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会長あいさつ

荒川キャンパス
後援会会長
清谷 尚充

新一年生オリエンテーション
5月9日（水)から二泊三日の
日程で群馬県の国立赤城青少
年交流の家で実施されました。
残念ながら楽しみにしてい
た登山は雨天の為中止になっ
てしまいましたが、それでも親
睦は十分深められたようで、1
学年担任の先生方共通の感想
として「例年と比べて学年全体
的に学生間の馴染みが早いと
いう印象を受けた」というお話
をお伺いしました。（谷口）

２４年度の入学式は4月4日(水)ティア
ラこうとうで挙行されました。本科317
名（荒川164名)本科4年次編入学生7名、
専攻 科33名の新入生が式 に臨みまし
た。
お天気にも恵まれ、気持ちのいい緊張
感に包まれた中での入学式でした。目を
輝かせた学生一人ひとりからは校歌の
一節にあるような創造、革新、発展を予
感させるものがありとても頼もしく感
じました。

緊張の入学式

会員の皆様には、日ごろより後援会活
動に関し、ご理解とご協力を賜り、心よ
りお礼申し上げます。昨年度に引き続き
会長をお受けすることとなりました清
谷です。
当校では、他の公立高校と違い、専門科
目の履修や活発で専門的な同好会等の
活動が行われ、学生たちも高専生として
自由でかつ責任ある行動を求められて
います。
私たち後援会では、学生たちが有意
義に、また誇りある学生生活を送れる
よう、教育活動の後援と学生の福利厚
生の支援を行ってまいりますので、こ
れからも皆様のご協力をお願いいたし
ます。

入学式
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☆産業技術高専へようこそ☆

1 年 5 組 担 任：降 矢

典雄

１年6組担任：蔵本

1 年 7 組 担 任：石 川

智浩

1年８組担任：星

武志

善光

第1学年は以下の事に重点を置いてクラス運営をしてまいります。
よろしくお願い致します。

＜担任と学生諸君との接し方について＞
○高専は高等教育機関（大学並み）に属する学校です。
・自ら考え行動すること。責任が求められます。
・中学校のような朝のショートＨＲはありません。直ぐに授業が始まります。
○第1学年では、ある程度細やかに対応して行きます。
・毎週木曜日7時間目がＨＲです。
○基本的な生活態度を良好に維持するよう指導致します。
・毎日、朝8：25には教室に登校していること。
・提出物の期限を厳守すること。
・身の回りのゴミを拾い、教科書、ノートを準備すること。
○いじめは理由がどうであれ許しません。
・人を思いやる気持ちを大切にする。
・相手の立場を理解する。
○クラブ活動・委員会活動への参加を推奨します。
○定期試験（年4回）の後には、必要に応じて、個人面談、三者面談を実施し、学業面で
のフォローアップを図ります。また、校内塾への参加も促します。

＜保護者の方々へのお願い＞
○朝の登校時間を守るようご指導下さい。
○ゲーム機、ゲームカード等を授業時間中に使用していた場合はそれらを没収し、
学生室による指導が実施されます。賭け事に通じる麻雀用具等の持込みは禁止です。同
様に学生室による指導の対象となります。必要以外の物品の持参は極力避けて下さい。
○喫煙、飲酒、オートバイ通学等は学生室による指導の対象になります。
○アルバイトは原則禁止です。
○定期試験後、成績通知票と連絡用紙を学生に渡します。内容をご覧頂き、押印して担任
にお戻し下さい。
○何かお尋ねになりたいこと、連絡したいことがありましたら、担任にお問い合わせ下さ
い。

電話（代表）03-3801-0145
E-mail 降矢：nfuruya@acp.metro-cit.ac.jp
電話内線 564

蔵本：kuramoto@acp.metro-cit.ac.jp
電話内線 501

石川：t-ishikawa@acp.metro-cit.ac.jp 星：hoshi@acp.metro-cit.ac.jp
電話内線 572
電話内線 549
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体育祭
学生主催の体育祭が、6月15日（金）に
執り行われました。
校庭ではサッカー・綱引き・騎馬戦が、
体育館ではドッジボール・バスケットボー
ル・バレーボール。
各競技で優勝すると、学食の券が貰えると
あって、白熱した戦いが、様々な場面で繰
り広げられました。
あまりにも白熱して、騎馬戦では仮装し
たり先生も飛び入り参加したりして、とて
も見応えがありました。
競技終了後には、参加賞のアイスが配ら
れ、楽しい一日になったようです。
（米本）

