121号

第

令和３年
10月10日

卓球

陸上競技

バドミントン

剣道

൦69!ޑહਡණࣾຑಮᄑߔ৫ൌۋޏ
CONTENTS
校長あいさつ・数理・データサイエンス・AI教育プログラム p２
機械コース便り ………………………………………… p３
電気コース便り ………………………………………… p４
情報コース便り ………………………………………… p５
建設コース便り ………………………………………… p６
化学コース便り ………………………………………… p７

水泳

専攻科便り ……………………………………………… p８
学生会より・学生の言葉〜３年生より〜 ……………… p９
部活動報告 ……………………………………………… p10
国際交流・地域連携 …………………………………… p12
学寮（明正寮）から・新任あいさつ ………………… p13
図書館便り ……………………………………………… p14
柔道
ソフトテニス

令和３年度後期行事予定表・学生相談室から ……… p16

ཡğچࣞຑಮᄑߔ৫āāືॻچીॽ༑ᆹ෨ಆᄄ376āāUFMĪ1995ī34Ĝ8211

校長
あいさつ

今を精一杯、自分らしくこころ豊かに学ぼう
ころ豊かに学ぼう
৫!!ෳāိāટāȫāȞ

āߔ౺ɈޣȯɭĂˇʇˇʇȱɄȦɣߔɍɈęɬഗȽɀȞɘȳȥĉ
ȥĉ
ĉ
āǓॢ34Ʌຄࢶʂ˂ˋʬʛʇ3131ɈާૺޏȦȜɤɘȱȹă౦ޢɈ෴๘ɬᄆૄȳʠʛʯɺʑ˂ĜʠɉĂʋ
ޢɈ෴๘ɬᄆૄȳʠʛʯɺʑ˂ĜʠɉĂʋ
˅ʢݰɁɃɦȺȫɈਲɂߧນɬၨȢɄȦɣޏɅȫɀᆵɬ୭ɇɀȧȹɈȺɧȠɂૃȞɬබȵɥȭ
ɂɉᅰɀɜĂێఱێఱɈਲɈȧȯɬोɤඪɥȭɂɉຖฦɁȧɘȵɭăȭɈɈȹɛɅĂȩȲȫȷȠ
ɅɄɥ૩ȻɬအȞᆏȹȵĂȧɄᆵɂউȱȞᇣɬಓə୭ɇɀᅰɣɦȹʠʛʯɺʑ˂ĜʠɈઽɅᇋ
ɘȯɦȹߔ౺ɜഽȞɈɁɉɄȞɁȱɡȠȥĉᅳɈགྷɬഗɤĂ०ɬɤĂȢĂޏȦ౦ိޢሆɂఱę
ɈࡥݏɅરɥ೧ɣȱȞʂ˂ˋʬʛʇɂɄɥૢɬࡄȞĂ౼ێ༩ܾܧȱȹȭɂɁȱɡȠă
āȯɀĂૃࡖణȽർෂɅȞɥߔ౺ɈޣȯɭɅɜວᅕɈૢȦȢɥɈɁɉɄȞȥɂૃȞɘȳăಮ౺ߤɬ
ഗɥෂɁߖȱȞȭɂĂࡌȱȞȭɂĂఘɂȧɛȩᅰૢɜᄵɤɘȳȦĂȷɦɊȥɤɁɉɄȞɉȴɁȳăंȱ
ȞȭɂĂఘɬฅɛɥᅰૢĂȩȲȫȷȠɅɄɥȭɂĂຂȬȱȹȩɄɥȭɂຑĂᅕęɄభȞᅰૢɅɜ
ޏȽɀȞɥɉȴɁȳăȱȥȱĂȷɈێȾێȾȦޣȯɭێఱێఱɅಜɄॄঅɁȳăȭɦɣɈॄঅɉĂȭɦ
ȥɣɈఱ౺ɬၐɭɁȩෳɈᆮɂɄɥȹɛɅྼᅟɄᅰૢɁȳăȩȲȫȷȠɅɄȽȹ૪ɜĂఘȦಠɦȷ
ȠɅɄȽȹ૪ɜȜȧɣɛɄȞɁణᗥɅȧਗȢɥယɁȜȽɀݚȯȞă௮ɤܛȢɣɦɥɂȧɉྼȴᅰɘȳă
ȹȺĂယȺȫɁɉၨȢȧɦɄȩɄȽȹɂȧɅɉĂྼȴඋȥɅഊඨȱĂȫɬ࢙ɛɘȱɡȠăഊඨȳɥȺȫɁĂ
ሇɬ෪ȞɀɜɣȠȺȫɁĂఘȦɕȽɂȳɥȭɂɜȜɤɘȳăێఱɁၨȢಜɦɄȞ૪ɅɉĂəɭɄɁၨȢɀ
௮ɤȢɦɊᆯȞɈɁȳăඋȥɅഊඨȳɥᄮȦȵɥȭɂɜĂȧɅɬణᗥɅ౺ȧɥȭɂɅॆȦɤ
ɘȳăယɬယబɁฅɛȾȫɥɅĂඋȥɬᅲɤɅȱĂယɬȯɣȫȳȭɂɜఱɅɄɥȹɛɈ
ૢɄෳɈێȾɁȳăࡈɍɉɜȻɧɭɁȳȦĂंȱȯɞభȯɬୈɤɅȞɥఱęɂယȥȻਗȢɥᅕɅɄɥȹ
ɛɅɉĂඦȥɣȤȞɬസ୭ȱĂ഼ଞɅൎȱɀᄭȱȞ૩Ȼɬ૩ȻĂఒᅲȱਗȢɥఱ࠰࠲बɬභȩȭɂ
ȦಜɁȳăளᅰʀˋʐʣɺɂȱɀఱęɬૅȢɥఊࣞɅȩȹɛɅߔɭɁȞɥޣȯɭɁȳăɃȠȸęɈ
ߔ౺౺ߤɈෂɁĂᅲɤᅲɣɦĂఒᅲ࠲बɬභȫɥఘၹȥɄɬఘߙȫɀݚȯȞăȷȱɀĂȞȾȥɉඋȥ
Ɉড়ȵɈȹɛɅລȫɥȧȩၹȥɄఘɬ૩ȽȹယɬᄆૄȱɀȩȺȯȞ
āǎ༃ɐɤɈહਡණࣾಮൌۋޏȦჟૢᆡȱɘȱȹăഽȩɈၫęɈૅȢɂȮࢾᆵɅႨຎɅࠐଟɁȳă
ȷɦȸɦȦࠐଟɈෂĂਰɈݪɬȵȹૢɂૃȞɘȳăਗޏ௲ɘɁ௮ɤਮɭȺɅɜ࠲ɩɣȴĂʋ˅ʢ
ࠐಹᅅ႕ൎɈȹɛĂᇄɬɈɭɁ࡚ɅȾȞȹʨʑʉငɈߔ౺ɅɉႨຎɅడȱᄟɄȞૃȞɁێ༩Ɂȳă
ǎ༃࠰ಮޏɅ௲ɁȧɄȥȽȹǑ༃౺ɈޗȱȞૃȞɬ౩ྥࢡݚ౺ȦۜȧॅȞɁ૫༃ɈޏɅॆȬɀ
ݚȯɥɢȠȤࡄȞȱɘȳă
āʋ˅ʢݰɅȜȽɀɜಮ౺ߤɬଌɁȧɥɢȠࢼɅඪषɬ৺ɤࢾᆵȱɄȦɣĂˇʇˇʇȱɄȦɣĂ౼ێ
༩ȭȭɧၹȥɅߔɭɁȧɘȱɡȠă

「数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム
（リテラシーレベル）」認定
āᇇሆǏ༃ǒॢ41ȫɁچࣞຑಮᄑߔ৫ȦဦငߔݨௐɢɤĂ
ߔௐɢɤĂ
ĶౘᆅĆʟ
ĜʗʍɼʀˋʑĆǝǥ࣋ۋʯ˅ʈˁʸĪ˂ʞˁʏĜ˄ʱ˃ī
ķɅฤȯɦɘȱȹă
āႨ࣋ۋʯ˅ʈˁʸɉĂႨ৫Ɉ౷ࡤɈݻาɅȤȞɀĂߔ౺ɈౘᆅĆʟĜʗʍɼʀ
ˋʑĆǝǥɒɈ࠲ఘɬɛĂȥȾĂౘᆅĆʟĜʗʍɼʀˋʑĆǝǥɬไಜɅᆅސȱĂ
ȷɦɬߤᅙȳɥࡊೣโɄ༑ᆵɬۋȳɥȭɂɬᄆ࿈ɂȱɀĂౘᆅĆʟĜʗʍɼʀ
ˋʑĆǝǥɅ࠲ȳɥඪૻȤɢɍࡳɅȾȞɀൌृโɄ࣋ۋɬȠ࡙࠲ɂȱɀဦင
ߔݨధȥɣฤĆೊฤĆயᇋȯɦȹɜɈɁȳă
āႨ৫ɉĂষɜߔ౺ɈౘᆅĆʟĜʗʍɼʀˋʑĆǝǥɅ࠲ȳɥࡊೣโɄ༑ᆵɈ
௫ɬూɥ࡙ޏɈ߄ɅოɛĂႨɈฤ࡙࠲ɂȱɀɈᄜߠɬݪȹȱɀȧɘ
ȳăฤࡖ࠰ɉᇇሆǔ༃Ǐॢ42ɘɁɁȳă

3

機械コース便り
࡙ޟʋĜʑāಀ!!ᄘ!!౼!!ێ

āႨ༃Ɉ࡙ޟʋĜʑɈಀᄘɁȳăɃȠȸɢɧȱȩȤ
ࡄȞȱɘȳă
ā༃ȥɣറȩʋ˅ʢݰɈෂĂʶʑʇĂಸȞĂൌݗो
പຑɅɛൎჶୂࣞɞଌঅଌɬറȫɀȞɘȳăఊߤ
ɉĂ഼ॻɒɈھȦဍɅ౫ঔȯɦɥෂĂɕɂɭɃȦʂˋ
ˁɼˋჶಞɂɄɤɘȱȹȦஏ෮ɅమɭɁȞɘȳă
āǑ༃౺ɈమᇭࡏႊɉĂ੭ಔ51შෂఊࡏႊଞȦ44შĂ
మߔࡏႊଞȦǓშɁȳăႨ༃ɜ31༰ɬȢɥ࢙ఱɬȞȹ
ȺȧĂʋ˅ʢɈࣗ܆ɉɛɣɦɘȵɭă໘ฤ࣍ɉĂɀ
ɈఊࡏႊଞȦఊಪɬड़ฤȱɀȞɘȳă༃ɈູɉĂ
ၾᄞ࿚ࣞĂߔݛڃࣞĂง౿ᄞĂงʞʇʦĂಶ
౿ஒຑɈॻ໘ࡅࣞɒɈఊȦ22შɂఊࡏႊଞɈǍğǏ
Ʌൿȱȹ๘Ɂȳăʋ˅ʢݰɈࣗ܆ɁණইૂȦࣅȩɄȽȹ
ɂૃɩɦɘȳăమߔࡏႊଞɅȾȞɀɉĂಮ০ݨĪǐშī
Ă
ಫᅝߔĂືߔĂၹ࣌ࡳߔݨߔɅਗ߆ȱɀȞɘȳă
ā࡙ޟʋĜʑɉĂɢɤɢȞ࣋ۋɬᄆૄȱɀ࣋ఊۙێວᆵɬ
సȩȱɀȞɘȳɈɁĂষɂɜȮૅܧɢɧȱȩȤࡄȞȱɘ
ȳă

▲流体実験風景

▲シーケンス制御実験

āૐɈఊߤɉ๖ęɂȱ
ȹɜɈɁȱȹăǏ༃౺Ɉ
Ǒǩā࠷!ટ!ॿ!ఱ
࠷ ટ ॿ ఱ ɛਰɉߔ৫Ɉ࣋ۙɅɄɥڻ
Ʌమߔɬ৽ȢɀȞɘȱȹȦĂ
ߔ৫ɁɩɦȹʓʷʢĜɈ੫ɅɂȜɥ࡙ޏଜɅޏȞȷȭ
ɒɈఊɬᄆૄȱɘȱȹăȱȥȱɄȦɣĂݤɈɼˋʗĜˋʏʛ
ʯɬॽܛȱȹޏଜ෮ੈɅɢȽɀယɈૃȠɢȠɄޏଜɁɉɄ
ȞȭɂȦယȥɤɘȱȹăȷȭȥɣఛȹɅ෮ੈɬమɛĂȜɥ౿
ഢޏଜɬೊɍĂݤɈɼˋʗĜˋʏʛʯɬࣃɅႨ߆โɅߤɬ
ɛɘȱȹăȷɈޏଜɉૐɈ౯߆ɂᆅɂȳɥˇĜʇˁɼʭ
ɅێඳȳɥޏଜɁȱȹă
āȭȠȞȽȹɢȠɅĂఊɅɉজယɂഽȩɈ૪࠰Ȧྼᅟ
ɅɄɤɘȳăݝȦȱȹȞȥɞĂɃɭɄɂȭɧɁລȧȹȞȥɄ
ɃɅݡȢĂޏଜɒɈজǬǮɄɃĂယȳɓȧȭɂɉȹȩȯ
ɭȜɤɘȳăɜȱഁȞඦިɁޏଜɬॽȾȫɥȭɂȦɁȧɦɊĂ
ޏଜɅɺʬĜ˃ɬȳɥ࡙ޏɬഽȩຶɣɦĂᄵᆀɅఊߤɬ
మɛɣɦɘȳăɘȹĂబȦྼȴఊȱȹȞɂ৽ȢɥɄɣߤ
ɅɜబȦɥɉȴɁȳăഁɛɈɂজယɉఊɅȤ
ȞɀɂɀɜૢɄȭɂȺɂȞȠȭɂɬඪȽɀȤȞɀȩȺȯȞĊ

ఊ

▲ひずみ計測実験

āಮɈᆵɂɉĂఊᆎ
211œ Ʌ Ȝ ɥ ɂ ৽ Ȣ ɘ ȳă
Ǒǩāߵ!ഺ!!ࡩ
ߵ ഺ  ࡩ ଌ੫Ʌ༃ɜʋ˅ʢݰɅȜ
ɤɄȦɣĂఊ࢙ఱ༰ᆎɜ
ȩĂఊȱڹȞȹɛĂఊɉᆵโɁȳăȱȥȱĂૐɉమ
ߔɬೊɍɘȱȹăɄȶĂమߔɬೊɭȺɈȥĉ
āᆅᄻɂȱɀɉĂૐɉளᅰโɅॸ࢞ާཡఊɅȧȹȞɂ৽Ȣ
ɀȤɤĂಮലɁɉॸ࢞ާཡఊɅఊɁȧɄȞࡅࣞɜȜɥɂ
৽ȢȹȹɛɁȳăɘȹĂȭɈɘɘఊȱɀɜĂɈඪૻɁॸ
࢞ާཡఊɁૢȦɁȧɥɈȥɂȞȠڤɜᆅᄻɈێȾɁȳă
ǐ༃Ɉ૪ɈಕȦɢȥȽȹȭɂɜȜɤĂȵȽȥȩɄɣమߔȱ
ɀəɢȠɂ৽ȢɘȱȹăȷȱɀĂమߔಪɅೊɭȺɈȦಫᅝ
ߔɁȱȹă
āಫᅝߔɬೊɭȺᆅᄻɉĂ࣓ჍȦȜɥॸ࢞ଆȦȜȽȹȭɂ
ɂಫᅝߔɉఘɅࣷȩĂɺʇʓʑɜɢȥȽȹȥɣɁȳăɘ
ȹ၂অɁߔ৫ైೆȦȢȹȭɂɜȧȞɁȳă
āɜȱĂૐȦฆݨ৫ɅฆȽɀȞȹɣĂಫᅝߔɅɥȭ
ɂɉɁȧɄȥȽȹɂૃȞɘȳăಮȥɣɈమߔɉĂᄵშߔ
Ʌਗ߆ȱɞȳȩĂమߔȳɥɂளᅰɈဍȦঢ়ȦɥɈɁĂޣȯɭ
ɜێ৽ȢɀȩȺȯȞă

