場(2)、富士フイルム富山化学㈱(2)、DIC㈱、ピー・アンド・ジー㈱ 高崎工場、大
阪ガス㈱、クラシエ製薬㈱高岡工場、十全化学 ㈱、第一三共プロファーマ㈱、東亞合成㈱高岡工場、
東レ㈱、日産化学㈱富山工場、日東電工㈱豊橋事業所、ブラザー工業㈱、森永乳業㈱東京多摩工
場、富士フイルム㈱、㈱三井分析センター

■専攻科 エコデザイン工学専攻
㈱スギノマシン(2)、SMK㈱、TSK㈱、YKK AP㈱、YKK㈱、㈱アテック、エヌアイシ・オートテック㈱、オーク
マ㈱、セイコーエプソン㈱、ゼオンノース㈱、日本情報クリエイト㈱、日本車輌製造㈱、㈱富山村田製作所、
㈱ホンダテクノフォート
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就職先 ( )内は人数

■電子情報工学科
北陸電力㈱(2)、YKK㈱(2)、日本オーチス・エレベーター㈱、㈱NTTフィールドテクノ、㈱HBA、 ㈱メン
バーズ、㈱科学情報システムズ、オープラン㈱、三耐保温㈱、NECネッツエスアイ㈱、富士フイルム㈱、
㈱北陸LIXIL製作所、サントリープロダクツ㈱、㈱FIXER、㈱日立ハイシステム21、キャノンマーケティング
ジャパン㈱、㈱タマディック、㈱飛翔ソフトウェア、㈱CAC、㈱明和eテック

■国際ビジネス学科
YKK㈱(5)、富山大学(2)、YKKAP㈱、ラルフローレン（同）、ザ・リッツカールトン沖縄、北陸電力㈱、
大阪税関、東京税関、国土交通省、東京都庁、参議院

■専攻科 制御情報システム工学専攻
㈱アルファシステムズ、富士通ネットワークソリューションズ㈱、シーケー金属㈱、北銀ソフトウェア㈱、 ㈱
KOKUSAI ELECTRIC、㈱メンバーズ、関西電力㈱、北陸コンピュータ・サービス㈱、 ㈱ウイルテック、㈱
網屋、㈱日本オープンシステムズ

■専攻科 国際ビジネス学専攻
北日本物産㈱、㈱andUS、東工業㈱、㈱アミークス

■専攻科 海事システム工学専攻
日清工業㈱
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卒業生・修了生進路一覧

本郷キャンパス

射水キャンパス

進学先 ( )内は人数

■機械システム工学科
富山高専専攻科(10)、富山大学(2)、大阪大学、長岡技
術科学大学、豊橋技術科学大学、新潟大学、金沢大学、
信州大学、埼玉大学

■電気制御システム工学科
富山高専専攻科(10)、東北大学、長岡技術科学大学、
金沢大学、徳島大学

■物質化学工学科
富山高専専攻科(7)、東京工業大学(2)、京都大学、名
古屋大学、信州大学、奈良女子大学、群馬大学、長岡
技術科学大学

■専攻科 エコデザイン工学専攻
東北大学大学院(2)、長岡技術科学大学大学院(2)、京
都工芸繊維大学大学院(2)、大阪大学大学院、東京工
業大学(大学院課程)、金沢大学大学院、信州大学大学
院、東京医科歯科大学大学院、福井大学大学院、福島
大学大学院、北陸先端科学技術大学院大学、上越教
育大学大学院、富山県立大学大学院

