
 



 

今までの経験からマリンシューズを履き滑りに

くく工夫を。全神経を機体に集中させ、心を一つ

にプラットホームまで運搬します。 

順調な離陸に歓喜。安定した飛行で記録を伸ばす 

常任理事会の際、人力飛行機

研究部による報告会が行わ

れました。賞状と盾を手に

記念撮影。みなさん本当に

おめでとうございました。 

受 賞 

慎重にロボットを誘導 
2号機が瓦礫を突破。要救護

者(ダミアン)に救援物資を

届けて20ポイント獲得。 

見事 決勝へ進出しました。 

令和元年7月27日(土)・28日(日)、滋賀県彦根市の琵琶
湖東岸・松原水泳場にて「第42回 鳥人間コンテスト2019｣
(2019 JAPAN INTERNATIONAL BIRDMAN RALLY)
が開催されました。ともに戦う機体は、パイロットが映
画『紅の豚』のファンということから、主人公の搭乗機
と同じ「FOLGORE(フォルゴーレ)号｣と名付けました。
全⻑ 5.64m、翼幅(主翼の端から端まで)は 20.9m、質量
49kg。剛性を重視した設計となっています。大会当日は
台風接近という厳しいコンディション。容赦なく襲いかか
る雨と風、部員たちは雨粒で機体が重くならないよう要
の翼にビニールシートを被せ、大切にプラットホームへ
と移動させます。多くのチームが苦戦を強いられるなか
｢FOLGORE号｣は、優雅に力強く飛行し続けます。琵琶
湖に着水した瞬間、応援団からは満面の笑みと拍手喝
采、歓喜の声。その後、天候はますます悪化し、7機目以
降は急遽、2日目に延期されました。競技が延期されるほ
どの悪天候 1日目に堂々の145.34mという飛行距離は、こ
の日の1位を記録しました。大会を通しての最終順位は、
滑空機部門17機中7位。ハンデと思われた悪天候をもの
ともせず好記録となった見事なフライトは、見る者すべ
ての心に記憶となって刻まれたに違いありません。 

令和元年7月7日(日)「第19回 レスキュー
ロボットコンテスト・東京予選」に堀研究
室の学生7名「産技荒川隊」が参戦。被災地
での無人救助・支援を想定した本格的な
ミッション。マスタースレーブや360度カ
メラ等を採用したロボットは、4年ぶりに
決勝へと進出しました。 

神⼾での決勝。瓦礫撤去と救
出を行う1号機、複数の機能追加
や改良を行った 2 号機は物資供
給に成功。セカンドミッションまで
進出し、アイデア賞を獲得しまし
た。1号機は高専祭で展示され、
ロボット操縦体験会には行列が
できるほどの大盛況でした。 

 例年１位のチームに授与される大変名誉ある賞 

皆の期待を背に緊張した面持ちでフライトを待

つパイロットの A5谷中友紀さん。 

人間コンテスト [滑空機部門] 都立産技高専 Tｅａｍ ЯＴＲ▶ １４５.３４ｍ    

予選から決勝まで力を

合わせて勝負に挑んだ

選手たちの顔は清々し

く頼もしさも感じまし

た。今後の活躍も大い

に期待しています。 

戦いを終えて…… 

[予選]
[決勝]

会場限定 
ロゴ入りクッキー 

賞状と眩く光る盾。『賞』の重みを感じます 

都立産技高専 
TｅａｍЯＴＲ 

出場までの活動 
内容や歩み、 
部員のつぶやき。 
詳しくは……。 



 