మߔ

6༃౺Ɉʋʹˋʠ

6༃౺Ɉʋʹˋʠ

మߔಪ
阿南高専専攻科、徳島大学、豊橋技術科学大学、千葉大学
ఊಪ
県

県
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内：㈱泉製作所、大塚製薬㈱、大塚テクノ㈱、四国日立㈱、大
鵬薬品工業㈱、東邦機械工業㈱、徳島大学職員、
日亜化
学工業㈱
外：㈱イズミフードマシナリ、ENEOS㈱、大阪ガス㈱、川
重マリンエンジニアリング㈱、㈱クレオ、㈱小松製作所、
サントリープロダクツ㈱、四国電力㈱、㈱ジャパンコミュ
ニケーション、ダイキン工業㈱、大研医器㈱、東亜石油㈱、
(一財)日本品質保証機構、パナソニック㈱インダストリ
アルソリューションズ社、P＆Ｇ㈱、㈱日立ハイテクソ
リューションズ、富士フイルムメディカル、プライムプラ
ネット エナジー &ソリューションズ㈱、㈱プレジィール、
㈱明治、山崎製パン㈱、山本光学㈱、ユニチカ㈱

電気コース便り
ʋĜʑ!āෂ!!ഺ!!ᅂ!!ێ
āʋĜʑɁɉఊߤɬᄵᆀɅȠȹɛɅɜਡݦ߆Ɉଲ
ຶɬࠅɛɀȞɘȳăɘȴɉǎĂǏ༃౺ɬෂఘɅ൦ହૢ
অɒಱȱɀɜɣȽɀȞɘȳă߆ଲຶɈૅܧɂȱɀઞ৽
ஙɈଌɞࡳ༑অɅྼᅟɄइɬ൝ȱȱɀȞɘȳăɘȹĂ
অȦࣷȿȞɀȩɥɂၪݻষɅࡳ༑ᇣȦȢɥɢȠɅɄȽ
ɀȞɘȳăȭɦɣɈݪɂȱɀ༃ɈǏ༃౺Īএǐ༃౺īɉ
ʇˁʑɈౘڬ௫Ȧᄵ߆ଞɂɄɤɘȱȹăȯɣɅĂ൦ێହ
ૢɞࡳଞɜଲຶȱĂദಱᆵɂȱɀߤᄠɁȧɥ
ࡳଞɬᄆૄȱɀᅧȱȞɂૃȞɘȳăǐ༃౺Ɉ࠰ࡖࣞࡠݤɅ
ɉࡅࣞɁɈଌოɬॄঅȳɥɼˋʗĜˋʏʛʯɞĂߔ၂ߔɬ
ॽȢɀॸ࢞ଆɁɈॸ࢞ߤɬൌঅȳɥʂĜʯˋˁʴຑȦଌૈ

▲実習の様子

ȯɦɘȳă༃ɜఛळʋ˅ʢɈࣗ܆ɈȹɛXfcवૺɁɩɦ
ɥɂȭɧȦഽȩĂລȩএ௲Ɉ௶ၡɬຶɣɦȞ࣍ɁȳȦĂല
ࣞষɈమᇭɬฤɛɥȹɛɅɜಓ࣡โɅଲɤ೨ɭɁᅧȱȞɂૃȞ
ɘȳăষĂPCĆPHɅɢɥޏଜತცޏɞߔತცޏɈ࡙ޏɬ
ಡȫɀĂǐǡɈəɄȯɭɈఊߤĆమߔߤɬૅܧȱɀȞȧ
ɘȳăǑ༃౺ɉఊߤĆమߔߤɜྉɬ॒ȢɀȞɘȳăమ
ߔɬࡏႊȳɥߔ౺ȦഽȞɈȦູĂᇉ༃ʇˁʑɈ41œาȦ
మߔȱɀȞɘȳȦĂ༃ɉ51œɬȢɥ࣍ɁȳăȳɁɅ
ಮ০ݨĂືߔĂၹ࣌ࡳߔݨߔĂෳ݊ࡳߔݨߔɄɃ
Ʌਗ߆ȱɀȞɘȳăɘȹĂ༃ɈੳߔɅȾȿȞɀ༃
ɜࣻୋߔĂຄࢶ༔ߔɄɃɈ࠲ߔɅɜਗ߆ȱɀȞɘȳă
ఊߤɅȾȞɀɜఊࡏႊଞۙȦ໘ęฤɬȞȹȺȞɀȞɘ
ȳăʋ˅ʢݰɈࣗ܆ɜவɄȩĂʋĜʑɅൎȳɥ࢙ఱࡅࣞɉ
711ଜɬȢɀȤɤߔ౺ɅɂȽɀᄵᆀɄ࣍Ɂȱȹă
āǐॢȥɣఛळʋ˅ʢɒɈൎɬȞɄȦɣĂࡖୂࣞɬଌૈ
ȳɥȭɂȦɁȧɘȱȹăষࡖɜۜȧറȧȱȽȥɤɂߔ౺ɬʍʵ
ĜʠȱɀȞȧɘȳăȮૅܧĂȮࢾᆵɬɢɧȱȩȤࡄȞȞȹȱɘȳă

▲中学生一日体験入学（協働ロボット）

▲国家資格（電気工事士）取得に向けた技能練習

6༃౺Ɉʋʹˋʠ

āಮɉఊɅࣅȞăȭɦ
ɉഽȩɈಪ༮ၫȦરȱɀȩ
Ǒǡāީ!!ᆥ!ി
ީ  ᆥ ി ȺȯȽȹଌಕɅɜȜɥฆɤĂ
ဤɦɜɄȞૢଌɁȳăȱȥȱĂ
ૐɉߔຎȥɣమߔɬࡏႊȱɀȞɘȱȹăȷɈᆅᄻɂȱɀȜ
ɥɈɉĂȭɈɘɘఊȱɀȱɘȠɈȦȱȞɂȞȠ৽ȢɁȳă
ߔĆߔۡɁɢɤɄඪૻɬߔɍĂএ੭ȽɀȞɥലࣞॸ
࢞Ɉ໘ᅎɅȾȞɀɜĂఠȩॸ࢞ɬറȫȹȞɂ৽ȢɀȞɘȳă
āȷȭɁమߔಪɂȱɀೊ൰ȱȹɈȦࣻୋߔɁȳăယȦෳ
ȳɥ௫ɁୈɤɈࠞࣃɉྥ௵Ʌ୭ᅟȺɂ৽ȢɘȳăߔငެڬɈ
ᅕęɄఱȥɣવॗɬିȫɥȭɂȦɁȧɥɈɉȧɄᆵɁȳă
ਡȥɣୠɘȽȹວȲૂɬ૩Ⱦස࠰ɅޏȢɥȭɂɬߖȱəɅ
ȱɀȞɘȳă
āಮɁɉǑ༃࠰ߏโᄻɅݿȮȳȭɂȦɁȧɘȱȹăȷɦ
ɉȞࠓȢɦɊĂɃȠ౺ߤȱɢȠɂယɈಗɂȞȠȭɂɁȳă
Ǎġǐ༃౺ɈޣȯɭɅɉĂঔɣɦȹ૪࠰ɬᄵࡹڷɅݿȮȱɀɕ
ȱȞɂૃȞɘȳăষɅĂమߔȳɥɅȜȹɤȮૄຩɬɤɘȱ
ȹಪ౺ၫĂȷȱɀᄯఱɞݦരɅఠȩࠐଟȱĂȤᇏɬడȱ௫Ȭɘȳă

మߔ

6༃౺Ɉʋʹˋʠ

āૐɉĂǎ༃౺Ɉ૪Ʌఊ
ȳɥȭɂɬड़ɛɘȱȹăຎ
૪ɉယɈளᅰȦȩജ
Ǒǡāੂęᄄ੨
ɁȧɄȥȽȹȹɛĂယȦ
ɃɈɢȠɄࣞޢɁɃɈɢȠɄૢɬȱȹȞɈȥݝɜယȥɣɄ
ȞൔɁȱȹă
āȷɈষĂತცޏɞɼˋʗĜˋʏʛʯɬȱɀȞȩෂɁĂ౿ᄞ
ࣞޢɅ࣓Ⴭɬ૩Ȼǐ༃ɈɅʀˋʠ˂Ĝȳɥޏଜɬड़ɛɘȱ
ȹăʋ˅ʢݰɁɈఊߤɉĂತცޏɞჶಞɄɃȦʂˋˁɼ
ˋɁɈާȺȽȹȹɛ၆ɬࠐȲɥȭɂɜȜɤɘȱȹȦĂھ
Ɉ૪࠰ȦȥȥɣɄȞယഽȩɈತცޏɅઞݡȱȹɤĂ൮Ɂ
ɈჶಞɅɢȽɀࣱෟȦሆɣȞȺɤɂᆀ๘ɜȜȽȹɂࠐȲɀȞ
ɘȳăɘȹĂૐబȦ౿ᄞࣞޢɅ࣓Ⴭɬ૩ȾȧȽȥȫɅɜɄ
ɤɘȱȹă
āఊߤɉജڬ௫ɅဿɁȳȦĂ૪࠰ɂ࠰ɬȥȫɦɊ
य़ݪȦȠȭɂɄɈɁޗȞɈɄȞɢȠɅഁɛɈߤɬȤࠅɛ
ȱɘȳ""ౘɅວࡖɈəɭɄɂʂˋˁɼˋɁɈࡃਗɩȵȦ
ȜɤĂᅰ༃ɈɈఊȦɘȳɘȳߖȱəɅɄɤɘȱȹăȜɂ
༃࠰Ɉߔ౺౺ߤɜߖȱȩݿȮȱȹȞɂૃȞɘȳă

ఊ

మߔಪ
阿南高専専攻科、九州大学、東京農工大学、徳島大学、豊橋技
術科学大学、長岡技術科学大学
ఊಪ
県
県

5

内：王子ネピア㈱、シオノギファーマ㈱、大鵬薬品工業㈱
外：アマゾン・ジャパン合同会社、出光興産㈱、㈱NTTデー
タフロンティア、㈱NTTファシリティーズ関西、花王㈱、
四国電力㈱、島津プレシジョンテクノロジー㈱、SUBARU
テクノ㈱、
ダイキンエアテクノ㈱、㈱デンロコーポレーション、
東京電力パワーグリッド㈱、成田空港給油施設㈱、パナソ
ニック㈱アプライアンス社、フジテック㈱、メタウォーター㈱

情報コース便り
௶ၡʋĜʑ!āဏ!!!!ৼ!!૭

ā༃௶ၡʋĜʑɈɬოɛɀȞɘȳăɢɧȱȩȤࡄ
Ȟȱɘȳă
ā௶ၡʋĜʑɈమᇭɁɉĂమߔࡏႊଞȦ25შĂఊࡏႊଞ
Ȧ34შɂɄȽɀȤɤĂ഼ʋĜʑɅɓɀȜɥาమߔࡏႊ
ଞȦഽȞൔȦറȞɀȞɘȳă
ā௶ၡʋĜʑɁɉĂߔ౺ɈൌโߤɬണమȳɥȹɛɅĂ
ߔޏཡɈണమĂߔ౺ൌɈෂߔ౺ൌঅୂࣞɈଌૈĂฝߔ
༃ȥɣɈᄆ࿈ಡฤळଌɈଌૈĂɄɃɅଲɤ೨ɭɁȞɘȳă
ā༃ɉഽȩɈߔޏȦ˂ʺĜʠާɂɄɤĂᇉ༃ɂߏ
ȱɀவɄȩɄɤɘȱȹȦĂ߂ହߔޏɁཡȱȹߔ౺ɉǍǓ
შɅൿȱɀȞɘȳăɘȹĂोപ౫সߔޏɈહਡૅငߔ
ਆޏܩɬĂچಮൌɁ˂ʺĜʠާȱɘȱȹă૫ɅĂ
༃ɜෂߔ౺ێൌঅߔȦଌૈȯɦɘȱȹă௶ၡʋĜ
ʑɁɉĂȷɈಞโଌૈĆ܄ۿɬǑ༃౺Ȧඐຎȱ࿎ɬຶ
ɀȞɘȳăȷȱɀĂǏ༃౺Ʌఛȱȩૢᇉॸ࢞ǍȤɢɍૢᇉ
ॸ࢞ǎɂȞȠݨᄆɬฃݡȱɘȱȹăʲɺɞʈ˃ĜʯɁݻ൨
ɬಡฤȱଲɤ೨ɚĂʑʉʐʽĜ˃ಡฤĆࠣᆅɬ࠸ɛɀᄆ࿈
ɬൿȳɥॄঅɬȳɥȭɂɁଌᆵɈࡊೣ৭භɬᄆૄȱɘȳă
ā༃Ăၹ࣌ࡳߔݨߔɅ໘ණॸ࢞ȯɦɀȞȹാಪ
౺ɜᄋɤĂࡅࣞɂɈࢼວॸ࢞ɞߔ౺ૄຩɅᵘమȯɦɀȞɘ
ȳăാಪ౺ɬɉȲɛĂষɈ௶ၡʋĜʑ߂࣋ۙɈ࣋ۋĆ
ॸ࢞ߤɄɣɍɅߔ౺ɈߤᄠɅȮࡖȩȺȯȞă

▲体験授業風景

āૐɉఊᆎ211œɂȞȠ
ဦ૦ɅରȥɦಮɅߔȱ
Ǒǥā!౧!!āਂ
౧
ਂ ɘȱȹȦĂइൌโɅɃɈɢ
ȠɄޏଜɅఊȱȹȞȥɅ
ȾȞɀ৽ȢȺȱȹɈɉǐ༃౺ɅɄȽɀȥɣɁȱȹăǐ༃૫
Ɉ৫ެଌɁɉĂɼˋʭˁࣞޢɅ࣓ჍȦȜȽȹɈɁĂᆵ
ޏଜɈɼˋʗĜˋʏʛʯɅઞݡȱɘȱȹăʋ˅ʢɈࣗ܆ɜ
ȜɤʂˋˁɼˋɁɈઞݡɅɄɤɘȱȹȦĂɂɀɜଌȱȹ
૪࠰ɬݿȮȳȭɂȦɁȧɘȱȹăęএ௲ɁĂఱęɈȩɣ
ȱɬૅȢɥၫȹȻɈૢɅൎȳɥ༂ڷɞಗࠐɅᆵɬࠐ
ȲĂယɈෂɁమᇭȦცߊɅɄɤɘȱȹă
āఊߤɁ୭ᅟɄɈɉȳɥȭɂȺɂૃȞɘȳăಮ
ɁɉĂࡅࣞತცޏɄɃɬฆȱɀɼˋʗĜˋʏʛʯɞ௲ॽ
ߔɈڨ໘ȦȹȩȯɭȜɤɘȳă࣓ჍɈȜɥࣞޢɞࡅࣞɅɉ
ಓ࣡โɅઞݡȱɀəɀȩȺȯȞăమᇭɬड़ɛɥ௫Ɂྼȴᄜ
ɅᆏȻɘȳă
āఊɉఱ౺ɈෂɁێɼʱˋʠɁȳăᅕęɄȭɂɬॄঅ
ȱĂୈɤɈఱɂഊඨȱɄȦɣယɁ༐ຶɈȞȩय़ሄɬȱ
ɀȩȺȯȞă

