
 



 

１年生関連行事 
学 式 入

晴れの席にご列席くださ

った来賓の方々や先生

方。頂戴する祝辞一つ一

つを傾聴し、自分たちの

心に刻みます。 

[[[[皆で取り組み素早く皆で取り組み素早く皆で取り組み素早く皆で取り組み素早く調理調理調理調理]]]]    [[[[富士山の富士山の富士山の富士山の麓麓麓麓・・・・樹海トレッキング樹海トレッキング樹海トレッキング樹海トレッキング]]]]    

白熱の試合で何人かの負傷者が出てしま

うほどに盛り上がった大会でした。 

予定より早く出来上がったカレーのお味

は……、次の課題だそうです。 

晴天に恵まれた 3 日目、一人の脱落者もな

く参加者全員、見事歩き切りました。 

◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆スケジュースケジュースケジュースケジュールルルル◆◇◆◆◇◆◆◇◆◆◇◆    

[[[[１１１１日目日目日目日目]]]]        

・国立青少年交流の家、入所式 

・新入生ガイダンス 

・記念撮影 

・夕べのつどい 

・レクリエーション(ペーパータワー作成) 

[[[[２２２２日目日目日目日目]]]]    

・野外炊飯 

・学生交歓会(ドッジボール大会) 

・夕べのつどい 

・HR 

[[[[３３３３日目日目日目日目]]]]    

・朝のつどい 

・退所式 

・樹海トレッキング 

やる時はやる！やる時はやる！やる時はやる！やる時はやる！    
初日に行われたペーパータ

ワー作成で。グループに分

かれて諸条件の元、高さが

競われました。創意工夫を

凝らしながら意欲的に取り

組んでいる姿は、生き生き

と輝いていました。 

桜が開花し、風も心地よく感じる 
平成 31 年 4 月 3 日(水)、ティアラ 
こうとうにて平成31 年度・入学式 
が挙行されました。今年度は、本科 
(品川キャンパス・荒川キャンパス 
合わせて)340名、本科4年次編入学生1名、専攻科31名の新入
生が晴れて本校での新生活を送ることになります。島田理事
⻑や田原校⻑先生からの温かな式辞をやや緊張した面持ちで
聞き入る学生たちの表情を見ると、自分たちが１年生だった
頃が思い出されます。これからどのような学校生活が待って
いるのか不安もありながら、自らが選んだ学びの場への期待
で胸が躍る気持ちが勝るのではないでしょうか。 

今はつぼみの君たちへ
ここから咲き誇る花になれ

オ 

令和に改元して間もなくの 5 月 6 日
(月)〜8 日(水)までの 3 日間、静岡県
御殿場市にある国立⻘少年交流の家
にて、今年は全員参加のオリエンテー
ションが行われました。 
入学当初から和気あいあいとした雰
囲気の中で、仲間たちと⻑い時間をと
もに過ごすことにワクワクする学生
たち。でありながら、決まり事もきち
んと守る大変けじめのある学年と言
えます。自由時間は楽しみ、レクリエ
ーションは真剣に、協力が必須の野外
炊飯では見事な連携を見せて、予定よ
り約 1 時間も早く作業を終えるメリ
ハリのある行動には、引率者の上級生
も感心しきりでした。 

リエンテーション 

先生方もチームとして参加

され、1 回戦目は圧勝。し

かし 2 回戦目は、素早く学

んだ学生たちが見事、先生

方から勝利を収めました。 

山 か ら の 風 は

と て も 心 地 よ

く、澄んだ空気

の 美 味 し さ を

肌で感じます。

[[[[元気一元気一元気一元気一杯杯杯杯！！！！ドッジボール大会ドッジボール大会ドッジボール大会ドッジボール大会]]]]    



 

１年生担任ご紹介 
①①①①     専門科目は？専門科目は？専門科目は？専門科目は？    

②②②②     16161616～～～～18181818 歳の頃歳の頃歳の頃歳の頃、、、、どんな学生でしたか？どんな学生でしたか？どんな学生でしたか？どんな学生でしたか？    

③③③③     その頃の自分にかけたい言葉は？その頃の自分にかけたい言葉は？その頃の自分にかけたい言葉は？その頃の自分にかけたい言葉は？    

④④④④     1111 年生に伝えたい！年生に伝えたい！年生に伝えたい！年生に伝えたい！    高専で学んでほしい事は？高専で学んでほしい事は？高専で学んでほしい事は？高専で学んでほしい事は？    