進学先 ( )内は人数

■電子情報工学科
富山高専専攻科(11)、富山大学(3)、長岡技術科学大
学(2)、千葉大学、鹿屋体育大学

■国際ビジネス学科
富山高専専攻科(6)、筑波大学(2)、名古屋大学、お茶
の水女子大学、東京外国語大学、滋賀大学、高崎経済
大学

■専攻科 制御情報システム工学専攻
大阪大学大学院、富山大学大学院、奈良先端科学技
術大学院大学

卒業予定者 就職予定者 進学予定者 その他

機械システム工学科 40 21 19 0

電気制御システム工学科 30 14 14 2

物質化学工学科 33 18 15 0

合計 103 53 48 2

エコデザイン工学専攻 32 15 16 1

合計 32 15 16 1

本
科

専
攻
科

本郷キャンパス
電気制御システム工学科５年担任

北村拓也

E5の皆さん、卒業おめでとうございます。普通の学校とは異なる高専生

活を満喫できましたか？この5年間で君達はたくさんの友人と共にたくさん

の経験をしたと思います。楽しかったこと、辛かったこと、くだらないことなど、

全てが大切な思い出になったでしょう。今後は、それらの経験を糧に、一生

懸命楽しんで生きてください。

最後に、3年間皆さんの担任を持て、本当に楽しい時間を過ごせました。

ありがとうございました。

卒業おめでとう

射水キャンパス
国際ビジネス学科５年担任

村山雅子

3年生からの3年間、担任として皆さんと過ごしてきました。コロナ禍で

多くの制限がある中で、色々な思いがありながらも今できる事に目を向

けて取り組み大きく成長する姿を見る事ができました。

5年間の学生生活で学んだ知識は、今の時点では使うことがないと感

じることがあるかもしれませんが、どんなことでもいつか活用できる時が

来ます。無駄な経験というものはありません。春から新生活が始まります

がそれぞれの未来へ向けて力強く歩んでください。

卒業おめでとうございます

本郷キャンパス
機械システム工学科５年

芦澤弦武

高専での学生生活は、学び続けた5年間だと実感しています。学習の面

はもちろんですが、クラスメイトと一緒にご飯を食べたり、ふざけ合ったり、助

け合ったり、時には対立することで、友好を深めることができました。そうした

経験のすべてが大事であり、いつだって眩しいクラスメイトの笑顔が大好き

です。この面白おかしく優しい最高のクラスメイトと一緒に過ごす高専生活

は終わりますが、これからも助け合いながら学び続けて幸せであって欲しい

と思います。このような私たちを見守ってくれた家族や教職員の皆様には

大変お世話になりました。

空想！修道！破顔一笑！

本郷キャンパス
電気制御システム工学科５年

並河良治

僕は高専で、人と本気で関わることの楽しさを知りました。深い関係にな

れば、傷つけられることも、心配事ができることもあるかもしれない。でも、

それ以上に、人に助けられ、幸せな時間を作ってもらってきたと僕は感じ

ました。人と話し、その考え方を知りたいと強く願い、自分で行動するとき、

深いつながりが構築されると思います。このような文章を書けるのは、僕

が周りの人に恵まれていたからこそ。皆さん、本当にありがとうございまし

た。

人と関わる楽しさ

本郷キャンパス
物質化学工学科５年

林 奈香

私は、勉強するときは集中して勉強する、遊ぶときは思いっきり遊ぶと

いったメリハリをつけて生活することで、5年間有意義な時間を過ごすこと

ができました。学校生活では楽しいことだけではなく、過酷なテスト期間や

編入学試験など辛いこともありました。特に、進路選択や編入学試験の

対策では、先生方の手厚いサポートのおかげで、大きな壁を乗り越えるこ

とができました。私は高専に入学して本当に良かったと心から思います。

5年間ありがとうございました！

充実した高専生活

本郷キャンパス
専攻科エコデザイン工学専攻

藤城勇紀

高専での7年間の生活は、自分にとってかけがえのないものでした。特

に、軽音楽部の部活動で高専祭などのイベントに出演したことや、クラス

メイトや友人との楽しい思い出、そして研究活動の基礎を学びながら学会

で賞を取ったことなど、数えだすときりがありません。自分自身、7年間も

高専にいるとは思っていませんでしたが、その分面白い経験ができたと

思っています。本当にありがとうございました。

高専生活を振り返って

中学生の頃、富山高専のパンフレットを見た時に、この紹介文に魅了

されたことを今でも覚えています。入学当初は、1コマ90分という長い授

業時間や、普通科高校では絶対に行わない専門科目の難しさにとても

苦労しましたが、この苦労があったおかげで、私は第一希望の会社に内

定をもらうことができました。今ではこの学校に入学してよかったと心か

ら思いますし、とても感謝もしています。パンフレットのモデルになれるよ

うなカレッジライフを送れていたかはわかりませんが、濃い5年間を過ご

させてくれた富山高専、バンザイ！

「15歳からはじまるカレッジライフ」

射水キャンパス
電子情報工学科５年

藤城卓馬

射水キャンパス
専攻科国際ビジネス学専攻

岩坂理沙

高専に入学してから７年。長いようであっという間の高専生活でした。

今振り返ると、日々のテスト、卒研、特研など常に何かに追われている

日々が多かったような気がします。これらを乗り越えることができたのは、

共に頑張る友人がいたからです。何かに挑戦すること、そして継続する

ことの大切さを高専生活で学びました。春からは、7年ぶりに新たな環境

での挑戦になります。新しい環境でも私らしく頑張ろうと思います。

7年間の高専生活

射水キャンパス
国際ビジネス学科５年

才記亜子

入学した当初は長く感じた5年間があっという間に過ぎてしまいました。

私たちのクラスは周囲からは淡白に見えたかもしれませんが、真面目で

お互いが適度な距離を保つことのできる集団だったため、終始穏やかな

