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挨 拶

　会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。また、今回の記念冊子作成に際し、執筆

いただきました後藤校長先生、後援会長様、歴代会長の皆様、会員の皆様に厚く感謝申し上げます。

　奈良高専同窓会は、昭和４４年（１９６９年）３月に第１期生が卒業されて以来、現在８，０００名近い会員数を抱える組織

となり、本年同窓会設立５０周年を迎えることになりました。まずはここまで同窓会組織を維持・発展させていただきました

歴代同窓会会長始め、幹事・理事、監査員の皆様方に感謝申し上げます。

　さて、私は小林満男前会長の後、第８代会長として２０１５年度より現職を務めさせていただいています。１９７４年に

当時の化学工学科を卒業以来、同期の仲間とは毎年同期会や親睦旅行を開催し親交を深めていますが、同窓会については

今回のお話があるまでは全く関与していなかったのですが、幹事の先生方のご支援を得て、母校の様子や同窓会組織

の実情を理解しながら、幹事・理事の皆様と相談して同窓会の目的である「会員相互の親睦をはかり、併せて母校の発展

に寄与する」ための取り組みを進めているところです。

　今回の同窓会５０周年記念事業につきましてもこの取り組みの一環として、会員の皆様からアイデアを募集し、式典・

イベントの開催を始め、本記念冊子の作成・発行、同窓会名簿、ホームページの改善、式典参加者にお渡しする記念品

の作成および学校・在校生への貢献事業の５事業を実施することを総会の決議を経て決定させていただき、理事の皆様、

同窓会下部組織である新芽交流会の皆様のご協力を得て準備を進めていただきました。この場をお借りして各事業の

実施を担当いただきました皆様に深く感謝申し上げます。

　同窓会会長を拝命してこれまで一番感じていることは、会員相互の縦の繋がりの重要性です。皆様も同期のメンバー

とは交流を継続されていると思いますが、縦の交流はあまりされていないのではないでしょうか。確かに会員の年齢層も

卒業してすぐの２０歳から既に会社を退職されておられる１期生７０歳の方 ま々で幅広く、孫や祖父母に近い方 と々の交流

は現実的には難しいと思います。しかし、会社の業務、部活動、趣味などお互いの共通の話題はあるはずですし、それら

を通じた交流は可能と思います。このような場を提供するのも同窓会の重要な役割の一つではないかと考えている次第

です。奈良高専同窓会のホームページである「新芽」も、５０周年を契機に大幅に内容を見直し作り変えました。同窓会

情報提供内容の充実と、ホームページ上での会員相互交流の場の提供がその目的です。

　毎年本科５学科、専攻科の約２００名が母校を巣立ち、会員の皆様は各種技術者として国内はもとより海外でも広く活躍

されています。卒業後進学される会員もたくさんおられますので最終学歴が奈良高専でない方も多いのが現状ですが、

お互い「奈良高専で勉強して、今の自分がある」という仲間同士の同窓生です。５０周年をきっかけとして是非会員相互

の親睦を図っていただくと共に、奈良高専同窓会が更に７５周年、１００周年へと続いていくことを若い世代に託して、

５０周年を迎えてのご挨拶とさせていただきます。
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祝 辞

　奈良高専同窓会が設立５０周年を迎えられましたことを心からお慶び申し上げます。また、在学生対象事業のための

資金提供や数々のご寄贈をいただき、本校を代表して心よりお礼申し上げます。

　高専は戦後の高度経済成長期に、地域産業を支える実践的な技術者養成機関として創立されました。工学系高等教育

機関のない奈良県にとって企業技術者の育成と技術支援は最重要課題であり、屈指の教育都市である大和郡山市に

国立奈良高専が誘致されました。昭和４４年（１９６９年）３月に第１期生が卒業し、以来輩出した８，０００名近い卒業生は、

各方面から非常に高い評価を受けています。実践的技術者のみならず創造的技術者として産業界で、さらに研究者として

高等教育機関で、それぞれ活躍しております。

　私が奈良高専に着任した２０１６年、新芽４０号に「奈良高専における男女共同参画推進」というタイトルで寄稿させて

いただきました。男女共同参画推進は社会が目指す方向の一つですが、少子高齢化の影響もあり、喫緊の課題となって

おります。現在、奈良高専在学生における女子比率は国立高専平均値の２割をかなり下回っておりますが、この比率を

高めることは本校の目標の一つです。産業のグローバル化や異分野技術の融合複合化に伴い、多様な担い手が集まる

ダイバーシティな環境で、協働して付加価値の高いもの・ことづくりが行えるエンジニアリーダーが今後求められるように

なると思います。コミュニケーション力やユーザー目線に秀でた女性エンジニアが増えることで、男性エンジニアとの

シナジー効果でイノベーションを引き起こすことができると期待しております。奈良高専では、新産業を牽引するエンジニア

リーダー人材を育てることを目的とした二つの教育プログラムを現在実施しております。

　着任翌年２０１７年の同窓会総会で、「奈良高専の現状と研究紹介」というタイトルでお話させていただきました。家政

学部被服学科出身で、繊維・テキスタイル（表面加工と洗浄）を専門分野とし、主に女子学生の育成に携わってきた私に

とって、工業高専は異次元の世界です。民間企業や大学など外部の方とお話すると、決まって高専卒業生の優秀さに

言及され、教育に特別な秘密があるのかと問われます。実験実習を多く取り入れた確かな工学教育ではありますが、

高専生が大学生のように遊ばず、１５歳から５年間あるいは７年間継続的に学習に取り組んだ結果だと思います。残念

ながら工学教育の具体は熟知しておらず校長にあるまじきですが、異分野ゆえに、多面的視点から工学やエンジニア

を俯瞰できると思い始めております。

　最近の産業界における人手不足は極めて深刻で、とくに中小企業への理工系専門人材の供給が課題です。一定の人材

輩出を奈良高専が担えるように、新卒者のみならず、卒業生の再就職支援にも取り組んで参りたいと思っております。

卒業生への広報、卒業生の情報提供など、ご協力のほどよろしくお願いいたします。別途ロールモデルの情報もご提供

頂き、在校生との交流ができれば幸いです。

　最後になりましたが、奈良高専同窓会の益々のご発展、卒業生の皆様のご活躍、ご健勝を心から祈念申し上げ、

お祝いの言葉といたします。
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祝 辞

　奈良工業高等専門学校同窓会五十周年おめでとうございます。

　栄えある奈良工業高等専門学校の同窓会五十周年の節目に、後援会会長を務めることになりました。

　奈良高専とご縁を持つことが出来ましたのも私の子供が奈良高専に合格出来たことに始まります。中学生

の時に三年連続して奈良高専の学校見学会に行っては憧れの止まない奈良高専に入学出来ました。合格した

日のことは今でも鮮明に蘇ってきて、あの感動は忘れられません。

　待望の入学を果たした時、親心から少しでも奈良高専のお近づきになりたい一心で奈良高専後援会の理事

の仲間に入れて頂きました。初めて参加した時に校長先生初め諸先生方が身近に感じられた事を覚えています。

　理事会では、学校の目指している事から寮生活、海外の留学生との交流等、普段は子供から教えてもらえない

内容が多くありました。本当に理事会では有意義な時間を過ごすことが出来ました事を幸運だと感じております。

　理事会の皆様とも初回から同学科、同学年、先輩の父兄の方と交流が出来た事も宝物の一つとなりました。

理事の五年間で先生方の名前も大分に覚えさせて頂き、子供との会話も弾みました。

　私が在任中の学校長は、谷口研二校長、後藤景子校長のお二人にお世話になりました。

　最初の二年間の谷口校長はとても気さくな方で、いつも奈良高専の生徒の学ぶ姿勢をお褒め下さり先生方

が優秀だと力説されておりました。また、今後の国際社会におけるグローバル化等奈良高専の目指す方向性も

語っておられました。きっと今でも奈良高専をいろんな方にアピールして下さっている様な気がしています。

　後藤校長に於かれましては、全国高専のパイオニア的な存在として奈良高専を常に牽引して下さっています。

お話をさせて頂いても新しいビジョンをお持ちであり、それを実現するために取り組んでおられる事に感心して

おります。また、懇親会でも細やかな心配りをして下さる所を拝見しています。

　奈良高専に新しい風を吹かせて下さっている事を感じています。

　この様に後援会を通じて奈良高専を知れば知るほど奈良高専のファンになっていきました。

　ここで常に新しい事に挑んでいるからこそ、今、私は「温故知新」を思い大切にしてほしいと願っています。

今までの五十五年の歩まれてきた知識やノウハウは重く、かけがえのない宝物であり、また、工業分野の多方面で

活躍されている素晴らしい先輩達から学びそれらを活かしてこそ、今後の発展につながると信じてやみません。

　奈良高専の生徒諸君の将来に幸多かれ！
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歴代会長より

　同窓会事業50周年おめでとうございます。この度、皆様にメッセージをお伝え出来ます機会を

頂き、有難うございます。私は現在はタイ国に在住しており、すでに海外生活が20年余りになり

ますので、かなり的の外れたお話になります事、お許しください。当時の同窓会の一幕として、

お読みいただければ幸いでございます。また、今後の発展のご提案を少し述べさせていただきます。

　私が初めて同窓会に関わったのは、3年生の歳に卒業を控える1期生の佐々木さん（故人）から

の幹事へのお誘いだったと記憶しております。これといった活動などお手伝いをしない幹事でした。

その後、私は卒業し、会社勤めで同窓会のことにほとんど関心を持たない状況でした。ある時、

幹事会の方から会合に参加を進めて頂き、改めて幹事会に参加させて頂きました。

　当時の幹事会のメンバーは本校の卒業生の中村、桐川、矢尾、和田、小柴、片倉各教官と

数名の幹事が集まる寂しい会合でした。幹事会の主な活動は年1回の会報「新芽」発行と5年に

1度の同窓会名簿作成が主でした。他の活動などには手を割けないという状況でした。その様な

中で最も困った問題は財政的な事で「新芽」や名簿を発行する度に預金残高が減る一方で、

少しでも利息を増やせないかと、郵便預金を銀行預金に変えるとか、定期預金に切り変える等と

涙ぐましい話で会合が終始しておりました。

　その様な時に皆さんから同窓会会長を引き受けて欲しいと言うお話を頂き、会長職をお引き

受けしました。私の方針はとにかく財政の立て直しとしました。「新芽」の発行の度、挨拶は財政

の困窮を訴え、同窓会発展のご支援のお願いをしておりました。また、全会員に郵送で会費の

徴収やご寄付のお願いも致しました。皆様のお陰様で財政は徐々に回復していき、「新芽」発行も

名簿発行も目途がついて来ました。同窓会名簿が業者の中で取引される問題が出てきたりして、

名簿の発行の是非や有料化への方針の検討などもありました。ようやく一区切りついたところと

考えて職を辞し、その後の会長職を1期生の戸毛さんにお願いいたしました。

　2016年秋にクラス会を開催する事になり学校へ集合し、丁度開催されていた高専祭を久しぶり

に見学し、校内を懐かしく散策しました。45年以上経っても変わらない所、全く新しくなった所など

を見せて頂きました。その所どころには修繕が必要と思われる所もかなり見受けられました。国からの

予算の関係と思いますが、今にも壊れそうな所を見ると何とかしたいと感ぜずにおれませんでした。
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我々の青春の5年間を過ごした学び舎をこれから50年、100年と守っていく様な事を卒業生で

ある我々同窓会が地道ではあっても継続的に支援を続けないか考えました。この様な考えもある

事を同窓会の皆様にお知らせし、現同窓会の皆様にこれを機会に支援の輪を拡げるご検討を

頂ければとの思いを申し上げます。微力ではありますが、私もお力になればと考えております。

　現在のバンコクに移り住んで10数年なります。以前こちらには、本校の同窓生が5名おり、

時々集まる事が出来ましたが、ほとんどの方は帰国されて、新たに同窓生にお会いする機会は

ありません。以前のお話ですが、本校の教官や学生がバンコクにお越しになる様なことがあると

の事でした。存じませんでしたので、何もお手伝い出来ずに今に至っております。ご連絡頂ければ

何かお手伝いできると思います。また、本校の卒業生がバンコクで働いてらっしゃると思うのですが、

連絡方法が無いのでお互いに繋がりが出来ないままになっていると思います。今回の50周年の

機会をとらえて、私自身が出来そうな、海外の連絡拠点をかって出てみようと思います。タイに

いらっしゃる方や東南アジア諸国にいらっしゃる方々の接点になれば幸いです。同窓会執行部の

方々とご相談させて頂き、進めて頂けたらと考えております。

　最後に奈良高専と同窓会の関係について思うところを述べさせて頂きます。学校の現状は

かなり厳しいものと思っております。以前に見た校舎の老朽化はかなりのものでした。今回の50周年

を機会に「ふるさと納税」では有りませんが、「母校に納税」の様な基金とか、「クラウドファンディング」

で｢校舎修復｣「テキサン復活」や「ロボコン応援」などを企画する。応援してくださった卒業生には

夏期講座等で「AIを学ぶ」「ロボットを作る」「テキサンに搭乗」や「校舎の基礎に名前を刻む」等

のお返しを考えて、これから卒業生がもっともっと学校に密着していける様な事を考えて頂ければ

と思っております。一つの提案として、お受け取り頂ければ、幸いでございます。

バンコクより

新芽 奈良高専同窓会
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　昭和３９年４月、現・奈良教育大学にて当時の灘尾弘吉文部大臣ご臨席のもと、開校式及び第一回入学式が挙行された。
　後世に語り継がれる幻の一期生の誕生である。
　一年間は桜井市の還元倉庫跡が仮校舎として使われた。建物は見るからにオンボロで何の設備も無かったが、学生達はみな
意気揚 と々していたものだ。なにしろ千人を超える受験者から選抜された１２０人の精鋭達だ。
　二年目から現在地に移転し、各種の部活動がスタートした。
　我々が３～４年の頃、高専の袋小路問題が表面化し中退者が出始める。ところが５年の４月には、なんと奈良高専への求人が
殺到し世間の注目を集めた。
　会社は選り取り見取りで、大半のものは大企業に就職し、無事卒業した。これも一期生の実力たる所以か？
　『高専』という２文字に悩まされ、少し遠回りにはなったが、卒業後やり直した２人の友のことを紹介したい。
　６９Eの田中啓一君だが、三菱電機に就職するも教員資格を取得し、工業高校の教員となった。しかも電気嫌いの少年だった
彼が奈良高専電気工学科の講師を務めたのは私にはどうしても信じられない。
　２ヶ月に１回は酒を酌み交わす仲だが、今ではカラオケ好きの「ただのオッサン」で、これまた信じられないことである。
　我がクラスの中橋孝博君も悩んだ一人だ。
　卒業後、九州大学に進学し教授となった。「日本人の起源」「倭人への道」など著書も多数で、会員諸君にも一読を薦める。
こちらの彼は学生時代とは見違える然とした学者となったが、時には酌も受けてくれる良き友である。
　白紙の奈良高専のおかげで、私はフロンティア精神だけは身についた。
　１０年間「現ＪＴ」に勤め、多少の資金を準備して学習塾を立ち上げる。塾生には母校への進学を勧め、相当数の学生を送り込
んだ。塾開業２０年後には外資系生保の代理店を始め、この事業も２０年を経過し、今は会長職にある。昨年古希を迎えたが、
また血が騒ぎ出し三社目の起業も考えている。
　３０年前に当時の会長から、同窓会２０周年記念の実行委員長を委託され、その後同窓会長も引き受けた。
　副会長は７０B久保佳司君に依頼し、随分助けていただいた。彼の家族は凄い。長男は機械、長女は物質化学、次女は情報
と親子４人、見事な奈良高専一家である。
　終わりに報告しておくが、一期生だけの同窓会「ろくきゅう会」は交流が盛んだ。毎年１月には３０年以上も新年会が続き、春秋
２回のゴルフコンペやグルメ会も実施している。ここに写真を一部掲載する。

第 6代会長
69A

歴代会長より歴代会長より
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　先ずは、同窓会が五十周年を迎えた事を皆様と共に祝いたいと思います。
　私は奈良高専第一期生として卒業して、東京方面へ就職し同窓会活動に当初は参加できませんでした。その後、地元京都へ
帰り同窓会理事会、総会等に参加するようになりました。
　そんな中で第六代会長の戸毛氏より同窓会会長を引き継ぐことになり平成９年度（１９９７年１０月）～平成２４年度（２０１４年１０月）
の１６年間の会長役を担いました。その間、理事会の皆様、及び、会員の皆様のご理解とご協力を頂いた事に深く感謝して
おります。
　会長時代で思い出す事は、１）、会員名簿の電子化、２）、会報誌の電子化の取り組み、３）、新芽交流会の同窓会の下部組織化
です。
１）、会員データの電子化
　私が会長を務め始めた頃はインターネットの黎明期でもあり、同窓会名簿も冊子として５年毎に発行されており、個人情報で
ある卒業年度、学科、氏名、住所、勤務先、連絡先が公開されておりました。個人情報の保護の重要性は現在のように認識
されていない緩やかな管理状態でありました。
　そんな中で、記憶を辿りますと会員名簿の刊行事業と卒業生の増加による名簿印刷経費と配送経費の増加に対し、どの様
に対処すれば継続的発行が可能かが課題となっておりました。一つのアイデアとして名簿をＣＤ化し配布するという案も有りま
した。しかしこれでは配送経費の効果のある削減が出来無い為、実現しませんでした。その頃になると名簿を管理する業者
も同窓会会員の情報管理業務をオンラインシステムとして実施するようになって来ておりました。そんな中で個人情報保護法が
施行され、同窓会も人数の関係により保護法適用の対象団体となり管理責任者を置かなければならないことになり私が管理
責任者を務めることとりました。そして、同窓会理事で当時の名簿担当の大谷先生にご尽力頂き同窓会会員名簿の電子化
を進めることとなりました。当初は、名簿の電子化を進め事に当って会員の個人情報開示の了解をとることが大変でしたが何とか
電子化名簿を運用するに至りました。
２）、会報誌電子化の取り組み
　会員名簿のオンライン化実施の中で、電子化されていない会報誌の電子化を図り、同窓会の皆様への連絡をハガキとし、
配布経費を削減し同窓会運用経費の節約を図りました。これにより同窓会収入と支出のバランスがとれる様に務めました。
　さらにホームページの会誌等の更新運用では、学生にＷｅｂコンテンツ作成の勉学として関わってもらい、同窓会との交流を
図りました。
３）、新芽交流会の下部組織化
　元々、新芽交流会は産学交流の組織として亡き高橋先生が推進されてきた組織ですが、同窓会の諸兄が引き継ぎ活動を
進めておられました。この活動は、学校や同窓会の産学の人脈作りに効果もあり、且つ、活動を通じて学校と会員との友好的な
関係を築くものであり、新芽交流会からの要望もあり同窓会に組み入れてその継続性を図れればと思い理事会、同窓会総会に
諮り同窓会の下部組織として活動することになりました。現在も分野ごとに活発に活動されていると思います。
　最後に、本同窓会は卒業生の全員を結ぶ会であり、５０年という長期に渡り同窓会活動が継続されていることは、卒業生皆様
の力であり、絆であります。今後もこの同窓会を有効活用される事を期待いたし、同窓会の継続的発展と皆さまのご健勝と
ご活躍を祈念致します。
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第 7代会長
69E