⑤⑤⑤⑤     最近一番ワクワクした出来事は？最近一番ワクワクした出来事は？最近一番ワクワクした出来事は？最近一番ワクワクした出来事は？    

先生 髙橋 龍也
たかはし たつ   や 

先生 吉田 嵩 
よし   だ      たかし 

先生 喜多村 拓
き           た  むら   たく 

先生 矢吹 康浩 
や  ぶき            やすひろ 

①①①① 幾何学 

②②②② 割と活発でした。 

③③③③ 過去の自分に向けてではないのですが、みなさんに

は学力だけでなく体力や気力、コミュニケーション力も

育んでほしいと思っています。 

④④④④ 本校は、施設・設備に加え未来工房・国際化事業などの

プログラムも充実しています。いろいろな活動を通じ

て、好きなことを深めていく能力を養ってほしいです。 

⑤⑤⑤⑤ 甥っ子とのベイブレード対決。 

①①①① 音，動画像，生体信

号など身の回りに

ある信号からノイ

ズを取り除いたり

情報を取り出す技 

術が専門です． 

②②②② 人づきあいが苦手な，社交性がかけらもない学生でし

た！勉強も大嫌いでした！笑 好きなことは部活（吹奏

楽部）と音楽とゲームと漫画，とにかく自分の世界に生

きている学生だったと思います． 

③③③③    勉強しなさい！につきますね笑 当時は勉強「しなけれ

ばならない」と苦行のように感じていましたが，大学に

入って色々自分で考えて勉強するようになると，「なん

で？なんで？」とワクワクするようになりました． 

④④④④ 何でも楽しんでみることですね．「自分を楽しませて」と

思っている人は，是非高専にいる間に自分で物事を楽し

くするコツをつかんで欲しいと思います． 楽しくする

のもつまらなくするのも自分次第です． 

⑤⑤⑤⑤ デスクトップ PC とノート PC を併用しているのです

が，同じ LAN 内に両者を置くと，デスクトップ PC に

つないであるマウスとキーボードでノート PC を操作で

きると知ったことですね．非常に興奮しました笑 

①①①① 一般教科の「化学」

です。専門分野は、

合成化学おもに有

機化合物（高分子化

合物を含む）です。 

②②②② まだ、「生徒」いわゆる高校生(普通科)でした。特に、特

撮番組が好きで、漫画などの薬品や化学兵器に興味があ

り、周りのもので似たものを作ったりしていました。 

③③③③ 具体的にイメージをして、いわゆる「作りやすい」もし

くは「作れる」材料を用意し、道具から揃え、なお勉強

していれば「似たもの」ではなく、かなり完成度が高い

ものが作れたのに！ 

④④④④ 自分の言いたいことや思っていることを伝えるのでは

なく、まずは、相手が何を伝えようとしているのかを考

えて欲しい。 

⑤⑤⑤⑤ 研修状態も終わり、仕事を任されるようになった長男

が、ここ数ヶ月の残業手当で夕食をごちそうしてくれま

した。 

①①①① 生命医工学，機構学 

②②②② プラモ製作に全力

を注いだ生活を送

ってました．勉強は 

そこそこしていたつもり・・・つまりほとんど遊び惚けてい

ました． 

③③③③    「大学行っても就職しても様々な場面で読解力・文章力を

問われるので，国語と英語は勉強しておきなさい．」と言っ

てやりたいです．現実に今文章が書けなくて困ってます． 

④④④④ まずは普通高校では触れられない専門分野に触れ自分

の興味がひかれる分野を見つけてほしいです．また，友

人や先輩，教員，事務員との関係を通して実社会に出て

いくための勉強をしてほしいです． 

⑤⑤⑤⑤ 休日，とあるイベントで自分の研究室のゼミ生「K」を

見かけた時に「来週どうやっていじってやろうか」とワ

クワクしていました． 



     

    