外研修・校外学習 

R4 

T4 

A4 

4 

ボットコンテスト～関東甲信越地区大会～ [会場]町田市立総合体育館 

仲間と過ごした時間は大切な宝物となるでしょう。 

荒川キャンパス応援団が集結。選手たち同様、

私たちも気合十分、応援に臨みます。    

産技高専荒川Ａチーム 
zeronos 
生方俊典先生 
Ｒ3 森井睦瑛さん 
Ｔ3 賣井坂柊誠さん 
1- 6 山内健人さん 

産技高専荒川Ｂチーム 
ＴＭＳ洗濯隊 
笠原美佐和先生  
Ｒ3 杉若侑樹さん 
Ｗ2 植木雅春さん 
Ｔ3 西澤英志さん 

緑にカラーリングされた

清潔感あるロボット。 

赤いボディに大きな目。

客席から「かわいい」の声。 

開会が告げられ、いよいよ戦いが始まります 
出 場 校 が 勢 ぞ ろ い

し、いよいよ戦いが

始まります。我が校

選手も笑顔の下に闘

志を漲らせているに

違いありません。 

「今年も全国に！｣を合言葉にロボット製作に打ち込んできた部員たち。今
回のテーマは『らん・ラン・ランドリー』。制限時間内にロボットを駆使し、
物干し竿に洗濯物を掛けていくというもの。令和元年８月３１日(土)に行われ
たロボット研究会によるデモ演技は上々の仕上がりということもあり、大
会での活躍に期待が膨らみます。 
 令和元年１０月６日(日) 、町田市立総合体育館にて『高専ロボコン 関東甲
信越地区大会 2019』が開催されました。荒川キャンパスからは『産技高専
荒川 Aチーム・zeronos(ゼロノス)』、『産技高専荒川 Bチーム・TMS 洗濯
隊(ティーエムエス センタクタイ)』が出場しました。Aチームは1回戦を勝
ち進み、応援する私たちにも力が入ります。善戦はしたものの惜しい結果に
終わりましたが、この悔しさを糧に、来年こそは全国大会出場の切符を手に
入れてくれると私たちは信じています。 

[Bチーム]  
敗者復活をかけて善戦するも… 

[Aチーム] 第1試合に見事勝利。この勢いに乗れるか！？ 
初戦は緊張感の中 5-0

の圧勝。次の勝利で決

勝戦へ進出です。第4試

合は3-3 の白熱した戦

いに。有利と思われま

したが、惜しくも判定

負けに終わりました。 

着実にミッション

遂行するも、それ

を上回る相手の

攻撃に敗退とな

りました。 

２年生以降、コース別に校外研修を行います。2、3 年生は学年全体の校外
学習があり、ともに行動し親睦を深める機会となっています。４年生は２泊
３日にて企業訪問など就職や進学を前に経験を積む貴重な場となります。 

企業や大学にて実りあるお話を伺うことが出来ました。 

水族館内部や裏で支える方々の講義は、新鮮かつ貴重な経験となりました。 

滑走路や飛行機を眺め「これからの自分」を想像しているのかもしれません。 



 

式テニス部  

上級生との練習で磨いてきた力が試されます。 

  
柴田芳幸先生、尾上泰基先生、山田美帆先生、山口剛志先生 

[顧問]柴田芳幸先生 

[部長]W2 関 成希さん 

経験ある先生、諸先輩方の指導

があり初心者も多く入部してい

ます。7月の公式戦、春と秋の「関

東高等専門学校体育大会」に向

け指導を行っています。試合で

勝利すること同様、運営にも関

わり経験を積み、今後に生かし

てほしいと思っています。 

恵まれた環境で存分に練習に打

ち込んでいます。試合は荒川キ

ャンパス開催が多いため、リラ

ックスした気持ちで大会に臨め

ます。レベルの差により練習メ

ニュー作成は苦戦しますが、学

年の隔たりなく上級生との関わ

りは社会勉強になります。 

サーブの行方が 勝敗を左右する鍵 
試合開始前の整列。独特の張感が走ります。   
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この大会に向け練習を重ね

てきた成果が試されます。 

確実に決めて、試合の主

導権を握りたいところ。 

門多嘉人先生、生方俊典先生、今田雅也先生 
 

より高みを目指すために練習も真剣勝負 

 
 