小 林  満 男

歴代会長より

同窓会創立五十周年に寄せて

新芽 奈良高専同窓会
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会員からのメッセージ

69A

中 橋  孝 博

　奈良高専を卒業してはや五〇年余、古希を迎えて、残された
時間の少なさに思いが及ぶことも多くなった。そんな終末への
思いは、また一方であれこれ来し方の遠く掠れゆく様々な
出来事や人々の記憶を喚起するもののようで、自然と高専時代
のことに思い至ることも多くなった。誰にとっても十代後半の
数年は、その後の人生に大きな影響を与える一つの節目になる
時期だろうが、私にとっても、これまでの七十年余の中で奈良
高専の五年間ほど様々な思いが凝縮した濃密な時間帯は
無かったような気がしている。それは、二度と繰り返したくは
ない、苦い想いの詰まった月日でもあった。
　そんな風に思ってしまうのには、一人の同窓生の存在が
大きく影響している。電気工学科の村田真道君だ。機械工学科
の私が別クラスの彼とどういうきっかけで親しくなったのか、
もう詳しいことは覚えていないが、テニス部に続いて、美術部
にも彼を誘って一緒に石膏デッサンなどをする仲だった。彼は、
昭和３９年（1964年）に奈良学芸大（現・奈良教育大）の山田
ホールを借りて行われた開校式で入学生を代表して式辞を読み、
その後もクラスのトップを走り続けた、とびきりの勉強家として
知られた男だった。その彼が、高専四年生の秋、自宅近くの
踏切で近鉄線の特急列車に飛び込んで自殺したのである。
　今では考えにくいだろうが、当時、高専生の自殺はそう
珍しいことではなかった。いつだったか、村田君の自殺の
前にも、八濱校長が臨時の集会を開いて、高専生の将来は
決して悲観したものではない、と力説して、訳もわからず
集まった私たちを戸惑わせたことがあった。私は知らなかった
が、しばらく前に、新聞紙上に高専生の自殺が相次いでいる
との記事が載ったのだと言う。昭和三十年代後半、産業界
の要請を受けて中堅技術者の育成を目的に各地に五年制
の高専が新設された訳だが、戦前の、高専が多くの企業
リーダーを輩出したような時代とはもはや社会背景が大きく
変わってしまっていた。高卒者の多くが大学まで進学する

ような社会で、短大卒の資格しかない高専卒がはたして
どういう役割を果たせるのか、中学ではトップを争ったような
生徒が揃っていただけに、将来に強い不安を覚え、悲観する
生徒がいてもおかしくはない状況だった。現在では専攻科も
作られ、大学への編入も可能になっているが、当時はそんな
制度もまだ未整備だった。村田君を含む何人かの若い命の
犠牲が、その後のこうした高専改革に幾らかでも寄与する
ところがあったと思いたいが、はたしてどうだろうか。
  村田君がしかし、どんな理由があって自死を選んだのか、
結局の所、私はその正確な理由を知らぬままになってしまった。
四年生の、もう夏休みに入っていた7月末頃だったと思うが、
何かの用事で登校した折りに、人気の無い教室で一人石膏
デッサンをしている村田君に会ったことがある。なぜこんな時期
に一人で、と少し不審に思った記憶はあるが、しばらく美術部
やテニス部の活動からは遠ざかっていた私はその理由を
尋ねることもなく、ただ、自分がもうじき北海道旅行に出かける
ことだけを告げた。村田君がどう答えたのかはもう忘れて
しまったが、その時の彼らしくない、どことなく気弱な、ぎこち
ない笑みを浮かべた表情だけは今も鮮明に覚えている。
それが、彼と会った最後になった。
　その翌月、私は同クラスの中島栄治君と大阪駅で待ち
合わせ、予定通り北海道への旅行に出た。三週間ほどの、
国鉄の均一周遊券を使ってユースホステルを泊まり歩く旅行
だったが、その間、私は胸にある決意を固めていった。高専
をやめて、大学進学を目指すという決意だ。勉学意欲に
あふれているように見えた村田君とは違って、私は学年が
進むに連れて専門科目への違和感というか、こういうことを
生涯続けるのかと考えると暗澹たる思いに突き落とされる
日々が続いていた。そもそも入学時にも私は両親に普通校
への進学を懇願したのだが、父の定年退職が迫っていると
いう事情もあって、やむなく密かに温めていた医学者への夢を
諦めたのだった。
　九月に入って前期の期末試験が始まったが、私はその多く
を白紙で出した。留年するとなれば、大学進学に反対していた
父も諦めてくれるかも知れないと思っていた。その間、新聞
広告で見つけた朝日新聞の販売店に連絡を取り、母の目を
盗んでこっそり生活用具や衣類を詰めた布団袋をあらかじめ
その販売店に送った。父に反抗して大学を目指す以上、援助は
とても期待できないので、新聞配達をしながら受験勉強を
するつもりだった。そして、久しぶりに自分の荷物の整理と、

数人の友人に密かに別れの挨拶をするつもりで登校した時、
級友から、村田が昨日この教室に来てお前を捜してたぞ、と
知らされた。電気工学科の教室に行ってみたが、その日、
村田君は登校していなかった。夏休みのあとずっと休みがち
だと聞いて、彼が自分と似たような行動をとっていることを、
私はその時初めて知った。
　その翌日、私は夜明け前に起きてこっそり家を出、当時、
八木西口駅から出ていた大阪行きの始発電車に乗った。
そして私が新聞販売店の主人達とあれこれ相談している頃、
村田君は家近くの踏切りで飛び込み自殺を遂げたのだった。
　その後現在に至るまで、彼のことを思い出す度に、もし事前
に彼と会ってもっと胸襟を開いた話ができていたなら、と思わ
ないことはない。最後に会う機会をわずか一日のすれ違いで
逃したことを繰り返し恨みもした。会って話をしたところで彼を
踏みとどまらせ得たかどうか、ただ、彼の胸を塞いでいた
思いと自分の悩みとの間にどこか繋がるものがあったような気が
して、少しは彼を閉じ込めていた袋の紐をほどけたのではと
思えて仕方が無い。想えばあの頃ほど私が生きることに貪欲
だった時期は無かったようにも思え、そんな熱波のようなものが

少しでも彼に伝われば、また違った道が彼にも開けたのではと
思うのだ。
　高専五年生になって、私は少しでも受験勉強の時間がとれる
ようにと、校内の寮に入った。父とは、とにかく卒業さえすれば
あとは好きにして良いということで何とか了解をとった。厳しいと
だけ聞いていた村田君の父親が葬儀の席で泣いている姿を
見て、私も父と正面から向き合い、説得する努力を避けて来た
ことに思い至って家に戻ったのだった。先に、高専時代は苦い
思い出しかないようなことを書いてしまったが、この寮で過ご
した最後の一年間に受けた同窓生や先生方の暖かい心遣い
には、今も感謝の気持ちしかない。私がその翌春、何とか九州
大学に合格できたのも、みんなの助力無くしてはとても考え
られないことだった。それからの四十年余りを福岡での教員
生活に費やし、現在は亡き父母との約束通り、郷里の今井町
の自宅に戻ってリタイア後の日々を過ごしている。写真は、今
わが家のリビングに掲げている自作の水彩画である。もう
四十年近く前、フランス留学中に訪れた西海岸のエトルタの
風景だが、生家に戻ってからは、描き溜めたスケッチや写真
をもとに、こうした水彩画を描いて楽しんでいる。

奈良高専時代のこと　

新芽 奈良高専同窓会
周年記念 特別号50
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　奈良高専を卒業してはや五〇年余、古希を迎えて、残された
時間の少なさに思いが及ぶことも多くなった。そんな終末への
思いは、また一方であれこれ来し方の遠く掠れゆく様々な
出来事や人々の記憶を喚起するもののようで、自然と高専時代
のことに思い至ることも多くなった。誰にとっても十代後半の
数年は、その後の人生に大きな影響を与える一つの節目になる
時期だろうが、私にとっても、これまでの七十年余の中で奈良
高専の五年間ほど様々な思いが凝縮した濃密な時間帯は
無かったような気がしている。それは、二度と繰り返したくは
ない、苦い想いの詰まった月日でもあった。
　そんな風に思ってしまうのには、一人の同窓生の存在が
大きく影響している。電気工学科の村田真道君だ。機械工学科
の私が別クラスの彼とどういうきっかけで親しくなったのか、
もう詳しいことは覚えていないが、テニス部に続いて、美術部
にも彼を誘って一緒に石膏デッサンなどをする仲だった。彼は、
昭和３９年（1964年）に奈良学芸大（現・奈良教育大）の山田
ホールを借りて行われた開校式で入学生を代表して式辞を読み、
その後もクラスのトップを走り続けた、とびきりの勉強家として
知られた男だった。その彼が、高専四年生の秋、自宅近くの
踏切で近鉄線の特急列車に飛び込んで自殺したのである。
　今では考えにくいだろうが、当時、高専生の自殺はそう
珍しいことではなかった。いつだったか、村田君の自殺の
前にも、八濱校長が臨時の集会を開いて、高専生の将来は
決して悲観したものではない、と力説して、訳もわからず
集まった私たちを戸惑わせたことがあった。私は知らなかった
が、しばらく前に、新聞紙上に高専生の自殺が相次いでいる
との記事が載ったのだと言う。昭和三十年代後半、産業界
の要請を受けて中堅技術者の育成を目的に各地に五年制
の高専が新設された訳だが、戦前の、高専が多くの企業
リーダーを輩出したような時代とはもはや社会背景が大きく
変わってしまっていた。高卒者の多くが大学まで進学する

ような社会で、短大卒の資格しかない高専卒がはたして
どういう役割を果たせるのか、中学ではトップを争ったような
生徒が揃っていただけに、将来に強い不安を覚え、悲観する
生徒がいてもおかしくはない状況だった。現在では専攻科も
作られ、大学への編入も可能になっているが、当時はそんな
制度もまだ未整備だった。村田君を含む何人かの若い命の
犠牲が、その後のこうした高専改革に幾らかでも寄与する
ところがあったと思いたいが、はたしてどうだろうか。
  村田君がしかし、どんな理由があって自死を選んだのか、
結局の所、私はその正確な理由を知らぬままになってしまった。
四年生の、もう夏休みに入っていた7月末頃だったと思うが、
何かの用事で登校した折りに、人気の無い教室で一人石膏
デッサンをしている村田君に会ったことがある。なぜこんな時期
に一人で、と少し不審に思った記憶はあるが、しばらく美術部
やテニス部の活動からは遠ざかっていた私はその理由を
尋ねることもなく、ただ、自分がもうじき北海道旅行に出かける
ことだけを告げた。村田君がどう答えたのかはもう忘れて
しまったが、その時の彼らしくない、どことなく気弱な、ぎこち
ない笑みを浮かべた表情だけは今も鮮明に覚えている。
それが、彼と会った最後になった。
　その翌月、私は同クラスの中島栄治君と大阪駅で待ち
合わせ、予定通り北海道への旅行に出た。三週間ほどの、
国鉄の均一周遊券を使ってユースホステルを泊まり歩く旅行
だったが、その間、私は胸にある決意を固めていった。高専
をやめて、大学進学を目指すという決意だ。勉学意欲に
あふれているように見えた村田君とは違って、私は学年が
進むに連れて専門科目への違和感というか、こういうことを
生涯続けるのかと考えると暗澹たる思いに突き落とされる
日々が続いていた。そもそも入学時にも私は両親に普通校
への進学を懇願したのだが、父の定年退職が迫っていると
いう事情もあって、やむなく密かに温めていた医学者への夢を
諦めたのだった。
　九月に入って前期の期末試験が始まったが、私はその多く
を白紙で出した。留年するとなれば、大学進学に反対していた
父も諦めてくれるかも知れないと思っていた。その間、新聞
広告で見つけた朝日新聞の販売店に連絡を取り、母の目を
盗んでこっそり生活用具や衣類を詰めた布団袋をあらかじめ
その販売店に送った。父に反抗して大学を目指す以上、援助は
とても期待できないので、新聞配達をしながら受験勉強を
するつもりだった。そして、久しぶりに自分の荷物の整理と、

数人の友人に密かに別れの挨拶をするつもりで登校した時、
級友から、村田が昨日この教室に来てお前を捜してたぞ、と
知らされた。電気工学科の教室に行ってみたが、その日、
村田君は登校していなかった。夏休みのあとずっと休みがち
だと聞いて、彼が自分と似たような行動をとっていることを、
私はその時初めて知った。
　その翌日、私は夜明け前に起きてこっそり家を出、当時、
八木西口駅から出ていた大阪行きの始発電車に乗った。
そして私が新聞販売店の主人達とあれこれ相談している頃、
村田君は家近くの踏切りで飛び込み自殺を遂げたのだった。
　その後現在に至るまで、彼のことを思い出す度に、もし事前
に彼と会ってもっと胸襟を開いた話ができていたなら、と思わ
ないことはない。最後に会う機会をわずか一日のすれ違いで
逃したことを繰り返し恨みもした。会って話をしたところで彼を
踏みとどまらせ得たかどうか、ただ、彼の胸を塞いでいた
思いと自分の悩みとの間にどこか繋がるものがあったような気が
して、少しは彼を閉じ込めていた袋の紐をほどけたのではと
思えて仕方が無い。想えばあの頃ほど私が生きることに貪欲
だった時期は無かったようにも思え、そんな熱波のようなものが

少しでも彼に伝われば、また違った道が彼にも開けたのではと
思うのだ。
　高専五年生になって、私は少しでも受験勉強の時間がとれる
ようにと、校内の寮に入った。父とは、とにかく卒業さえすれば
あとは好きにして良いということで何とか了解をとった。厳しいと
だけ聞いていた村田君の父親が葬儀の席で泣いている姿を
見て、私も父と正面から向き合い、説得する努力を避けて来た
ことに思い至って家に戻ったのだった。先に、高専時代は苦い
思い出しかないようなことを書いてしまったが、この寮で過ご
した最後の一年間に受けた同窓生や先生方の暖かい心遣い
には、今も感謝の気持ちしかない。私がその翌春、何とか九州
大学に合格できたのも、みんなの助力無くしてはとても考え
られないことだった。それからの四十年余りを福岡での教員
生活に費やし、現在は亡き父母との約束通り、郷里の今井町
の自宅に戻ってリタイア後の日々を過ごしている。写真は、今
わが家のリビングに掲げている自作の水彩画である。もう
四十年近く前、フランス留学中に訪れた西海岸のエトルタの
風景だが、生家に戻ってからは、描き溜めたスケッチや写真
をもとに、こうした水彩画を描いて楽しんでいる。
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70A

兵 本  隆 司

　同窓会50周年おめでとうございます。学生時代から今まで
を振り返ってみました。
　3年生迄は寮生活でした､（私を除く）寮生はみんなまじめで
よく勉強していましたが､私はTV室の常連で 消灯点呼後も
抜け出しては深夜TV（11PM等）を見ていました。下級生
（同級、先輩にも）に『勉強の邪魔 や かわいがり（？）』をした
記憶もあり､この場を借りてお詫びしておきます。
　また、高学年寮に移ってからは宿直教官室に押しかけてい
ました。特に田北先生との話は深夜に及び､翌日先生が『今日
は眠い､眠い』と言いながら 私を指名『ドイツ語も大事ですが､
昨日はもっと大事な要件がありできませんでした』と答えると 
先生（ニヤリと）『今日だけだぞ…』のやりとりが毎回でした。
　寮から矢田寺まではよくランニングしました、途中までは平凡な
ランナーでしたがバス停前の急坂とそれに続く階段は得意で
本堂に着く頃は皆を抜いていました。抜かれたのはT先輩一人
だけでした、先輩は橿原競技場（当時400Mトラック未完成）
で実施された第一回陸上競技大会1500M走でダントツの
走りでゴール、運営協力の奈良教育大陸上部部員は（自分の
タイムと比べあまりに早いので）距離不足と判断し全員にもう
一周を課し、結局1900M走になりました。私も参加しており、
２回ラストスパートした苦しい思い出があります。
　修学旅行は3年生の秋 九州方面でした。この他に70Aは
自分達だけで企画・実行の『山陰方面卒業旅行』を4年生の
前期末試験後の休みに実施しました。クラスほぼ全員に加え
1～3年担任の中谷先生にも参加して頂いた楽しい旅行でした。
（国民宿舎利用で2泊4日、浜田荘で羽目を外し過ぎたのも
思い出）。通常の最終日試験は３科目で大阪駅発の電車（14時
頃）に間に合いません。駄目もとで『４Mのみ2科目へ変更』
を委員長新井君から樋口教務主事にお願いした所、了解
頂いた上に大阪市内まで学校のバスを出して頂きました
（先生に感謝！）。
　卒業後日産に入社､富士市のミッション工場製造部で切粉
と切削油にまみれ17年を過した後､本社原価企画部に移動。
アジア各国で海外生産する車の原価企画担当をしていた91
年末、突然 それまで全く無縁だった南アフリカ駐在の内示を

うけました。『南アはどこ？ ヨハネスブルグってどこ？』妻と高校
の世界地図で確認し不安が募りましたが 幼い息子と娘も
帯同する事にしました。
　ヨハネスブルグは昼間 青空と緑に囲まれた穏やかな所で
したが､日没後は恐怖の闇が広まるという感じでした。治安は
世界一悪く『ヨハネス旧市街は立ち入り禁止』『道路では歩く
な』『夜間の運転では　1）先々の信号を予測してできるだけ
停まらない､2）最悪赤信号でも一旦停止・左右確認してから
GO』と指示されました。
　約2年後 民主化総選挙（マンデラ大統領誕生）の際 暴動
も予想された時、日本大使館から『万一の際は 南ア軍に先導
してもらい自分達の車でジンバブエまで集団で逃げる』との
指示『南ア軍？本当に大丈夫？』と思いました。アメリカ人の妻
を持つ駐在員が受けた『すぐに米大使館に逃げ込め、１月分
の食料備蓄あり､空母（艦隊）をダーバンに派遣　ヘリでピストン
輸送し全員救出する』と比較すると不安は募るばかりでした。
　同じ頃外務省から派遣された危機管理専門家から『周囲
より半歩セキュリティのレベルを上げろ（犯罪者も怖い､リスク
は避ける）』『車は動いているかぎり凶器だが、停まれば獲物
（犯罪者の視線）』『悲観的に準備して、楽観的に行動せよ』
等々教育され､前任者から引き継いだ家からの引っ越しを
決意しました。
　苦労して探した家は『周囲全体を高い壁で囲みその上に
鉄条網さらに高圧電線､出入り口に銃を持った警備員が24H
いるエリア』の中の一軒家でした､ 庭には子供が遊べる小さな
プールもあり､ブーゲンビリア・ハイビスカス・バラ等の花 も々
咲いていて、エリア内の近くにある小池まで散歩も出来ました。
少し出費は増えましたが『安全と同時に快適性』が確保できました。

　私は学生時代から英語は大の苦手で、赴任前TOEIC400
点程度でした、赴任後いきなり経営会議に出席させられ コメ
ントを求められたりで 当初は苦労しました。（KDのENGや
T/M部品が大量に盗まれる、役員の社用車が2台も3台も
あり経費がかさむ 等々、日本語で聞いてもコメントできない
内容でしたが…） 