 令和元年5月25日(土)、初夏を思わせるような灼熱の太陽の下、体育祭が開催され

ました。クラス毎に優勝を目指し、一致団結して最後まで果敢に挑みました。 競技種

目は体育館にてバスケットボール、ドッヂボール、バレーボール。グラウンドではサッ

カー、リレー、騎馬戦の全6種目の総合得点で優勝を競います。栄えある総合順位は、

1位：A3、2位：W3、3位：A4。みなさんおめでとうございます。

３騎同時にハチマキを奪い合う場面も３騎同時にハチマキを奪い合う場面も３騎同時にハチマキを奪い合う場面も３騎同時にハチマキを奪い合う場面も    

ドッヂボール優勝ドッヂボール優勝ドッヂボール優勝ドッヂボール優勝    Ａ３代表コメントＡ３代表コメントＡ３代表コメントＡ３代表コメント     

騎馬戦順位騎馬戦順位騎馬戦順位騎馬戦順位    

１１１１学年学年学年学年    １１１１----５５５５    

２２２２学年学年学年学年        ＷＷＷＷ２２２２    

３３３３学年学年学年学年        ＡＡＡＡ３３３３    

４４４４学年学年学年学年        ＡＡＡＡ４４４４    

５５５５学年学年学年学年        ＷＷＷＷ５５５５    

体育祭実行委員会 委員長体育祭実行委員会 委員長体育祭実行委員会 委員長体育祭実行委員会 委員長    〈〈〈〈R4R4R4R4〉〉〉〉髙橋 歩夢髙橋 歩夢髙橋 歩夢髙橋 歩夢    さんさんさんさん                        

 今回は令和最初の体育祭として参加賞のアイスを２種

類にしたり、選手宣誓をするなど、少し新しい制度を取り

入れてみました。結果は好評でたくさんの学生に喜んで

貰えました。最後になりますが、体育祭の準備の段階か

ら運営まで協力してくださった職員の方や先生方、実行

委員の学生の皆さん、本当にありがとうございました。 

ドッヂボールドッヂボールドッヂボールドッヂボール    

順位順位順位順位    

ＡＡＡＡ3333    

ＲＲＲＲ3333    

ＷＷＷＷ3333    

 結果は良かったと思うん

ですけど、バスケが優勝し

てまったので気が抜けてし

まいました。まだこれで終

わりじゃないので集中し

て終わるまで頑張り

たいと思います。 

バレーボール順位バレーボール順位バレーボール順位バレーボール順位    

W3W3W3W3                        A3A3A3A3                        A5A5A5A5    

バレーボール優勝バレーボール優勝バレーボール優勝バレーボール優勝    

WWWW３代表コメント３代表コメント３代表コメント３代表コメント    

 今年はチームメイトにも恵

まれて本当にいい時代だっ

たと思いました。これから毎

年練習できるようにガツガ

ツ行きたいと思います。僕

はバスケ部なんですけど

（笑）バスケは初戦で

敗退しました。優勝出

来てよかったです。 

バスケットボール順位バスケットボール順位バスケットボール順位バスケットボール順位    

A3     A3     A3     A3                             R5R5R5R5                                        W2W2W2W2    

1学年 ▶▶▶  

2学年 ▶▶▶  

3学年 ▶▶▶  

4学年 ▶▶▶  

5学年 ▶▶▶  

    

 長年の夢が叶って嬉しかった

です。優勝は気持ちよかった 

です！（初優勝）  

サッカー順位サッカー順位サッカー順位サッカー順位    

A4A4A4A4    

W3W3W3W3    

1111----8888    

 今年、初めて騎馬戦で優勝で

きたことに喜びを覚えると共に、

大変達成感を得ることができま

した。身長や体重など、それぞ

れ異なる体格の八人が協力し、

勝利を掴んだことは友達との学

校生活において良き経験になっ

たと思いました。また、来年の

最後の騎馬戦も優勝出来

るように頑張りたいです。 

Ａ３Ａ３Ａ３Ａ３    

Ａ４Ａ４Ａ４Ａ４    

←←←←    実際の公約写真。実際の公約写真。実際の公約写真。実際の公約写真。    ※先生よりお借りしました。※先生よりお借りしました。※先生よりお借りしました。※先生よりお借りしました。    