ఊ

▲学生による情報コース紹介

āૐɉĶಮ˅ʴʋˋɬȱ
ȹȞķɂȞȠᆅᄻɁچ
Ǒǥā!!ၹ!ᮆ
  ၹ ᮆ ಮɅߔȱĂലࣞষɈమᇭ
ɬణჶᄆɅ৽ȢɄȞɘɘĂ
ཌྷɂၹ࣌ࡳݨɒɈమߔɬ৽ȢɀȞɘȱȹă
āǐ༃Ɂॸ࢞ଆ༯മȯɦɀȥɣఱඪ༑࠲ᇦɈॸ࢞Ʌ࣓Ⴭ
ɬ૩ȾɢȠɅɄɤĂఱඪ༑ɂ˅ʴʛʠɬ೨əਗɩȵȹඪ
༑˅ʴʛʠɈॸ࢞ɬȱȹȞɂ৽ȢɥɢȠɅɄɤɘȱȹăȷ
ȱɀĂǐ༃౺ݤəɅඪ༑˅ʴʛʠɈॸ࢞ଆȦȜɥߔɬ
එȱĂය༜ߔɬ൦ૂێႊɅȱɘȱȹă
āȷȭȥɣ༃ڬ௫ɬ၂অ၇ࣅɅྣɞȱĂᄎ൨ୠɞݿ
ࢦᄎɬɌȹȳɣސȧɘȱȹȦĂਗ߆ɅɉɤɘȵɭɁȱȹă
ড়ȞĂಮ০ݨĆືߔĆၹ࣌ࡳݨɈߔᆵɅਗ߆ȱ
ɀȞȹɈɁĂჶཆȷȠɄॸ࢞ଆȦȜɤߔ˅ʴʋˋȦɁȧ
ɥȭɂȥɣၹ࣌ࡳݨɬమߔಪɅड़ɛɘȱȹăယɈॄঅ
ȥɣĂమߔɬૂȳၫɉĂɁȧɥȺȫഁȩယɈɞɤȹȞȭ
ɂɬड़ɛĂȷɦȦଌএɁȧȷȠɄߔɬഽȩ෮ɓɀĂێ࿓
Ɂɜഁȩ၇ࣅɅଲɤߙȥɤɘȱɡȠă

మߔ

6༃౺Ɉʋʹˋʠ

6༃౺Ɉʋʹˋʠ

మߔಪ
阿南高専専攻科、徳島大学、豊橋技術科学大学
ఊಪ
県
県
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内：㈱ＮＤＫ
外：アスクル、アステック㈱、ATEC㈱、NECソリューション
イノベータ㈱、㈱キーマネジメントソリューションズ、木
村情報技術㈱、サントリープロダクツ㈱、四国電力㈱、
㈱ジャパンコミュニケーション、㈱ソフトサービス、ダイキ
ン工業㈱、テルモ㈱、日本たばこ産業㈱、㈱FIXER、
㈱富士通エフサス、㈱メンバーズ

建設コース便り
ɀȤɤĂߔ౺ɜ୨ɅൎܾȱɀȤɤɘȳă
āǐǟĆǏǟɈߔ౺ɉĂ८ಡʋĜʑɁɈಮᄑݨᄆɈߔɬĂ
ȭɦɘɁɈɂȭɧĂൎჶୂࣞɁȱȽȥɤɂಓə୭ɇɀȧɀ
Ȥɤɘȳă
āǎǟɉ37შȦ८ಡʋĜʑɅ༯മȯɦĂɘȴɉ८ಡࡳɈ
ࡊೣɂɄɥ౿ూɞപᆲɄɃɬߔɭɁȞɘȳăూჶɬယɈ
Ɂ࿑ȩȭɂɜಜɁȜɤĂࡊೣ౿ూɈୂࣞɁɉĂஙȧ
ɈూɬȱɀȤɤɘȳă
āʋĜʑૢɜఛळʋ˅ʢɾɻ˃ʑɈࣗ܆ɬିȫɀဿ৩ȵ
ȰɥɬຶɄȞ࣍ɁȜɤɘȳȦĂǓॢɈ။ীଞඨޏɈɂ
ȧɅɉĂ८ಡಮᄑ๐ɬާȞȹȱɘȱȹă८ಡʋĜʑɈ
။ীଞɈəɄȯɘȺȫɁɄȩǍ༃౺Ɉ။ীଞɈၫɅɜȮᅰ
௲ȞȹȺȧɘȱȹăȭɈ௲ɬତɤɀĂসᇏడȱ௫Ȭɘȳă
āষɅɄɤɘȳȦĂ८ಡʋĜʑ࣋ఊۙێວĂɢɤᆯȞߔ
౺౺ߤɂɄɥɢȠʍʵĜʠȱɀઞɤɘȳăȭɦȥɣɜĂȮ
ૅܧĂȮࢾᆵɈɕɃĂɢɧȱȩȤࡄȞడȱ௫Ȭɘȳă

८ಡʋĜʑ!āࢀ!!ഺ!!ā!!ᅖ

āႨ༃Ɉ८ಡʋĜʑɈࢀഺɁȳăɃȠȸĂɢɧȱȩ
ȤࡄȞȱɘȳă
āႨ༃Ɉ८ಡʋĜʑɈ࣋ۙɅȾȞɀɁȳȦĂǐॢȥɣۈ
௫ࡦဦಪ౺ɬȤ॒ȢȱĂɘȹĂ။୭་ಪ౺Ȧం൵࣋ୂɂ
ȱɀভᅙȯɦĂ౬21შɁߔ౺ɈૄຩɅຎȹȽɀȤɤɘ
ȳăʋĜʑ໘ɈɄ৫ოɬࢫȬɘȳɂĂႥۈਞಪ౺ȦǏ
ǟဋඐĂఝટ൬ᇾಪ౺ȦǏǟඐĂݡນॸಪ౺ȦǑǟ
ඐɂఊĆమߔඐຎĂෳ०ಪ౺Ȧဋ࣋ოૢɂಮ০
ݨෳၒੂĂರ௫ୈશಪ౺ȦǐǟඐĂഽၹಪ౺Ȧߔ౺
ૢၒĂۈ௫ࡦဦಪ౺ȦᆦოૢၒɬĂȷɦȸɦඐຎȱɀȤ
ɤɘȳă
āǑǟɈమᇭɅȾȧɘȱɀɉĂఊૂႊȦ24შĂమߔૂႊ
ȦǕშɂɄȽɀȤɤĂᇉ༃ɢɤɜమߔૂႊɈߠਗȦഝȢɀ
ȤɤɘȳăੜᅙঅɁɈჶಞɜĂఛळʋ˅ʢɾɻ˃ʑࠐಹ
Ɉࣗ܆ɅɢɤĂ༃ȥɣ˂ʺĜʠɁɈჶಞȦഝȢɀȧ

▲２Ｃ基礎製図の授業風景

▲建設専門展示

āૐȦಮ౺ߤෂɅࡂෟȽ
ȹɈɉߔࣞɁȳăಮɅ
ߔȱȹ૪ĂૐɉಕɁ௫ڮ
Ǒǟā梯
翔伍
Ʌɥȭɂɬᄆ࿈ɂȱɀȞ
ɘȱȹăளᅰĂᄭɄʀˋʐʣɺɂɄɥȹɛɅɉഽȩɈඪ
ૻȦྼᅟɅɄɤɘȳă
āɘȴɉᄆಪɈঅɬૻڷȱĂႴ၇ࣅɬȱɀȞɦɊȧȽ
ɂளᅰᄜɅᆏȾɂ৽ȢɀɈȭɂɁȳăȱȥȱĂඦęȹȺࡓ
ɅȥȽɀ၇ࣅɬറȫɀɜৌᆎȦڏȞɢȠɅࠐȲɥɢȠɅ
Ʉɤɘȱȹă
āݝȥȦྼᅟɄɈɁɉĂɂăȷȭɁĂૐɉଌߤɅ
ᆵȳɦɊȞȞɂඣȱɘȱȹăଌȱɄȦɣߔȱɀȞ
ȩɕȠȦৌᆎโɅబɅȾȩȺɧȠɂ৽ȢȹȹɛɁȳă
āଌ੫ɅȭɈ৽ȢၫɉຎȹȽɀȞɀĂਆࡹɁඪȽȹ໘ᅎɜ
ێॄঅȳɥȭɂɁɢɤఠȩᆅސɁȧĂඪૻɜฤශȱȹɢ
ȠɅࠐȲɘȳă
āߔɬೊɐ૪ɅɉĂಕɜ࠲बȱɀȩɥɈɁିঅ૪Ʌ
ಮɁ၇ࣅɬࡂෟȽɀȧɀɢȥȽȹɄɂࣅȩࠐȲɘȱȹă

మߔ

āǐ༃౺ɈǎॢĂߔ༃Ⴢʞ
ʑʠȦɩɥɂɂɜɅૐɈ
Ǒǟāඇ!ā!ඪ!ຼ
ඇ
ඪ ຼ ఊߤɜɩɤɘȱȹă
ȥɇɀɢɤެޠɅ࣓ჍȦ
ȜȽȹȹɛಮ০ݨɒɈమߔɬ৽ȢɀȞɘȱȹȦĂఛळʋ˅
ʢɾɻ˃ʑɈᆔɅɢɤఊɜᄘɅɦɥɢȠɅɄɤɘ
ȱȹăȱȥȱȭɦɘɁఊȳɥȦȩɄȥȽȹȹɛĂࡅ
ࣞೊɍɉਂȱɘȱȹă
āȷȭɁယȦႨຎɅȱȹȞȭɂɉݝȥ৽Ȣȹ૪Ʌɞɉɤ
ެޠɅȧȹȞɂȞȠ૩ȻȦࣅȩȜɤɘȱȹăȭɭɄ
ૢȦȱȹȞȥɣȷɈޏଜɅȩɈɁɉɄȩĂެޠɅȧȹ
ȞȥɣȷɈޏଜɅȩɂȞȠɈɉɄ࡙ȥɜඪɦɘȵ
ɭăȱȥȱĂລȞɀȞȩෂɁȷɈૢɈɞɤȦȞɞᆵɅ
ȿȞɀȞȫɦɊᆯȞɂ৽ȢɀȞɘȳă
āယɈమᇭɬड़ɛɥȭɂɉɂɀɜȱȞȭɂɁȳăȱȥ
ȱĂɌɂȾɈცߊɄᄆ࿈ȦȜɦɊޗȞɈɄȞड़ඣȦᅰɥ
ɂૐɉ৽ȢɀȞɘȳăȞɘĂᄆ࿈ɞɞɤȹȞȭɂȦɄȞఱ
ɉȶɌ༎ɭɁȩȺȯȞăȷɈಪɅणɈცɥȞᅰȦȽɀ
Ȟɘȳă

6༃౺Ɉʋʹˋʠ

మߔಪ
阿南高専専攻科、徳島大学、
豊橋技術科学大学、
長岡技術科学大学

ఊ

6༃౺Ɉʋʹˋʠ

ఊಪ
県
県

内：㈱はなおか、㈱誉建設
外：鹿島クレス㈱、㈱鴻池組、玉野総合コンサルタント㈱、ナニワ建装工業、西日本高速道路㈱、
西日本高速道路エンジニアリング関西㈱、原田建設㈱、三菱地所コミュニティ㈱、㈱四電技術
コンサルタント
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化学コース便り
ɀȞɘȳăȯɣɅǑ༃౺Ɉߔ౺ɉĂᅕęɄ౫ᄝɈɜɂɁ
ఊߤɞ၂ߔঅɬࡂෟȽɀȞɘȳă
āಪȴႨ༃હࡖ౺Ɉమᇭ࣍ɬȮၡਠȞȹȱɘȳăఊɁ
ɉĂง౿ᄞնĂնง౿ᄞ௲Ăၾᄞ࿚ࣞնĂຄቕ
ਗնĂ࣓દնĂE J DնĂႨȹɊȭદࣞնĂજྐྵʄ
ʑߔݛնĂୣᄯߔݛնĂʾʣʙʃնĂ
ʅʼʦˋʹʟɻʃ˃ʏʑʞʸʒնĂ
ఝ܊ࣞնతট௲ɒɈ໘ęฤȦ
෴ȫɘȱȹăɘȹమߔɁɉএ੭Ă
Ⴈ৫ಮ০ݨĂ݊ટߔĂಫᅝߔĂ
తটߔĂືߔĂࣻୋߔĂ
ၹ࣌ࡳߔݨߔĂੳߔɅਗ
߆ȱɀȞɘȳă
ā༃ჂɅಮ০ܾݨᅙߔݛʋĜ
ʑɈࡖێ౺ǎშȦჟૢĂߔڮɅ࠲
ȳɥঅɅਗ߆ȱɀಮ০ݨɬୌᆡ
ȳɥȭɂȦɁȧɘȱȹăߔݛʋĜ
ʑɁɉএ੭ĂܾᅙߔݛʋĜʑɈߔ
౺ɒɈູᇉɅɢɥߔɈߔୂڮᅇ
ȦɁȧɥɢȠஈྩɬమɛɀȞɘȳă
ఛȱȞʋĜʑɄɈɁ௮ɤܛȢɥɓ
ȧટɉɘȺɘȺȜɤɘȳȦĂষ
ɂɜȮૅܧĂȮࢾᆵɬࡱȱȩȤࡄ
ȞȞȹȱɘȳă