　自費で英語の個人レッスンを受けたり 周りの人（全員現地人）
と積極的に話をしたりで何とか上達しました。
　私の経験では『赴任後半年間は英語力』で評価されますが､
『その後は技術力』が評価されます。英語力は勿論大事ですが､
技術力はもっと重要です、日頃から努力をしてください。
　海外では日本料理が恋しくなります。南アでは刺身に出来る 
ケープタウン直送のタイ、伊勢海老やノルウェー産サーモンも
入手できました。薄い牛肉、イカやタコも買えたのでお好み焼き
やタコ焼きも作りました。
　また無性に『きんぴらごぼう』や『春菊の天ぷら』等も食べたく
なった時『サカタのタネ』を日本から持ち帰り 3か月かけて実現。
成田で箱買いした納豆を冷凍保存し、毎週1パックずつ家族
で分けて食べたりもしました。
　旅行が趣味だったので､あちこち行きました､南ア国内では
クルーガー国立公園とケープタウンが良かったです。
　クルーガー公園は家から北東約600㎞､自分の車で約7、
8時間かかります。南北360㎞､東西65㎞で面積は四国より
広い広大な自然動物保護区。動物が自然に生活しており､
BIG５（ライオン、ヒョウ、ゾウ、サイ、バッファロー）に出会えるかは
運次第。太陽が赤く全く電線のない世界、ゾウやキリンの家族
（10数頭）が車の直前を通過､200頭以上のバッファローが
地響きを立てて移動する場面に遭遇し感動しました。園内には昼間
のみ通行可の道路と所々に宿泊可能なキャンプがありました。
夜間人間は柵の中に入り、周囲から動物達が眺めていました。
　海外は､モーリシャス､スイス&イタリア､ビクトリア滝、ドイツ
＆イギリス､スペインを『地球の歩き方』を手に家族で回りました。
　4年間を通じて『家族の安全第一に海外生活を楽しむ（こんな
チャンスは一生で一回）』を常に心がけました。
　日産､JATCOを定年退職した後､2010年から寝屋川市の
EXEDY社に3年勤務。大阪では70Aの松田､中村､奥村（抜井）
君達が『日帰りで名所旧跡を巡る会』をやっていたので私も
参加し仲が良かったメンバーにも声をかけ 毎月実施 7～10人
程度集まるようになりました。通称『（70A）月例会』です。

　その後約4年間タイのバンコクで日産のアジアの統括会社
に現地採用されました。初日に現地で会社を経営している
70E銭谷君（高学年寮で同室）に携帯電話購入の手伝いを
頼み、入社説明会で隣の人も一緒に連れて行きましたが後で

73M高崎君と判明、また71Aの山下君（会社経営）と奥野君
（日系会社社長）もバンコク在住との情報。
　『４年間480人中5人も！』と驚き、早速『奈良高専同窓会
バンコク支部（未公認）』を設立し旧交を温めました。71A大辻
君が仕事で、69B藤岡先輩ご夫婦がゴルフで来泰時は一緒
に『おいしいタイ料理』を楽しみました。
（71Aのメンバー多数来泰の話もあり楽しみにしていましたが、
爆弾テロ事件でキャンセルになり残念！）

　バンコクの治安は爆弾テロもあり危険な時期もありましたが、
南アに比べるとはるかに安全、日本のTVも視聴可で 日本料理店、
食材店も多くなんでも手に入りました。（簡単に手に入りすぎて
開拓する楽しみがない）
　バンコクは単身でしたが、時々家族が来てタイ国内、ベトナム、
ラオス、ブータン等周辺国をまわりました。
　また、70A小柳、新井、奥村、中村君も来てくれ、中村君と
は一緒にアンコール・ワットにもいきました。
　尚、バンコク在住のOB/OGがおられれば残っている銭谷､
山下両君に連絡下さい。（Web新芽公開メアドへ）
　2017年に完全リタイヤし神奈川県厚木に帰ってきました。
　大阪の『月例会』はリタイヤ組が増えて参加者が毎回10～
13人になっており、私も年に１～２回参加しています。全国区の
『70A同窓会（1泊）』は 最近は毎年開催しています（去年は
中谷先生も参加）。2019年は初めて関東（鎌倉方面）で実施
予定です。

　卒業して約50年、出会ってから55年も経過していますが、
気兼ねなしに集まって同じ時間を共有できるのは高専の仲間
が1番です、今後も交流を続けていきたいと思います。
　先日『東京五輪のボランティア』に登録し、オリエンテーション
に参加しました。要請が来れば大会の成功に尽力したいと
思っています。（ヒマつぶしとボケ防止）

高専時代～海外生活～同窓会の
振り返り　

会員からのメッセージ 新芽 奈良高専同窓会
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の世界地図で確認し不安が募りましたが 幼い息子と娘も
帯同する事にしました。
　ヨハネスブルグは昼間 青空と緑に囲まれた穏やかな所で
したが､日没後は恐怖の闇が広まるという感じでした。治安は
世界一悪く『ヨハネス旧市街は立ち入り禁止』『道路では歩く
な』『夜間の運転では　1）先々の信号を予測してできるだけ
停まらない､2）最悪赤信号でも一旦停止・左右確認してから
GO』と指示されました。
　約2年後 民主化総選挙（マンデラ大統領誕生）の際 暴動
も予想された時、日本大使館から『万一の際は 南ア軍に先導
してもらい自分達の車でジンバブエまで集団で逃げる』との
指示『南ア軍？本当に大丈夫？』と思いました。アメリカ人の妻
を持つ駐在員が受けた『すぐに米大使館に逃げ込め、１月分
の食料備蓄あり､空母（艦隊）をダーバンに派遣　ヘリでピストン
輸送し全員救出する』と比較すると不安は募るばかりでした。
　同じ頃外務省から派遣された危機管理専門家から『周囲
より半歩セキュリティのレベルを上げろ（犯罪者も怖い､リスク
は避ける）』『車は動いているかぎり凶器だが、停まれば獲物
（犯罪者の視線）』『悲観的に準備して、楽観的に行動せよ』
等々教育され､前任者から引き継いだ家からの引っ越しを
決意しました。
　苦労して探した家は『周囲全体を高い壁で囲みその上に
鉄条網さらに高圧電線､出入り口に銃を持った警備員が24H
いるエリア』の中の一軒家でした､ 庭には子供が遊べる小さな
プールもあり､ブーゲンビリア・ハイビスカス・バラ等の花 も々
咲いていて、エリア内の近くにある小池まで散歩も出来ました。
少し出費は増えましたが『安全と同時に快適性』が確保できました。

　私は学生時代から英語は大の苦手で、赴任前TOEIC400
点程度でした、赴任後いきなり経営会議に出席させられ コメ
ントを求められたりで 当初は苦労しました。（KDのENGや
T/M部品が大量に盗まれる、役員の社用車が2台も3台も
あり経費がかさむ 等々、日本語で聞いてもコメントできない
内容でしたが…） 

　自費で英語の個人レッスンを受けたり 周りの人（全員現地人）
と積極的に話をしたりで何とか上達しました。
　私の経験では『赴任後半年間は英語力』で評価されますが､
『その後は技術力』が評価されます。英語力は勿論大事ですが､
技術力はもっと重要です、日頃から努力をしてください。
　海外では日本料理が恋しくなります。南アでは刺身に出来る 
ケープタウン直送のタイ、伊勢海老やノルウェー産サーモンも
入手できました。薄い牛肉、イカやタコも買えたのでお好み焼き
やタコ焼きも作りました。
　また無性に『きんぴらごぼう』や『春菊の天ぷら』等も食べたく
なった時『サカタのタネ』を日本から持ち帰り 3か月かけて実現。
成田で箱買いした納豆を冷凍保存し、毎週1パックずつ家族
で分けて食べたりもしました。
　旅行が趣味だったので､あちこち行きました､南ア国内では
クルーガー国立公園とケープタウンが良かったです。
　クルーガー公園は家から北東約600㎞､自分の車で約7、
8時間かかります。南北360㎞､東西65㎞で面積は四国より
広い広大な自然動物保護区。動物が自然に生活しており､
BIG５（ライオン、ヒョウ、ゾウ、サイ、バッファロー）に出会えるかは
運次第。太陽が赤く全く電線のない世界、ゾウやキリンの家族
（10数頭）が車の直前を通過､200頭以上のバッファローが
地響きを立てて移動する場面に遭遇し感動しました。園内には昼間
のみ通行可の道路と所々に宿泊可能なキャンプがありました。
夜間人間は柵の中に入り、周囲から動物達が眺めていました。
　海外は､モーリシャス､スイス&イタリア､ビクトリア滝、ドイツ
＆イギリス､スペインを『地球の歩き方』を手に家族で回りました。
　4年間を通じて『家族の安全第一に海外生活を楽しむ（こんな
チャンスは一生で一回）』を常に心がけました。
　日産､JATCOを定年退職した後､2010年から寝屋川市の
EXEDY社に3年勤務。大阪では70Aの松田､中村､奥村（抜井）
君達が『日帰りで名所旧跡を巡る会』をやっていたので私も
参加し仲が良かったメンバーにも声をかけ 毎月実施 7～10人
程度集まるようになりました。通称『（70A）月例会』です。

　その後約4年間タイのバンコクで日産のアジアの統括会社
に現地採用されました。初日に現地で会社を経営している
70E銭谷君（高学年寮で同室）に携帯電話購入の手伝いを
頼み、入社説明会で隣の人も一緒に連れて行きましたが後で

73M高崎君と判明、また71Aの山下君（会社経営）と奥野君
（日系会社社長）もバンコク在住との情報。
　『４年間480人中5人も！』と驚き、早速『奈良高専同窓会
バンコク支部（未公認）』を設立し旧交を温めました。71A大辻
君が仕事で、69B藤岡先輩ご夫婦がゴルフで来泰時は一緒
に『おいしいタイ料理』を楽しみました。
（71Aのメンバー多数来泰の話もあり楽しみにしていましたが、
爆弾テロ事件でキャンセルになり残念！）

　バンコクの治安は爆弾テロもあり危険な時期もありましたが、
南アに比べるとはるかに安全、日本のTVも視聴可で 日本料理店、
食材店も多くなんでも手に入りました。（簡単に手に入りすぎて
開拓する楽しみがない）
　バンコクは単身でしたが、時々家族が来てタイ国内、ベトナム、
ラオス、ブータン等周辺国をまわりました。
　また、70A小柳、新井、奥村、中村君も来てくれ、中村君と
は一緒にアンコール・ワットにもいきました。
　尚、バンコク在住のOB/OGがおられれば残っている銭谷､
山下両君に連絡下さい。（Web新芽公開メアドへ）
　2017年に完全リタイヤし神奈川県厚木に帰ってきました。
　大阪の『月例会』はリタイヤ組が増えて参加者が毎回10～
13人になっており、私も年に１～２回参加しています。全国区の
『70A同窓会（1泊）』は 最近は毎年開催しています（去年は
中谷先生も参加）。2019年は初めて関東（鎌倉方面）で実施
予定です。

　卒業して約50年、出会ってから55年も経過していますが、
気兼ねなしに集まって同じ時間を共有できるのは高専の仲間
が1番です、今後も交流を続けていきたいと思います。
　先日『東京五輪のボランティア』に登録し、オリエンテーション
に参加しました。要請が来れば大会の成功に尽力したいと
思っています。（ヒマつぶしとボケ防止）

新芽 奈良高専同窓会
周年記念 特別号50
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尾 崎  信 次

　卒業後、就職した会社では事務処理向けのコンピュータを
開発・製造・販売をしていました。SSI/MSIレベルのTTL 
ICを１千本以上使用し、磁気ドラムをメインメモリーとした
ものでした。当時の典型的な小型コンピュータと比べると演算
機能は低いが、記憶容量が多い事を特徴としていました。
　当時のICは殆どアメリカメーカ製でしたが、不良率は高く、
2%以下なら文句をいうなというレベルでした。それを検査・
修理する事で、回路設計の考え方等を学ぶ良い機会でも
ありました。徐々に日本メーカ製のICに置き換わってくると、
不良が殆ど出てこなく、驚かされました。当時、話題になった
日米の電子部品の信頼性の差をもろに感じた所でした。アメ
リカメーカもその後対応し、差は無くなりましたが、当時日本
メーカ製がシュアを取る大きな理由の１つでした。
　その年の年末頃、技術雑誌にアメリカで１チップCPUが
発表された、なんて小さな記事がでます。それが、最初期の
マイクロプロセッサ4004でした。マニュアルを入手し、検討
しましたが、使うには能力不足だったように記憶しています。
　1970年代中旬、I8080が出てきた頃から、それを使用
したハード・ソフト開発会社が日米を中心として、世界中で
出てきました。CPUチップがあるだけで、０から開発するという
ことで、日米の会社は同じような所からスタートしました。シス
テムソフトを含め、日本メーカも最初は遜色ない物を作って
いたように思われました。結局、残ったのはマイクロソフトと
アップルだけとなりました。アメリカでも残ったのはその２社だけ
ですから、結局は経営力の差でしょう。しかし、良さげそうな
ものを開発したら、周辺がそれに乗って次々に追加開発して
いくオープン性が強いことを当時から感じさせられました。
それに対し、日本では同じような物をそれぞれ独自に開発し、
囲い込んでしまうことが多かったようです。
　そのような開発会社の起業に参加するということで、第１回目
の転職を行いました。CPUはモトローラの6800/68K系に
いった、というのは１つの判断ミスではありましたが。
　開発したボードコンピュータやI/Oボードに既存のリアル
タイムOSを載せ、工場等の設備制御機器を設計するような
仕事が中心となりました。医療機器やシーケンサの下請設計
等も行いました。

　モータを含んだ制御機器を設計している時、モータの加減
速制御をワンチップCPUで行うと良いのでは、と思いつき
ました。当時のワンチップCPUは、窓から紫外線を当てて消去
するEPROM方式か、マスクROMを起こす方法しかありま
せんでした。マスクROM方式は開発費がかかりますが、
安価に作ることができ、一般に販売することで、結構利益を
上げることができました。また、CPUの周辺機能をゲート
アレーでおこし、基板の面積やコストダウンにも寄与しました。
後にパソコンのブリッジ回路といわれるような部分です。
　これらのセミカスタムICの開発を続けるように提案して
いましたが、通らず、それならと独立して自分で始めることに
しました。時は昭和から平成に変わった頃、バブル真っ盛り
の東京に嫌気もさして、奈良に戻って来ることにしました。
資本金１千万円があるのに、銀行に半ば強制的に借り入れ
させられたのが、バブルの一端を示す所でした。
　最初に開発したのが、キー・ディスプレイ制御機能をワン
チップCPUで行う物でした。これは三世代目まで続き、それ
なりに売上に貢献しました。
　次に開発したのが、I/O基板にCPUを搭載し、メイン
CPUとのデータ転送を制御するICでした。技術雑誌に結構
大きく取り上げられたりしましたが、商売としては大転けで
した。パソコンのI/OバスがPCIバスに転換する時期に
ちょうどあたり、ISAバスを前提にしたICは殆ど売れません
でした。PCIバス対応の同等の物を作るか、という話も出て
きましたが、開発費のメドが立たず立ち切れとなりました。
　以降、自社開発は無理となってしまい、受注仕事中心と
なってしまいました。
　ある時、生産中止になるICとコンパチブルなICを作って
くれないか、という話が舞い込んできました。I8279という
キー・ディスプレイ制御ICです。それまでゲートアレーの
設計は回路図入力方式で行っていましたが、Verilog HDL
という言語での設計となり、その効率の良さに驚かされました。
このICも標準品として売ることになりました。
　いつの間にやら、ワンチップCPUのROMはフラッシュ
メモリーに、ゲートアレーの代わりにFPGA/PLDと、ユーザー
側で簡単に書き込むことのできるデバイスが主流となり、
マスク開発はよっぽどの大量生産でないかぎり必要性は無く
なってきました。
　先ほどの２種類のキー・ディスプレイ制御ICは標準品とし
て販売してきましたが、それらの生産も今年終了することに
なり、それを機会に会社としては解散する事にしました。全くの
偶然ですが、平成の始めに興した会社は平成と共に終了
する事になりそうです。
　これからは個人名義で少数の受注仕事を受けながら、半分
趣味としてOpen CoresやRaspberry Pi等に関係して
いこうかな、などと考えています。

失敗だらけの人生だったけど、
やりたいことはやってきた

会員からのメッセージ 新芽 奈良高専同窓会
周年記念 特別号50
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岩 名  孝 夫

　奈良高専同窓会50周年おめでとうございます。このめで
たい記念の年に、浅学菲才の私が、’68年入学の機械工学科
から推挙していただいたことに、驚きと感謝の気持ちで、
パソコンに向かっています。
　一言で五十年と言えば簡単ですが、高専時代五年間の
十倍の社会生活を営んで今日があるのだと、改めて時の流れ
の速さを感じています。人生の第四コーナーを回り、その先
のゴールを見ながら高専時代、その後就職した電電公社、
NTT時代そして縁があり再々就職し今も働いている古河
電工のことを、私生活を絡めながら、書いてみます。
【青春篇】
　私たち第五期生が入学した1968年（昭和43年）は、’64年
の東京オリンピックに続く高度成長期真っただ中におり、
米作りとお茶、トマトそして冬場は、水道工事などの出稼ぎで
糧を得ていた父にも定職が転がり込んできた時期でもあった。
普通高校に行って、うまくいけば授業料の安い公立の大学に
でも入るのかと漠然と思いながら、奈良市東部山間地域の
中学生だった私にも、父親や担任から「高専に行ったら、授業
料も安く寮もあり短大並みの資格が得られる！」という今から
思えばかなりのプレッシャーを感じながら、受験のため前日
降った雪の残る道を、近鉄郡山駅から当時ではモダンな校舎
へ向かった思い出がよみがえってきた。結果は補欠合格。
郡山高校へ行くつもりだった私には、ここが人生の大きな
転機になった。
　その年の4月に父が初めて買った、室内に2ストロークオイル
の匂いが充満する中古のダイハツミゼットで、布団とわずかな
家財道具をもって入学式前日に入寮した。寮は四人部屋で
一級上の先輩と一緒だった。旧制高校のような、いわゆる
バンカラが横行する、厳しくも楽しい雰囲気だった。
　酒も餃子もラーメンを覚えたのもこの頃であり、世間では
「ちばてつや」さんの「明日のジョー」が週刊少年マガジンで
一世風靡していたし、70年安保改正に向かいながら、学生
運動のうねりが各地で起こり、フォークソングも大流行していた。
アメリカと韓国はベトナム戦争に参戦していたし、私も含め
当時の若者は、景気がどんどん上向いて豊かになっていく
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安全な日本で、ベトナムでの戦争に反対のポーズ（今から思
えばポーズだった気がする）を取っていた。
　学校の授業は、進むのも早く、私にはついていくのが
精いっぱいだったが、機械工学科の実習は鋳物で灰皿を
作ったり、機械油のにおいが充満した実習室での旋盤作業は、
座学とはまた違う楽しみな時間でもあった。
　育ちざかりの若者にとっては、寮生活は衣食住の心配も
なかったが、食堂の食事の量も少なく、夜な夜なアルミ鍋で、
インスタントラーメンばかりを食べていた記憶がある。
　受験勉強がないので、試験前しか勉強せず、アルバイトで
稼いだお金と国鉄の周遊券を握りしめ、北海道をはじめ全国
各地を、当時一泊二食550円のユースホステル等に泊まり
歩いたものだ。
　1970年春には大阪万博が始まり、三年生になり、学生寮
で同室になった、四年生のKさんに、無理やり学生会の副会長
に引きずりこまれたことも、あとで思えば、多種多様な考えを
持った人たちと出会えたことが後の私の人格形成に影響を
与えたと思う。三島由紀夫氏が陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地で
自死したのも、この年だった。哲学の時間で、三鼓先生が授業
を中断して、三島氏の話をしてくれたこともよみがえってきた。
　先輩や同級の山下君の紹介で、国鉄奈良駅南の出光興産
奈良出張所直営ガソリンスタンドでアルバイトの職を得たのも
このころだった。平日は、授業が終わって、午後5時から8時
まで、土曜、日曜は、朝8時から夜8時まで働いたものだ。奨学金
と合わせて月に二万円くらいの収入が入ると同時に、親から
の仕送りが、なくなった時でもあった。夏休みなどは、スタンド
の駐車場で毎朝、国旗と安全旗を掲揚し、ラジオ体操そして
ワードレーニングを、世の中を「斜」に構えて見ていた私には
「何でこんなことセナアカンの？」と思っていたが、数年後社会
にでて、いろんな場面で、やってて良かったとあとで気づくこと
になる。出光興産といえば、数年前「本屋大賞」を受賞した、
百田尚樹氏の「海賊とよばれた男」を読む機会があり、
あらためて創業者出光佐三氏の社員を大切にする人柄と
その社風に、あらためて思いをはせた。