『総合優勝でメシおごる』と学生たちと約束をさ

れたＡ３斎藤純一先生。当日は彼らの本気の

頑張りにより、見事、総合優勝。先生の温か

い応援があってこそ、チーム一丸となり目標を

達成することができたのではないでしょうか。

みなさん優勝おめでとうございます。 

総合優勝 総合優勝 総合優勝 総合優勝 A3A3A3A3        みなさんおめでとうございますみなさんおめでとうございますみなさんおめでとうございますみなさんおめでとうございます    

リレーリレーリレーリレー    順位順位順位順位    

    1111学年学年学年学年                2222学年学年学年学年            3333学年学年学年学年                4444学年学年学年学年                5555学年学年学年学年    

    1111----8888                    T2T2T2T2                    A3          A4          R5A3          A4          R5A3          A4          R5A3          A4          R5    

先生もリレーに参加。先生もリレーに参加。先生もリレーに参加。先生もリレーに参加。    

3333秒で抜かされたそう（先生談）秒で抜かされたそう（先生談）秒で抜かされたそう（先生談）秒で抜かされたそう（先生談）    

只今応援中～只今応援中～只今応援中～只今応援中～    

 

 



荒川キャンパス 
後援会会⻑ 
和田 貴博 

広 報委員会 

田原校長先生から今後

の高専についてのお話

を拝聴する大変貴重な

機会となりました。 

和田会長をはじめ、令

和元年度の新役員の

みなさん、1年間よろし

くお願いいたします。 

高専祭委員は毎年秋に行われる高専祭において、後援会
から参加をし、子ども達と一緒に学校を高専祭を盛り上
げていくことを主とした活気あふれる委員会です。 
今年度も例年通り"バザー"を予定しています。バザーで
の売上金は学校図書館へ本の寄贈などに使われます。子
ども達の学校生活をより豊かにする為、今年度も明るく
楽しくを第一に皆様のご協力をよろしくお願いします。 

 後援会・各委員会のご紹介 

総会 

後援会とは……後援会とは……後援会とは……後援会とは……保護者の方みなさまが『後援会会員』です。後援会理事にはそれ

ぞれの分野に特化した委員会があり、より身近なところから学生たちの活動が円

滑に進むようバックアップしています。年3回ある理事会は、先生方から学生たち

の様子や学校での出来事などを伺うことができる貴重な機会です。理事の役割に

ついてみなさまにも知っていただき、私たちとともに活動してみませんか。 

もちろん年度途中からのご参加も歓迎しております。 

こんにちは、令和元年度の記念
すべき年に荒川キャンパス後援
会会⻑を引き続き務めさせて頂
く事になりました和田でござい
ます。若輩者ではございますが
ベストを尽くし後援会活動に励
む所存です。お気付きの点やご
要望などございましたら何なり
とお申し付け頂ければ幸いでご
ざいます。より良い高専を一緒
に作っていきましょう！ 

高 専祭委員会 
《メンバー紹介》《メンバー紹介》《メンバー紹介》《メンバー紹介》    

[[[[委員⻑委員⻑委員⻑委員⻑]]]] A3 丹野 

[[[[副委員⻑副委員⻑副委員⻑副委員⻑]]]] W3 石井 

R3 高宮、R3 渡辺 

T2 山本、R2 稲垣 
R2 原嶋、A2 齋藤 
A2 渡辺、W2 吉田 

1-5 神谷、1-5 桑原 
1-7 大河原、1-7 岡田 
1-7 小畑、1-8 髙嶋 

会 ⻑よりごあいさつ 

令和元年 6 月 29 日(土)、汐黎ホ
ールにて総会が行われました。後
援会も活動を支援しているダン
ス同好会の軽快なパフォーマン
スに会場からはたくさんの拍手
が送られました。今年度は田原校
⻑先生より今後の高専のさらな
る展望についてお話を賜りまし
た。その後、前年度の事業・会計
報告と今年度の各事案ならびに
新後援会役員が承認されました。

《メンバー紹介》《メンバー紹介》《メンバー紹介》《メンバー紹介》    
[[[[会会会会    ⻑⻑⻑⻑]]]] A4 和田 
[[[[副副副副会⻑会⻑会⻑会⻑]]]] T4 佐久間 

A4 久間 
A3 大江 
T2 富永 
A2 野口 

[[[[会会会会    計計計計]]]]    A3 吉田(統)
        1-6 吉田(明) 
[[[[書書書書    記記記記]]]]    A2 髙橋 
    R2 天野 
    1-6 梅原 
    1-8 平川 
[[[[監監監監    事事事事]]]]    A3 荒井 