ポケモン？ドラゴンボール？

いざ出陣！！（騎馬戦）

！！

ゴール（リング）に向かってシュート

仮装の人達も混じって綱引き

ド
白熱！
も
子
女

ール
ッ ヂボ

Page 5

公開授業

♪ワクワクの後援会主催公開授業ツアー♪

らく連で参加者を募り、20・21日の２日間で約
５０名の方が参加しました。

保護者の方のコメントをご紹介いたします。
★学生達が皆、一生懸命作業をしている姿に感動
しました。
★掲示してある求人リストを真剣に見つめてしま
いました。
★少人数できっちりと実習をしていることに驚き
ました。
★実験や実習が沢山あって、楽しそうに学校に通
う理由が分かりました。
★受付で配られる時間割にどの教室で授業が行わ
れているのか書いてあったら良かったです。
★学年別に案内の用紙が分かれていれば見やすか
ったと思います。
★時間割的に水曜日にしかいない先生が多かった
ため多くの先生に会えなくて残念でした。

我が子のもう一つの面を垣間見るチャンス！

20日は卒研でしたが、21日は1年生が実習をしていま
した。
22日は計測工学実験室・電子物性実験室・福祉・生体
計測実験室・材料力学第一実験室探検を予定でしたが
残念ながら大雨警報で休校になった為、ツアーできま
せんでした。（鈴木）

次回の公開授業は１１月中旬に予定されています。
↓広範囲にわたる学生住
所分布、彼らはすでにやり
たいことがあるのです♪

７月７日（土）保護者会がありました
全体会では進路状況や成績表の見方につ
いて等の説明がありました。
「１年生の場合、夏休み等に開講する2つ
の選択科目を除き全て必修科目です。従っ
て、必修科目で評価5以下の評価が1教科で
もあれば、正規進級は出来ません。特に修
得（評価6）との差が大きい不可科目につ
いては、それだけ回復に努力が必要です。
自己分析をきちんと行って、今後に対応す
ること！！」とのことでした。
（一年生保護者への説明）

後援会総会

↑夏休みといえども活
発に活動しています！

後援会は保護者みんなで
学生の夢と希望を応援す
るサポーター組織です♪

7月7日（土）、平成24年度後援会総会が開催されま
した。
昨年度の会計決算及び後援会活動が審議され承認さ
れました。続けて、今年度の役員候補及び予算案が審議
され、満場一致にて承認され、閉会となりました。
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教育研究コロキュウム
教育研究コロキュウム
７月10日（火）大会議室にて
講演者: 宇宙航空研究開発機構
宇宙環境利用センター
主幹開発員 村上 敬司 さん

高専に馴染みの深いＪＡＸＡの方による講演
とあって、宇宙研究会や航空宇宙コースの学生
たちが大勢集まる中、およそ90分間、大変貴重
なお話を伺う事が出来ました。
『国際宇宙ステーション』では、数々の実験が
行われているが、無重力の中での作業は、時間も
限られ、失敗やミスもあるとのこと。そんな時に
も国民性だろうか、反省モードの各国に比べ、ア
メリカの地上基地では常に前向きに、「good
job」と、宇宙ステーションの飛行士達を労うの
だそうです。過酷な宇宙でのメンタルをケアす
るのは、こんなちょっとした事なのかもしれま
せん。
定期テスト後、結果がだせなくても「頑張ったね
♪」と、言ってみるとよいかもしれません。」
最後の質疑応答の時間では、かなりレベルの
高い質問が沢山出て、学生達の興味や関心が伺
えたと同時に、今後の高専生の飛躍を期待し、今
日参加して本当に良かったと改めて思いまし
た。（李）

真剣に聞く学生たち

宇宙航空研究開発機構・
宇宙環境利用センター・
主幹開発員の村上敬司さん

お土産にシールをいただきました

最後に質問タイム
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進路情報

「何がしたいか、何ができるかを考えて行動しよう！」

就職？進学？、卒業後の進路については保護者の
みなさんも気になるところだと思います。
今回は学生主事の中島田先生に、今の高専生の
就職状況についてお伺いしました。

◆年々厳しくなっている？

◆6月2日現在の就職状況
情報通信・・・１６名 うち内定 ８名
ロボット・・・２２名
内定１４名
航空宇宙・・・２８名
内定２４名
医療福祉・・・２２名
内定１７名