旅の空から
The Long and Winding Road
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　1971年四年生の冬、クラス対抗のラグビーの試合で、右
肩鎖骨を骨折をし、父親に奈良市内の整形外科へつれて
いってもらい、そこで視たのが連合赤軍のいわゆる「浅間
山荘事件」であった。元来の頭の悪さと、右手を使えない
ハンディキャップで、五年生への進級も冷や汗ものだったと
まだ記憶に新しいし、時々夢にうなされることがある。
　いよいよ五年生になり、あまり自分自身が何になりたいか、
何をしたいのかもわからず、親は公務員になれと言うし、私は
漠然と一度工場見学に行ったシャープに入って、洗濯機の
設計でもやれたらと思っていた。親の期待には応えられない
が、腕試しに当時役所と同じような企業と思っていた、電電
公社でも受けてみようと、当時研究室の阿野先生に相談したら、
「機械工学科に募集もないので、まず駄目だろう！」といわれ
たが、ともかく親の顔だけはたてておこうと、大阪城向かいに
当時はそびえていた、電電公社近畿電気通信局へ願書を取
りに行った。その後筆記試験に奇跡的に合格し、次の面接に
着ていく学生服がなく、誰かのを借りて、長かった髪も少し
切り、面接に臨むも、受かる気も入る気もなかったので、ベトナム
戦争のことや、学生時代に自治会の活動をやったこと、在日
の同級生がアルバイト探しの時に、いやな差別にあったこと等
好きなだけ話したので、「これで落ちたな！」と思ったら、合格
してしまい、機械工学科の就職担当だった有馬先生に、「機械
工学から電電公社に入ったのは岩名君が最初だから、ぜひ
入社すべき！」と言わた時も「こんな風に人生の道すじが決ま
るんだ」と思った。
　のちに結婚した26歳のころ、この時の面接官だった方が、
当時雲の上のような上司で赴任された歓迎会で、私のことを
「君のことはよく覚えているし、正直だったから採用したんだ」
と言われた時、救われた気がした。
　卒研は、阿野研究室で井上智司、松井良一、吉岡秀和君
と「遊星歯車を用いた自動変速機」を松井、吉岡君の両氏に
助けられ、バイトや遊びでよくサボっていた井上君と私は、
なんとか卒業できた。
【青年から壮年へ】
　1973年4月の電電公社近畿電気通信局の入社式は、’72年
の秋に、女の子と観に行った「Led　Zeppelin」コンサート会場
だった中之島フェスティバルホールで、3千人余りのマンモス

入社式だった。当時の電電公社は「全国自動即時網計画
（電話がダイヤルですぐ繋がるようになる）」真っ最中で、大量
の新入職員（社員の事）を必要としていた。このうち高専
卒業生は28名（奈良高専からは4名）だけで、大半を占めて
いた女性は、各地に点在する市外電話局のオペレータだった
ことは後程知ることになる。我々28名の高専卒は四月上旬
に、東京都世田谷区成城学園前近くの、中央電気通信学園で、
全国で採用された152名の高専卒と一緒に、前期後期都合
六か月の学園研修、半年の電話局等の現場実習を得て、
一年後から現場に配属される。ここから2007年3月まで、
電電公社、NTTそしてNTT西日本の34年の長きにわたる
サラリーマン生活が始まった。電気通信学園に入って、わかった
のは官僚組織のようなハイアラーキーがあったことだ。所謂
キャリア（全国を異動する本社採用のA採とよばれ88年まで
続いた）、の大卒、院卒の職員、そしてA採になれなかった
大卒、そして我々高専卒と高卒の職員でこの公社は成り立って
いた。85年の民営化以降は、本人の努力や運もあり、高専、
高卒の人たちの中でも、どんどん上の地位につける実力主義
の会社であったのも事実である。
　最初の勤務地は、京都大学南で、京大病院向の「京都
吉田電報電話局電話工事課」で電話の取り付け工事や故障
の修理が主な仕事であった。エリアは北は丸太町通り、南は
三条通、東は蹴上から哲学の道、そして西は鴨川に面した
川端通りと風光明媚なところであった。ランドマークに平安
神宮、銀閣寺、南禅寺、赴任中にフォード大統領やエリザベス
女王がお泊りになられた、蹴上の都ホテル、そして若き日に
出会った同い年の「故河島英五」氏も三条京阪の「ナイト
クラブ　ベラミ」で前座を勤めていた。
　高専卒の同期の連中が、上部組織の近畿電気通局や
日比谷の本社そして研究所などに、入社3年後あたりから、
異動していくのに、私は京都に8年もいることになり、やや
焦りとあきらめの時代でもあった。
　その後大阪勤務になり、30歳で初めて南高槻電話局の
係長に赴任する。1985年の民営化直前で、まだまだ親方日の
丸的な組織や仕事ぶりで、ここでバイト時代の出光の給油所
の経験が大いに役に立つことになった。その後、京橋の電気
通信学園のインストラクターになり、高卒や国鉄から来た
連中に、三年間教える機会を得る。この時の教え子たちが
今の私のお客様にもなっている。
　その後54歳の2007年3月までNTT、NTT西日本で働き
続け、最後は京都の烏丸御池で34年間の電電生活を終える
ことができた。この間の私にとって大きな思い出は、7年間
ほど海外プロジェクト並びに海外のお客様のコンサルティング
業務に従事したことである。
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　38歳で課長になって二年目の’93年にNTTがタイ王国
で、「バンコク以外の地方都市に100万回線の固定電話の
NWを構築するTT&Tプロジェクト」に参加しないかを打診
されたことである。このまま関西で先の見えた仕事をするより、
人生を変えてみようと、応募したら、TOEIC300点余りの
実力ではとても採用されなかったが、当時面接をされた、後に、
ニュースステーションのキャスターや、スリランカテレコムの
CFOそしてクレディスイスのマネージングダイレクターを
歴任された、国際室次長の田上智氏がなぜか私を東京での
プロジェクトバックアップ部門に採用してくれた。その後会社
からベルリッツスクールにも通わしてくれ、TOEICが500点
半ばになった頃（たった500点余りで！）、1995年5月にNTT
第二の海外投資案件でフィリピンの携帯電話会社に赴任
することになった。ここでマニラ市のあるフィリピンルソン島
に70万回線の固定電話NWを構築する仕事である。工事
のコントラクターはスウェーデンのEricssonで200名あまり
の現地スタッフと共に二年余り仕事をする機会を得た。ここ
では異文化間コミュニケーションの難しさをいやというほど
経験させてもらった。このころからインターネットが徐々に
拡大しつつあった時代で、仕事のやり方も生活スタイルも
どんどん変わってきた。
　一度だけ、サンミゲールビールを飲みながら、同い年の
ローカルスタッフと第二次大戦の話になった時があり、「私たち
の両親や祖父母達はあの頃の戦争や日本兵を憎んでいる
かもしれないが、我々は今同じ船に乗っている。我々は今の
日本人とは戦っていない」と話してくれたのが印象的であった。
今も彼らとは、現在もfacebookを通じて再会し、何組もの
当時の仲間が、家族連れで日本へ大阪へ遊びに来てくれて
いる。
　’95年7月帰国後、大阪へ異動で戻り、この時の経験が
買われたのか、上海、バンコクそして国内のハブ空港の情報
通信ネットワークのコンサルや、構築の仕事を三年余り従事
する。
　この時、逆に空港NWが素人の我々を、北米の会社から
コンサルしてくれた、イギリス人のDr.Christerとは今も付き
合いが続いており、三年前の2016年の秋に彼の住む
Phoenixを訪ね、二人で彼のRangeRoverで、アリゾナの

砂漠やセドナ、RT66そしてグランドキャニオンを二泊三日で
走破したのが、最高の旅であった。
　彼は私たちのプロジェクトグループが、寒い上海の片隅の
ホテルで、窮地に落ち込んだチームに「It is not over until 
the fat lady sings.」と決してあきらめてはいけないと励ま
してくれた。
　54歳で早期退職をし、再就職したのが今もフルタイムで
働いている「古河電気工業㈱」である。30代前半インストラクタ
になったころ、光ファイバーが、通信ケーブルに使用されだし
瞬く間に約3,000万ユーザ宅まで張り巡らされたFTTHという
技術。そしてこの光ネットワークにより、GAFAと呼ばれる
グループ等が中心になり全世界の人々の暮らしまで変えて
しまった。働き出して40数年、人と人のコミュニケーションを
つないだり、つなぐ媒体を作って売る仕事をしてきて、人生の
最終コーナーを、今もこの会社と働ける喜びをかみしめている。
【おわりに】
　今年結婚40周年を迎えるが、この間陰日向になり寄り
添い支えてくれた、妻には本当に感謝している。
　私たちのクラスＭＡは、二年前タイ日産で働いていた高崎
優君の世話でバンコク郊外でゴルフをしたり、機会がある
ごとに集まっており、遠く関東に居を構えた同級生にも、
メーリングリストで近況を伝え合ったり、病気の友を励ましたり
して旧交を温めています。
　最近では、私と同じ卒研グループの、井上智司君が昨年
65歳で、一部上場の新家工業㈱の社長になったのも明るい
ニュースである。
　この文集で高専に入学して50年余りの歳月を振り返るいい
機会でもあったが、一年から四年までA組を担任してただいた、
一年（’68）の石川先生、二年～三年（’69～70）の中谷先生、
四年塩田(’71)先生、そして私の卒研担当だった阿野先生
並びにクラスのみんなの卒研を担当していただいた先生方、
学校のスタッフの皆様にこの場をお借りして御礼を申し上げ
ますとともに、この文集を一足早く向こう岸に逝った、高橋
実君、吉岡武造君に捧げます。
　　　　　　　　　　　　　2019年3月14日　博多にて

　以下に’68入学ＭＡの思い出があります。
https://nis.nikonimagespace.com/html/guest/ja/i
ndex.html?g=Hk8fhjFV7i5FCATKzir82vBiK1BR0
hyZRzK1fL_mRupSdzuxZPm6u-ICq7jpxfTYgE2Fs
vQWRpU-pmYdumnfaQ#grid
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楠 井  正 昭

　私は昭和44年（１９６９年）４月に電気工学科に入学して以来
５０年間、常に電気屋を職業とし、時には友として電気と共に
暮らしてきました。これから、今も続く私と電気が歩んできた
これまでの50年を皆さんに紹介したいと思います。

（今も続く電気屋のしごと）
　現在、私は自宅の近くの従業員１５名程の医療機器製造販売
会社で工場長をしております。約７年前に３０年余り務めた
前職を早期退職という形で離職後、ハローワークの紹介で
この会社にやってきました。当時この会社は医療機器販売のみ
の事業内容でしたが、私の入社により製造販売業のライセンス
を取得し、販売に加えて「製造」をも始めることができました。
　このとき役に立ったのが、「高専の電気工学科卒業資格」でした。
医療機器製造の国家ライセンス取得には学歴要件を満たした
責任者を置くことが必須条件だったからです。当時、母校奈良
高専の学生課にお願いして卒業証明書を発行していただき
ました。卒業後約４０年近く経っても快く対応していただいたこと
にとても感動し、今でも感謝しています。
　私の勤める工場では、医療機器としてのパルスオキシメータ
や非医療機器ですが酸素発生器、酸素濃度計などいくつか
の電気、電子応用製品を製造しています。しかし電気の知識
を持つものは、社長含む全社員の中で私一人だけですので、
製品設計だけでなく、電気設備の修理や点検からPCの不具合、
サーバーの設定などすべて私が担当しています。

（電気との出会い）
　５０年前、電気工学の道に進むことになったいきさつは
こうです－－－。
　中学３年の秋、「公立高校の滑り止めで受験してみない
か？」って進路指導の先生に勧められたとき初めて奈良高専
の存在を知りました。中学では理科クラブに所属していたので
もともと科学に興味がありました。
　「高校受験の滑り止めなら高専を受験してもいいかな」って
思って迷うことなく申し込みました。当時はカラーテレビ、
クーラーなど電化製品が賑やかに花開いていく時代でしたので

受けるなら「電気工学科」にしました。（当時は、機械工学科、
化学工学科、電気工学科からの三択でした）
　受験直前の １９６９年１月 に起きた東大安田講堂事件（全学
共闘会議および新左翼の学生が、東京大学本郷キャンパス
安田講堂を占拠していた事件）の発生は、私にとって将来の
進路を決める重大な出来事でした。連日テレビ中継で報道
される険悪な最高学府で起きた事態に「日本の大学ってどう
なるんだ？」、普通高校に通って大学進学するという夢が自分
の心の中でぐらぐら大きく揺らぐ毎日でした。
　そうした中、高専の入学試験を受験し合格しました。迷いま
したが安田講堂事件が公立高校の受験を断念させました。
この先「電気」で生きていく決心をしたのはこのときでした。

（深く電気を学ぶ）
　高専５年間の生活はとてもリラックスできて快適でした。
大学受験が無いことや、学業成績について担任にも親にも
意見されず自己責任ですがいつもマイペースでいられるのが
良かった。ただ連日８時限の授業はいつも睡魔との闘い
でしたが－－－。
　２年生（１９７０）の春から秋にかけて大阪万博が開かれ、２１
世紀の夢の世界に希望を沸かせました。
　３年生になるといよいよ電気工学のメイン授業がはじまりま
した。電気磁気学、交流理論、電子回路・・・とても難しく感じ
ましたが、理解は別として今でも授業で習ったことだけは覚え
ています。
　４年生（１９７３）の秋、第一次オイルショック（OPECの石油
戦略により、石油価格が高騰し、世界経済に大打撃）が発生。
各企業は翌年度の新卒採用を次 と々縮小。上級生の就職活動
は困難を極めたと憶えています。
　５年生の卒業研究では成田研究室でホログラム研究。測定
データと自分で作ったプログラムをパンチカードにし何度も
大阪・梅田まで出向いて当時大型計算機に計算を依頼に
行ったことを覚えています。オイルショックの影響を心配して
いた就職活動も、その後１年でほぼ回復し、無事希望の会社
に就職することができました。

（いよいよ電気屋になる・・・・・国鉄に就職）
　最初の就職先の国鉄では私の希望通り、信号システム工事
を担当する部門に配属されました。鉄道の電気屋として高専
で学んだ知識や技術を生かせる分野と思ったからです。在来線、
新幹線の信号システムの新設や改良工事の設計、施工監督
を計約10年担当しました。10年も同じ仕事を続けると、いろいろ
不都合を見つけたり不満がでてくるものです。
　一つ目の不満は、電気屋は国鉄社内でとても勢力が弱く、
運転屋や保線屋に頭が上がらないことです。何故か？予算の

多さや人数規模で社内勢力地図が出来上がる構図だったから
です。しかも電気屋の中でも信号は通信とともに電力部門
よりも更に低い地位にありました。社内の他部門の人間に何
をするにも頭を下げないと仕事ができない。そんな不都合に
日常不満を感じていました。
　二つ目の不満は、過去の経験、実績を重視して新技術を
積極的に取り入れようとしないこと。また職場には新技術の
提案やアイデアを検討や議論する場もなく、本社から指示・
承認された技術だけを使うだけの組織でした。

（新たな電気の世界へ・・・・三菱電機時代）
　入社10年目にして、当時経営破綻寸前の国鉄から３年間
の約束で三菱電機の半導体設計工場へ出向を命じられました。
　ここで、最初に与えられた仕事は他社製６４K EEPROMの
受入検査プログラム開発と性能評価でした。半導体に関して10
年前に高専で習ったディスクリート・トランジスタしか知識が
無い人間ですからとても苦労しました。専用自動テスタ、特
殊なプログラミング言語、メモリって何？、EEPROMって
何・・・・、社内で誰も手取り足取り教えてくれませんから独学
しました。嫌がられても人に聞きまくりました。ただ高専で
教わったプログラミング言語FORTRANはこのときとても役に
たちました。
　２年後、苦労は自信に変わっていました。半導体のテスト屋
として社内で一人前として認めて貰えたのです。以降、次 と々
テストプログラムやテスト自動化システムの開発の仕事をこな
していきました。
　そうしたなか、出向から３年が経ち、国鉄は分割され今のJR
に変わることになりました。そのとき既に私の戻りたい席はJR
には無いことが判り、国鉄を自ら辞めることにしました。一方、
当時半導体メモリ事業が絶好調だった三菱電機は私を快く
引き留めてくれ、社員として採用してくれました。もしJRに戻った
なら電気の仕事を続けられなくなっていたかもしれません。

（奢れるもの久しからず・・・・・二度目の希望退職）
　入社した直後の1990年代は、日本半導体が全盛の時代で
した。NEC、東芝、日立、富士通、沖、そして三菱・・・各社が
DRAM事業にしのぎを削っていました。しかし業界は常に
好不況の繰り返しで所謂シリコンサイクルに悩まされていました。
日本の半導体メーカー各社は、度重なる不況再来を恐れて
投資抑制をした結果、2000年頃から資金力に勝る韓国、台湾
のメーカーにどんどん引き離されてしまいました。日本の半導体
各社はメモリー事業を諦め、カスタム製品であるSOC（システム
オンチップ）事業に集中するも日本の製造業は既に海外移転
で空洞化しており国内に需要はありませんでした。そして私の
勤めていた会社でも人員整理の嵐が社内に吹き荒れました。

どんな会社でもいつまでも繁栄は続かないことを思い知りました。
好きな仕事だったので未練はありましたが、2012年、二度目
の希望退職を願い出ました。

（電気が私を救ってくれた・・・・第二の人生）
　60歳を前にして就活を始めることになりましたが、企業に
採用試験を申し込んでも高齢故か面接すらしてくれません。
いよいよ、マンションの管理人かガソリンスタンドで働くことに
なるのかな？と半ばあきらめかけていましたが、ハローワークで
今の会社を見つけて面接試験を受け、即日採用になりました。
採用は高専で電気工学を学んだことがポイントとなりました。
ついに電気が私の人生を救ってくれたではありませんか！

（誇りと感謝）
　売れない製品を開発したり、不良品を作り出して社会の無駄
を増やしたことも自身の反省点としてありますが、電気とその
応用技術は確実に社会を豊かにし、今まで想像しえなかった
夢をつくりだし続けています。その発展の時代を電気とともに
生き、人々のお役に立てたと思うとこんな自分の人生でも誇ら
しく感じられます。また、今日私が電気とともに今も歩むことが
できているのは、育てていただいた奈良高専の先生諸氏、職員の
皆様、そして先輩、後輩、同級生のお陰と深く感謝しております。
　最後になりますが、電気が今後も幸福な人間社会を創造して
いくことと、奈良高専・電気工学科がますます発展するように
祈ってペンを置きます。