ߔݛʋĜʑ!āෂ!!ഺ!!ৎ!!ఒ

ā༃ɈߔݛʋĜʑɬოɛɀȤɤɘȳෂഺɁȳăɢ
ɧȱȩȤࡄȞȞȹȱɘȳă༃ɜఛळʋ˅ʢɾɻ˃ʑࠐಹ
ൎɂȱɀĂܳߒୂࣞɞʶʑʇɬȫɀɈൎჶୂࣞɂɄȽ

▲３Ｚ授業風景

▲４Ｚ授業風景

ā
ĶɄɭȥĂჶཆȷȠă
ķ౷Ă
ૐɉȷɦȺȫɈᆅᄻɁಮ
ǑǶāඇ!ā!!ڟ༉
ඇ
 ڟ༉ ɅߔȱɘȱȹăෂߔɘɁ
ɉĂູɅᄆ࿈ɜɄȩĂȞȞ
ಕɬଲɥȭɂȺȫɬ৽Ȣɀɖɭɞɤɂ၇ࣅȱɀȧɘȱȹă
ȱȥȱĂಮɁɉۅȞɘȱȹă၇ࣅȦჶཆȩĂɩȥɤɞȳȩĂ
బࣷɄɜɈɅࠐȲɣɦɥɢȠɅɄȽȹȥɣɁȳăૐɉߔݛ
ȦȧɁȳăಮɁɉĂ
Ķॸ࢞ଞɅɄɥķɂȞȠᄆ࿈ɬॽȾȫĂ
ߔమߔɬड़ڷȱɘȱȹăಮɅߔȱɀȞɄȫɦɊĂದ
ൎɅೊɊɄȥȽȹັȺɂૃȞɘȳă
āᅰȥɣɉࣻୋߔɅమߔȱɘȳăૐȦିঅ၇ࣅɬɛ
ȹɈɉǐ༃౺ɈɁȱȹăȷɦɘɁɉĂਡޏĂެޠᆗߔĂ
഼ಮၸᄎɄɃĂഽȩɈࡦ୭Ʉ࡙ޏɅषɘɦĂᆵɁߖȱ
əɘȱȹă
Ķమߔ೨ɉɂɅȥȩ၇ࣅȳɥɓȧķɂȞȠॽڷ
ȦȜɥȥɜȱɦɘȵɭȦĂૐɉమߔȳɥఱȭȷĂ၇ࣅެڬ
ɈȭɂɜࡂෟɥɓȧȺɂૃȞɘȳă၂অɁಱȠఱȹȻ
ɂĂߔᆵެڬɁੇɬȾȫɥȹɛɁȳăૂႊ৫ɅྼᅟɄߔᆵ
ɬ૩ȽɀȞɥɈɉอɂȱɀĂယȺȫɈࣅəɬ૩Ƚɀ
ȞɦɊĂఒɂɄɤĂఘɅᅆᄽȦɁȧɘȳă
ĶݝȥǍȾĂ
ယȦǍྈɅɄɦɥɜɈɬॽȾȫɀȩȺȯȞă
ķૐɉĂȜ
ɥಪ౺ɅɩɦȹȭɈᅝɬ࣑ɅĂȞɧɭɄȭɂɅಱȱ
ɀȧɘȱȹăɅɄɥȭɂȦȜɦɊĂૃȞಜȽɀྦɍਮɭ
ɁəɘȱɡȠăߖެڨȱȞȥɜȱɦɘȵɭăޣȯɭɈಱ
ɬܾܧȱɀȞɘȳă

మߔ

āಮߔຎȥɣȭɦɂ
ȞȽȹమᇭɈࡏႊɉȜɤɘ
ǑǶā!!!ৠ
   ৠ ȵɭɁȱȹăȹȺĂȧɄ
ߔݛɬಮ০ȱɀȞȩෂɁబ
ɅȾȫȹඪૻɞࡳȦߤȥȵɥఊɅȧȹȞɂ৽ȢĂն
ง౿ᄞ௲ɬೊɍɘȱȹăఊߤɅȜȹȽɀĂಪ౺ၫĂ
ಪ༮ၫɈসૅܧɈȤȥȬɁ໘ฤɬȞȹȺȩȭɂȦɁȧɘȱ
ȹăɂɅȥȩॻ໘ɈࡅࣞɬᄘɅ৽ȢɀȞȹૐɅɂȽɀື
ɬൣȳɥงʈ˃ĜʯɈۙێɅɄɦɥȭɂɉɂɀɜࡌ
ȱȩপɣȱȩૃȞɘȱȹă
āߔ౺ɈఊߤɈ௲ਗɉౘଜɂିȫɀɜɕɭɈࣥȥ
ȱȥੜᅙȯɦɘȵɭăȷɦɜ൦ࡏێႊɈࡅࣞɅੜᅙȯɦɥ
ɈɉฝߊᆎȺɂဧȧɘȳăȷɦɅɓɥɂಮɈ௲ਗĂ
ယɈૂႊȳɥࡅࣞɒɈੜᅙᆎɉȞɢȠɅૃȞɘȳăȷȱ
ɀȷɦȦಮɈᆵȺɂૃȞɘȳă
āෂߔ౺ɈਰĂ৫ɈమᇭɁฆݨɈ৫ȥಮȥɁ༎ɭ
ɁȞɘȱȹȦĂಮɅమߔȱɀ౷ސɁȱȹăɜȱమߔȥ
ఊȥɁ༎ɭɁȞɥఱȦȞɦɊૐɉ࠰ۅȞɄȩఊɬȤȳ
ȳɛȱɘȳă

6༃౺Ɉʋʹˋʠ

ఊ

6༃౺Ɉʋʹˋʠ

ఊಪ
県

మߔಪ

県

阿南高専専攻科、大阪大学、岡山大学、九州大学、神戸大学、
千葉大学、徳島大学、豊橋技術科学大学
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内：大塚製薬㈱、㈱大塚製薬工場、大鵬薬品工業㈱、東亞
合成㈱
外：出光興産㈱、キヤノンメディカルシステムズ㈱、住友化
学㈱、DIC㈱、日本たばこ産業㈱、三菱ガス化学㈱、
森永乳業㈱神戸工場、ユニチカ㈱

専 攻 科 便り
ಮ০ݨෳ!āழ!!ಀ!!ථ!!ᄓ!!ĪߔݛʋĜʑī

āᇇሆǏ༃ɢɤಮ০ݨෳɬࣚȵȾȥȽɀȞɘȳĂߔݛʋ
ĜʑɈழಀɁȳăɃȠȸɢɧȱȩȤࡄȞȱɘȳăಮ০ݨɉĂ
ႨݨǑ༃ലࣞষɈǎ༃࠰ɈݿาɁȜɤĂ೯ഢʏʑʞʸߔ
ಮ০ɂȱɀĂ࡙ޟʏʑʞʸʋĜʑĂા௶ၡʋĜʑĂ
८ಡʏʑʞʸʋĜʑĂܾᅙߔݛʋĜʑɈǐʋĜʑȥɣ৭
ȯɦɀȞɘȳăଌȱȹߔࠞࣃɂಪమโɄॸ࢞ࠞࣃɬ
ȢĂȭɦȥɣɈ૪ൣɈʀˋʐʣɺɅ࢙ɛɣɦɥɄಮᄑ
ඪૻɂ೯ഢโɄଌ༑ᆵɈ࣋ۋɬȽɀȞɘȳă
āǍ༃౺ɉĂ೯ഢಡोߔܩɁɉʋĜʑɬɘȹȪဍঢ়Ȟ
ߔɅଲɤ೨əĂǕॢȥɣɈɼˋʗĜˋʏʛʯɁɉȭɦɘ
ɁɈߔ໘ᅎɬɏɘȢࡅࣞɞߔɁɈଌโɄߤɅଲɤ
೨əɘȳăǎ༃౺ɉĂȭɦɘɁಮɁߔɭɁȧȹȭɂɬ
ɘɂɛݨᄆɁௐઍȳɥɂɂɜɅĂȷɈୠɁȜɥ်ູॸ
࢞ሄဦɈࠊɅȫĂॸ࢞ɅႭȧɬȥȫɀȞɘȳăɘȹĂ
మߔĆఊɅȫɀߤȱɀȞɘȳă

▲専攻科特別研究論文閲覧コーナー

āಮ০ݨɁɉĂȭɦɘɁɈߔɬཡ๐ȯȵȹȞĂȯɣɅॸ
࢞ɬమɛȹȞɂȞȠႨݨ౺ɬၕୠȱɀȞɘȳăȷɈȹɛĂ
ಮ০ݨɈߤ໘ᅎɬഽȩɈߔ౺ɅඪȽɀɜɣȢɥɢȠঢ়ၡ
ɅᆵɬɦɀȞɘȳăȹɂȢɊĂ༃ǐॢɅĂᇇሆǎ༃
်ູॸ࢞ሄဦɈܜᅿʋĜʢĜɬಡȱɘȱȹăɘȹĂǔॢ
ჂɈ်ູॸ࢞ෂ࠰ཡޏĂߔୌɘɂɛݨᄆᆂୌोކஙཡ
ޏɁɉĂɉȲɛɀߔ౺ȫɅˁɼʮ༯ఒɬଌૈȱɘȱȹă
āۜȧറȧĂᅰɈʀˋʐʣɺɞॸ࢞ଞɬᄆૄȳߔ౺Ɉߔ
Ćॸ࢞ɬჶโɅʍʵĜʠȱɀɘȞɤɘȳɈɁĂȮૅܧ
ɢɧȱȩȤࡄȞడȱ௫Ȭɘȳă

āಮ০ݨɁɉĂ഼ယᄘɈߔ
౺ɂவఱౘɁୂࣞɬିȫɥ
ȭɂȦɁȧɘȳăಮ০ݨᄆ
ǎǝǡā࣌Ⴈ੨ા
ɬɛĂ഼Ɉಮ০ɞᆷᆅߔĂ
াߔɄɃဍঢ়ȞୂࣞȦೊ൰Ɂȧɘȳăɘȹʈ˃ĜʯˇĜ
ʇɞཡɈ࡙ޏȦഽȩĂൌ౯ɞࢾ෮౯ɬᅤȠȭɂɜɁȧ
ɘȳăࠞࣃɈဿݛȦɄȞယĂ၇ࣅɞॸ࢞ĂߤެݻɅୠෂ
ɁȧɘȳăɼˋʗĜˋɁɉĂʋ˅ʢɁެޠᆗߔɁȧɄȥȽ
ȹယĂߤɅసᆵɁȧɘȱȹăݤɂɅȤ౦ሇɅɄɤĂ
Ʌɉ໘ęฤɬ෴ȩȭɂȦɁȧɘȱȹăএ੭ɉ၇ࣅɞॸ࢞ɬ
ߖȱəȾȾĂUPFJDɞ߆၇ࣅɅɜᆵɬɦɀȞɘȳăಮ
০ݨɉĂࠞࣃɬဿȢȴவఱౘ౫ɅȳɥȭɂɁĂယɈȱȹ
ȞȭɂɅୠෂɁȧɥࠞࣃɬอࢷȱɀȩɦɘȳăȹȺȷɦɬ
౺ȥȵɥȥɉႨఱ૫൦ȺȱĂȩఛȱȞࠞࣃɈɕȠȦᆯȞ
ఱɜȞɥɉȴɁȳăૐɉȭȭɁɢȥȽȹɂૃȽɀȞɘȳȱĂ
ఊಪɜယɅਗȠɂȭɧȦॽȾȫɣɦȹɂૃȽɀȞɘȳă
ޣȯɭɜȷɦȸɦɅਗȽȹమᇭɬඑȳȹɛĂယɂȧਗ
Ƞ૪࠰ɬȽɀəɀȩȺȯȞă

ఊ

▲特別研究中間発表会のライブ配信

āૐɉᆗߔ౺ɂȱɀ௶ၡʋ
ĜʑǏ༃౺Ʌ၂ȱĂ༃
ǎǝǡāʭɹʞɻʧ
ʭ ʞ ʧ ɁಮǑ༃ᄆɅɄɤɘȳă
ɛɀɈᆗߔಪȦچಮ
ɁᆯȥȽȹɂఘȥɣૃȞɘȳăəɭɄపಜɁȳȪɅᄯൿȦ
ɁȧɀĂಪ౺ၫɜȞȾɜᄭȱȩȫɞૄຩɬȱɀȩɦɘ
ȱȹăȭɈषɘɦȹࠞࣃɁȜɂǎ༃ߔɍȹȞɂ৽ȢĂಮ০
ݨɅమߔȱɘȱȹăਆࡹɈౘɉႨݨɢɤவɄȩɄɤɘȱȹ
ȦĂȷɈൣɩɤɅॸ࢞ɅɢɤᇋɚȭɂȦɁȧɘȱȹăູɅ
Ǎ༃౺ɈɼˋʗĜˋʏʛʯɁɉĂယɈॸ࢞ɬʞĜʶɅȱ
ɀǍˎॢڬ௫ॸ࢞ɅୠෂȳɥȭɂȦɁȧɘȱȹăǎ༃౺Ɂ
ɉॸ࢞Ʌ࠲ȳɥᆧȦഽȩĂཡɜȹȩȯɭȜɤဿ
ɁȱȹăȱȥȱĂȷɦɣɈॄঅɉߔۡమߔɅᄵᆀɅລȞ
ȹɂࠐȲɘȳăಮ౺ɉߔ౺ɢɤॸ࢞ɬෳࡖ࠰ɅȢɥ
ȹɛĂঅɞჶಞɁယɈॸ࢞ɬȱȩሇȵɘȱȹȱĂ
ߔۡమߔষɈॸ࢞ोކɜɉȽȧɤॽȢɀȞɘȳăૐɉಮ
০ݨɅమߔȱɀႨຎɅᆯȥȽȹɂૃȞɘȳă

మߔ

3༃౺Ɉʋʹˋʠ

āಮ০ݨߔɂວ૪Ʌఛळ
ʋ˅ʢɾɼ˃ʑȦ౦ޢโɅ
ᆔȱĂႨ৫Ɂɜʂˋˁɼ
ˋୂࣞɞࡅࣞɈɼˋʗĜˋʏʛʯෂોɄɃɼ˄ʆʽˁ
ĜɈᇦറɁĂ႙బɜʡɼʜɈʂʑʠʭɹ˂ɺܾᅙߔݛ
ߔɒɈෳࡖᆗߔɈஈྩɬȢɀȞȹෂɁĂཡɅෂો
ɂɄɤɘȱȹăȱȥȱĂಮ০ݨǍ༃૫ɈɼˋʗĜˋʏʛʯ
ɁႨ৫໘ʱˋʙʻĜࡅࣞĶʨˋʮĜʉʷʃ˃ॸ࢞ஒķɈป
۩ಪ౺ɈɜɂɁଌ੫Ʌ഼ࡅࣞɈၫɂࢼວɁĂɾɼ˃ʑൎ
౿࿚ɈಡोާཡɅ़ɩɤĂɼˋʗĜˋʏʛʯࡖ࠰ᆡষɈ
এ੭ɁɜĂఛȱȞ౿࿚Ɉॸ࢞ާཡɈၒɬȱɀȞɘȳăȭ
ɦɘɁ౦ޢโɄʀˋʐʣɺɂȱɀߤᄠȱĂএ੭ɜఛȱȞȭ
ɂɅಱȱറȫɥป۩ಪ౺ȥɣĂʈ˅Ĝʨ˃Ʌߤᄠȳɥʀ
ˋʐʣɺɂȱɀྼᅟɄ৽Ȣၫɞ౼తĂ၇ࣅɅൎȳɥଲɤ೨
əၫɬߔɭȺȭɂɉĂྥ௵Ʌࡦ୭ɄൌঅɁȱȹăǓ༃࠰Ɉ
ߔ౺౺ߤɜરɤ༃ɕɃɁȳăȥɣɉʀˋʐʣɺɂȱɀ
Ɉఱ౺ȦʑʗĜʠȱɘȳăȭɦȥɣɜఛȱȞȭɂɅʙʻ˄
ˋʐȳɥ౼తɬႆɦɘȵɭă
ǎǝǩāટ!Ⴈ!ଁ!ޠ