練習を通して「何事も継続することの大切さ」

を学ぶでしょう。それは必ず、未来の自分を成

長させることの糧となるに違いありません。 

ゴールまでの激しい攻防
基本から試合形式の練習など、メニュー

は門多先生が作成されています。時にはコ
ートに入る熱心な指導に部員たちは応え、
一生懸命取り組みます。 

夏は合宿を行い、冬は遠征。活動日も比
較的多いことから、先輩後輩の隔たりがな
く、コミュニケーションが良好なため、部
全体に活気があります。そんな雰囲気の良
い環境下での練習は技術を向上させ、今も
なお、進化を続けています。試合では優秀
な成績を収めるようになり、確実に成果と
なって表れています。今後がとても楽しみ
であり、彼らのさらなる活躍を私たちは期
待しつつ、応援していきたいと思います。 

問題点を一つ一つ改善し、体で覚える 
的確な指導のも

と、改善点の練

習を繰り返しま

す。部員たちの

教えを吸収する

柔軟性が強さの

秘訣なのかもし

れません。 

練習メニュー作成・指導は専門

である門多先生が行っていま

す。高校生大会にも出場し、経

験を積ませています。1年生が

多数加入し、チームは徐々に実

力をつけてきています。来年は、

女子の入部も期待しています。 

[顧問]門多嘉人先生 
チームをまとめ

る上での苦労は

あまり感じませ

ん。チームワー

ク の 良 さは 試 

合にも反映されています。これか

らも応援よろしくお願いします。 

[部長]A4 川上幸之助さん 

部活動の中でも活動日が多い硬式テニス部。令和元年9月28日(土)、
荒川キャンパス・テニスコートでの「関東高等専門学校体育大会」。試
合経験を積むことを重視し、1、2年生中心で挑みました。参加する他高
専生とは交流も盛んになされ、お互いにさまざま情報交換がなされて
いるそうです。新人戦、公式戦、各種大会に向け練習に励んでいます。 

クラブ活動に参加して充実した放課後を送る学生たちをご紹介します。 
運動系に文科系。さまざまな部活動・同好会・愛好会があります。 



 

後援会は 
学生の活躍を
応援します 

ご存じですか

ラブ活動 

[活動日]火・木・(土：AM) 道部 

https://www.metro-cit.ac.jp/student/club 

『2019(平成31年度)

学生生活ハンドブ

ック(P108～P112)』

にも詳しく掲載さ

れています。 

お役立てください

後援会では、みなさまからお預かりした会費をさまざ
まな学生活動に役立てています。『同好会・愛好会・
研究会運営費助成制度』もその一つです。年間10回以
上、活発に活動する会を応援するものです。必要な経
費(備品購入、大会参加費など)を年間 1回 1団体につ
き原則10万円を上限に助成いたします。申請に必要な
各種手続きなど詳しくは、荒川キャンパス４階・後援会
室(☎03-3805-2558)までお問い合わせください。 

活動日、活動内容など詳しくはホーム
ページでもご紹介しています。 
先生方、部員たちのお話から、部活動を
掛け持ちしている学生もたくさんいる
とのことでした。積極的にクラブ活動
に参加して充実した放課後を過ごして
みてはいかがでしょうか。 

