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こんにちは。平成３０年度荒川キャンパス後援会会長の大役を仰せつかり

ました和田と申します。まだまだ若輩者ですが、ベストを尽くし後援会活

動に励む所存です。 

学校で見かけたときは、どうぞお気軽にお声掛けください。 

さて、当後援会は保護者の皆さまよりお預かりした入会金と年会費を原資

に、学生活動の支援を行い、充実した高専生活の応援を保護者代表の理事

と、その中より選出された役員、各委員会委員長が協議し、総会にて皆さ

まのご承認をいただき運営を進めております。 

今年度も変わらず、子供たちのサポートを全力で行います。 

お気付きの点やご要望などございましたら、何なりとお申し付けいただけ

れば幸いでございます。 

より良い高専を皆で作っていきましょう！ 

荒川キャンパス後援会会長 

和田 貴博 

 

 

 

荒川キャンパスの校庭から汐入の町を望む 

 

 

KISEKI 

春には汐入公園の桜が咲き誇る荒川キャンパス

 

 



 
 
 
 

入学式・オリエンテーション 

入 学式 

平成30年度入学式が２０１８年4月5日(木)、ティアラこうとうにて
行われました。本科(荒川・品川両キャンパス合わせて)327名、
本科4年次編入学生5名、専攻科32名の新入生が式典に臨みまし
た。田原正夫校長先生からは、第4次産業革命という変革期の時代
にどのような技術者が求められているのか、島田晴雄理事長
からは、どんなときにも誇れるオンリーワンを培ってほしい、
そしてチームワークの重要性、在校中に仲間や師といった人生 
           の助けになってくれる人に出会ってほ

しいとのお言葉をいただきました。 
緊張した面持ちの新入生は、高専生・
専攻生として新しいスタートを切りま
した。 

リエンテーション 

 
後援会理事の皆さん 

  

オ

 

  

  富士山を眺めながら 

鍋の底にクレンザーを塗って 

薪のススをつきにくくする作業 

 

  4 時間におよぶ樹海トレッキング 

  美味しくできました 
  宿泊先の様子 



 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

１年担任紹介 
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① 保健体育 
② 趣味：ゴルフ・特技：バスケットボール 
③ ４月の入学式からゴールデンウィーク中のオリエンテーションを経て、それぞれ

がうちとけてきて、クラスの雰囲気も明るく発言なども活発になってきました。 
④ それぞれがしっかりとした目標を定めてください。その目標の実現に向けてこれ

から５年間の授業や クラブ活動などの学校生活を送りましょう。また、学校生
活を通して様々なことを学びエンジニアになるための技術知識を高めるととも
に、人間性をたかめていってください。                 
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門多 嘉人 先生

 
 

 

                                     

    
 

 

山本 広樹 先生 

 
 

                                     

かどた よしと 

 
 

                                     

やまもと ひろき 

 

 
                                     

すわ まさのり 

 
 

                                     

① 機械工作法、制御工学、マイクロコンピューター工学など 
② 趣味：電子工作、車、バイク・特技：農作業、山仕事 
③ 予想より早く学生生活に馴染んでいる様子で、概ね明るい感じです。 
④ 学生生活では、楽しいことだけでなく、自分の思うように行かないこと、

我慢しなければならないことも多々あると思います。そんな時は、何故学
校に通うのかよく考え、卒業後の道を思い描きながら、マイペースで乗り
越えて行きましょう。                 

① 材料力学  
② 趣味・特技：鳥人間コンテストに関わる事 
③ 産技高専 1 期生よりは落ち着いています。          
④ この学校には、スマホのゲームより面白い事が一杯あります。

それらを早く見つけましょう。    

① 生体材料、機能材料、材料学 
② 趣味：車、バイク・特技：格闘技（日本挙法四段、柔道初段） 
③ 休み時間はにぎやかですが、授業中は比較的静かにしています。メリハリのつ

けられるクラス？…だと思います！ 
④ 高専は自由度の高い学校ですが、裏を返せば自分が何もしなければ、何もイベ

ントは起きません（留年を除く）。学生生活を楽しくするのもつまらなくする
のも自分次第です。５年間、存分に学校を使い倒して、充実した学生生活にし
て下さい！                

杉本 聖一 先生 

 
 