మߔಪ
徳島大学大学院
ఊಪ
県
県

3༃౺Ɉʋʹˋʠ

内：四国化工機㈱、日亜化学工業㈱
外：オークマ㈱、京セラコミュニケーションシステム㈱、㈱ジャ
パンコミュニケーション、住友化学㈱、㈱ソフトサービス、
㈱日立ハイテクソリューションズ、富士ソフト㈱、㈱ダイ
セル、ダンクソフト㈱、ファナック㈱、㈱メイテックフィル
ダーズ、㈱メンバーズ

9

ߔ ౺  ޏɢɤ

5 ༃āࢀ!!Ⴈ!!Ⴍ!!౺!!Ī௶ၡʋĜʑī

āߔ౺ޏɉچಮɬɢɤɢȩȱɀȞȩȹɛɅǒȾɈۙڳɅယȥɦߤɬȽɀȞɘȳă
āɛɅঢ়ၡொެۙڳăঢ়ၡொެ໘Ɂɉ৫ެȫɈ௶ၡཡఒɬȠʹʟɻɺཻɂ৫໘ȫɈ௶ၡཡఒɬȠ৫໘ঢ়ၡཻ
ɅယȥɦɀȞɘȳăറȞɀࠞࣃۙڳăɄૢɉ৫໘Ɉ౸ɞఆߤĆݴɈɞɤĂʇ˂ʑʶʑʜ˂ĜຑɈࡠಣɈക
ఄɬȽɀȞɘȳăǏȾɛɉஙࡥăࡼޏɁɈ
ࡼૢሃɈɞ࢝ࡳޏຑɈྼᅟஙᇆɈ
ɬȽɀȞɘȳăǐȾɛɉࠠੈۙڳăߤࠠ
ੈɞޏोࠠੈɬȽɀȞɘȳăǑȾɛɉޏो
ۙڳăʇˁʮߤ૪ɞ༃ȮɂɅڽɄɥɼʱ
ˋʠɈᅅધอڨĂȷɈड़ฤɄɃɬȽɀȞɘ
ȳăষɅৄฆڤۙڳăߔ৫ૄฤɈʑʞʛ
ʃĜɬ๕ȽɀȞɥȥɃȠȥॢɅǍ๖ଠɂ
ʨɼʇɈ๘ॳɞߊɬȽɀȞɘȳăଌȱ
ȹߔ৫౺ߤɬߔ౺ޏɁݿȮȱɀəɘȵɭȥĉ
ߔ౺ޏɉߔ৫౺ߤɈȹɛɅęࡂෟȽɀȞɘ
ȳă࣓ჍɬɜȽɀȞȹȺȫȹɈɄɣȶɌߔ౺
学生会が準備した門松
ޏɅȽɀȩȺȯȞă

学生の言葉
部活動を終えて
活動を終えて!

〜３年生より〜

࡙ޟʋĜʑǏ༃ā
࡙ޟʋ
Ǐ༃ ఝ
ఝ!ᄘ!ാ!ఘ
ᄘാఘ

インターハイ出場
インタ
ハイ出場!

āழߔǏ༃౺ȥɣɛȹᄘ࢝ఱ౺Ȧɩɤɘȱȹăಮ
Ɂᄘ࢝ɬറȫȹ௫ɁယɅబɅȾȞȹʑʅ˃ɉĶൌ౯ķ
ɁȳăʙĜʸɬۜȽෟɥᆏ௲ɂȞȠȭɂɜȜɤ௵Ʌൌ
ȦɢɤᆯȩɄɥɢȠɅ഼ɈʹˋʨĜɂഊඨɜȱȹɤȱɀ
ɄɭɂȥʙĜʸɬɘɂɛɀȧɘȱȹăǏ༃࠰ɁභȞȹස
࠰ɂɈᨃɉێ౺ɈੰદɁȳăंȱȥȽȹॄঅɬ࠸ɛɀĂ
ȭɦȥɣɈಮ౺ߤɘȹఱ౺ɅߤȥȱȹȞɂૃȞɘȳă

āᄆ࿈ɅȱɀȞȹɼˋʗĜʧɼ௲ă༃ɉĂఛळʋ˅
ʢɾɼ˃ʑɈࣗ܆ɅɢɤޏȦෂોɂɄȽȹă༃ɜȷ
ɈڤɉȜȽȹȦĂ
ĶᆵɅჟൊɄȱķɂૃȞĂယɈ
ɞɥɓȧȭɂɬඔęɂȭɄȱĂজʱʑʠɈ৩ఛɬᄆ࿈
ɅޏɅᆽɭȺăय़ݪĂজʱʑʠɬ৩ఛȳɥȭɂɉɁ
ȧɄȥȽȹȦĂɈခɁഖɦȹȭɂɉɢȞવॗɂɄ
ȽȹăႴɈᇣɅූɅଲɤ೨əĂޏɁယɈᄆ࿈
ɂȳɥࡥሃɬȧȻɭɂȵɥɺʑ˂ĜʠɅෳȱȹȞă

e-Sports研究会の今年度からの
活動について!
ʋĜʑǏ༃āᥓ!ນ!!ി

今までの学校生活を振り返って
ߔݛʋĜʑǏ༃ā!ݴರ!ᄽ!ࡊ

āૐȦஒമȳɥf.Tqpsutॸ࢞ޏɉ༃ȥɣߤɈᅕા
Ȧȧȩဿɩɤɘȱȹăߤ௲ஒɬĂງǏިɼʦʱ
Ĝʏʿˋଆȥɣూங࠵ງǍިৄᆔʑʲĜʑɅھȱĂ৫໘
ɍਉެɈၫȹȻɂf.TqpsutɬฆȱɀৄᆔȱɀȞɘȳă
ɘȹĂငᄑɬĂ˅ʉʛʠ˂ĜʈĂMfbhvf!pg!MfhfoetĂɑ
ɢɑɢɈǏȾɅGQTɬݡȢĂǐȾɈငᄑɁߤȱɀȞɘ
ȳă࣓ჍȦȜɥఱɉȶɌॽߔĆൌঅɅᅰɀȩȺȯȞăৄ
ᆔɈᆾɬঢ়ȬȹȞɂૃȞɘȳă

高専生活!

८ಡʋĜʑǏ༃ā
८ಡʋ
Ǐ༃ ਥ
ਥ!!!ā


āɘɁɈߔ৫౺ߤɁငߤɅێྈ༂ɬȞɁȧɘȱȹă
ఛळʋ˅ʢɾɼ˃ʑɈࣗ܆ɁငߤȦ࣮ોɅɄȽȹɂȧ
ɜɣȴɅɞɦɥȭɂɅᆵɁଲɤ೨ɭɁȧɘȱȹăȱ
ȥȱĂষɈൌɁɈय़ݪɉᇣȦરɥɜɈɁȱȹăɜ
ȠݝȥɅᆵɁଲɤ೨ɚ࡙ޏȦȜɘɤɄȩɄȽɀऋȽɗ
ɅɄȽȹယɬȹȳȹɛɅĂɘȴɉ၇ߔɅ༂ɬȞɁ
əɢȠȥɂૃȞɘȳă

௶ၡʋĜʑǏ༃āྰ!༣!ၐ!

āಮɅߔȱɀ༃ɁǏ༃ᄆĂಮ౺ߤɈယȦݿȨ
ɢȠɂȱɀȞɥăૃȞ၄ȵɊɂɀɜ༏ȞǏ༃࠰ȺȽȹă
ᆦɁɈ౺ߤɞಮᄑɈଌĂငߤɁહਡޏɅ௲Ăʋ
˅ʢݰɁɈܳߒୂࣞăߖȱȞȭɂɊȥɤɁɉɄȥȽȹȦĂ
ɂɀɜଌȱȹǏ༃࠰ȺȽȹɂࠐȲɀȞɥăરɤɈǎ༃
࠰ɉယɈᄆ࿈ɬൿȳɥȹɛɅྼᅟɄȭɂɬᆵɁଲ
ɤ೨əĂɘɁɢɤɜଌȱȹಮ౺ߤɬഗɤȹȞă

:

部活動報告
ߖင

ߔݛʋĜʑǐ༃āଷāᄘāڈāྰ

ā23ॢ35Ăچી݊෨Ɉࢥࡎ௱ᏈܠɅʓʛʞɻˋ
ʈȯɦȹʶˋʘˁʑʞĜʐɈɼ˃ʷʥĜʏʿˋɈෂĂܩ
ȱȹɈɉĂ
ĶNppomjhiu!Tfsfobefķ
ĶɼˋĆʎĆʸĜʡķ
ĶMbtu!Disjtunbtķ
ĶၣķɈǐ࣠ăඦɂۅȽɀ഼Ɉߖࡉ
ɈݙȦ෪ȭȢɅȩȩĂȠɘȩਗɩɄȞɂȭɧɜȜɤɘȱȹ
ȦĂȱɐɤɈܩཡɁଌࠐȦȜɤɘȱȹăȭȠȱȹ
௲ɬᅇȢɀȞȹȺȞȹȭɂɅࠐଟȱɀȞɘȳă
āʳĜ˃ɁɈܩɉɞɉɤȱȞ࣍ȦറȞɀȞɘȳȫɦ
ɃɜĂȷɈষĂႨ৫ɈലࣞૺɈ੫Ă৫໘ෂܻɈʭɿʣʛʇ
ʑঢ়௲ɁܩɬȱĂ༃ɅȽɀȥɣǒॢĂǓॢĂၪݻ
ষɅʭɿʣʛʇʑঢ়௲ɁʯʙʋˋʍĜʠɬȞɘȱȹăެ
ɁܩȳɥɂȞȠȭɂɄɃȭɦɘɁɕɂɭɃ৽Ȣȹȭɂɉ
ɄȥȽȹɁȳȦĂᄘެɁܩȳɥɈɜȞȞɄɂࣷࠐȲɀ
Ȟɘȳă۫܀ɞဇȧɄɃȦɅɄɤɘȳȦĂɈෂɁ
ܩȳɥɈɜȦȜɤɘȳăᄘެɁɈܩĂȭɦɉ༃Ⴢ
ɈĶǝǪǝǪ˃ʷʢʑʗɾˋʯ˅ʐɿʇʠ3131ȜɄɭ
ʶˋʘˁʑʞĜʐķɅܩȱȹȭɂȥɣɘȽȹȭɂɁĂ
ইɬȹɃɦɊʋ˅ʢݰȥɣ౺ɘɦȹܩʑʗɼ˃ɂȞȠȭ
ɂɅɄɤɘȳă
āǔॢ3:ĶBOBO!Mvnjopvt!Upxo!Qspkfdu!3132!jo!
ᇞఱɈ౽ණķ
Īࢥࡎ௱ᏈܠīɅܩᅅฤɁȱȹȦĂʋ˅
ʢɾɼ˃ʑࠐಹ߄ɈȹɛࡖܤɅɄɤɘȱȹăȭȠȱȹᄘ
ެʑʞĜʐɈܩɈ࡙ޏȦȜɦɊȭɦȥɣɜಓ࣡โɅઞݡ
ȱɀȞȧȹȞɂ৽ȢɀȞɘȳă

āఛळʋ˅ʢɾɼ˃ʑࠐಹ߄ɈȹɛĂ3131༃ɉɕɂ
ɭɃߤɁȧɄȞൔȦറȧɘȱȹăდଆɁɈߤɅɄɤ
ɞȳȞਗɞߖɉĂʇˁʮߤɈɄȥɁɜɂȩɅߤ
Ɉ౫ᄝȦউȱȥȽȹɂȞȢɥɈɁɉɄȞɁȱɡȠȥăݤɈ
ߖʋˋʇĜ˃ɬɉȲɛᅕęɄʋˋʞʑʠȦෂોɂɄɥ
ෂĂᇣɜૃȠɢȠɅɁȧȴਡɈߖငۙɈഽȩȦྒྷ
ȱɭȺȭɂɂૃȞɘȳăႨ৫ɅȤȞɀɉഓچĂਗဦݛ
ȦෂોɂɄɤĂȧɄʑʞĜʐɁɈܩཡɈ࡙ޏȦɄ
ȩɄɤɘȱȹă
āȷȠȞȠ࣍ɈෂɁĂ3131༃23ॢĂ
ĶBOBO˃ʷʢʑʗ
ɾˋʯ˅ʐɿʇʠ3131ȜɄɭʶˋʘˁʑʞĜʐķ
ĪĂ
چીࡼޏஒĂچɈɘȻȿȩɤࢾࡼޏīɅܩȱ
ɘȵɭȥɂ౾ɬȥȫɀȞȹȺȧɘȱȹăǍ༃࠰ĂཡɈ࡙
ޏɅषɘɦɄȥȽȹఱȹȻɅཡɈ࡙ޏɬอࢷȳɥɂȞȠ
ૃȞȥɣĂɂળȞɘȱȹăȭȠȞȠߔެɁɈܩĂȱȥɜ
ᄘެɁɈܩɉɕɂɭɃॄঅȦɄȥȽȹɁȳȱĂᇣɜȜ
ɘɤɁȧɄȥȽȹɈɁɃȠȱɢȠȥɂૃȞɘȱȹȦĂǍ༃
౺Ɉষ༮ȦઞݡɬࣅȩࡏႊȱɀȞȹɈɁĂઞݡȳɥȭɂɅ
ȱɘȱȹă

ANANルミナスタウンプロジェクトウィンターイルミネーション2020

フェニックス広場でのコンサート

ʴˁˋʞɻɺင

ম!ᄎāێāఝāᄮāఱĪߔݛʋĜʑī

ɂȦɁȧȹȺȫɁɄȩĂఛȹɅʴˁˋʞɻɺငɅငȱɀ
ȞȹȺȧငۙ27შɂɄɤɘȱȹăɘȹĂچીଜޏဏࢾ
ࡼޏȥɣɈچી༃ষॽʓˋʗĜɈڈၕୠɈگᅲȦȜ
ɤĂഽȩɈߔ౺ɅܾၕȱɀȞȹȺȧɘȱȹăষɂɜʋ˅
ʢɂࢼɅɁȧɥʴˁˋʞɻɺߤɬറȫɀȞȧɘȳă

āʴˁˋʞɻɺငɉĂȭɦɘɁືॻᆏ௩ȦȞଞৄᆔʯˁ
ʎɞچીߔݨʓˋʗĜɁʴˁˋʞɻɺߤɬȽɀȧɘ
ȱȹȦĂʋ˅ʢݰɁɼʱˋʠȦોɅɄɤĂૃȠɢȠɅߤ
ȦɁȧɄȩɄɤɘȱȹă༃ɉငۙȦငෳɈǐǟچ౧
ರᄫȩɭɌɂɤɅɄɤĂശറɈࡇ࡙ɬ॒ȢɀȞɘȱȹă
ʋ˅ʢݰɁɁȧɥߤɂȱɀĂ๖ଠȧ௲Ɉˁɼˋۜȧ
ɬȱɢȠɂ
ȱȹɂȭɧĂ
ߔݛʋĜʑ
ಪ౺Ȧ
ǏǶĂǏǥ
Ɉߔ౺ɬᇦ
ɦɀȧɀȩ
ɦɘȱȹă
ʃॢȥȥ
ɥᅅฤɈˁ
ɼˋۜȧȦ
ɩȴȥǏ
ɁȢɥȭ
ライン引きの様子

ボランティア部メンバー
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各種大会報告（2021年9月現在）
日 付