A2 松原 

常 任理事会

正副会⻑と書記、会計、監事、各委員⻑によって構成され、
総会でご承認を頂いた事業計画を基に理事会、常任理事会を
運営、学生へのサポートを様々な方法で行っております。 
教育支援では同好会・愛好会への助成、学生支援ではロボコ
ンや鳥コンへの支援、学生食堂にも協力し学生の食育にも貢
献、また品川キャンパス後援会とも連携し情報交換を行い幅
広い視野で学生活動を見守っております。 

広報誌『輝汐(きせき)』を年 2 回発行しています。｢写真撮
るのが趣味｣、｢文章書くのが好き｣、｢パソコンはお手の物｣、
｢デザインは自信アリ｣など。みなで協力し得意分野を活か
しながら｢1 ページ｣を作成しています。多方面で活躍する学
生たちを身近なところから取材しつつ、気がつくと応援に
も熱が入っていることも。自身が携わった企画を制作、誌面
になる喜びを一緒に感じてみませんか。 

後援会活動の中枢となる常任理事会

として学生を支援してみませんか。

近隣の方からも大変ご好評を

いただいています。バザー品の

ご提供のご協力をどうぞよろ

しくお願いいたします。 

荒川キャンパス後援会ホームペ

ージ「広報委員会」からもバック

ナンバーをご覧いただけます。 

取材を通してあ

らゆる学校行事

へ精通できます。

写真やパソコン

に文書作成など

隠れていた才能

が開花するかも！？ 

《メンバー紹介》《メンバー紹介》《メンバー紹介》《メンバー紹介》    

[[[[委員⻑委員⻑委員⻑委員⻑]]]] R4 美野輪 

[[[[副副副副委員⻑委員⻑委員⻑委員⻑]]]] W2 梅埜 

R4 小山、R4 五十嵐 
A4 臼倉、W4 岩田 
W4 吉澤、W4 小林 
T3 ⻘柳、W3 村山 
T2 吉田、W2 板橋 
1-5 宮脇、1-6 鈴木 
1-8 内山 



 後援会活動・茶話会・学生食堂

桜も散り始め、緑が眩しい平成 31 年 4 月 13 日
(土)、学年ごとの全体保護者会が汐黎ホールに
て行われました。1 年生は初めてということも
あり、たくさんの方々が参加され、先生方のお
話を傾聴されていました。その後は各教室に移
動しクラス保護者会。担任の先生からは、学生
たちの現状、クラス内の出来事などより身近な
話題にメモを取る方々も数多く見受けられま
した。クラス保護者会終了後、より親睦を深め
る絶好の場となる後援会主催の茶話会では、日
頃あまりお会いすることができない保護者同
士「初めまして」や「こんにちは」などのあい
さつから始まり、徐々に打ち解け、時間が進む
につれ盛んにさまざまな情報交換がなされて
いました。おのおの新しい発見を得る大変貴重
な機会となったのではないでしょうか。 

保
護者会・茶話会  

[学生食堂へようこそ] 
今年 4 月より学生

たちの旺盛な食欲

を 満 た す べ く 、

日々美味しいお料

理を調理してくだ

さっている、とて

も笑顔の素敵なチ

ーフの久保さん。 

椅子やテーブルが一
新され、オープンテ
ラスも設けられてい
ます。陽の光が差し
込む明るい室内は、
学生たちの楽しげな
会話で賑わっていま
す。スカイツリーを
臨むロケーションも
魅力の一つです。 

学生食堂の入り口

には、学生たちへ向

けて心のこもった

メッセージがお出

迎えしてくれます。

《メンバー紹介》《メンバー紹介》《メンバー紹介》《メンバー紹介》    

[[[[委員⻑委員⻑委員⻑委員⻑]]]] W3 山﨑 

A4 藤崎、A3 中⻄ 
W3 矢島、W3 髙橋 
T2 小村、1-5 鈴木 
1-7 内山、1-8 下山 

学生たちの健全な育成を願うサポーターとして、⻘春の一ページ
を飾るよう明確な目標（大会）に向かい、汗や苦悩を乗り越え、想
像を超える力を発揮して、個の力だけでは到達できない領域に踏
み出そうとしている、キラキラと光り輝く学生たちを応援して見
守ることを大きな喜びとして、そのポジティブなオーラを保護者・
先生方が分かち合えるように、家庭と学校が情報を共有して、緻
密に連携・調和できるように日々活動をしていきます。 