電気と共に50年
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　私は昭和44年（１９６９年）４月に電気工学科に入学して以来
５０年間、常に電気屋を職業とし、時には友として電気と共に
暮らしてきました。これから、今も続く私と電気が歩んできた
これまでの50年を皆さんに紹介したいと思います。

（今も続く電気屋のしごと）
　現在、私は自宅の近くの従業員１５名程の医療機器製造販売
会社で工場長をしております。約７年前に３０年余り務めた
前職を早期退職という形で離職後、ハローワークの紹介で
この会社にやってきました。当時この会社は医療機器販売のみ
の事業内容でしたが、私の入社により製造販売業のライセンス
を取得し、販売に加えて「製造」をも始めることができました。
　このとき役に立ったのが、「高専の電気工学科卒業資格」でした。
医療機器製造の国家ライセンス取得には学歴要件を満たした
責任者を置くことが必須条件だったからです。当時、母校奈良
高専の学生課にお願いして卒業証明書を発行していただき
ました。卒業後約４０年近く経っても快く対応していただいたこと
にとても感動し、今でも感謝しています。
　私の勤める工場では、医療機器としてのパルスオキシメータ
や非医療機器ですが酸素発生器、酸素濃度計などいくつか
の電気、電子応用製品を製造しています。しかし電気の知識
を持つものは、社長含む全社員の中で私一人だけですので、
製品設計だけでなく、電気設備の修理や点検からPCの不具合、
サーバーの設定などすべて私が担当しています。

（電気との出会い）
　５０年前、電気工学の道に進むことになったいきさつは
こうです－－－。
　中学３年の秋、「公立高校の滑り止めで受験してみない
か？」って進路指導の先生に勧められたとき初めて奈良高専
の存在を知りました。中学では理科クラブに所属していたので
もともと科学に興味がありました。
　「高校受験の滑り止めなら高専を受験してもいいかな」って
思って迷うことなく申し込みました。当時はカラーテレビ、
クーラーなど電化製品が賑やかに花開いていく時代でしたので

受けるなら「電気工学科」にしました。（当時は、機械工学科、
化学工学科、電気工学科からの三択でした）
　受験直前の １９６９年１月 に起きた東大安田講堂事件（全学
共闘会議および新左翼の学生が、東京大学本郷キャンパス
安田講堂を占拠していた事件）の発生は、私にとって将来の
進路を決める重大な出来事でした。連日テレビ中継で報道
される険悪な最高学府で起きた事態に「日本の大学ってどう
なるんだ？」、普通高校に通って大学進学するという夢が自分
の心の中でぐらぐら大きく揺らぐ毎日でした。
　そうした中、高専の入学試験を受験し合格しました。迷いま
したが安田講堂事件が公立高校の受験を断念させました。
この先「電気」で生きていく決心をしたのはこのときでした。

（深く電気を学ぶ）
　高専５年間の生活はとてもリラックスできて快適でした。
大学受験が無いことや、学業成績について担任にも親にも
意見されず自己責任ですがいつもマイペースでいられるのが
良かった。ただ連日８時限の授業はいつも睡魔との闘い
でしたが－－－。
　２年生（１９７０）の春から秋にかけて大阪万博が開かれ、２１
世紀の夢の世界に希望を沸かせました。
　３年生になるといよいよ電気工学のメイン授業がはじまりま
した。電気磁気学、交流理論、電子回路・・・とても難しく感じ
ましたが、理解は別として今でも授業で習ったことだけは覚え
ています。
　４年生（１９７３）の秋、第一次オイルショック（OPECの石油
戦略により、石油価格が高騰し、世界経済に大打撃）が発生。
各企業は翌年度の新卒採用を次 と々縮小。上級生の就職活動
は困難を極めたと憶えています。
　５年生の卒業研究では成田研究室でホログラム研究。測定
データと自分で作ったプログラムをパンチカードにし何度も
大阪・梅田まで出向いて当時大型計算機に計算を依頼に
行ったことを覚えています。オイルショックの影響を心配して
いた就職活動も、その後１年でほぼ回復し、無事希望の会社
に就職することができました。

（いよいよ電気屋になる・・・・・国鉄に就職）
　最初の就職先の国鉄では私の希望通り、信号システム工事
を担当する部門に配属されました。鉄道の電気屋として高専
で学んだ知識や技術を生かせる分野と思ったからです。在来線、
新幹線の信号システムの新設や改良工事の設計、施工監督
を計約10年担当しました。10年も同じ仕事を続けると、いろいろ
不都合を見つけたり不満がでてくるものです。
　一つ目の不満は、電気屋は国鉄社内でとても勢力が弱く、
運転屋や保線屋に頭が上がらないことです。何故か？予算の

多さや人数規模で社内勢力地図が出来上がる構図だったから
です。しかも電気屋の中でも信号は通信とともに電力部門
よりも更に低い地位にありました。社内の他部門の人間に何
をするにも頭を下げないと仕事ができない。そんな不都合に
日常不満を感じていました。
　二つ目の不満は、過去の経験、実績を重視して新技術を
積極的に取り入れようとしないこと。また職場には新技術の
提案やアイデアを検討や議論する場もなく、本社から指示・
承認された技術だけを使うだけの組織でした。

（新たな電気の世界へ・・・・三菱電機時代）
　入社10年目にして、当時経営破綻寸前の国鉄から３年間
の約束で三菱電機の半導体設計工場へ出向を命じられました。
　ここで、最初に与えられた仕事は他社製６４K EEPROMの
受入検査プログラム開発と性能評価でした。半導体に関して10
年前に高専で習ったディスクリート・トランジスタしか知識が
無い人間ですからとても苦労しました。専用自動テスタ、特
殊なプログラミング言語、メモリって何？、EEPROMって
何・・・・、社内で誰も手取り足取り教えてくれませんから独学
しました。嫌がられても人に聞きまくりました。ただ高専で
教わったプログラミング言語FORTRANはこのときとても役に
たちました。
　２年後、苦労は自信に変わっていました。半導体のテスト屋
として社内で一人前として認めて貰えたのです。以降、次 と々
テストプログラムやテスト自動化システムの開発の仕事をこな
していきました。
　そうしたなか、出向から３年が経ち、国鉄は分割され今のJR
に変わることになりました。そのとき既に私の戻りたい席はJR
には無いことが判り、国鉄を自ら辞めることにしました。一方、
当時半導体メモリ事業が絶好調だった三菱電機は私を快く
引き留めてくれ、社員として採用してくれました。もしJRに戻った
なら電気の仕事を続けられなくなっていたかもしれません。

（奢れるもの久しからず・・・・・二度目の希望退職）
　入社した直後の1990年代は、日本半導体が全盛の時代で
した。NEC、東芝、日立、富士通、沖、そして三菱・・・各社が
DRAM事業にしのぎを削っていました。しかし業界は常に
好不況の繰り返しで所謂シリコンサイクルに悩まされていました。
日本の半導体メーカー各社は、度重なる不況再来を恐れて
投資抑制をした結果、2000年頃から資金力に勝る韓国、台湾
のメーカーにどんどん引き離されてしまいました。日本の半導体
各社はメモリー事業を諦め、カスタム製品であるSOC（システム
オンチップ）事業に集中するも日本の製造業は既に海外移転
で空洞化しており国内に需要はありませんでした。そして私の
勤めていた会社でも人員整理の嵐が社内に吹き荒れました。

どんな会社でもいつまでも繁栄は続かないことを思い知りました。
好きな仕事だったので未練はありましたが、2012年、二度目
の希望退職を願い出ました。

（電気が私を救ってくれた・・・・第二の人生）
　60歳を前にして就活を始めることになりましたが、企業に
採用試験を申し込んでも高齢故か面接すらしてくれません。
いよいよ、マンションの管理人かガソリンスタンドで働くことに
なるのかな？と半ばあきらめかけていましたが、ハローワークで
今の会社を見つけて面接試験を受け、即日採用になりました。
採用は高専で電気工学を学んだことがポイントとなりました。
ついに電気が私の人生を救ってくれたではありませんか！

（誇りと感謝）
　売れない製品を開発したり、不良品を作り出して社会の無駄
を増やしたことも自身の反省点としてありますが、電気とその
応用技術は確実に社会を豊かにし、今まで想像しえなかった
夢をつくりだし続けています。その発展の時代を電気とともに
生き、人々のお役に立てたと思うとこんな自分の人生でも誇ら
しく感じられます。また、今日私が電気とともに今も歩むことが
できているのは、育てていただいた奈良高専の先生諸氏、職員の
皆様、そして先輩、後輩、同級生のお陰と深く感謝しております。
　最後になりますが、電気が今後も幸福な人間社会を創造して
いくことと、奈良高専・電気工学科がますます発展するように
祈ってペンを置きます。

18

新芽 奈良高専同窓会
周年記念 特別号50



19

会員からのメッセージ

人材が育つ」をこの身で経験させてもらいました。定年

後は営業技術とし高年齢者雇用制度にあやかって今も

現役で働いております。当時の部下が今の直属の上司

です。人使いは荒い上司ですが気心も知れているので

仲良くやってます。

　お客様の話になりますが、殆どが組織の研究部門で

活躍しておられて当然学位も持っておられる方々なので

どう考えても私より頭が良い人たちです。また、組織内

でもかなりの上位の役職を持った方も多いです。そんな

お客様とお付き合いさせて頂いている中でやはり出来て

いる人は違うなあとつくづく感心する事が度々あります。

彼らに共通する特徴は

1.知っていることと知らない事との境目がはっきりしている。

2.知らない事柄は、誰に対しても謙虚に質問する。

3.老齢になっても、誰からでも学ぼうという意欲がものすごい。

4.組織内では黒を白にするような実力を持っていながら

　誰にでも敬意をもって対応している。（部下にも）

5.ご自分の非は正しく素直に認められる。

　私が若いころの話です。有名電池メーカーのご年配

の研究リーダーさんでした。工場修理から装置が返却

されて使い始められたところ、「電源が入らない！すぐ来い！」

とえらい剣幕で電話がかかってきました。真っ青になり平身

低頭謝りながら、お客様の所へ駆けつけました。とにか

く、「装置を点検しなさい！」と研究室に案内されたところ

その場所には同型の装置が2台積み上げられておりました。

お客様と二人で装置の点検を始めたところ、「お客

様。。。こちらの装置のコンセントプラグはこっちですけ

ど。。」というオチでした。その時のお客様はすぐ「申し訳

ありません！」と頭を下げられました。研究所の玄関先ま

で送り出して下さった時、再度「ありがとうございました」

と最敬礼してくださいました。若い私は、只々恐縮するしか

ありませんでした。私は偉い人は違うなあと帰りの車の

中で、つくづく感心していた次第です。

　また、お買い上げ頂いた装置の説明にお伺いした時

よく有るのが畑違いの研究を始めようとして居られるお客様

は、たいてい「私は素人ですのでいろいろ教えてください」

と、熱心に説明のメモを取られます。たとえかなりご年配

の教授や課長、部長クラスの方々でも。「若僧の説明な

ど」と横柄な態度をするお客様はおられません。世の中

出来ている人が多いなか、まだまだ自分は未熟者と考え

させられます。

　未熟者が成長するにはどうするかという事ですが、これは

経験を積むしか無いと思います。とにかく若い時には

いろんな事をやってみる。結果が良くなくても、良くない

結果に結びついたプロセスを経験値として学習すれば

次はもう少し良い方向に持って行ける。と考えて積極的

に失敗をすればいいと思う。成功経験からは学ぶことは

少ないが、失敗経験からは学ぶことは多いと思う。

　振り返って、社内の若い子を見ていると残念なことに

中途半端に成績が良かった子は、積極的に行動を起こさない

傾向にあります。

理由を推測するに

1.失敗した姿を見られたくないとつまらないプライドが有る。

2.結果の責任が自分に発生するのを避ける。ずる賢い

　傾向。

3.先回りしてレールを敷いてくれた親のレールしか歩いた

　ことが無いと思える行動パターン。

が有るかと思います。こんな行動パターンは自身で変革

しないと成長は期待できない。それに引き換え、あいつ

馬鹿だから、何回怒られても懲りずにやっている。と言わ

れる子はたいてい伸びる。社内で営業成績がどんどん

良くなってきています。また、お客様からも大事にして

貰ってます。つまりお客様にも気に入って貰っているのです。

　若いころ、先輩によく言われました。「馬鹿はバカには

なれない。」それなら、この私みたいに真性の馬鹿は救わ

れるのか。今だ、救われないでいる65歳です。只々若い

後輩たちに期待するばかりです。どんどん失敗してください。

そして自分を大きく育ててください。

　化学工学科2期生（現物質工学科）の吉田容工と申し

ます。小学生のころから作文が苦手なのに、作文を請け

負ってしまいました。

　ついこの前に、高専を卒業したと思っていたら早いも

のでもう定年を過ぎていました。機械の歯車のような仕

事は面白くない、一人で何役でも経験できる会社と考えて、

当時従業員30人ほどの小さな電気化学計測器作りの

会社に就職してはや45年。その間にいろんな勉強をさせて

貰いました。

　最初10年間は工場で物作りをやっておりました。その

頃は、装置の設計から板金加工、組み立て配線、調整、

検査、納品、修理といろんな事をやりました。新入社員

の頃は所属の垣根を越えて板金加工現場で職人さんに

教えてもらいながら自分が描いた図面の部品を自分で作り

に行ったり、忙しい時の助っ人で加工現場からご指名を

頂いたりもしておりました。組立て配線、調整、検査も各

部署の先輩方に親切に手ほどき頂き何とか仕事をこな

しておりました。当時は工場で一番年若でしたので「教えて」

「ありがとう」「ごめんなさい」が言いやすいのが大きな強み

でした。

　そんな事で工場内の各部署で可愛がって戴き私の仕

事に皆さん気持ちよく協力をしてくださいました。後に、

営業所に配属になり工場時代の経験を生かして営業技術

として装置の取扱説明とかアフターケアー等を担当して

おりました。そのうち営業技術の技術の字が無くなって、

営業マンとして仕事するようになり15年ほどで定年になり

ました。

　営業時代は部下に恵まれ、「ダメ上司の元では優れた

75C

吉 田  容 工

自分自身の成長に
つきまして一言
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人材が育つ」をこの身で経験させてもらいました。定年