団体・個人

部

門

賞

クラス

氏

名

日 付

第43回徳島陸上競技カーニバル

団体・個人

部

門

賞

クラス

氏

名

第58回四国地区高等専門学校体育大会（水泳競技）

2021.4.10

個人

一般男子走高跳

第２位

３Ｍ

大前雄三

2021.7.11

個人

男子100mバタフライ

第１位

３Ｃ

松本直大

2021.4.11

個人

一般女子800m

第１位

３Ｃ

黒田

2021.7.10

個人

男子50m自由形

第１位

３Ｃ

松本直大

個人

男子50m自由形

第２位

２Ｍ

鈴江睦来

個人

男子100m自由形

第１位

２Ｍ

鈴江睦来

個人

男子100m平泳ぎ

第２位

1-1

炭谷吏皇

個人

男子200m平泳ぎ

第２位

1-1

炭谷吏皇

個人

男子200m背泳ぎ

第１位

３Ｃ

松本直大

個人

男子4×100mフリーリレー

第２位

３Ｃ

松本直大

凜

第18回春季高校弓道大会
2021.4.24

団体

男子

第３位

2021.7.11

徳島県高等学校総合体育大会
（弓道競技）
2021.6.6

個人

男子

第５位

３Ｅ

忠津椋大

2021.7.10

徳島県高等学校総合体育大会
（水泳競技）
2021.6.6

個人

男子100m平泳ぎ

優 勝

1-1

炭谷吏皇

個人

男子200m平泳ぎ

優 勝

1-1

炭谷吏皇

２Ｍ

鈴江睦来

個人

男子50m自由形

第２位

３Ｃ

松本直大

1-1

炭谷吏皇

個人

男子100mバタフライ

優 勝

３Ｃ

松本直大

1-4

宮繁楓空

３Ｃ

松本直大

2021.7.11

徳島県高等学校総合体育大会
（陸上競技）

2021.7.10

個人

男子4×100mメドレーリレー

第３位

個人

男子走高跳

第１位

３Ｍ

大前雄三

２Ｍ

鈴江睦来

個人

女子800m

第１位

３Ｃ

黒田

凜

1-1

炭谷吏皇

2021.6.5

個人

女子1500m

第１位

３Ｃ

黒田

凜

1-4

宮繁楓空

2021.6.7

個人

男子八種競技

第１位

３Ｍ

森

2021.6.6

第8回全国高等専門学校弓道大会中四国予選

麗央

団体

男子

第３位

団体

女子

第３位

井上怜嗣

個人

男子

第３位

３Ｍ

奥谷義光

３Ｃ

井上怜嗣

個人

女子

第３位

３Ｚ

甘利ありさ

３Ｉ

髙田悟希

第２位

３Ｃ

松本直大

1-3

石川聖和

2021.7.5

徳島県高等学校総合体育大会
（バドミントン競技）
2021.6.4

団体

男子学校対抗戦

準優勝

2021.6.7

個人

男子シングルス

準優勝

３Ｃ

2021.6.5

個人

男子ダブルス

第３位

第72回四国高等学校選手権大会
2021.7.18

徳島県高等学校総合体育大会
（柔道競技）
2021.6.6

個人

男子60kg級

第３位

2021.7.17

徳島県高等学校総合体育大会
（バレーボール競技）
2021.6.7

団体

男子

第４位

徳島県高等学校選手権大会
（水泳競技）
2021.6.19

第３位

５Ｍ

森内拓磨

男子砲丸投

第１位

４Ｃ

坂野翔哉

個人

女子砲丸投

第３位

４Ｍ

森 希美香

個人

男子110mH

第２位

３Ｃ

上岡暉和

個人

男子100mバタフライ

優 勝

３Ｃ

松本直大

個人

男子やり投

第３位

５Ｃ

谷

個人

男子50m自由形

第２位

３Ｃ

松本直大

個人

男子やり投

第２位

４Ｃ

坂野翔哉

個人

男子100m平泳ぎ

優 勝

1-1

炭谷吏皇

個人

男子4×100m

第３位

３Ｚ

橋本渉太郎

団体

男子400mリレー

第２位

３Ｃ

松本直大

３Ｍ

森

２Ｍ

鈴江睦来

２Ｍ

三居大智

1-1

炭谷吏皇

1-4

宮繁楓空

2021.7.18

麗央

３Ｍ

大前雄三

個人

男子800m

第２位

５Ｍ

森内拓磨

個人

男子三段跳

第３位

４Ｍ

髙橋愛一郎

男子シングルス

優 勝

３Ｃ

井上怜嗣

個人

男子円盤投

第１位

４Ｃ

坂野翔哉

個人

男子ダブルス

優 勝

３Ｃ

井上怜嗣

個人

女子800m

第１位

３Ｃ

黒田

３Ｉ

髙田悟希

第54回全国高等専門学校サッカー選手権大会四国地区大会

４Ｅ

森野純一郎

2021.7.30

個人

男子シングルス

準優勝

団体

男子団体戦

優 勝

団体

男子団体戦

準優勝

個人

男子ダブルス

第３位

女子ダブルス

優 勝

準優勝

３Ｉ

髙田悟希

女子シングルス２部

準優勝

1-1

岩佐優杏

４Ｍ

稗田華子

個人

男子シングルス３部

準優勝

２Ｍ

鎌谷亮汰

1-1

宮内優衣

徳島県高等学校秋季テニス大会
2021.8.22

1-1

宮内優衣
稗田華子

2021.7.10

団体

男子

準優勝

2021.8.22

３Ｃ

黒田

凜

５Ｃ

吉村聖優

４Ｚ

東出真依

女子

第３位

第３位

1-1

宮内優衣

２Ｅ

宇津和奏

個人

優秀選手賞 ３Ｍ

石田絢也

個人

優秀選手賞 ３Ｍ

多賀原奏真

個人

優秀選手賞 ３Ｍ

吉川

個人

優秀選手賞 ３Ｅ

鹿島悠矢

個人

優秀選手賞 ３Ｉ

美馬歩嵩

個人

女子ダブルス

2021.8.26
２Ｅ

山尾心那

個人

女子シングルス

第３位

1-1

宮内優衣

個人

女子ダブルス

準優勝

1-1

宮内優衣

４Ｍ

稗田華子

第58回四国地区高等専門学校体育大会（柔道競技）
個人

男子無差別級

第１位

光

第56回全国高等専門学校体育大会（テニス競技）第44回全国高等専門学校テニス選手権大会

第58回四国地区高等専門学校体育大会（剣道競技）
個人

大樹

男子シングルス１部

４Ｍ

第２位

亀井亮雅

個人

第３位

女子ダブルス

優秀選手賞 ２Ｃ

個人

準優勝

個人

森

個人

鹿島悠矢

女子シングルス

2021.7.11

大城敦司

優秀選手賞 ４Ｍ

３Ｅ

女子シングルス

第２位

優秀選手賞 ４Ｅ

個人
令和３年度阿南市体育祭バドミントンの部

個人

一般女子８００ｍ

個人

岡田莉右

個人

個人

凜

４Ｍ

第58回四国地区高等専門学校体育大会（ソフトテニス競技）

2021.7.10

知篤

個人

第92回徳島県陸上競技選手権大会

2021.7.10

男子1500m

個人

第３位

個人

2021.7.3

個人

男子総合

第58回四国地区高等専門学校体育大会（テニス競技）
2021.7.4

男子100mバタフライ

団体

第58回四国地区高等専門学校体育大会（バドミントン競技）
2021.7.4

個人

第58回四国地区高等専門学校体育大会（陸上競技）

４Ｉ

楠

第56回全国高等専門学校体育大会（陸上競技）

尊
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2021.9.4

個人

女子3000m

第２位

３C

黒田

凜

2021.9.5

個人

女子800m

第１位

３C

黒田

凜

個人

男子砲丸投
（6.000kg）

第１位

４C

坂野翔哉

個人

男子やり投（800g）

第５位

４C

坂野翔哉

ਡ੫ৄᆔଆ၆ɤ

ଆෳāழ!!ᆹ!!ྰ!!ĪʋĜʑī

āႨ৫ɁɉĂ༃ɜఛȱȩǏშɈᆗߔ౺ȦႨݨǏ༃Ʌ၂ߔȱɘȱȹăɼˋʡʥʏɺబɈɺ˃ʃˋणɂʶ˄Ĝʏ
ɉĂ༃ɜఛȱȩǏშɈᆗߔ౺ȦႨݨǏ༃Ʌ၂ߔȱɘȱȹăɼ
ɺబɈɺˋणɉ௶ၡʋĜʑĂວȲȩʶ˄ĜʏɺబɈɾʁˋणɉĂ࡙ޟʋĜʑɅஒമȱɀȞɘȳăʶ˄Ĝʏɺబ
ɺˋणɉ௶ၡʋĜʑĂວȲȩʶ˄ĜʏɺబɈɾʁˋणɉĂ࡙ޟʋ
ɈǎఱɉĂఛळʋ˅ʢɾɻ˃ʑࠐಹ߄Ɉࣗ܆ɁĂࡖɈ࠰ɉᅰɁȧȴĂܳߒୂࣞɅɢɥߔȦറȞɀȞɘȱȹȦĂ
ȴ
ȭɈĂǕॢჂɈᅰȦड़ɘɤĂ21ॢෂȥɣႨ৫ɁێɅ၇ࣅɁȧɥȭɂɅɄɤɘȱȹĊႨ৫ɅɉĂ௫ࡥɈǏშɅ
ݡȢĂǐ༃౺ǎშĪʺˋʌ˃Ăɼˋʡʥʏɺī
ĂǑ༃౺ǎშĪʺˋʌ˃Ăʶ˄
Ĝʏɺī
Ăಮ০ݨǎ༃౺ǍშĪʶ˄ĜʏɺīɈᆗߔ౺Ȧ੭ಔȱɀȞɘȳăǑ༃
౺Ɉǎშɂಮ০ݨǎ༃౺ɉᅰ༃ĂߔȤɢɍߔۡɒమߔȳɥᅅฤɁȳă
ā૫ɅĂ3132༃ࡖɈᆗߔ౺ɂਡ੫ৄᆔଆɈߤɅȾȞɀȮގȱɘȳă

・３年生のアルカン君「徳島県議会国際交流議員連盟会長賞」を受賞
āǏ༃౺Ɉɺ˃ʃˋणȦĂ3132༃Ǔॢ29
Īī
Ăືી໘ɈȜɩȨɭʳĜ
˃ɁާȯɦȹĶ3132༃ެਡఱɅɢɥືॻႨা၉ሄޏķɅȤȞɀ
ĶۅȽɀɜວȲķɂȞȠʗɼʠ˃ɁʑʬĜʙȱĂ൦ǎڮɅຎȹɥĶືॻࡼ
ޏਡ੫ৄᆔࡼۙᇦძޏෳķɬିȱɘȱȹă

・国際交流室はコロナ禍でも活発に活動しています！

アルカン君受賞

āਡ੫ৄᆔଆɁɉĂ੭৫౺ɂᆗߔ౺ȦߤཡɅৄᆔɁȧɥɢȠɅĂ
ฤࡖโɅਡ੫ৄᆔଆৄᆔޏɞəܑাʍ˅ˋɬଌૈȱɀȞ
ɘȳă3132༃ࡖɉĂǑॢȥɣǓॢɈǏˎॢ࠰ĂৄᆔޏɅ
ɉɈɓ54შĂəܑޏሇʍ˅ˋɅɉɈɓ:9შɈ੭৫౺Ȧઞ
ݡȱɀȩɦɘȱȹă
āݤəෂɅɉĂਡ੫ৄᆔଆɁĂȭɦɘɁǎޑɈTEHt!
ˇĜʇʏʿʛʯɬʂˋˁɼˋɁȞɘȱȹăȭɈˇĜʇʏʿ
ʛʯɉႨ৫ᆗߔ౺ɂ੭৫౺ȦৄᆔȱĂTEHt
ɒɈᆅސɬఠɛɥȭɂɬᄆโɂȱɀȞɘȳă
ষɜฤࡖโɅȭɈɢȠɄˇĜʇʏʿʛʯ
ɬާȱɘȳɈɁəɄȯɭȶɌઞݡȱɀȩ
ȺȯȞă
阿南高専国際交流室のホームページもご覧ください！▲

地域連携

国際交流室交流会

ഽ!!!!ā!!ၹĪ८ಡʋĜʑī

āఊɞమߔɅȜȹɤĂಮᄑࡳɬଲຶȱ
āఊɞమߔɅȜȹɤĂಮᄑࡳɬଲຶȱɀȞɥȺȫɁɄȩĂߔ౺ɈޣȯɭȦಮᄑࡳɬଌଜޏɅܾᅙȱȹॄঅȦ୭
ᅟȯɦɀȞɘȳăȷȭɁĂණۊᇦ़ĆʞʇʦʓˋʗĜɁɉچಮ࣋࢞ॸۋޏĪBDUʭɿ˅Ĝʏʛʯīۙޏ
ᅟȯɦɀȞɘȳăȷȭɁĂණۊᇦ़Ćʞ
ࡅࣞɂᇦ़ȱĂϱBDUࣼߖငĂϲBDUࡧࣞ୶ɬଌૈȱɀȞȩȭɂɅȱɘȱȹă
ࡅࣞɂᇦ़
ϱ
ࣼߖင ϲ
ࡧࣞ
āϱBDUࣼߖငɉĂණࣞࡅۊȥɣ૩Ȼਮɘɦȹࡳݻ൨Ćॄݻ܄൨ɬސड़ȱȹȞߔ౺Ćߔ౺ʈ˃ĜʯɬၕȱȹষɅĂ
ॸ࢞ྣĆॸ࢞ଆĆྩ࿚ຑɬ൝ᅇȱĂݻ൨ސड़ɬᄆૄȳଲɤ೨əɁȳăষࡖɢɤၕୠɬȱɘȳɈɁĂȶɌಓ࣡โɅઞݡ
ɬȱɀȩȺȯȞăǍ༃౺ȥɣಮ০ݨ౺ɘɁĂᅕęɄߔ༃ĂʋĜʑɈߔ౺ȦێɅɄȽɀଲɤ೨ɭɁɕȱȞɂ৽ȢɀȞ
ɘȳăɘȹĂʹˋʗĜɂȱɀႨ༃ǔॢɢɤႨ৫ɅࣦოȱɀȞɥĂ౦ޢโɄʯ˅ʘʇʠʟʎɼʢĜɁȜɥാರܑၓູ
ჩ࣋ୂȥɣɈૄຩĂʟʎɼˋཡၭɁȜɥĶమ৽ૃݛķɬߔɐȭɂȦɁȧɘȳă
āϲBDUࡧࣞ୶ɉĂچಮPCĆPHຑɈෂɁଭĆෂ६Ɂࡧࣞȱȹॄ܄ଞຑɬਆુɅȤȧȱĂʫʐʥʑɞࡧࣞĂ
ɼʦʱĜʏʿˋૢᇉຑɅȾȞɀȤሇɬ෴ȩ࡙ޏɬߔ౺ɈޣȯɭɅอࢷȳɥɜɈɁȳăষࡖɅǎޑาާɬᅅฤȱɀ
Ȟɘȳă