コ 卒 業祝賀委員会
《メンバー》《メンバー》《メンバー》《メンバー》    

[[[[委員⻑委員⻑委員⻑委員⻑]]]] 
R5 大川 

T5 大塚 
T5 尾身 

R5 小見寺 
R5 小林 
A5 坂井 
A5 宮原 
A5 谷中 
W5 岩井 
W5 篠原 
W5 馬場 

今年度も卒業生の門出を祝う祝賀会の開催を予定し
ています。 
楽しい催しにしたいと思いますので卒業生保護者の
皆様のお力添え宜しくお願いします。 

鳥人間コンテストやロボ

ットコンテストなど学生

たちの活躍を一緒に盛り

上げてみませんか。 

行事推進委員会
保護者間の交流を促進させることを目的として様々
な行事の企画、運営を行います。毎年、学食ランチ試
食会（後援会総会後、授業公開期間中）や校内見学ツ
アー（授業公開期間中）を開催しています。また、工
場見学をはじめとする保護者向け研修会（JAL 羽田
工場、筑波宇宙センター施設見学など）も開催するこ
とがあります。 

共感したり意見を

述べたり。限られた

時間の中、さまざま

な話題で花を咲か

せていました。 



式典の「張りつめた緊張
感」から慣れ親しんだ荒川
キャンパス体育館で行わ
れた祝賀会は「弾ける解放
感」といった雰囲気に。学
生たちは柔らかな表情と
なり、空間にいる誰もが笑
顔に。気球が天井高く飛ば
されたときは歓声が上が
り感動もひとしお。バンド
演奏やゲームなどエンタ
ーテインメントは皆を楽
しませ、決して忘れること
のない大切な思い出とな
ったことでしょう。 

さまざまな

思い出に「ホ

ロっ」とくる

気持ちを笑顔

に変えて。 

 卒業式・卒業祝賀会

[[[[開催開催開催開催会場会場会場会場]]]]    
荒荒荒荒川川川川キキキキャャャャンンンンパスパスパスパス体育館体育館体育館体育館    賀会 祝

卒業生のみなさま、ご卒業おめでとうございます。 
１年生のみなさま、ご入学おめでとうございます。 

瞳を輝かせ登校する 1 年生の姿は、私たちを朗らかな気持ちに
させてくれます。期待と不安でいっぱいの新生活、保護者の方
におかれましても同様なのではないでしょうか。広報誌をお役
に立てていただけるよう、多方面で活躍する学生たち、学校で
の出来事などをお届けしてまいります。みなさまからのご意見、
ご要望、お問い合わせは右記よりお待ち申し上げております。 

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 

h t t p :::: ////////tmc i t ---- s u p p o r t e r s .... o r g ////    

☞後援会へのお問い合わせ 

(((( 月 ・木・金 10：：：：0 0 ～ 15：：：：0 0 )))) 

kouenka i @ met ro ---- c i t .... ac .... jp 

☎ 03 ---- 3805 ---- 2558 

卒 

W5

輝く未来へ羽ばたけ 

この気球のように 

業式・卒業証書授与式
平成31年3月20日(水)、ティアラこうとうにて「平成
30 年度・東京都立産業技術高等専門学校・第9 回
本科卒業式(荒川キャンパス、品川キャンパス合わせ
て266名)および第12回 専攻科修了式(29名)」が挙
行されました。先生方からの式辞に感銘、感動する学
生の姿が印象的でした。その後、汐黎ホールでの卒業
証書授与式に臨みました。1人 1人に手渡される卒業
証書、お世話になった先生方からかけられる「おめで
とう」の言葉は心に深く刻まれたことでしょう。 

汗ばむほどの眩い光が学生たちの門

出を祝福しているかのようでした。 

高専女子からの花束は

感動のスピーチとともに 

すべての思いが詰まった花束。

皆の心を温めてくれます。 

忙しい1日の最後は、

美味しい食事と仲間た

ちとの楽しい会話。 

R5T5 A5 