後は営業技術とし高年齢者雇用制度にあやかって今も

現役で働いております。当時の部下が今の直属の上司

です。人使いは荒い上司ですが気心も知れているので

仲良くやってます。

　お客様の話になりますが、殆どが組織の研究部門で

活躍しておられて当然学位も持っておられる方々なので

どう考えても私より頭が良い人たちです。また、組織内

でもかなりの上位の役職を持った方も多いです。そんな

お客様とお付き合いさせて頂いている中でやはり出来て

いる人は違うなあとつくづく感心する事が度々あります。

彼らに共通する特徴は

1.知っていることと知らない事との境目がはっきりしている。

2.知らない事柄は、誰に対しても謙虚に質問する。

3.老齢になっても、誰からでも学ぼうという意欲がものすごい。

4.組織内では黒を白にするような実力を持っていながら

　誰にでも敬意をもって対応している。（部下にも）

5.ご自分の非は正しく素直に認められる。

　私が若いころの話です。有名電池メーカーのご年配

の研究リーダーさんでした。工場修理から装置が返却

されて使い始められたところ、「電源が入らない！すぐ来い！」

とえらい剣幕で電話がかかってきました。真っ青になり平身

低頭謝りながら、お客様の所へ駆けつけました。とにか

く、「装置を点検しなさい！」と研究室に案内されたところ

その場所には同型の装置が2台積み上げられておりました。

お客様と二人で装置の点検を始めたところ、「お客

様。。。こちらの装置のコンセントプラグはこっちですけ

ど。。」というオチでした。その時のお客様はすぐ「申し訳

ありません！」と頭を下げられました。研究所の玄関先ま

で送り出して下さった時、再度「ありがとうございました」

と最敬礼してくださいました。若い私は、只々恐縮するしか

ありませんでした。私は偉い人は違うなあと帰りの車の

中で、つくづく感心していた次第です。

　また、お買い上げ頂いた装置の説明にお伺いした時

よく有るのが畑違いの研究を始めようとして居られるお客様

は、たいてい「私は素人ですのでいろいろ教えてください」

と、熱心に説明のメモを取られます。たとえかなりご年配

の教授や課長、部長クラスの方々でも。「若僧の説明な

ど」と横柄な態度をするお客様はおられません。世の中

出来ている人が多いなか、まだまだ自分は未熟者と考え

させられます。

　未熟者が成長するにはどうするかという事ですが、これは

経験を積むしか無いと思います。とにかく若い時には

いろんな事をやってみる。結果が良くなくても、良くない

結果に結びついたプロセスを経験値として学習すれば

次はもう少し良い方向に持って行ける。と考えて積極的

に失敗をすればいいと思う。成功経験からは学ぶことは

少ないが、失敗経験からは学ぶことは多いと思う。

　振り返って、社内の若い子を見ていると残念なことに

中途半端に成績が良かった子は、積極的に行動を起こさない

傾向にあります。

理由を推測するに

1.失敗した姿を見られたくないとつまらないプライドが有る。

2.結果の責任が自分に発生するのを避ける。ずる賢い

　傾向。

3.先回りしてレールを敷いてくれた親のレールしか歩いた

　ことが無いと思える行動パターン。

が有るかと思います。こんな行動パターンは自身で変革

しないと成長は期待できない。それに引き換え、あいつ

馬鹿だから、何回怒られても懲りずにやっている。と言わ

れる子はたいてい伸びる。社内で営業成績がどんどん

良くなってきています。また、お客様からも大事にして

貰ってます。つまりお客様にも気に入って貰っているのです。

　若いころ、先輩によく言われました。「馬鹿はバカには

なれない。」それなら、この私みたいに真性の馬鹿は救わ

れるのか。今だ、救われないでいる65歳です。只々若い

後輩たちに期待するばかりです。どんどん失敗してください。

そして自分を大きく育ててください。

　化学工学科2期生（現物質工学科）の吉田容工と申し

ます。小学生のころから作文が苦手なのに、作文を請け

負ってしまいました。

　ついこの前に、高専を卒業したと思っていたら早いも

のでもう定年を過ぎていました。機械の歯車のような仕

事は面白くない、一人で何役でも経験できる会社と考えて、

当時従業員30人ほどの小さな電気化学計測器作りの

会社に就職してはや45年。その間にいろんな勉強をさせて

貰いました。

　最初10年間は工場で物作りをやっておりました。その

頃は、装置の設計から板金加工、組み立て配線、調整、

検査、納品、修理といろんな事をやりました。新入社員

の頃は所属の垣根を越えて板金加工現場で職人さんに

教えてもらいながら自分が描いた図面の部品を自分で作り

に行ったり、忙しい時の助っ人で加工現場からご指名を

頂いたりもしておりました。組立て配線、調整、検査も各

部署の先輩方に親切に手ほどき頂き何とか仕事をこな

しておりました。当時は工場で一番年若でしたので「教えて」

「ありがとう」「ごめんなさい」が言いやすいのが大きな強み

でした。

　そんな事で工場内の各部署で可愛がって戴き私の仕

事に皆さん気持ちよく協力をしてくださいました。後に、

営業所に配属になり工場時代の経験を生かして営業技術

として装置の取扱説明とかアフターケアー等を担当して

おりました。そのうち営業技術の技術の字が無くなって、

営業マンとして仕事するようになり15年ほどで定年になり

ました。

　営業時代は部下に恵まれ、「ダメ上司の元では優れた

新芽 奈良高専同窓会
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田 村  逸 朗

１．米国大学院に在学して
　大阪ガス入社後6年目の1985年米国コーネル大学院留学の

機会を与えてもらったことは、後々の自分の仕事観さらには人生

観にまで影響を与えた貴重なことで、今でも会社と周囲の方に

感謝している。後になって会社の研究所で米国やカナダの

ベンチャービジネスと医療診断システム開発の仕事をしたが、

留学の経験は海外の方と仕事をする際に彼らのものの考え方

や価値観を理解することに大変役立ったと思う。

　とにかく米国の大学では猛烈に勉強しなければついてゆけない。

私が3ヶ月くらい掛かった機械工学実験の課題を、私の脚の太さ

くらいの腕をしたアメフトの選手が何日間も実験室に泊まりこんで

一気呵成にレポートを仕上げてしまった。北京大学を飛び級で

卒業したような優秀な中国の国費留学生は、研究室の机の前

で寝泊りしてパンをかじりながら試験勉強していた。私は語学力

の低さとあいまって、トイレでも寸暇を惜しんでぶ厚い教科書を

読まなければ到底ついてゆけなかった。

　1980年代半ばは、日本人の勤勉性や学力を高く評価した

Japan as Number Oneという米国の本が有名になった頃で、

日本の一部の産業界が、もはや米国から学ぶことはないと豪語

していたバブルの始まりである。しかし、いずれ日本は再度米国

に逆転され中国には追い抜かれる、現在のような時代がくること

を３０年も前の当時から確信していた。

２．近年の学生の学力の低下の心配
　現役の学生に失礼だとは思うが、米国や中国の背中はすっかり

遠くなり、今後は東南アジアやインドがライバルになってくるので

はないだろうか。高専の5年間のカリキュラムをしっかりやれば

かなりしんどいし、とても充実していると思う。私の場合は編入

した大学と大学院と併せて機械工学を通算3回も勉強して、

やっと多少専門分野が分かったような気がする。

　私は大阪ガスを定年退職してから現在京都の関西ガスメータ㈱

に勤務しており、都市ガスメーターを製造している。当社でも

ベトナム人実習生を採用したが、彼らのハングリー精神、謙虚さ

や礼儀正しさは我 も々見習うべきではないかと思う。資源やエネ

ルギー、食料もお金もない日本から、勤勉さや技術をとったら

果たして何が残るだろうか。朱に染まれば赤くなる、日本にだけ

いると、つい思考回路がゆるくならないだろうか。高専出身の方

にはせめて若い柔軟な間に日本を出て、仕事や勉強を海外で

真剣に体験することの価値を訴えたい。

３．大企業とベンチャービジネス
　私は30歳後半SQUIDという超電導磁気センサーを応用した

生体磁気計測システムを北米のベンチャービジネスと共同で

開発しようとした。大阪ガスという大きな会社にいながら、従業員

数十名のベンチャーと先端技術の研究開発を手掛けられた

貴重な仕事であった。ベンチャーの社長は銀行から融資を受ける

際に自宅を担保にするというが、大企業のサラリーマンには

できない覚悟でないだろうか。幹部になるほど会社で遅くまで、

そして家でも仕事をしている。しかし、大きな会社の仕組みや

枠組みの中でベンチャー型のビジネスを立ち上げることは容易

ではない。

４．都市ガスメーターの開発と運用施策を担当して
　40歳後半ではガスの計量と地震時に確実に遮断するような

安全性を併せ持つ社会インフラとしての都市ガスメーターの

責任者として6年間担務した。関西の市場に700万台設置され

ているメーターの故障率が0.1％に近づく、またごく僅かでもガス

漏洩の恐れがあれば大規模な数量のリコールとなる。顧客対応、

社内調整に加えて、指導当局である経済産業省やテレビ、新聞

対応までが必要となり、公表を急ぐため時間に追われる。

　日経新聞や日経ビジネスを読むのは当然で、技術力の他に教養、

バランス感覚、言葉力もあなどってはならないと思う。私は大学

へは編入学であったため教養課程の2年間はなかった。一般論

ではあるが、同様に教養は高専生の弱みではないだろうか。

人と情報が集まる東京で3年間単身赴任生活を送りながら、経産省

官僚や東京ガスの人達と一緒に大阪弁で仕事をしたが、彼らの

見識の高さ、教養の深さにはしばしば感服した。技術者がその

専門性に特化しただけでは、その努力は会社内外で必ずしも

報われないことがあるように思う。

　最後に、在学中の後輩の皆さまへ贈ることばを新聞記事から、

The sky is the limit.　（自分の可能性は無限大）

米国留学体験と
会社の業務経験から
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78E

池 沢　勇

　現場実習へ移行する事前に個々人の専門技術が決定され、
その専門技術に対応した現場へ派遣させられます。
　当時の専門技術には５つの分野があり、交換（スイッチング
技術）、線路（アクセス系技術）、伝送（県間中継などの多重化
通信技術）、無線（マイクロ波などの通信技術）、そしてデータ
通信です。私は、結果的に「交換」となりました。
　交換技術を要約しますと、電話機から相手の電話番号を
発信すると、その電話番号に従って、物理的な線を順 に々繋い
でいき、最終的に電話番号の相手との間が一本の物理的な

※現在は１年もかけた研修はありません。短期研修後、OJTへ
　となっています。

　大学卒と高専卒は入社式が終わると、東京にあるＮＴＴの
研修センタへ行き、座学（６ケ月）、現場実習（６ケ月）の１年間に
亘る手厚い研修がありました。

※大学卒と高専卒はそれぞれ約１４０名程度

　私が就職した当時は、大学卒、高専卒、高校卒と区分されて
いました。

※入社理由については、割愛させて頂きます。
と記載します）へ就職しました。
　私は卒業後、日本電信電話公社（現在のＮＴＴ、以降ＮＴＴ
卒業＝就職という高専の本来のあり方が一般的でした。
ましたが、現在のように充実したものではありませんでしたので、
　我 １々０期生のころは、卒業後の大学編入の制度はあり
幸いです。
あくまで皆さんにとって参考の一つとして受けとめて頂ければ
　そして、記載事項は私の個人的な見解でありますので、
致します。
との思いから、私の卒業後のことについて、少し述べることに
された２０歳代（主に）の皆さんにとって少しでも参考になれば
ですが、在学中（大学進学中）の皆さん、また、企業等に就職
　さて、今回の投稿にあたり、テーマについて色 と々考えたの
ような機会を賜り、関係各位に厚く御礼申し上げます。
　先ずもって、奈良高専同窓会５０周年記念事業に際し、この
　１９７８年電気工学科卒業（１０期生）の池沢勇でございます。

線でつながった状態になる。簡単に言うと、この電話番号に
応じて自動的に線を繋いでいくスイッチングが交換技術です。
　私は入社後１年の研修を経て、通信ビルの交換機の維持
運用業務に配属されました。それがＮＴＴ社員としての正式な
スタートとなりました。
　それから３年の時を経て、突然、東京にある武蔵野電気通
信研究所（現ＮＴＴ武蔵野研究センタ）というところへの転勤
が決まりました。（１９８７年、２４歳の時でした）
　どのような業務に従事するのか、詳しい話も無いまま、武蔵野
研究所に着任しました。
　そこで待ち受けていたのは、世界で初めてとなるフルディジ
タルの交換機（Ｄ７０交換機）の開発でした。具体的には交換機
ソフトウェアの開発が自分の任務でした。
　高専時代も含め、ＦＯＲＴＲＡＮなどによる簡単なプログラミング
経験しかない者が、最新鋭の交換機ソフトウェア開発、それも
世界に先駆けた開発。正直に言って、自分でいいんだろうか
という不安も少しありました。
　これまで、仕様設計はＮＴＴ、ターゲットの開発（ソフト／
ハード）はメーカ主体で実施されていました。実は、私の研究所
勤務が決まった時からソフトウェア開発をＮＴＴ自身でも内製化
する。その先駆けのメンバーに自分が入っていた。この事業
方針は、現在のＮＴＴコムウェア設立へ繋がっていくことに
なりました。
　研究所へ着任して簡単な初期研修を経て、「基幹交換研究部
交換プログラム研究室」という部署に配属されました。
　上司からＤ７０交換機のソフトウェアを構成する機能ブロック
の一つを自分が担当すると説明を受け、関係ドキュメントと
開発用のＴＳＳ端末（※）を与えられました。

　この後、ＴＳＳ端末は自分にとって人生で初めての開発業務
の重要なパートナーとなっていくことになりました。
　自分の前に行き成り世界に先駆けたソフトウェア開発という
現実が突然現れたわけです。もう開き直って「やるしかない」
というのがその時の正直な気持ちでした。
　それからは、分からないことがあれば、同じ研究室の方、
他研究室の方などへ積極的にコミュケーションをして教わり
ました。そのことにより多くの方 と々知り合い、仲間もできました。
それも国内外でも有数の研究所の方 と々。仕事上、分からない
ことを分からないままにしておくことができません。そうこうして
いる間にソフトウェア開発へ没頭していったように記憶しています。

企業人生（４１年間）を振り返って
～ＭＥＳＳAGE～

※：ＴＳＳ（Time Sharing System）端末。
　当時は初期のＰＣ９８などが出始めたころ、このような大規模なソフト
　ウェア開発はメインフレーム上でターゲットソフトウェアを開発するのが
　一般的でした。

会員からのメッセージ 新芽 奈良高専同窓会
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　ＴＳＳ端末と向き合っていたソフトウェア開発時期を振り
返ると、世の中と隔離されていたような雰囲気だったかも
しれません。当時は自分自身では気がつきませんでしたが。
　今日では、許されない（労働条件など）ことなんでしょうが、
ソフト開発にのめり込み、研究所への泊まり込みも多く、「今日
は何曜日だっけ？、今何時？」ということもしばしばあったように
思います。異常ですよね。
　研究所には３年間、在籍していました。最初は機能ブロック
１つでしたが、その後、４機能ブロックまで受け持ちました、
それ以外にサポート系のソフトウェアも任されたり、ソフト開発
のデバッグ環境の改善を図るため、独自のサポートツールなど
番外編での提案・開発などにも手掛けれるようになりました。
　その後、ＮＴＴで様々な仕事に従事していくことになります。
　ＮＴＴが民営化直後、現在のＮＴＴコミュニケーションズ
でＮＣＣ（New Common Carrier）との県間通信料の競争
対抗施策の具現化、民営化に伴い市場開放された情報機器
の開発から事業運営全般、新規ビジネスの開拓・事業の
具現化、プロフィット組織の経営企画（企業経営）など幅広い
分野の仕事に従事しました。
　その結果か、４０歳代半ばで部長職に就き、その後、ＮＴＴ
西日本のグループ会社の役員にも就くなど色 な々経験ができた
と思っております。
　そのＮＴＴ企業人生を振り返ると、２４歳の若さ（良い時期に）
でのＤ７０交換機ソフトウェア開発の経験が、その後の企業人生
を大きく変化させたのではと思っています。
　私は、人生初の場面に遭遇し、その事実と向き合い、そこ
から逃げず、諦めずに“やるしかない”の行動が、その技術の
プロになれたように思えます。
　ただ、言葉で言うような簡単なものではありませんでしたが、
コミュニケーション（Face to Face）を通じて多くの仲間を創り、
その方々のご支援があってだと思っています。
　現在は（過去もそうですが）、技術の進化は目まぐるしく
変遷しています。ある技術のプロとなっても、直ぐにまた別の
技術が出現してきます。昨日の専門家は、今日の専門家では
なくなる、ということが。
　しかし、私はソフトウェア開発業務の後、様 な々仕事に従事し、
その都度、克服することができた（とは言っても色々と頭を
ぶつけながら）ように思えます。なぜなんだろうか？
　実は、ソフトウェア開発のプロセスで得たのは、当時の技術
だけではなく、それを習得するための手段、すべが同時に身に
付いていたのではと。
　ソフトウェア開発で得た副産物（当時は気づかず）が、その
後に直面する事業での新たな技術、事業ノウハウなどへの
対応に、大きな武器となっていたように思えます。

　①  目の前の現実から逃げないこと。諦めないこと
　②  コミュニケーション（できればFace to Face）を通じて
　　　一人でも多くの仲間を創ること
　③  何か一つ（技術でも、営業でも…）のプロになること
それが出来てくると、そこからあなたの人生が少しずつ変化
してくる可能性が膨らむと思います。
　現在、奈良高専に在学中（大学進学中）の皆さん、奈良高専
を卒業されて新たに企業人生を始められた皆さんのご参考に
なれば幸いです。

新芽 奈良高専同窓会
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79C

石 橋  親 典

会員からのメッセージ

　初めて、奈良高専の門をくぐって、４６年！早いものですね。国立という銘柄に惹かれ入学。高校１年生から短大生

（もう少し歳をとった方もいましたが・・）まで、子供と大人が共存する珍しい学校でびっくり。

　大阪市内の自宅から、5年間もよく通ったものだと思います。しかも矢田颪を受けながら、JR郡山駅から高専まで約

３Kmを自転車こぎ。途中で道路の溝に自転車ごと落ちた仲間もいましたね！昼食は正門交差点にある田園で、定食

に福神漬大！愛想のいいママとの会話も楽しかったな。

　そして、流石奈良ですから、冬の寒さは厳しく、グランドは、朝は凍結していて、ボールがまっすぐ転がらず、昼は解けて

泥んこでボールはストップするわ、ジャージはドロドロだった記憶です。そう言えば、昼休みに、何をしていたのか忘れたが、

グランドでの遊びに夢中になり、皆で昼の授業をボイコット！先生に怒られた思い出もあります。

　ほぼ毎年泊まりがけの行事を開催頂いたので、仲間との絆もより深まりました。

　特に卒業旅行（奈良⇒名古屋⇒福島）では、飲酒が出来るので、宴会は盛り上がり楽しい思い出です。宴会の時を

テープで録音した仲間がいたので、卒業後もたまに聞き、今のは誰の声だと酒の肴にしてました。

　今でも気心知れたメンバー（１０名程度ですが）で毎年2回同窓会です！

　さて、授業のことは余り記憶にないですが、好きな実験が多く、楽しい学生生活でした。中学卒業の子供から短大卒

までの５年間を、この学校で過ごせたことは、私にとっては宝です。受験というものがなく、伸び伸びと心身ともに成長

させて頂きました。氏名は差し控えますが、ユニークな先生も多かったです。

　私は、卒業後、大学に編入学しましたが、専門知識については、高専で学んだことが大学でも十分通用しました。ただ、

教養知識は見劣りしましたが（もともと私には教養知識が欠如だったかもしれませんが）。

　高専で学んだ電気化学は、大学でも続け、そのお陰でリチウム電池の技術者として会社に就職し、研究開発・商品化

など経験させて頂きました。

　昨年還暦を向かえ、一旦定年退職しましたが、雇用

延長で同じところで、同じ仕事をしています。今後も

人生を楽しむには第１に健康、第２が目標です。これら

は年に関係なくみんな共通です。是非、皆さん人生を

楽しみましょう！

　同窓会５０周年おめでとうございます。全く協力

していませんが、ますますのご盛会をお祈り致しますと

共に、奈良高専のますますの発展をご祈念申し上げ

ます。

　がんばれ！現役たち！　がんばろう！OB・OG！

健康と目標を！

新芽 奈良高専同窓会
周年記念 特別号50
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81B

西 村  慎 二
　矢尾先生からお手紙が届いたのが1月14日成人の日。ん？原稿
執筆依頼？そういえば昨年８１ＭＢ同窓会の後に高専祭を見に
行って、同窓会総会に途中からずけずけと入って行って、そこで
矢尾先生に会ったときそんなこと言ってたな。けれど、あれは
たしか、元学生会長の中村氏に書かせようと竹村氏と話してい
たのに。きっと断られて、誰かが「西村に」と言ったに違いない。
高専卒の僕に文章なんて書けるはずないじゃないか。あ、みんな
高専卒か。まあ、文才がないのは分かった上での執筆依頼だろうし、
どうせ誰も読まないだろうし、まあいいか。なになに？３２００文字？
原稿用紙８枚も！そんなに書くことあるんだろうか？

高専の思い出・・・えーっと、何かあったっけ？
　中学校の職員室前、黄色いテキサンが写った奈良高専の
ポスターが貼ってあった。「先生、ここ行きたい」「お前なあ、入試
の練習で受けるんやったらかまへんけど」で、受かっちゃった。
ラッキー。これが高専に入ったきっかけ。
　１年、高専祭、お好み焼き持って、走って、こけて、鎖骨骨折・・・
ううう。そうそう、一部に「タコ焼きを持ってこけた」とデマが飛んで
いるけれど、タコ焼きではなく、お好み焼きです。
　２年、学校さぼって中型２輪免許取得。新ノ口の試験場から
帰ってくると数学の授業中。もらいたての免許証を高 と々上げて
「受かったどー」「コラ、はよ席につけ」と北川先生。
　３年、前期中間試験、斑鳩寮で児玉君と寝坊。はっ？ヤバイ！
試験始まっとるどー。寝ぼけたまま学校へ猛ダッシュ。何とか
遅刻で間に合ったけど、頭がぼーっとして何にもわからん。
　４年、担任でドイツ語の田北先生、授業中になぜか禁煙宣言。
「タバコやめた。けど、ポケットに1本だけ抜いたタバコを入れとく
んや」・・・意味わからん。その晩、寮の宿直は田北先生。「センセ
巡回してるぞーっ！」ヤバイ、窓開け、ニオイ消せ、間に合わん！
ペタペタ(スリッパの音が止まった)　ガチャ　クンクン？ワー、
バレバレ。「あのー、センセイッ、まあ１本」「え？、あぁ、そうか？」と
戸惑う先生のたばこに火をつけて、おいしそうに一服された後
で、「そういえば先生、たばこやめるとか言ってませんでした？」
「ん？ええんや！」その次のドイツ語授業、「もうやめた、ニシムラに
言われたからなっ！」いや～、悪いことしちゃった。でもそれで本当
にタバコを止められたみたい。おっと、何で寮にタバコがあった
のかは、いまだに謎の一つです。
　５年、社会工場見学は吹田のアサヒビール。「ここはなあ、見学
が終わった後でビールを出してくれるんや」ニコニコと有間先生。
ところが見学が終わって食堂に案内されるとテーブルの上に
置いてあるのはバヤリース。全員が「え～～～？」「ちょっと待て、
交渉してくるっ！」待つこと１０分、神妙な顔をして戻ってきた
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有間先生「少し前に高校生が見学に来た時にビールを出したら
暴れて大変なことになってしまったのでビールを出さないことにした
らしい。でも、高専生は二十歳だから大丈夫と言ってビールを
出してもらうことにしました」「やったー！！！」二十歳になっていない
学生もいたけどね。
　修学旅行は山陽新幹線で北九州は長崎、熊本、大分へ。私
にとっては中学校のときと同じ修学旅行コース。長崎に至っては
泊まった旅館まで同じところ。でも、違ったのは・・・行きの新幹線、
車内販売が「ビールにおつまみ、お弁当はいかがですか？」「ビール
下さい」の声は有間先生。え？修学旅行でビール？と思っている
と「なんや、お前ら飲まへんのか？」あ、飲んでもいいのか。その
後、車内が大宴会になったのは言うまでもありません。
(一部記憶違い、脚色ご容赦ください)