コース毎に求人がきて、成績順に企業に推薦していく。
「高専だから」で就職できる時代ではない。企業の目は厳しい。
◆厳しさの理由
① そもそもの求人数が減少している。
② 日本経済の低迷により、地方での就職は相当厳しい。地方高専生も例外ではない。
今までは、地元の支社に就職していた国立高専生が、東京の本社を受験するようになった。（規模縮小により
地方支社の採用がなくなり、本社採用で就職し、将来、地元に帰る）
地方高専生は真剣。高額な費用をかけて東京までやって来るので、本人も学校も取り組みが違う。グループ面
接では、最初に挙手してリードする。エントリーシート（注）も完璧。で、荒川生は撃沈・・・。
③ 大学生が高専生の枠に入り込んでくる。求人は高専卒なので大卒より給与が安いが、それを承知で受験して
くる。
④ 親、学生ともに高望み。親は大企業志向、本人は待遇重視（給与と休暇）
◆望ましい就職活動
① 早めに進路を決定する。３学年の夏休みを目安に、就職、進学の指導が始まる。
② インターンシップに参加する。
③ エントリーシートをしっかり書けるようにしておく（当たり前だが、成績順に割り振るので、日々の勉
強をしっかりやる。）
◆フィールドをかえよう
中小企業からの求人を見直そう。中小企業の経営者の多くは高専出身。中小企業は大きな研究所を持たず、
現場で開発をしていく。そんな現場で活躍できるのはまさに高専生。 大企業、聞こえは良いが研究室は大
学院出身者、現場でも大卒が多い。組織が大きく、小回りが利かないので、高専生の良さが出しにくい。
(注)エントリーシートとは、自己ＰＲを書いたもの。各企業の採用担当者はこれを見て受験者を面接する。つま
り、面接の手間を省くためのツールでもある。面接の時間は限られているので、このカードが充実していれば、
より良い印象を与えることができる。また、面接官もエントリーシートを基に質問してくるので、対策もとりや
すい。内容が薄いと、他の事に質問が発展してしまい、答えられずに「・・・」となる。

★平成２３年度

卒業を祝う会

それぞれの道を歩んでいく先輩たちの門出を祝う
～平成23年度「卒業を祝う会」
3月22日（木）後援会主催で卒業を祝う会が開催されました。
当日、「ティアラこうとう」で行われた品川キャンパスと合同の卒業式
を終えた学生諸君は、バスに分乗して「卒業を祝う会」の会場である東京
ディズニーシー・ホテルミラコスタに向かいました。
清谷会長、大空会会長、先生方からご祝辞をいただき、着席式でのイタ
リアンのフルコースをいただきました。学生たちは各先生方のも
とに集い、基本5年間の学生生活の最後の晩を過ごしました。
そしてお約束の抽選会。卒対委員のメンバーと学生が1年間かけて選び
抜いた品々が次々に登場します。吉田喜一教授の貴重なポートレートも額
に入って並んでいます。
最後に、保護者、先生も参加してコース別の記念撮影。名残惜しく去り
がたい場となりました。暗い帰りみち、ディズニーランドから次々と打ち
上げられる花火に顔を照らされる学生たち。その横顔が、頼もしい社会人
に見えました。
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コンテスト支援委員会からのお知らせ
学生たちが英知と情熱を傾け出場する各種コンテスト
私たちもその夢を共有して応援しましょう。
これから出場
☆アイデア対決

これから出場

受賞

☆ 全 国 高 等 専 門 学 校 第 ☆機械学会「若手優秀講
23回プログラミングコ 演フェロー賞」（26歳以
ンテスト
下の若手に贈られる）

全国高等専門学校
ロボットコンテスト
2012年3月9〜10日
２０１２ 荒川キャンパスから自由
部門1チーム・競技部門1 （学会講演会開催）
関東甲信越地区大会
チームが本選に出場予定
Ｒ ５：金 沢 孝 昭 さ ん
日時：10月14日（日） （6 月 30 日 予 選 突 破 し 「高専学生によるテオヤ
ました）
ンセン機構の製作」
場所：群馬県総合
スポーツセンター
ALSOKぐんまアリーナ
荒川キャンパスから
代表2チーム出場！

日時：10月13日（土） 今 回 は 受 賞 者 ７ 名 の う
〜14日（日） ち、大学生6名、高専生
場所：福岡県大牟田
1名です。
文化会館
フットサル同好会

バザーのお願い
日時１０月２８日（日）

３階にあるといわれて
いるプール。
上からでないとみつか
りません…

物品提供、お手伝いを
お願いします。
※詳しくは、高専祭委員
よりの手紙をご覧下さい。
高専祭委員長 高田

来たれフットサル勇者！

昨年、新一年生有志が集まり、
『フットサル愛好会』を立ち上
げました。
１年間の大会出場や練習の成
果が認められ、今年度より晴れ
て『同好会』に昇格しました。新
１年生と女子マネージャーを迎
え、『部』への夢に向けて、一段
と士気を高め練習に励む姿が、
とても印象的でした！
（李）

後援会荒川キャンパスホームページ
tmcit-supporters.org （携帯、スマホからも閲覧可)
後援会概要のパスワード

arakawa2012

らくらく連絡網の申し込み
30827617@ra9.jp に空メールを送り、返信にて登録
編集後記
完成したスカイツリーを臨む後援会室、分担作業も
混乱することなく、和気藹々と編集作業が出来まし
た。

広報委員：

問い合わせは後援会
kouenkai@acp.metro-cit.ac.jp

委 員 長 Ａ−４鈴木照代 Ａ−３四方圭子 Ａ−３土井淳子 Ａ−２吉田啓以子
副委員長 １−６中島清一 １−５藤井由美 １−５吉田圭子 １−７谷口順子

Ｒ−２李純瑛