◆学生生活をさらに豊かにする多彩なクラブ活動◆  

[顧  問] 宮川睦巳先生、髙崎和之先生、星 善光先生 
[部員構成] 1年生6名、2年生4名、3年生2名、4年生2名、5年生3名 

素早い身のこなしから主導権を握る 
相手の隙を決して見逃さず攻める 

日本伝統スポーツ 
張りつめた空気に 
心が洗われます 

気迫に満ちた試合形式の稽古 

大会では団体戦3位 
という好成績 

会議や管理業務に追

われる部長に代わり

練習メニューを作成

し、練習の取りまと

めを行っています。    

[主将] R4 小池勇輝さん 

部活動会議出席など

の管理全般を行って

います。皆が集中し

て稽古に打ち込める

よう的確な指示だし

を心がけています。    

[部長] R4 堀内舜貴さん 

防具装着から、より凛々しい表情に。 

顧問を勤められて 10 年になる宮川先生。 

「剣道部員の努力を重ね、稽古に取り組む姿勢を傍

で応援していきたい」との思いから顧問を継続され

ているそうです。宮川先生の温かな眼差しが印象的

でした。部員からは宮川先生への尊敬の気持ちが伝

わり、その精神が優秀な成績に表れています。 

[顧問]宮川睦巳先生 

 小体育館には気合を込めた声、力強く床を蹴る
音。目と耳に伝わるその光景に思わず息を呑みま
す。「礼儀を重んじ、それでいて風通しの良い上
下関係」という理由で初心者から入部を決意した
部員も。OB が稽古をつけてくれることもあり、目
上の方々との関りは社会勉強にもなります。夏
には合宿、冬は寒稽古、この積み重ねが成績に表
れ、今後さらなる活躍をみせてくれるでしょう。 

ご紹介した部活動のほかにもさまざまなクラブ活動があり、学生たちは学業との両立を図りながら活躍を続けています。 
好奇心や興味があればチャレンジしてみるのも「新しい自分」を発見できる良いきっかけになるかもしれません。 



 

① ② ③ ④ ⑤ 

よう
こそお越
し 

くだ
さ
いました 観るものを魅了する

趣向を凝らした
体験・演奏・展示 

    
ロボット    
工学コース    
の案内役    
 

① 真空管、トランジスタ、I Cと音の増福手段の変遷。② 航空宇宙工学コース：：：：エラコン完走！

全国7位に。③ 医療福祉工学コース：：：：運動補助装置シミュレーター体験。④ 人の体重に耐え

られる？卵破壊実験。⑤ サイクリングガレージ、自転車でローラー体験。何キロ出せるか！？ お茶室があるのをご存じですか。趣のある佇ま 

い『輝汐庵』。安らぎの空間で美味しいお抹茶を。 

学生がサポートしながら作ると

んぼ玉は、毎年大好評企画です。 

テレビでお馴染み『ピタゴラスイッチ』 
不思議なカラクリに一言「すごいっ！」。 

グローバル 
社会に向けて 
我が校の取り組み 

豪華景品付き！エアガン射的 

今年スタート。大人気企画に。 

開場前から長い列が 

なんだかホッとした気持ちにさせてくれるメロディー 
民謡研究部の有志で結成されました。約 1 か月間、腕が悲鳴を

上げるほど練習を重ねました。大歓声がその成果を物語ります。 

私たちに元気をくれる、高専女子たちによる軽快なダンス 
ペンライトの光と大歓声のもと、アップテンポな曲に乗り「可

愛く、カッコよく」魅力的なダンスを披露してくれました。 

知れば知るほど奥が深い演劇の世界・魅力 

４名が所属する演劇愛好会は、部員募集中で

す。演じる楽しさを一緒に感じてみませんか。 
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豪華景品GETなるか！？ 
ビンゴ大会で運試し 

驚きの連続！ようこそ奇術の世界へ 
代々受け継がれてき

た奇術に自分らしさ

をプラス。 

2月に単独 

ライブを開 

催します。み

なさまのお

越しをお待

ちしてます。 

グローバルコミュニケーションプログラム(GCP)活動報告会 
[チーム名] Useats 
[提案内容]日本版ホーカセンターの提案 
日本の過疎化は急速に進行している。過疎化地域に外国人観

光客を誘致するための日本版ホーカーを設置してはどうか。 

今年で7年目を迎えるGCP。世界で活躍する⼈
材育成を目的とし、約 8ヶ⽉の研修と9⽉に1 週 
間シンガポール渡航を実施。研修内容はプロジェクトグループの在り
⽅、チームワーク、リーダシップ、海外交流、語学⼒アップなど。メンバ
ー5名は英語プレゼン資料を暗記し、交代制でスピーチしました。 