卒業後のこと
　さて、今ハマっているのはルービックキューブ(話バラバラや)。
５年生の時に発売されて、でも高くて買えなかった。誰かが学校
に持ってきたのを借りて１日中こねくり回したけれど１面合わせる
のがやっとだった。月刊ASCIIに合わせ方が載っていて、それで
ようやく６面合わせたのでした。時は流れて１５年ぐらい前だった
か、子供が爺ちゃんからお土産にもらったとBadBatuMaruの
ルービックキューブを持って帰ってきた。「ほう、ルービックキューブ
か」「これ、どうやるの？」「え？昔さわったことがあるんだけど」
くるくる、クルクル・・・ギブアップ。インターネットで調べてみようか。
で、検索したらあるわ、あるわ。「ルービックキューブ６面攻略！」
これだ！ここをこう回して、こうやって、こうすれば・・・「おとうさん、
バラバラやで」「あれぇ？おっかしいなぁ」「こっちじゃないの？」
「ああ、そうか」「わぁ、できたぁ。ねぇ、どうやってやったん？」「え？
ほら、これ見て」「ふぅーん」くるくるくる「できたぁ」これを、早く
そろえるというのがあるみたい。早い人は２０秒だって。時間
計ってみようか。（だいぶ練習してから）父１分３０秒、息子５７秒。
「えっ？なんでそんなに早いの？」「お父さん、回すの遅い」ガーン。
それから猛練習、数か月たってようやく１分を切ったけれど、子供
は「もう飽きた」ガーン２。それが今まで続いていて、今では３０秒
前後で揃えられるようになったけれど、ルービックキューブが
揃えられても何の役にも立たん。トップレベルは６～７秒で揃え
ちゃうから、そこを目指すのはハードルが高すぎる。唯一役に
立ったのは、スナックで披露すると「わぁ、すごい」とおねえちゃん
に言ってもらえることくらい。
　子供は面白い(あ、話、変わってますよ）。次男坊Ｋが小学校に
入学した時のこと。入学式から帰ってきて「おとうさん、〇〇先生、
ものすごいビジンやわ」「ふぅーん、女の先生やったんやな」
「うん、ものすごいビジンやで」「へぇー、きれいな先生やったん？」
「きれいというよりビジンやわ」？？？「Ｋ君、ビジンてどういう意味
か知ってる？」「知ってるで、こわい人のことや」おいおい。「それ、
だれに教えてもろたん？」「〇〇先生や」先生、いったい何を教え
てんだか・・・後で気が付いたんだけど、ひょっとしたら「かわ
いい」と言ったのを「こわい」と聞き間違えたんじゃないのか？

50周年記念誌へ

会員からのメッセージ 新芽 奈良高専同窓会
周年記念 特別号50
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82E

佐々木  康弘

奈良高専同窓会50周年にあたって

会員からのメッセージ

　奈良工業高等専門学校同窓会50周年に当たりまして、82Ｅ卒業生一同からお喜びを申し上げます。

　第一期のご卒業生から50年の時間が経つ中、社会の一員としてお役に立てるエンジニアを輩出され続けてきた

奈良高専並びに同窓会に敬意を表すと共に、この節目を迎えたことに誇りを感じております。

　奈良高専の在学生に至っては、昨年まで2年連続の「ＮＨＫロボコン大賞」の受賞、本年1月9シーズン振り2度目

のラグビー高専日本一と文武に亘る御活躍は大変嬉しく、卒業生としても大変勇気付けられる出来事でありました。

新たに卒業され同窓生の一員となられる学生の皆様と一緒に、更に発展して行く母校を応援して行きたい気持ちで

一杯です。

　さて私ごとではございますが、1982年卒業後「三菱重工業(株)神戸造船所」に就職いたしました。三菱重工では、

現在まで原子力発電プラントの設計・建設・保守の仕事に就き、同窓生の皆様と一緒に原子力プラントの安全・安心・

更なる信頼性向上のため日々努力を続けております。

　同窓会にちなみまして、特に私の所属する「建設・保全技術部」では原子力保全プロジェクトのリーダ：岩田知和

さん（95Ｅ卒）、安全性・信頼性向上に係る建設工事のリーダ：高橋実さん（91ＭＢ卒）、安全・放射線管理のリーダ：

岡田英也さん（91Ｅ卒）の3名の現役課長が大活躍されています。

　また、原子力装置のエキスパート：大森健司さん（81ＭＢ卒）、電気・計装設備のエキスパート：東照司さん（82Ｅ卒）、

芝田昌矢さん（84Ｅ卒）、出口正幸さん（86Ｅ卒）、淺田大介さん（99Ｍ卒）、生産・見積部門：山田孝信さん（93ＭＢ卒）ら

数多くの同窓生が居ます。

　同じ会社で同窓生の皆さんと仕事の出来る安心感は何事にも代えがたい財産であります。

（三菱重工には原子力部門を含め、造船・宇宙・研究職の各分野に約100名の同窓生が居ます。）

　これら三菱重工業と三菱電機の神戸・高砂地区に就職された皆さんとは、地元・矢田寺の名花「あじさい」の名

を頂き、「三菱あじさい会」として企業同窓会を設け、嬉しい時に交流しています。

　奈良高専同窓会が50周年を迎え、今後も卒業生が各企業・各分野のエンジニアとして益々のご活躍をされると

共に、社会に出られた同窓生からも在学生に有益な気付きやサポートを与えることが出来れば更に母校の発展に

繋がる良い関係が築けるのではないかと考えております。

　つきましては、本年11月の50周年式典事業の成功を祈願すると同時に、それを契機に同窓会が一段と発展して

行くことを楽しみにしております。

【寄稿後記】

　昨年12月17日に不慮の自動車事故でお亡くなりになられました82Ｅ卒：西岡鉄夫君のご冥福をお祈りしまして、

1月3日に開催しました同窓会に出席されましたクラスメートの送る言葉や近況報告、並びに先生方の御言葉を寄稿

後記として掲載させて頂きます。

新芽 奈良高専同窓会
周年記念 特別号50
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番号

荒巻　徳代 先生

中村　善一 先生

上田　勝彦 先生

世古　　忠 先生

京兼　　純 先生

芳村　方人
斉藤　良和

松浦　一夫

東村　孝明

根木　大助

村中　伸行
杉中　祥晃
近藤　秀幸
今西　秀光
山中　哲也
八木

森村　茂

村井
宮城　邦彦
 (上田)
三神　悦子

前場　隆史
福島　徳英
疋田　浩一
林　　伸浩
濱　　義二

西巻　努

西川　雅章

西岡　鉄夫

中村　俊勝

富田　明宏
寺沢

辻本　健治

竹若　伸幸
髙橋
高内　健次
田井　直之

隅山　昌英

杉原　正人
澤田　智幸

佐々木 康弘

後藤　博

久保　敬二

金井　聡
勝田　隆史
奥田
岡田
大津　浩之
梅村　卓洋

魚住　憲治

稲岡　秀行
板原　隆
安達　英昭
東　　基雄
東　　照司
氏　　名 出欠

直前で体調悪く、出席できず。来年は先生の指揮で校歌斉唱を。
現在、学生支援センターでサポートしてます。皆さんと同行した「上高地・黒四ダム」卒業旅行は思い出深い。同伴で飲んでばかり、良い時代だったな～。
ご都合が合わず、出席できず。来年お願いいたします。
奈良検定を全て１回で通りました。卒業生の高専ネットワークって、すごいです。これからも皆さんとお会いするのが楽しみ。

今日は電気10期卒業生の後の２次会で出席した。現在、奈良学園で理事のお仕事。高専時代は吹奏楽＋ワンゲル＋弓道部の顧問。
今年11月になったら73歳。でも、週１回泳いでいます。

辻本君と同じ会社。辻本は戻ってこんでいいぞ！子供は女の子3人の勝ち組。今年3人とも社会人に。死ぬまで働くぞ。
学生時代、空手部で黒帯。同級生、疋田君は白帯。一本勝負あり。

昨年のような自然災害がとても心配。壺阪寺に行きました。下市にも行きました。（同窓会では西岡君の思い出話に連れて、お酒のピッチが急上昇・・・
終了後には泣き崩れながらダウン。日頃見られない根木さんの姿になるほど、西岡君の出来事は辛かった。）

留年した俺が玉の輿。大阪の経済戦略局に居ます。都構想の大阪市をよろしく！
今回は欠席。

林業界は人手不足。今年4月に林業会社を起業します。頑張ります！まだまだ、これからや。

 西岡君、いつもありがとう。学校の時、会計課の細川フジコさんが好きでした。中村君に革ジャン借りて彼女を見に行きました。
（泣きながらアホな話をしてくれました。）

家具屋として起業する。先日、職訓落ちて大阪の木工教室に通っているところ。芸術家より家具を作る職人を目指す。

西岡君が亡くなって、同窓会も開催する気持ちになれなかった。でも、自粛は西岡君の意に沿わないと同級生の意見に押されて開催に踏み切った。
ここまで来たら目指すは国会議員。

神戸大学准教授から、考古学者に転向。考古学について大いに語る。毎日が楽しい。土器の欠片（かけら）が無類の悦び。女性よりも土器の欠片が命。

東京都会に住んでいる。東京オリンピックのボランティアを申し込んだ！パラリンピックのサポートに頑張る。56年振り東京オリンピックが今から楽しみ。

シンガポールから帰ってきた。ヤマハR１のバイクに乗っていた、凄くスピード出るバイク。海外旅行が趣味で、これまで行った国は50カ国を超えた。
今は大阪に住んでいる！

どうしてもの用事で欠席。在学中はバレー部エース。全国高専クラス。シャープの敏腕部長。

平成30年12月17日、自宅橿原から和歌山橋本の現場に出勤途中、京奈和自動車道で交通事故。享年58歳。
在学中はラグビー部。明朗快活、頑強な男。竹中工務店勤務。

入学は一緒なのに、途中で留年した。西岡君・森村君に誘われて今年初めて同窓会に出席したのに、突然西岡が亡くなって残念。
仕事は所長やってます。死ぬまで不良で通します。

電気は大事。9月末で関電退職しました。定年退職57歳にて人生を考えた。この場を借りて、世古先生と中村先生に謝りたい。
(1年前、居酒屋で校歌が聞こえて来たので部屋に乱入したら、先生が居らっしゃった。すみませんでした。）

中国・大連に出張中。パナソニックで光ディスクをやっています。息子3人は28, 25, 23歳になりました。くだんの大連疑惑以外は奥さんと仲良くやっています！

パナソニックでは知財部門に変わった。この先、どこまでで行けるかわからないけど頑張る。健康のため、自転車乗っています。
これまで、自転車10台乗り替えました。全部（同級生、森村君の就職先）SHIMANO製です！

翌日から仕事があって、今回は欠席。

あの頑健な西岡君が突然逝ってしまうなんて穴が空いたよう。例年1月3日開催の同窓会の幹事役で、このお店も事前に下見してくれたのに。
西岡君の遺志を継いでこれからも同窓会は続けていく。私生活では孫3人。上は小3の男の子。おじいちゃんに似てる。孫を奈良高専に！

三洋→パナソニックを経て2月1日から転職。カジノで使うカード製作機械を制御する会社に。大阪万博・カジノ開業が楽しみ！

孫3人います。51歳の時に三洋→パナソニックを早期退職しました。700CCのバイク乗って、目立たないようにソロキャンプしています。
去年9月末、和歌山に奥さんを連れて行きました。景色が良くって、うっとり。妻が大好きです。

今回は欠席。

学生時代、西岡君と同じ研究室。今回は欠席。

西岡君が亡くなったのはとても辛い。3年生から寮で同じ部屋、麻雀してた仲間でした。同世代の人間が亡くなることは本当に辛い。
残された我々が報いないといけない。

今回は欠席。

今回は欠席。
今回は欠席。
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吉 村  利恵子

　奈良高専に入学したのは、41年も前のこと。そもそも学校
との出会いは幼少期に母に連れられた高専祭。ゼロ戦前での
写真やおばけ屋敷でお兄さん達が本当に優しく、母から「この
学校はとても賢くないと入れないのよ、このお兄さんは礼儀
作法も素晴らしいし、将来、あなたが入れたら嬉しいわ」と
言われたのを覚えています。
　大和郡山中学では奈良高専の情報はほとんどなく、電気
工学科志望で願書を提出しましたが、直前に担任から女子
は化学工学科にしかいないので、志望を変えた方が良いと
のアドバイスを受け、変更することに。入学後に知ったの
ですが、女子生徒の受入れは2年前からで、化学工学科3年
に女子学生第1号の伝説の羽倉純子先輩が、2年に3名、
それになんと電気工学科2年に女子学生の三神悦子先輩が
おられ、当初の志望をご存知で電気にも女子が来ると楽しみ
にしていて下さったらしく、直前に志望変更した私は、三神先輩
から事ある毎に裏切者、ヘタレと呼ばれることとなりました。
在籍中に電気工学科に女子学生が来る事はありませんでした。
とにかく私は、中学担任のせい？でスケ番（死語？）言葉を
操る見た目美少女の荒木みどりさんと室生の野生児、見た目
美少年の好村睦さんの3人で笑いの絶えない楽しい高専生活
を過ごすことができました。
　実は今年の1月に父を亡くし、この原稿を書きながら、高専
の合格発表を先回りして合格を確認してから、私を連れて
行くというような過保護な父のことを思い出しています。高専
しか受けなかったので生涯で一度の合格発表だったのに。
　全校生徒800人中の女性8人というほぼ男子校のような
学校に入学するに当たり、入学式当日はわざわざ友人から
神戸ナンバーの黒ベンツを借りてきて、180cmを超えている
筋肉質の体に黒スーツで、ヤバイ職業の方にしか見えない
父と学内を回ったことを懐かしんでいます。
　私は先天性の股関節症で走ったり、飛び跳ねたりすること
を医者から止められています。中学でも水泳以外の授業は
見学で通知表は1しかもらえません。入学時も特別に身体
検査を受診しました。ラグビー部顧問の熱血体育教師中
和田先生が担任で私は父のように慕っていました。体育では

1年で柔道、2年で剣道が科目にあり、身長148cmと小柄で
運動神経ゼロの私は一生懸命やればやるほど、失笑を買う
こととなります。
　入学後、野球部のマネージャーとなりましたが、ラグビー部
のマネージャーをしながら弓道部に入られた三神先輩の勧め
もあり、弓道部に入部しました。力強い三神先輩とは対照的
に非力な私は弓を引けず、普通の人の三倍の期間をかけて、
ゆるーい弓を引けるようになりました。それでも初めて自分
自身ができるスポーツが嬉しくて、練習していく内に、大和
郡山市の体育祭で遠的の部で優勝することができました。
遠的とは60m先の大きな的に的中させる競技で、ゆるーい
弓の私は狙いを天に向け、私の矢は大きな弧を描いて、的に
上から刺さるような感じです。格好は良くないですが、最後
は郡山高校の学生との一騎打ちとなり、どちらかが外すまで
3回くらいのやり取りがありました。弓道部のみんなが凄い
応援をしてくれて、最後は競り勝ちました。
　4年の終わりに茶道部を作らないかとの話があり、卒業
まで初代部長をさせて頂きました。そのときに茶道を知り、
36年間、現在も続けております。
　病を抱えながら、会社に勤め、茶道も続けられるのは30歳
の時に出会ったストレッチや経絡を刺激する体操のおかげで
もあります。現在もボランティアで教室を開いています。
　2年前、家にささやかな茶室と体操教室を造り、定年後は
茶道と体操を広めて、皆様に恩返ししようと決めております。
　中学時代は数学が得意で宿題は授業中に済ませていまし
たが、高専では涙ぼくろがチャームポイントの数学の先生の
電光石火の問いかけに心をやられ、予習復習の経験がない
私は、生来怠け者で、高専の学力の高さについていけなく
なりました。それでも心優しいクラスメートがレポートを写させ
てくれたりして、天の恵みで卒業できました。レポートを丸写し
した私は高得点で、心優しい友人には字が上手ではないと
いう理由で、見る価値なしと書かれたレポートを返却された
時には心が痛みました。三択問題のテストでは、監視の先生
の表情をヒントに正解を導き出すという荒技も習得しました。
　質問に答えようと席を立つと、「まぁまぁ、座って下さいよ」
と、この上なく優しい英語の先生、竹刀を振り回し女子だと
言うだけで授業中、何度も当てられ正解できないとデコピン
される厳しい独語の先生。あの当時はたしかに日常会話くらい
はできたはずなのに、ドイツ人とのハーフの孫の会話が全く
わからない現在の私に言えることは、物事、極端過ぎては
いけないということでしょうか。
　4年になり、人生の恩師でもある故井口先生が、担任と
なり、高い倍率を誇る井口研究室に勝ち残ることができました。
卒論の実験も、硫酸を扱うような危険な作業は先生、易しい
楽な作業は私、という恵まれた環境の中、怠け者の私は、

奈良高専生活をふりかえって
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その実験でさえ、サボり、データが均等に取れていないと格好
が悪いと、先生がこっそりとデータ取りして下さることがあり
ました。あー、あの時の自分を殴ってやりたい
　一人娘を溺愛されていた井口先生は、同じく一人娘の私
に4年の時から、現在私が勤めている新日本理化（株）を強硬
に勧めてくれました。一人娘は自宅から通える場所がいい、
女性の先輩もいるし、組合がしっかりしていて良い会社だと。
お気楽な私は、就職のことなど頭になく、あまーい父とは違い、
厳しい母は井口先生との面談で、東京のような大都市での
大企業への就職希望を伝えておりました。
　5年になると先生から「新日本理化はどうしても嫌なのか」
と言われ、結局、自宅から通える京都の新日本理化に入った
しだいです。実際、先生の言われた通り、先輩達が色々と
教えてくれて、今でも勤めているのですから、居心地の良い
会社だったわけです。

　その会社で主人と知り合い、二人の子供をもうけ、現在、
三人の孫がいます。
　もし、井口先生のデータ取りがなかったら、強硬な勧めが
なかったら、卒業も就職も叶わず、現在の私は存在しない
わけで、本当に先生には感謝しかありません。
　これを読むと、人として終わってるような人格ですが、会社
では人が変わったように働いたものです。のらりくらりと過ご
した学生生活の付けが回ってきたかのようでした。
　現在も勤めながら、茶道、体操と継続してこられたのは、
暖かい目で見守って頂いた恩師、友人、上司、家族、多くの
方々のおかげと感謝しております。最後にこのような機会を
与えて下さった皆様にも感謝でいっぱいです。奈良高専、
万歳！

新芽 奈良高専同窓会
周年記念 特別号50
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嶋 本  勇 治

　奈良高専同窓会50周年の報に触れ、在学中のこと、今
現在の状況、今後の高専の期待について投稿させて頂きます。
　私は、1981年（昭和56年）電気工学科に入学し、同時に
寮生活を始めました。当時の寮体制は、低学年寮は、1年生
2名、2年生1名の3人部屋で、3年生以上が同級生との2人
部屋が基本体制となっており、入寮当初は、2年生の先輩に
気を遣った思い出があります。
　寮生活は、つらいこともありましたが、今となっては夜間
徒歩や寮祭等の楽しいことが思い浮かびます。また、試験前
には、同級生が集まって勉強するのですが、夜が更けると
共に勉強とは関係のない話題で盛り上がっていました。
　今考えると、この寮生活におけるコミュニケーション方法が、
現在の私の会社生活での基本になっている様に思われます。
　現在も寮は存在しているかと思いますが、昔と違い快適な
生活となっていることでしょう。
　ただ、生活の場だけでなく、共同生活を通じて協調性、規律性
を学んで頂き、将来訪れる社会人としての糧としていただけ
ればと思います。
　学業では、毎週の様に提出した実習レポートに明け暮れて
いた様に思います。現在であれば、パソコンで書くのでしょうが、
当時は手書きで、字が下手な私にとっては大変苦痛であった
のを記憶しております。
　どんな実習をしたかはほとんど覚えておりませんが、5年生
の卒業研究の時、大変高価な実験機器を壊してしまい、卒研
担当の京兼先生に報告するのが怖かった覚えがあります。
　卒業研究といえば、学業にはぜんぜん関係ありませんが、
思い出すのが天理ラーメンです。5年生となると、車をもって
いる同級生もいましたので、夜な夜な繰り出し、研究室が
ニンニク臭くなっていました。今は、奈良を離れておりますが、
帰郷した時は、もう一度あの天理ラーメンを堪能したいと
思っております。