                                     

すぎもと せいいち 

 

 

                                     

諏訪 正典 先生 

 

 

                                     



彼らが尽力を尽くしてくれたからこそ、 
この日を迎えることが出来ました。 

選手たちへ向け、体育祭実行委員からの 
挨拶を皮切りに皆の闘志にも火が 

程よい風が火照った体に心地よく、
絶好のスポーツ日和。 

 [            ] 

守備の要ゴール-キーパーを
突破し、この一球に集中して
シュートを決める。 

鉄壁のディフェンス陣に苦戦しながらも縫うように突き進み華麗にシュート。 

勝利をかけてともに戦った勇者たち。試合後は互いのプレーを称えあいました。 

つまずきそうになりながらも必死に走り、希望のバトンをつなぎます。 



[チームワークの良さも勝利への第一歩] 

 

相手コートをめがけて矢のようなボールが右に左に行きかいます。 

少数精鋭で敵陣へと
突き進む力強い彼女
たちのパワーに圧倒
される男性陣。 

[1 対 1の激しいぶつかり合いに倒れる騎馬が続出] 

先程までの闘志みなぎる
顔から、試合後の溢れる
笑顔が印象的でした。 

「いけーー！」。 
応援にも自然と
力が入ります。 



 
  

後援会とは高専生の学生生活を応援する活動で、保護者の方は皆さんが後援会会員です。 
中でもより近いところから子供たちを見守ることができるのが後援会理事。常任委員会の他、5つの委員会に
分かれて活動しています。今年度も新メンバーが加わり、楽しく頑張る予定です。 
年3回の理事会では、先生方から学校の様子など貴重な話を聞くことができます。 
他コース・他学年の保護者の方とも仲良くなれることも。 
ご一緒にいかがですか。年度途中からの参加も大歓迎です。 
 

後援会 

毎年秋に行われる高専祭。そこで後援会バザーを開催してい
るのが高専祭委員会です。保護者の方から提供品を集め、 
その品物を販売します。 
学生だけでなく保護者も 
高専祭を楽しむ 
委員会です。 
 

活 動紹介 

高専祭委員会 

広報委員会 
後援会広報誌『輝汐（きせき）』を発行しています。 
学校行事やコンテストなど学生活動を中心に、広い範囲で
取材をしていきます。 

卒業式後に行われる卒業祝賀会を、学生とともに企画・運営する
委員会です。5 年生の理事によって構成されます。 

卒業祝賀委員会 

バザー出品にご協力ください！ 

 
2018 年 10 月 27 日(土)・28 日(日)に開催される高専祭で、後援会では 

今年もバザーを出店します。（バザーは 10 月 28 日(日)のみ） 

このバザーは毎年、皆様のご厚意で成り立っています。 

本校学生や、近隣の方々も楽しみにされているバザーへ、物品提供のご協力を

お願いいたします。 

（売上金は学生の学習環境改善のために使わせていただきます） 

なお、次の品目はお預かりできません。…古着・電気製品・食料品・刃物                                     

高専祭の準備期間中、 
学生とともに時間を共有できる
瞬間は、青春時代を思い出し
ます。 

高専のあらゆる行事を特等席
で参観させていただけます。 
広報委員の特権といえます。 

学生ファーストで 
先生サポートを 
      モットーに頑張ります＼(^^)／ 

先生や先輩理事さんから、
リアルな情報を頂き、親子
共々目から鱗です 

最新の就職情報や進学状況を 
先生や先輩方から教えてもらえます 

写真を撮るのが好き────。 
学生たちのさまざまな活躍を 
収めてみませんか？ 

理事会では、子供たちが
食べている食堂のお弁当
が出ます 

人気品目は、食器類
や洗剤などの消耗品。 
学生にも人気なのが 
レゴやフィギュア、 

プラモデル、ミニ四駆。 
高専入試の問題集も 
ありがたいです。 
変わったところでは 
柔道着なども… 

５年生からの参加も大歓迎です。
子供たちを送り出す準備をご一緒に
しませんか？ 



 
 後援会 

 