田宮先生が本校着任時に

学生たちと立ち上げた折

り紙研究同好会。ここ最

近、折り紙は工学的に応用

されるなどの観点から大

変注目を集めています。 

キャラクターからスタンプ

をもらってビンゴに参加。

ぜひともイチ抜けしたい！ 

専祭実行委員 みんなで一つ一つ作り上げてきたものが今日ここで形となる 

受付では高専祭実行委員がみなさまをお出迎え。 

元気な呼び込み

受験生や保護者の方にとっては「高専を知る」絶好の機会 今年度は企画を1....2倍

に増やし、そして「ほか

の高専に負けない」を

スローガンに頑張り

ました！実行委員の

団結力、終わった後の

達成感は何ものにも

代えがたいものです。 

人々の賑わいと木々の緑、コントラストが美しい風景 

温かいコーヒーでホッと一息 
『後援会OB《BABAR BUCKS》』 ちょっと疲れたら リフレッシュに どうぞ お立ち寄りください 

本格的なコーヒーを味わえる人気の休憩スポット。 

『利き茶』10月26日(土)11：00～ 
よく飲んでいるはずなのに「これは…」 
あなたはこの違いわかるかな～ 
意外と難しくてビックリ！ 首を傾げち

ゃう人が続出。 

みなさまのご参加を 

お
待ちしてま
す 

「？」スパイラルに陥ってしまったり、見当

違いの解答にみんな大爆笑。 

高専祭ならではのユニーク企画 
さまざまなコスチューム姿に 
「クスッ」となったり「キレイね」って声 
 

エントリー写真

にうっとり？ 

一枚の折り紙が 
美しい芸術作品に 

あれもこれも食べたい！ 
ガッツリ系からスイーツまで 
豊富なレパートリー『食』のワンダーランド 

いらっしゃいませ～ 
お熱いうちに  ������������ 

朝早くから仕込みをして準備万端。歩いた後は美味しい料理でおもてなし。 

ステージの始まりは吹奏楽部による心地よい音楽から 
吹奏楽の音色は、私たちに癒しを与えてくれます。 

鉄道に 
自転車、 
飛行機、ロボット……。 
高専祭の醍醐味が 
たくさん詰まったブース 

「まさに高専」「高専ならでは」の展示、ブースは注目の的 

さまざまな準備を進めてくれた高専祭実行委員。 
ウィットに富んだ企画力、行動力に感謝を。 

第

回 

参加者みんなExcite！ 

TMCIT荒川スマブラ大会 

音楽に演劇、ダンスに奇術、それから……。 
今できる精一杯のステージを 

この日をお待ちくださったみなさまがワクワクするような企画やイベント

をたくさんご用意。どうぞ。最後まで楽しんでいってください。 

下ごしらえも和気あいあいだからサクサク進んじゃう 

今年 名誉ある賞を受

賞した鳥人間コンテ

スト出場機体を展示。 

プールにアリーナ、まだまだ荒川キャンパスは隅から隅まで見どころ

メダルと七宝焼きの製作体験。

世界で一つだけの作品です。 

5種類を 
テイスティング 
全問正解 
なるか！？ 

和服にミニスカート、女子高生風な

ど。肌にハリがあり、化粧のノリも

バッチリなのには驚きです。若さを

感じ、率直に羨ましい！ 

高専祭実行委員 委員長 
黒坂洋介さん 

 

海洋環境研究同好会が製

作した船に乗る体験企画。 

『女装コンテスト《決勝》』10月27日(日)11：30～ 

学生食堂に続く通路には、茶 

華道部が活けた花が。 

部員たちの繊細さ 

と勢いが感じら 

れ、私たちを癒 

してくれます。 

準備は部員が行い、遅い時間まで残ってくださった先

生には感謝しかありません。先生のご協力のもと音大

生をお招きし、会場外にモニターを設置しました。 

外国人講師とのカード

遊びで楽しく英語を学

ぶ。世界で活躍するこ

とを見据えて英語教育

に力を入れています。 

「うそでしょ！全然当たら

ない(爆笑)」広場ステージ

には、挑戦者はもちろん、

観客たちからも笑いが。 

 