学生生活を送ることができました。皆で協力してコロナ禍での行事や、慌

ただしい試験期間を乗り越えたのも良い思い出です。

卒業後、私たちが全員揃うことは難しくなるでしょう。ただ、今後別々の

場所でそれぞれの人生を歩んでいく皆と、この学校で共に過ごした五年

間の記憶を共有できることを嬉しく思います。素敵な五年間をありがとう

ございました。

高専生活を振り返って

射水キャンパス
専攻科制御情報システム工学専攻

嶋﨑凌

この学校で良かったなと感じています。在学中は勉学、部活などにお

いて挫折することもありました。しかし、友人や先生方、両親の助けもあり

無事に長い学生生活をやり遂げることができました。７年間で築いた人と

の繋がりは、人生において素晴らしい宝物になりました。来年度からは社

会人の一員として高専で学んだことを活かしていきたいと思います。お世

話になった友人や先輩後輩、教職員の皆様には、心から感謝申し上げ

ます。

7年間お世話になりました

卒業生・修了生から一言 卒業生担任・副専攻科長から一言

本郷キャンパス
機械システム工学科５年担任

白川英観

卒業おめでとうございます。高専での5年間は、楽しいことばかりでなく、勉

強や部活動などで辛い経験もあったと思います。この辛い経験を乗り越え、

卒業できるのも友人や保護者、教職員などのサポートがあったことに感謝し

ましょう。卒業後は、高専で培った知識や能力、友人関係を活かし、新しい

環境で自分から情報を集め、準備を整えて積極的に活動しましょう。そして、

得られた経験を糧に将来の夢を達成できることを期待しています。

隗より始めよ！

本郷キャンパス
物質化学工学科５年担任

津森展子

皆さん、ご卒業おめでとうございます。

私は皆さんが１年生のとき副担任をしていたこともあり、卒業式に臨ん

での感慨もひとしおです。悪戦苦闘の５年間だったかもしれませんが、努

力して自らの手で志望する進路を掴み取った皆さんのことを、私は誇りに

思います。これからも持ち前のひたむきさで、貴方が選んだ未来に邁進

してくれることを願っています。

未来に向かって

無事に卒業までの過程を乗り越えてきたみなさん、ご卒業おめでとう

ございます。勉強と同じくらいバイトや恋愛、友人関係にも力を入れてき

たことと思います。今日という日を迎えられたのは自分たちだけの力では

なく、先輩、後輩、先生、職員、そしてなによりご家族の力があったから

だということを忘れないでください。いつまでも周りに感謝をすることを忘

れずに過ごしてほしいと思います。卒業はゴールではなく新たなスタート

です。どうか次のステージにおいても有意義な人生を送ってください．本

当におめでとう！

ご卒業おめでとうございます

射水キャンパス
電子情報工学科５年担任

的場隆一

副専攻科長

秋口俊輔

専攻科修了生の皆さん、修了おめでとうございます。コロナ禍の中、オ

ンライン授業も併用しながらの２年間でしたが、大変お疲れ様でした。少

しずつ対面での活動が戻りつつありますが、世界の人々はオンラインで

繋がることの可能性を知りました。自分の部屋から世界の舞台で活躍す

ることも可能な世の中となりました。これまでのように自分の足で外の世

界に向かうもよし、ネットワークを駆使するもよし、自分の得意な方法で

世界に羽ばたいてください。

部屋から世界へ

２

未来へ羽ばたく皆さまへ 校長 國枝 佳明

卒業生、修了生の皆さん、本科卒業、専攻科修了おめでとうございます。

本科の皆さんは5年、そして専攻科の皆さんは7年、長いようで今となってはアッという間だった

のではないでしょうか？また、2020年からは新型コロナウイルス感染症に翻弄されたのではない

でしょうか？未だに多くの感染者が報告されていますが、感染率は高いものの重症化リスクが低

いことから世の中の対応も少しずつ変わってきました。

このように、世の中は変化し続けています。それも最近では、これまで以上に速いスピードで、大

きく変化しています。そして私達は変化する色々な状況に対して対応していかなければなりませ

ん。それは、すなわち「挑戦」をすることです。「挑戦」には状況変化に対応し、仕方なく挑戦させ

られる場合と、自ら進んで挑戦する場合とがあります。もちろん、お勧めは後者であり、自分の考

えをしっかりと持ち、進んで挑戦することです。自ら挑戦することで得られるものは多く、たとえ失

敗したとしても反省を活かすことができることでしょう。

これからの人生、色々なことがあると思います。是非、色んなことに自ら積極的に挑戦してくださ

い。数多くのことに挑戦することで、より多くのことを広く、深く知ることができるでしょう。また、多く

の人と出会い、多様な考え方にも触れることができると思います。その出会いが、皆さんの考えを

広く、また深くしてくれることは間違いありません。

進学する人、就職する人、人それぞれだと思いますが、この富山高専で培った挑戦し続ける心

構えを大切にし、大きく飛躍してください。挑戦し続けることによって、より多くの人と、そして多様

な人々と真の意味のコミュニケーションができるように心がけください。そうすれば、皆さんの輝け

る未来において、さらなる飛躍を遂げられると確信しています。卒業生、修了生の皆さん、挑戦し

続ける精神、すなわちチャレンジマインドが皆さんを明るい未来へと誘うことでしょう。

卒業予定者 就職予定者 進学予定者 その他

電子情報工学科 42 23 19 0

国際ビジネス学科 39 16 19 4

合計 81 39 38 4

制御情報システム工学専攻 14 11 3 0

国際ビジネス学専攻 4 4 0 0

海事システム工学専攻 1 1 0 0

合計 19 16 3 0

本
科

専
攻
科

ご卒業おめでとうございます

その他
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1年次の入学式と合宿研修