ACT倶楽部

進化思考
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学寮（明正寮）
から

ᆦოૢāߴ!!ᄘ!!ā!!ĪʋĜʑī

āᇇሆǏ༃ǐॢɢɤᆦოૢɬ༦ჩȱɘȱȹĂߴᄘɁȳăఛळʋ˅ʢɾɼ˃ʑ࠲ᇦɅ
ᇇሆǏ༃ǐॢɢɤᆦოૢɬ༦ჩȱɘȱȹ ߴᄘɁȳ ఛळʋ˅
ᇇሆǏ༃ǐॢɢɤᆦოૢɬ༦ჩȱɘȱȹĂߴᄘɁȳăఛळʋ˅
ȤȞɀĂც౷ᆦɁଌૈȱɀȧȹᅕęɄࠐಹൎɁɉĂᆦ౺ɞ။ীଞ
ȤȞɀĂც౷ᆦɁଌૈȱɀȧȹᅕęɄࠐಹൎɁɉĂᆦ౺ɞ။ীଞɈޣᅕĂ࠲बଞɈ
ޣᅕɅɉഽɄɥȮᆅސɂȮࢾᆵɬȞȹȺȧɘȱȹȭɂĂఘɢɤࠐ
ޣᅕɅɉഽɄɥȮᆅސɂȮࢾᆵɬȞȹȺȧɘȱȹȭɂĂఘɢɤࠐଟడȱ௫Ȭɘȳă
ā༃Ɉც౷ᆦɉĂࠐಹൎɈȹɛɅێ૪ฆߔࢾᆵɬȤࡄȞȱȹᆦ౺ɜȞɥෂĂ451
შɈᆦ౺ĪᇇሆǏ༃ǑॢǍএ੭īȦ౺ߤȱɀȤɤɘȳă
ā༃ɉĂ
Ķʋ˅ʢȦࣷȩɅȞɥȭɂɬ༄ຢɅඦɈ౺ߤɬഗɥķɬᄆ࿈ɅĂ࠲ब࣋
ఊۙĂᄜۙᆦ౺ɞޏۙڳɈᆦ౺ɂࢼɅĂᆦ౺ߤɬʍʵĜʠȱɀȤɤɘȳă༃ɢɤ
ॅറଌૈȱɀȞɥᅕęɄࠐಹᅅ႕ൎɉĂືॻچ။०ஒɂɜᇦ़ɬଲȽɀȤɤɘȳă
ȭɈɢȠɄ࣍ݚɁȳȦĂ༃ෂોȱɀȧȹᆦ໘ɼʱˋʠɄɃɜவȱȴȾɁɉȜɤ
ɘȳȦĂဌߤȯȵȹȞஒശɁȳă
ā༃ɈఛȹɄəɂȱɀĂ࣋ᅤਆɁɉܑޏሇਆɈฃݡĂɘɁடાɈəൎ
ɁȜȽȹັݸਆɅɉටાᆦ౺ɜێɅɄȽɀઞݡȱɀȞɘȳăɘȹĂᆦ໘Ɂʋ˅ʢ
ɾɼ˃ʑࠐಹଞȦཡ౺ȱȹɂฤȱȹĂࣱ૪ᆦथᇣɬଌૈȱɘȱȹăࡠݤᆦɉ
ʂˋˁɼˋᆦɂȱɀĂ࠰ࡖࣞࡠݤෂɅଌૈȱɀȤɤɘȳăȷɈ഼ɅɜĂࡠ႕
थᇣɁɉ༜्ၡȦཡᇇȯɦȹɂฤȱĂྤथ
ᇣɬଌૈȱɘȱȹăᆦ໘၇ࣅޏɈଌૈɞᆦ౺৫ެ
寮生校外清掃
౸ĂଁᅄఄɤĂކ܇ޏɄɃɜȞɘȱȹă
ȭɈɢȠɅĂ༃ɉࠐಹൎɬૈȱɄȦɣᆦ໘
ɼʱˋʠɬɁȧɥȥȨɤଌૈȱĂႨ৫ɈǤǬɬෂ
ఘɅʶʙʋʷɞnbobcb
Īʶʢʨī
Ɂ૪௶ၡཡఒȞ
ȹȱɘȳăɃȠȸɢɧȱȩȤࡄȞȱɘȳă

緊急時寮食訓練

七夕飾り

１年寮生全員が受講している教養講座（華道）

新任教員挨拶
創造技術工学科 化学コース
うえ

准教授

だ

こう

へい

上 田 康 平

【担当授業】化学工学１、物質化学基礎実験Ｂ、物質化学実験、ものづくり工学
【専門分野】物理化学、機能物性化学、熱測定

令和３年４月１日付で化学コース准教授に着任しました上田康平です。私の専門は、物理化学や機能物性化学です。これらの学問領域は、物
質が何故そのような振る舞いをするかの基本的原理を追求し、さらにはその原理から、ある性質をもつ物質を人為的に実現しようと挑戦するも
のです。講義や学生実験では、化学の面白さや方法論を広く伝えていきたいと考えています。物質からできている全てのものが化学の対象であ
ることから、化学はセントラルサイエンスと呼ばれています。教科書に書いてある少し難しい事柄も身近な現象も、化学と密接にかかわってい
ることを、学生の皆さんに学んでもらいと考えています。
阿南高専に着任してもう少しで半年が経ち、徳島の風土にもだいぶ慣れてきました。地域の特色を生かした阿南ならではの化学にも取り組ん
でいきたいと考えています。ご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

創造技術工学科 建設コース
いの

うえ

たか

ふみ

井 上 貴 文

【担当授業】構造力学基礎、構造材料実験、デザイン基礎
【研究分野】地震工学

この４月から建設コースで勤務しています井上貴文です。私はこれまで、大学に所属し、教育・研究に携わってきました。研究活動については、
耐震工学や地震工学といって、地震による構造物被害をいかに軽減するかなどを考える分野で研究を行ってきました。特に橋梁構造物を対象と
して研究を行ってきており、地震時の基礎浮き上がりによる免震効果などについての研究を行っています。地震時の基礎浮き上がりとは、地震
時に構造物と地盤が相互に作用し合うことにより生じる基礎端と地盤とが剥離する現象です。最近では、不確定性の高い地震の揺れに対して耐
震性能に優れた構造物についての研究を行っています。研究手法としては、主に、構造解析・地震応答解析などを用いています。
教育・研究活動を進める中で自身の視野を広げることの大切さを感じています。学生の皆さんといろいろなことにチャレンジしていければと
思っています。

創造技術工学科 電気コース
うち

の

しょう

た

内 野 翔 太

【担当授業】電気電子工学実験、電子回路設計製作実習、電気電子工学総合演習、共同教育
【研究分野】パワーエレクトロニクス、非線形理論

今年の４月１日付けで電気コースに１年間の任期付きとして助教に着任しました内野翔太です。私は太陽光発電システムや熱電発電システム
などのクリーンエネルギー発電システムを接続した電力変換回路の安定性解析について研究しています。電力変換回路とは、入力される電気の
形を必要な電気の形に出力する回路であり、バッテリー給電など現在社会に広く使用されている回路です。電力変換回路は、最適な回路パラメ
ータを選定することで高効率な回路を設計することが可能となり、省エネルギー化に貢献できます。この回路設計の知識を電気コースの実験な
どに活かしていきたいと考えています。
現在私は、大学院博士課程に在籍しながら阿南高専に勤めさせていただいております。学生の立場でもありますので、本校の学生の学習支援
だけでなく先生と学生間のコミュニケーションが取りやすい環境づくりにも努めていきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。
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ూங࠵ෳāນ!!ࢧ!!ߕ!!ఱĪ࣋ཾێᅤī

ā༃Ăూங࠵ෳɬඐຎȱɀȞɥນࢧɁȳăယɉଜݨޏɈ࣋ۙɄɈɁĂɘɁూங࠵ɅɉဿȤ౦ሇɅɄȽɀȧɘȱȹăഠங
Ɉ൝ɉȞȠɘɁɜȜɤɘȵɭȦĂɜȽɂɜ၆ᆀȺɂࠐȲɀȞɥɈɉĂႨ৫ూங࠵ɬฆȲɀ഼ߔɈూங࠵ɈဦॷɬထଖɁȧȹɤĂ
ஙಔɈএဘɬତᅙɁȧȹɤȳɥ๘ɁȳăȷɦɅɢȽɀĂޏɂɉड़ȱɀȞȞȦȹȞچɈණɁĂూங࠵ɬฆȲɀယɈ౦ޢȦঢ়Ȧ
ɥɈɬଌࠐȳɥȭɂȦɁȧɀȞɘȳăɘȹĂȭɦɉႨ৫ూங࠵ɁɉȜɤɘȵɭȦĂȹɂȢɊਡᆏਡޏూங࠵ʟʐʗ˃ʋ˄ʇʏʿˋ
ɄɃɈXfcʍɼʠɁɉ৮ট૪ൣɈࡦ୭ɄဦॷષᆧɬॎɅॽɥȭɂȦɁȧɥɢȠɅɄȽɀȞɀĂɩȰɩȰຄࢶɘɁȩྼᅟɜɄȩ
ɄȽɀȧɀȞɘȳăȭɈچɈණɅȞɄȦɣ૪ऋ࠰ɬȢɥॄঅȦɁȧɥɈɉూங࠵ɈȤȥȬɁȳă
āိટ৫ෳಪ౺ȥɣɉĶߔ౺Ȧɩȩɩȩȳɥూங࠵ɅķɂȞɩɦɀȞɀĂယȦూங࠵ȥɣຶɣɦȹɩȩɩȩࠐɬவȱɁɜߔ౺ȯ
ɭɅɜଌࠐȱɀɜɣȢɥɢȠɅষɂɜߤȱɀɠȧɘȳă

ừ ᒨ ᷬ㋓ᗝ

先生のおすすめの本を紹介してもらいました !!

ĺߔݛʋĜʑĻ
ĺߔݛ
Ļ
āෂ!ഺ!ৎ!ఒ
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ĺ࣋ཾێᅤĻā!!൬!ᄓ

神は数学者か 〜万能な数学について〜

一冊でわかる理系なら知っておきたい数学の基本ノート
［線形代数編］

マリオ リヴィオ 著
āႨஙɉۧහဘᆅߔଞɁȜɥ྾ଞȦĂౘߔ
ȦɄȶۧහɬސȧცȥȳඦɂȱɀᄭɦɀ
ȞɥȥɅȾȞɀഽȩɈʀʬʕĜʡɬৄȢɀ
ஙȥɦȹႨɁȳăʞɻʶɼʂʑɬஙȞȹʯ
ˁʠˋĂɛɀౘߔɬএɈತცɅᅙ
Ȟȹɺ˃ʅʹʟʑĂۧහɈஙɉౘߔɂȞȠ
াɁஙȥɦɀȞɥɂ৽Ȣȹʄ˂˄ʂĂဘ
ଋ౦ޢɬౘߔɁൌृݛȱɢȠɂȱȹʟʃ˃
ʠĂȷȱɀʯ˂ˋʅʬɺɬஙȞȹʣʽĜʠ
ˋɒɂറȧɘȳăȷɈষɜሇɉ๖જ๖ȱ
ɀଞɬၼȧȯȵɘȵɭă

⾖ ᒨ ᷬ㋓ᗝ

大竹真一著
āǏ༃౺ɁȠౘߔǟɈ໘ᅎɁȜɥೀवൣ
ౘĪູɅᇙīɅȾȞɀĂɂɀɜڹȱȩइ
ൌโɅஙȥɦɀȞɥႨă
āइൌโɄोધᇉȦȹȩȯɭஙȥɦɀȞɥ
ȱĂɛɀ၇ࣅȳɥɂȧɅȾɘȴȧɞȳȞ
ݳஒɅȾȞɀූɅತცȯɦɀȞɥă
āাൌɁஙȥɦɀȞɀĂౘߔȦंɄఱ
ɁɜߖɅɛɥɢȠɅȯɦɀȞɥă
ౘߔǟȦंɄɈɁဌȱȹȞɂȞȠఱɅ
ɜĂǏ༃౺ɁȠౘߔǟɬᅅȱȹȞɂȞ
ȠఱɅɜȤȳȳɛăā

図書館職員のおすすめ本を紹介します !!

このゴミは収集できません

若い人のための10冊の本

滝沢秀一著

āႨɈʌʷɈێఱȜȹɤɈ༧ᆲɉ౦ޢ
ǍڮɁȳăࣷ༃ɁɉĂʯˁʌʷɞᆲ༥ࡘ
Ȧᄎ൨ɂɄȽɀȞɘȳăޣȯɭɉʌʷɈယ
်ȦȧȻɭɂɁȧɀȞɘȳȥĉ
āႨஙɉʌʷ౸ۙɈȜɥȜɥɬஙȞɀȞ
ɘȳȦĂʌʷᄎ൨ɅȾȞɀɜȱȽȥɤߔɐ
ȭɂȦɁȧɥɂૃȞɘȳăුଞᙕȩĂʌʷ
ɉȷɈఱɬȳȷȠɈɄɈɁĂȱȽȥɤɂ
ʌʷɈယ်ɬȱĂ࣡ᆵʌʷɬȯɄȞ౺ߤ
ɬఘȦȫɀȞȧȹȞɁȳɇă
ܜᅿଆā629/65 } }Ub84

小林康夫著

āஙȦȧɄఱɜĂ७ȞɄఱɜĂݝɬ
ɛɊȞȞȥယȥɣɄȩɄɥ૪ɉȜɤɘȵɭȥĉ
āႨஙɉĂ21ൣɈଭȞ౦ൣɒȫȹʮʛʇ
ʄɼʡɁȳăႨɈގȺȫɁɄȩĂ21ൣɈ
ȱȥɁȧɄȞႨɈəၫɬ࣋ȢɀȩɦɥĂ
ȷɭɄႨɁȳăގȯɦɀȞɥႨɈȞȩȾ
ȥɉూங࠵ɅɜஒഠȱɀȞɥɈɁĂȶɌĂ
ూங࠵ɒᅰɀɭɁəɀȩȺȯȞăఱ౺ɬ
ဿȢɥɢȠɄȳɀȧɄޏȞȦȜɥȥɜȱ
ɦɘȵɭ" "!
ఛஙĆဦঝʋĜʢĜā12:/6}}Lp23