お待たせいたしました！毎

年 ご好評をいただいている 

『女装コンテスト』が広場ステージで開催されました。「えっ、ホン

トに男の子？」と見間違うほどの可憐な美女たち(？)の共演です。 

 

明るさと彩りを添える生け花 
色鮮やかな展示品、バンド演奏、特殊な機材での体験コーナーと楽しみ方いろいろ 

行き交う人の波、華やかで色とりどりの看板に学校全体がカンバスとなり描かれていく 



 

ザザザザーーーー    

学生たちはコンテストや部活動など多岐に
わたり優秀な成績を残し、私たちは取材を通し
て応援する喜びと力を与えられています。その
ような思いでお届けしている『輝汐』バックナ
ンバーは後援会 HPからご覧いただけます。 

� http://tmcit-supporters.org/wordpress/category/pr/ 

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 :// t mc 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 

✉kouenka i
@

me t ro - c i t .ac . j p 

☎ 0 3 -3 8 0 5 - 2 5 5 8  

( 月 ・木・金 10：0 0 ～15：0 0 ) 

この収益は 
すべて 
学生活動に 
役立てさせて 
いただきます。

[売 上] 
119,390円

今
後
と
も
後
援
会
活
動
に

ご
理
解
と
ご
協
力
を 

よ
ろ
し
く
お
願
い 

申
し
上
げ
ま
す

 

開店直後から 
どのブースも大盛況 
豊富な品揃えとお買

い得品についつい目

移り。いつの間にか買

い物袋にはたくさん

の商品が。客足は閉店

まで途切れることな

く続きました。 

「いらっしゃいませ」の声につ

いつい足を止め商品を。売れ

筋品はあっという間に完売。 

今回は「楽しく」をモットーに広報活動を行 
っている「取材日記」をご紹介いたします。 

年に1回開催される「荒川品川合同会議」。今年の主幹校は品川キャ

ンパス。現在、改修中のため会場は荒川キャンパスに。活発な意見

交換、情報共有は両キャンパ

ス後援会の結束を深める貴

重な交流の場となりました。 

品川キャンパスの
みなさんから地元
お菓子をいただき 

ました。 

 
荒川キャンパス2階・大会議室 

高専祭2日目 令和元年10月27日(日)12：30～15：00 後援会主催のバザーが開催されました 

目に留まるようビジュアルにもこだわりながら 
分かりやすく工夫されたディスプレイ 

 毎年ご好評をいただいているバザー。お客さまは、並
ぶ間、陳列された商品を品定め。開店と同時に人気商品
や目玉商品、掘り出し物などをいち早く買い物袋にキー
プ。閉店間際まで大変な賑わいをみせていました。おか
げさまでたくさんの商品をご購入いただき、昨年とほぼ
同額の売上に至りました。この収益はすべて学生活動に
役立てさせていただきます。 

商品をご提供、ご購入してくださったみなさま、心よ
りお礼申し上げます。ありがとうございました。 

鳥人間コンテスト取材を兼ねて「琵琶湖一周自転車旅」を

してきました。令和元年7月26日(金)JR京都駅。新幹線 

で運んだ自転車を組み立て彦根へ。三条大橋から大津まで

は快調。でも午後は暑さからペースダウン。何とか持ち直 

し夕方、彦根に到着。我が校のベースキャンプを見つけて

ホッと一安心。当日は台風が近づくなか、チームの皆も緊

張したと思いますが、一人取材の私も〝超〟が付くほど緊張

しました。無事に撮影された写真を見て安堵。午後は長浜

まで移動して宿泊。翌日は奥琵琶湖と西岸を走り切り「取

材」と「琵琶湖一周自転車旅」は完了となりました。 