会  

 

後援会総 

常任理事会 
会長、副会長、書記、会計と各委員会の委員長で構成され、 
後援会の運営や、各委員会活動の支援などを行っています。 
保護者の皆さんから預かった後援会会費で、予算案を作り、 
効果的な学生支援が行えるよう努めています。総会や年 3 回の
理事会のほか、茶話会などの保護者懇親会も開催しています。 
そのほかにも、学生への直接支援として同好会へ助成金の支給 
（要申請）を行ったり、品川キャンパス後援会との交流も行って
います。 

2018年6月30日(土)、汐黎ホールにて後援会総会が行われました。 
前年度の事業、会計報告と今年の事業と会計案が承認された後、後援会
役員の発表および承認がありました。2年間後援会を盛り上げてくださっ
た竹田前会長、ほか前役員の皆さん、お疲れさまでした。新会長は和田
会長に引き継がれます。新役員の皆さん、一年間よろしくお願いします。                                     

コンテスト支援委員会 
鳥人間コンテストやロボットコンテストなどコンテストを 
最前線で支援する委員会です。コンテスト会場に応援に 
行くことはもちろん 事前に熱中症対策講座やコンテストの 
報告会なども開催して活動を支援しています。 

行事推進委員会 工場見学など、保護者対象のさまざまなイベントを企画運営する 
委員会です。行事ごとに理事を招集するスタイルで運営されています。 

今年も 
コンテストに向けてがんばっている学生を応援します！ 

息子から学校のことが聞けない中で、
他の理事や先生から学校の様子を
教えてもらえます(笑) 

いずれの大会も、この学校
でなければ参加困難な物
ですから、見応え、応援の
やり甲斐があります。 

ロボコン、鳥人間、宇宙研究、
エコカーなどいろいろな部活発表
を聴けました。 

自分の子供が出てなくても、 
会場の熱気に当てられるというか、 
手に汗握るといいますか、 
応援は、楽しいです！！ 

各部同好会の保護者会で応援団を 
結成される際にはお声かけください。 
法被や鉢巻、のぼり旗、横断幕などを
貸出しいたします。 

＜鳥人間コンテスト＞ 

2018 年 7 月 28 日(土)  会場：滋賀県彦根市松原水泳場 
 

＜全国高専ロボコン＞ 

関東甲信越エリア予選  
2018 年 10 月 14 日(日)  会場：片桐アリーナ 

（大田区 日本工学院専門学校） 
全国大会  

2018 年 11 月 25 日(日) 会場：両国国技館（墨田区）                                     

学生の真剣な眼差しに 
心打たれます。 

新しく就任された和田会長より
今年度の新役員が紹介され、
出席された理事によるあいさつが
ありました。 



 

 

 

 卒業式＆祝賀会 
2018年３月 20日（火）、ティアラこうとうにて 
平成 29 年度・東京都立産業技術高等専門学校、 
第８回・本科卒業式および第 11 回・専攻科修了式
が行われました。式後、各キャンパスに移動し、 
５年間通った校舎で卒業証書が授与されました。 
この後、体育館で卒業祝賀会が開催され、恩師、 
仲間たちとの別れを惜しみました。 

編集後記 

さまざまな取材活動を通じて春から初夏まで

の行事を中心に、学生たちの活動の様子がより

伝わるように紙面に反映させました。 

みなさまにご覧いただき、ご意見・ご感想・ 

リクエストなどございましたら右記へお問い

合わせください。お待ちしております。 

校章をデザイン

したケーキ ケーキカット 
 

東京都立産業技術高等専門学校 荒川キャンパス後援会 

 〠116-0003 東京都荒川区南千住 8-17-1 

http://tmcit-supporters.org/ 

☞後援会への問い合わせ 

（月・木・金 10：00-15：00） 

kouenkai@metro-cit.ac.jp  ☎03-3805-2558 

お 世 話 に な っ た 先 生 方   

ありがとうございました 

共に過ごした仲間たち 

パフォーマンス 
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