※現在、一般の方はご利用いただけません。ご了承ください。

図書館からの

ާ࠵૪࠰

お知らせ

・ိāāāāā!!９時〜19時Īࣞࡖ࠰ෂɉĂ:૪ġ28૪ī
・ᅓāāāā11時〜17時Īࣞࡖ࠰ෂɉĂ࠵īāā
・ᅓĆ୳ā!休館

Śూங࠵ɉ။ীଞɈၫĂཾێɈၫɜȮᆀᅙɅɄɦɘȳă
ā࠵ɬࡏႊȯɦɥ௲ਗɉĂబယცஙĪۿ๖ჲࢮɄɃīɬȮ૩ઞȩȺȯȞă

൝ઋౘ

ǑઋɘɁĪࣞࡖ࠰ෂɉĂ21ઋɘɁī

൝ࡖ࠰

26࠰Īࣞࡖ࠰ෂɉĂܤෳī

Ś࠵໘ᆧɈဦॷထଖĪුॴၭɈཱྀڱ໘ɁɈᄵᆧထଖīɞĂEWEʋĜʢĜɜȮᆀᅙȞȹȺȫɘȳă
Śȱȩɉూங࠵ɘɁȤᄎȞਗɩȵȩȺȯȞă

UFM 0884237106

F.nbjm

uptipAbobo.odu/bd/kq

★ホームページにて、蔵書検索や利用案内、図書館開館カレンダーなどご利用いただけます。
VSM iuuqt;00xxx/bobo.odu/bd/kq0gbdjmjuz0mjcsbsz0
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ビブリオバトル開催!!
āూங࠵ෳɈນࢧɁȳă௫ɈډɁĶߔ౺Ȧɩȩɩȩȳɥూங࠵ɅķɂȞȠᄆ
࿈ɬऻȬĂȷɈଌএɅȫɀʫʮ˂ʂʨʠ˃ɬࡅކȱɀəɘȱȹăʫʮ˂ʂʨʠ
˃ɂɉĂࠤඍɅȢɊங࿎ޏɁȳă˃Ĝ˃ɉݚڬɈฆɤă
① 各自が自分の気に入った本を持参し、５分で内容や魅力を紹介する。
② ２〜３分で質問やディスカッションを実施する。
③ 最後は参加者の投票で「チャンプ本」を決定する。
ā൦ǍޑɉǑॢ35
Īॢī
Ʌ࣋ۙǐშȦʨʠˁĜɂɄȽɀଌૈȱɘȱȹĪʆʻˁ˂
Ĝɉ࣋ۙǍშī
ă૫Ʌ൦ǎޑɉǒॢ41
Īī
Ʌ࣋ۙǑშɬʨʠˁĜɂȱɀާȱ
ɘȱȹĪʆʻˁ˂Ĝɉ࣋ۙǍშĂߔ౺24შī
ăȷɦȸɦގȯɦȹႨɂʙʻˋʯ
Ⴈɉ်ɈฆɤɁȳĪŚɉʙʻˋʯႨī
ă

●第１回（2021.5.24 17：00〜18：00）アクティブラーニング室サウス
バトラー
★

紹

介

本

井 上 貴 文 先生

R.H.R.アンホルト『理系のための口頭発表術―聴衆を魅了する20の原則』
（講談社ブルーバックス、2008年）

太 田 健 吾 先生

櫻井

内 野 翔 太 先生

ドン=エシッグ『１分間でやる気が出る１４６のヒント』（ディスカヴァー・トゥエンティワン、2013年）

藤 居 岳 人 先生

中村

武『睡眠の科学

なぜ眠るのかなぜ目覚めるのか』
（講談社ブルーバックス、2017年）

哲『アフガニスタンの診療所から』
（ちくま文庫、2005年）

●第２回（2021.6.30 16：10〜17：00）アクティブラーニング室ノース
バトラー
井 上 貴 文 先生
★

紹

介

本

竹 内 一 郎『あなたはなぜ誤解されるのか』
（新潮新書、2021年）

内 野 翔 太 先生

小 林 牧 人・藤 沼 良 典『理系研究者がハッピーな研究生活を送るには』
（恒星社厚生閣、2021年）

太 田 健 吾 先生

ジョン＝レイティ・エリック=ヘイガーマン『脳を鍛えるには運動しかない』
（ＮＨＫ出版、2009年）

藤 居 岳 人 先生

藤 沢 周 平『蟬しぐれ』
（文春文庫、1991年）

伊丹

アンデシュ =ハンセン『スマホ脳』（新潮新書、2020年）

伸 先生

āɜɂɜɂʫʮ˂ʂʨʠ˃ɉĂࢶߔɈߔ౺ȺȽȹඇළ્ȦɛɣɦɀĂȷɈষĂߔɞ৫ɄɃɈߔ৫ɈɕȥĂᆏూங࠵ɞங๑Ʉ
ɃɁɜ࣓ჍఠȞɼʱˋʠɂȱɀঢ়ɘȽɀȞɘȳăZ p vU vc fɅɉȯɘȰɘɄʫʮ˂ʂʨʠ˃ޏɈᅕાȦɺʛʯȯɦɀȞɥɈɁĂဥڱɬඪ
ɤȹȞၫɉॽɀəɀȩȺȯȞăʫʮ˂ʂʨʠ˃ɈૉɉĶႨɬฆȱɀఱɬඪɥķɂɈȭɂɁĂଌ੫ɅɞȽɀəɥɂĂߊȥɅယɈȶɭȶɭ
ɘɄȞʐʻˋ˃ɈႨȦގȯɦɀĶȭɭɄႨȦȜȽȹɈȥķɂȞȠཡॽɞĂ
ĶȭɈಪ౺ĂȭɭɄႨɬɭɁȤɣɦɥɭȺķɂȞȠȻɡȽɂȱ
ȹࣙȧȦȜȽɀȫȽȭȠߖȱȞɼʱˋʠɅɄɤɘȱȹă
āູɅ൦Ǎޑɜ൦ǎޑɜʙʻˋʯႨɅɄȽȹɈɉ௶ၡʋĜʑɈാಪ౺ȦގɄȯȽȹႨɁȱȹȦĂގȯɦɀȞȹႨȦȤɜȱɧȷȠȺȽȹ
ȺȫɁɄȩĂാಪ౺Ɉʯ˄ʔˋʞĜʏʿˋȦڗโɄᅰɁࠐఘȱɘȱȹăȭȻɣȦĶ˄ʐʽʹɞঈ৶ɬᅙڷȵȴɅʯ˄ʔˋɁȤࡄȞ
ȱɘȳķɂૢɅಪ౺ɅȤ๙ȢȱȹɂȧɅĂ
ĶယɈɜȽɂɜंɄၫၭɁȳķɂȤȽȱɝȽɀȞȹɅɜȥȥɩɣȴĂȞȰɬާȫɀəɥɂ
ྥ௵ɅəɄʯ˄ʔˋɁĂാಪ౺ɅൎȳɥॽၫȦဿɩɤɘȱȹăɘȯȱȩĶႨɬฆȱɀఱɬඪɥķɈൌঅȦɁȧɘȱȹă
āɁȧɦɊॢǍޑɈʲĜʑɁĂষࡖɅɉɉߔ౺ɅʨʠˁĜɅɄȽɀɜɣȽɀ൦ǏޑɈʫʮ˂ʂʨʠ˃ɬଌૈȱȹȞɂૃȞɘȳăȭɈɢȠ
Ʉ࡙ޏɬฆȱɀĂߔ౺ȹȻɅɢɤȞȽȷȠႨɅపȱɭɁɜɣȞĂూங࠵ɬᆀᅙȱɀɜɣȠऴ࡙ɅɄɦɊɢȞɂ৽ȢɀȞɘȳă

〜第２回ビブリオバトルにギャラリーとして参加して〜
ǎǶā増金愛一郎

ǐǩā水 口

āɩȹȱɉĂూஙۙڳɂȞȠȭɂɜȜȽɀޑɈʫʮ˂ʂʨʠ
˃Ʌʆʻˁ˂Ĝɂȱɀઞݡȱɘȱȹăێ༃౺ɈɂȧɅႨা
ਗɈୂࣞɁێॄঅȦȜɥȺȫɅʨʠˁĜɈಪ౺ȹȻɉɃɈɢ
ȠɄʯ˄ʔˋɬȱɀȩɦɥɈȺɧȠɂɩȩɩȩȱɀȞɘȱȹă
࣓ჍఠȞႨɬඪɦȹȭɂɉɜȻɧɭĂȷɈ௲Ɂ৽Ȣɥ੧ȥȞ
ᅝೊɍɞĂ࠰ɈଲɤၫĂೀĂႨɈෂబɬɃɦɕɃცȥȳȥĂ
ɄɃȥɣʨʠˁĜȹȻɈࣱෟࠐɞఱ࠰౯ɄɃȦ๙ɩȽɀȧɀɂ
ɀɜჶཆȥȽȹɁȳă

āယɈ৽ȢĂݟඩࠫɬഊɅ๙ɩɥɢȠɅʯ˄ʔˋȳɥă
ޑɈʫʮ˂ʂʨʠ˃ɁɉĂʨʠˁĜɈಪ౺ၫɈʯ˄ʔˋᆵɈ
ȯɅࣙȥȯɦɘȱȹăႨȥɣຶȹ௶ၡɬȷɈɘɘഊɅ๙Ȣɥ
ɈɁɉɄȩĂ௵౺ߤȥɣᇦȯɦɥᇉȢɬᅙȞȹĂယȥɤɞ
ȳȩ๙ȢɥȦஒɁॽିȫɣɦɘȱȹăႨȥɣຶɣɦɥඪ
ૻɈၹȯɬޜɛɀଌࠐȱɘȱȹă૫ޑɉߔ౺ȦʨʠˁĜɬო
ɛɥɂȞȠȭɂɁĂႨɅపȱəɬ૩ȾȧȽȥȫɅɄɦɊɂૃȞ
ɘȳă

チャンプ本は
図書館に配架
しています!!

★第１回チャンプ本★
★第２回チャンプ本★
『睡眠の科学 なぜ眠るのか なぜ目覚めるのか』 『脳を鍛えるには運動しかない』
新書・文庫コーナー 080㾛
㾛ブルーバ㾛
㾛2026

優

閲覧室 498.39㾛
㾛R17
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令和３年度

後期行事予定表

９月

１月

25日㈯
26日㈰
27日㈪

入試説明会（西部会場）
入試説明会（淡路会場）
後学期授業開始

10月
２ 日㈯ 入試説明会（徳島会場）
９ 日㈯・10日㈰ 全国プログラミングコンテスト（秋田）
24日㈰ 高専ロボコン2021四国地区大会（オンライン）

11月

４日㈫〜６日㈭ 令和４年度本科推薦選抜願書受付
４ 日㈫ 開寮
５ 日㈬ 専攻科１年授業
６ 日㈭ 授業開始、学生会立会演説会
14日㈮ 専攻科１年インターンシップ報告会
16日㈰ 令和４年度本科推薦による入学者選抜検査
26日㈬〜 28日㈮ 令和４年度本科学力選抜願書受付
28日㈮ 専攻科特別研究発表会

２月

６ 日㈯ 高専祭、入試説明会（阿南会場）
７ 日㈰ 高専祭片付け
８ 日㈪ 体育大会（１、２年生）
19日㈮〜26日㈮ 後学期中間試験
28日㈰ 高専ロボコン2021全国大会（両国国技館）
29日㈪ 専攻科１年後学期授業開始

２日㈬〜８日㈫ 学年末試験
13日㈰ 令和４年度本科学力による入学者選抜検査

３月
１ 日㈫ 卒業研究発表
２ 日㈬ 終業式・学寮大掃除
17日㈭ 卒業式・修了式
25日㈮ 完全閉寮

12月

４日㈯・５日㈰ 全国デザインコンペティション（呉）
11日㈯・12日㈰ 企業研究セミナー（オンライン）
18日㈯・19日㈰ 四国地区高専総合文化祭（香川・高松Ｃ）
18日㈯・19日㈰ 保護者面談
24日㈮ 閉寮

《学校カウンセラー》
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学 生 相 談 室には、精 神 科 医、臨
床心理土、スクール ソーシャルワー
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カ ー（ＳＳＷ）が 在 室し て い ます。
学校カウンセラーによる相談の受付

時間は、本校のウェブサイトやリー
āঈાɞယાȦߤᄠȳɥʷʇ˅Ɉ౦ޢɅɉૃࡼɄȭɂȦȹȩȯɭȜɤɘȳă
Ķᆙ
フレッ
ト（ＧＳ利用案内）で確認して
ાķɁȜɥɉȴɈાɜʷʇ˅౦ޢɁɉऋ࠰โɅঢ়ȦȽȹĶ༜ķɈɢȠɅచɥခ
ください。
ȞɘȳăɘȹĂʑʶʳɁȤɄȲəɈ༜Ī૱༜īɜĶ༜ķɈშɬ૩ȻɘȳȦ
学校カウンセラーのほかに、学生
ાɂঘɊɦɥĶᆙાķɈ౯ଋɬ૩ȽɀȞɘȳăʷʇ˅Ɉ౦ޢɁɉĶ༜ķɂĶᆙાķ
相談室委員に相談することもできま
ɈɢȠɅॽێᆤᆏȱɄȞ౯ଋȦĶᆲા)Rvbouvn*ķɂȞȠवɁȜɩȵ૩Ƚɀএɦ
す。特に時間の制限はありません。
ɥɈɁȳă႙ɉဘᆅɈ࣋ۙɄɈɁȭɈĶᆲાķɈޱ༄ɬୂࣞɁತცȱɄȩɀɉȞ
各教員室および保健室を訪ねてくだ
ȫɘȵɭăȷȭɁĂටɂடɈ်ࣾɬᇉɅȱɀĂටɁȜɦɊடɁɄȞĂடɁȜɦ
さい。
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ɂɛȹɈȦᆲાᆵߔɁĤɂɞɤɘȳăൌȞȾɜȭȭɁංೀȱɀMHCUɈɢȠɄ
౯Ɉഽᅕ౯Ɉሇ൨ɬ૩ȻȳɈɁȳȦĂఱ࠰౦ޢɈᄎ൨ɉᆲાɈ౦ޢɈሇɢɤɜ 《学生相談室の利用について》
学生相談室は、図書館棟１階にあ
ȴȽɂထઔɁȳăబൌɈ౯ɂఘɈ౯Ɉ೨əਗɩȵɈౘȺȫɈഽᅕ౯ȦȜɥɈɁȳă
ります。
入り口に「ＯＰＥＮ」とあれば、
ȹɂȢɊMHCUɉ౯โૄĪɃɈ౯ɬȧɅɄɥȥīɂ౯ĪယɈ౯ɬɃȠ
カウンセラーが在室、面談ＯＫです。
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ノックして 入ってください。また、
ȻɣɈ౯ɜ༧ཱૢɂȞȠɩȫɁɉɄȩĂȯɣɅȷɈଌএɈาɘɁ࠸ɛɥɂଌ
面談の予約をすることもできます。
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学生相談室に直接電話するか（０８８４
ɄɈȥड़ɘȽɀȞɄȞൔɬʇʀʑʙʿʣˋʈ)Rvftujpojoh*ɂȱɀMHCURɂ
-２３-７２１８）、保健室（０８８４-２３-７１
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３５）に電話して下さい。
ɥȹɛɈߤɬჹઅȱɀȞɘȳă

။ীଞȥɣɈ

ȮॽڷĆȮᅟႊຑʋĜʢĜ

!
!!

 ښŧ885Ľ1128!!ືॻچીॽ༑ᆹ෨ಆᄄ376
ಪ

ā
ĶॽڷཔķȦಡȯɦɀȞɘȳă
ॽཔķȦಡȯɦɀȞɘȳă
!ߔ৫ɒɈȮॽڷĆ
ႊຑȦȜɤɘȱȹɣĂ
ښࡥۦɘɁȤࡍȵȩȺȯȞă
ȮᅟႊຑȦȜɤɘȱȹɣĂ
ࡍȵȞȹȺȞȹȮ ॽڷȮᅟႊɉ ষɈߔ৫
āȤࡍȵȞȹȺȞȹȮॽڷĆȮᅟႊɉĂষɈߔ৫
܄ۿຑɅᄜᆏɀȹȞɂૃȞɘȳă

阿南工業高等専門学校 学生係
ሇĪ1995ī
!
34.8241

E-mail：gakusei@anan-nct.ac.jp
27