　卒業後は、卒業生の先輩に勧められて三菱化成（現在の
三菱ケミカル）に入社し、勤務先は三重県四日市でした。
　入社の動機は、「化学会社なら化学出身の人が多く、電気
出身の大学生は少なく、重宝してもらえるはず」という大変
不純なものでした。しかしその考えは甘く、電気出身の大学生
はゴロゴロ居ました。
　入社後10年間は、化学プラント電気設備のメンテナンス
業務を行い、毎週日曜日はプラントトラブルの呼び出しが無い
ことを祈っておりました。
　その後、三菱ケミカルのエンジニアリング業務を行う「三菱
ケミカルエンジニアリング」に出向し、勤務地も1999年10月
に現在の茨城県神栖市に移りました。こちらに来て19年で、
奈良県20年、三重県15年に続き、3番目のふるさととなって
おります。
　わが社は、ユーザー系エンジニアリング会社で、親会社で
ある三菱ケミカルのプラント建設を軸に、親会社以外の化学
プラント、医療関係、食品関係等手広く建設業を行っています。
大手エンジニアリング会社御三家ほどではありませんが、
機械、プロセス、計装、建築のエンジニアを抱えており、「もの

奈良高専同窓会
50周年に添えて

　クラブ活動は、陸上部に所属しておりました。１年生では
短距離ランナーを目指しておりましたが、年を追うごとに体重が
増えて、走るのが困難となり、中学に野球をやっていたことも
あって、投てきのやり投げに変更しました。先輩方は練習一筋
でしたが、正直私は不真面目であった為、それが原因で太って
いたのだと思います。
　当時ついたあだ名が、お尻をプリプリして歩くのと、当時人気
があった？デカプリオをかけて「プリオ」でした。今年（2019年）、
東京で関東住人の同級生で新年会に出席したのですが、
久々に「プリオ」と呼ばれて昔を思い出しました。

私は、この日にホテルを蔵前に予約しておりましたが、飲みすぎて乗り過ごし、
光ヶ丘迄行ってしまい、ファミレスで一夜を過ごして、朝一の電車でホテル
に戻りました。

2019年 2月 2日／86E関東組  新年会  at 新宿

会員からのメッセージ 新芽 奈良高専同窓会
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つくり」が実感できる会社です。
　その中でも私は、電気関係ですので、受電所を建設した時
の初めての受電（私は、火入れと呼んでいます）、および建物
もしくはプラントに照明が点灯した時の達成感がたまらなく
大好きです。
　今は年齢も上がり、マネージメント業務が主体ですので、
何よりも部下の育成に達成感を求めているところです。
エンジニアリング会社は、「人が財産」であり、お客様に高品質、
低価格を提供し、納期厳守をお約束して、よりよい物を提案
していくことが使命と考えて仕事をしております。
　誰もが一緒だと思いますが、サラリーマン生活は毎日が
楽しい事ばかりではありませんが、自己満足でも良いので、
出来るだけ充実感が持てる様、気持ちをコントロールしています。
　趣味は、茨城県に移ってから、過去10数年ゴルフをやって
いましたが、去年ぐらいから火がついて、練習場（2回／週）、
コース（1回／月）と頑張っております。スコアーはあまり芳しく
ありませんが。それでも、広々としたコースに出て、楽しく
プレーし、気持ちよく入浴することで、スコアーは２の次で
楽しんでおります。
　最近は、息子も受験勉強で忙しく相手をしてくれませんので、
土日は専ら練習場に通っております。そろそろ定年の2文字が
ちらつく年齢ですが、定年後も楽しめる趣味として、一緒に
プレーしてくれるメンバーと、あとは平日の安いコースを探して
おく必要があるかな、などと考えている次第です。
　今後の高専についてですが、数年前に奈良高専を訪れた
際に、中村善一先生にお会いした時、「高専生の6～7割は
進学しており、進学校の一つだ」と言われておりました。私が
在学中でも、同級生で進学する人はいましたが、一握りで
あり、また大学数も少なかったと記憶しております。
　高専卒業の私として、大学卒の人との大きな差は、英語力
だと思っております。大学卒の人は受験で英語をみっちり勉強
しておりますが、高専受験しか経験のない私は、高専時代に
英語の勉強をあまりしていませんでした。故高橋先生が「工業
英語検定2級をとれば、優をやる」と言われていたのも、今と
なっては先を見られた指導であったと思います。
　しかし、それ以外の知識は劣らないと自負しております。
ですので、進学されたら、当然ですが、自分で足りないと感じた
ことを勉強していただければと思います。
　また、進学しない方も、高専時代一通り勉強しておれば、専門
学科については、問題ないかと思います。

　私事で恐縮ですが、一人息子が今年大学受験であります。
中学くらいまでは、数学、物理くらいでしたら教える事ができま
したが、高校になってからは、物理の電気しか教えられない
くらい、広く難解な内容を学んでいたようです。
　また、大学を選定するのに「ロボットを作れる大学」をめざして
おります。動機は、「ガンダムが好きだから」で幼稚ではありま
すが、私の会社選びに比べたら立派だと思っております。
　在校生の皆さんにも、何よりも、自分が何したいのか？をもって
行動して頂きたいと思います。
　某社のCMにある「地図に残る仕事をしたい」というかっこ
いい事でなくても、自分の気持ちをストレートに表していけば、
今後色々な問題が生じても乗り越えていけると思います。
　高専で身に着けた知識を、進学する人はもっと磨きをかけて、
就職する人は武器として、世の中に貢献できる実感を味わえる
よう頑張ってください。
　私も、残り少ないサラリーマン生活ではありますが、悔いが
残らない様に頑張りたいと思います。
　最後に、86年卒業生代表という大役を仰せつかってこの
50年史に投稿させて頂いた事を光栄と思っております。受験
勉強に励む息子の横で、自分なりに高専への思いを綴らせて
いただきました。
　奈良高専86年卒の皆さん、マラソンに例えたら、人生中間
地点を折り返して、30㎞付近ですかね。我ら皆同士、これから
の人生を謳歌しましょう。

新芽 奈良高専同窓会
周年記念 特別号50
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山 本  健 人

　新芽同窓会５０周年おめでとうございます。心からお祝い
申し上げます。
　私が奈良高専を卒業しましたのが１９８７年ですので、卒業
して32年が経過致しました。新芽同窓会の中でも古い世代
となってしまいました。
　奈良高専卒業後は理研ビタミン株式会社に就職し、大阪
工場に配属となり、現在も理研ビタミンで勤務しております。
入社当時は製造課に配属され、交代勤務で製造を行って
おりました。11年間製造課を経験の後、品質保証課に異動
となり、製品検査等の業務を5年経験させて頂きました。その
後、生産管理課で工場の製造計画立案等の業務を8年
経験し、現在の総務課に異動となり７年経過致しました。
工場のいろんな部署を経験させて頂けた事で原料や製品、
装置などいろんな知識を得ることが出来ました。人脈も広がり、
社内の営業や他部門の方、社外の方との交流をする機会も
多くなってきました。その中で、取引先企業の方で奈良高専卒
の先輩や後輩にお会いする機会があり、非常に親近感が
湧き、今でもその方とは交流がございます。
　総務の業務の中で、工場の新入社員採用の仕事を担当
させて頂いている為、各高専に求人説明に伺わせて頂いて
おります。母校である奈良高専にも毎年訪問させて頂いて
おります。近年、高専生の高専卒業後の進路は、私の在学
中とはかなり様変わりしており、大学進学される方が非常に
多くなっており、進学目当てで高専に入学する学生も多く
なっています。そのような中で、高専生は各企業に引く手
あまたで、弊社でも製造現場の即戦力として、高専生の採用
を計画しておりますが、求人の応募数に達しない年が多く
なっており、何とか母校の学生から応募頂けるよう、４年生
の夏休み期間中に行われる、インターンシップ学生の受け
入れを数年前から実施させて頂いております。学生と交流
することで、今の学生の考えや、どのような企業に就職したい
のかを知る良い機会となっています。
　物質化学工学科で私が在学中に居られた先生は殆どの
方が退職されており、現在では片倉教授のみとなりました。
片倉教授とは求人の話以外に、在学中の話や、同級生の近況

などの話をさせて頂いています。又、片倉教授とのお話の
中で、シンガポール研修の話をお聞きし、数年前から奈良
高専の学生がシンガポール研修に行かれる際、弊社シンガ
ポールアプリケーションセンターを訪問して頂けるようになり
ました。奈良高専との繋がりが深まり、嬉しく思います。
　それ以外にも、水泳部の一年後輩の濱野さんが、新芽
交流会事務をされておられる関係で、新芽交流会にも数年前
から参加させて頂いております。その活動の中で、テキサン
補修活動の部会があり、私も参加させて頂くようになりました。
校庭にあるテキサンを奈良高専のシンボルとしていつまでも
展示できるよう、テキサン周辺の草引きや、テキサンの補修
が主な活動内容です。年代の違う先輩・後輩や学生とも
交流ができ、非常に新鮮であり、いろんな事を学ぶことが出来
ます。テキサン補修は簡単ではなく、部品調達や資金の問題、
時間の関係もありなかなか補修が進まないのが現状です。
母校を愛する同窓会の方が沢山おられ、忙しい中定期的に
活動されているは素晴らしいと思います。興味のある方は
是非ご協力をお願い致します。

　水泳部との関係としては、顧問の島岡教授から毎年、後輩
達の高専大会での活躍の報告を頂いております。私の学生
時代より部員が増え、全国高専大会でも好成績を残されて
おり、活発に活動されているのを嬉しく思います。昨年は、
OB・OG交流会にも参加させて頂きました。今後も水泳部
ネットワークを広げて、何らかの形で後輩の支援が出来れば
と思います。
　以上のように、卒業後も奈良高専と繋がりを持つことが
出来、いろいろな方と交流させて頂いております。今後も奈良
高専との繋がりを大切にし、母校や後輩達に喜んで頂ける
活動が出来るようにして行きたいと思います。

奈良高専との繋がり

会員からのメッセージ 新芽 奈良高専同窓会
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上 村  篤 司

　先生方・OB/OGのみなさまお元気でしょうか？
　私が奈良高専を卒業した翌年に昭和から平成になり、この
５０周年でも改元がありますので後にも節目として思い出せる
でしょう。各卒業年度から代表の方が寄稿とのことで、素晴
らしいアイデアですね。私が書いていいのでしょうか？とても
貴重な機会をいただきありがとうございます。
　実家の商売が自動車関係だったこともあって子供のころか
らバイク・車に興味があり、工業系の道に進みたいと思って
いました。あまり勉強しない子でしたが、第一志望の奈良
高専機械工学科に合格できました。同世代のライバルの
多さ（私の通っていた中学校では１学年に１４クラスありました。
受験戦争という言葉も世間でよく使ってましたよね。）から考
えると奇跡だなぁと思います。世間知らずの呑気な私でした。
　高専創立時の先輩方（すごく勉強されていたと聞いてい
ます）と比べると全然なんでしょうけど勉強大変でしたね。
専門教科は塾とかで教えてくれません。１９８０年代後半当時
は「トコトンやさしい〇〇」なんて手軽な解説本がまだ少な
かったですし今も昔も専門書は高価ですよね。視力の低下
する級友が多く席替えでは教壇に近い席の希望者も多くて
モメルこともあったのを思い出しますが、今の現役のみなさん
もそうなのでしょうか？
　高専では様々な実習や実験で基礎を学べる貴重な体験が
できましたよね。私は特別編入（特編）で大学に進学しましたが、
高専出身の特編生は一般の学生より実習・実験を経験する
時間が長いのでしょう。卒業研究で使う部品を大学内の機械
工場で加工する場面などで一目おかれている特編同級生を
多くみましたが同じような経験のある方多くないでしょうか？
今の世は「モノからコトへ」、技術をどうサービスにつなげて
いくか？に注目されてますが、モノ自体や作り出す技術がしっ
かりしていることが前提ですよね。基礎・基盤の技術・技能
を磨く人はこれからも必要で奈良高専から育ってほしいし、

もっと評価されるようになってほしいと思います。
　私の近況を少し。少子高齢化の影響もありますがダイ
バーシティという言葉がどこでも聞かれ、取り組みされるよう
になりました。様々な文化や国籍、身体や精神的な特徴・
個性をもつ人々が共に生活・活躍できるようにしないと国・
地域・仕事・生活が回せなくなってきているそうです。私は
３年前から聴覚障がいの方のいる職場で仕事をしていますが
公私に役立つと思って手話の勉強を始めました。最初は
Eテレの講座を見たりインターネットで調べた表現を使って
みたりしましたが独学の限界を感じました。市町村が主催
する手話奉仕員養成講座というのがあり、今の職場がある
大阪府柏原市の夜間コースに１年間週１回（ほぼ毎週）仕事
帰りに通いました。講師の方の熱心なご指導もあって日常の
あいさつや簡単なやりとり・打合せを手話でできるようになり、
ほぼ毎日使っています（NHK手話ニュースの読み取りはまだ
まだ難しいです）。養成講座では手話の表現方法だけでなく
聾者の文化・歴史や行政の制度・サービスについても学ぶ
ので聴覚障がいの方が不便や不安に感じるところに気づき
やすくなれたように思いますが、根がお調子者の私なので
“わかった・できたつもりになっていないか？”“本当に必要な
ことは違うのではないか？”と時々振り返り、少しでもダイバー
シティ推進の一助になれるようこれからも勉強を続けて行動
にも活かしたいと思っています。
　手話は視覚言語なので、声が届かない（周囲の騒音が大き
かったり、距離が離れていたり、水中だったり）場合でも見え
ていればコミニケーションがとれ、とても便利です。手話を
使える人が増えるといいなと思います。聴覚障がいの方が
職場にいるという方もおられると思いますが、簡単な挨拶
だけでも覚えて使ってみられてはいかがでしょう？きっと
親しみをもってもらえますよ。
　さて、１００周年で全卒業年度の寄稿をそろえるにはおそらく
医学の進歩が必要になってきます。技術の進歩もめざましい
ので人工知能が書いたり（書かせたり？）できるかもしれませんが、
みなさま自筆で参加できるように体調にも気を配ってお元気で！
今高専に通っている現役のみなさん高専を目指す後輩の
みなさん、どこかでお会いできたらよろしくおねがいします。
奈良高専のますますのご発展をお祈りします。

５０周年おめでとうございます

会員からのメッセージ 新芽 奈良高専同窓会
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田垣内  乾二

創立50周年に寄せて

　創立50周年おめでとうございます。私は昭和最後の63年に機械工学科を卒業し総合化学メーカーに

就職しました。正に平成と共に30年間勤務し今年新たに令和を迎えました。

　私は入社以来、自社生産設備の機械設計、生産技術開発、自社工場建設業務を行っております。ここ10年

は海外プラントの能力増強や工場建設を任され現在は中国に赴任し、新工場建設責任者として従事して

います。

　入社以来、母校で学んだ事を実践に移して来た感が非常に強く、母校での教育カリキュラムに感謝して

います。時代は変わりエンジニアリング自体の合理化、効率化が進み、業務の外注化やコンピュータによる

解析が進んでいますが、我々技術者にとってのベースは普遍であると考えています。その様なツールを使う

為のベースを教育してくれた母校に感謝しています。世の中にある全ての現象には原理原則がありその

メカニズムを解明し実用化できる技術に変えていく事が我々のミッションであると常に考えて仕事をしています。

　弊社にも毎年、母校出身の新入社員を迎える事が出来ていつも嬉しく感じています。これからの後輩に

期待する事として、『何か自分の技術に自信の持てる領域を作ってほしい、また領域を広げてほしい』『グロー

バルに活躍できる為に最低限、英語力をつけてほしい』『所詮一人では一人の力、奈良高専出身者を見て

いて得意と感じる対人ネットワークを広げてほしい』があります。　

　奈良高専の益々の発展を祈念致します。

会員からのメッセージ 新芽 奈良高専同窓会
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平 田  正 行

　この度は同窓会設立50周年おめでとうございます。偶然で
はありますが平成2年卒は同窓会と同い年の50歳になります。
ぜひ100周年も一緒に迎えられたらと思います。(笑)
　早速ですが記念冊子への寄稿のご依頼を頂きましたので、
学生時代の思い出～卒業後の会社生活について、書き進めて
いきたいと思います。
　最初に学生時代の思い出ですが、当時を思い起こすため
20年ぶりくらいに卒業アルバムを引っ張り出してみました。
アルバムを開けて最初に驚いたのは、当然なのかもしれませ
んが、私の子供たちがその当時の自分達と同年代になってい
ることでした。今、親になって自分の子供達に思うことを当時
の両親も思っていたんだろうと考えると、改めて自分も人の親
になったということと、30年以上の時の流れを感じました。
また先生方を見てみると、これまた今の私が同年代もしくは
それ以上になっていることに気付きました。その当時の私の
中で先生方は、尊敬すべき大人という感じで、今自分が同年代
になって周りにその様に思われているかというとまだまだで、
もっと努力しないといけないと痛感した次第です。
　それでは私が高専に入学した当時のことについて書いて
いきたいと思います。高専では上級生は成人である20歳の
先輩方が学生生活を送っているため喫煙場所が当たり前のよう
にあり、当時は普通の学校ではあまり見られなかった留学生を
受け入れてたり、さらには2年生から私服やバイクで通学がで
きたりと入学したばかりの私にとっては大変刺激的な場所でした。
そんな中で高専時代の一番の思い出は、やはり高専祭でしょう
か。クラスやクラブでいろいろな催し物を準備し、近隣や他校の
方 を々招いて2日間に渡り開催していたと思います。クラスで
はアラゴの円盤やリニアモーターカーの原理モデルを展示、
クラブでは模擬店を催したりで、これらを企画～実行する中で、
自主性や実行力を学んだように思います。特に面白かったのは、
郡山は当時から金魚の養殖が盛んで大雨の後には側溝に金
魚が泳いでいるような地域なのに、近所の子供たちがお金を
払って金魚すくいに夢中になっていたことです。やはりお祭りと
なるとまた別物なんでしょうね。(笑)
　さてここからは、卒業後について書きたいと思います。高専

卒業後、旧松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)に
入社しました。運がいいのか悪いのか、入社以来、ほぼトイレ設
備関係の開発に携わり、今は温水洗浄便座一体型便器の開
発を担当しています。入社当時は温水洗浄便座や温水洗
浄便座一体型便器の一般家庭への普及率が低く、あまり事
業に貢献できていなかったのですが、今では普及率が80％を
超えるようになり、やっと会社に貢献できるような事業に
なってきました。それもあってご褒美として少しだけですが、
TVや雑誌にも出させてもらいました。ちなみに温水洗浄便座
一体型便器は外観からは分かりにくいのですが、水、電気を
扱う非常に複雑な構造をした設備商品です。設計者の時代
は樹脂成型品、回路やソフトの設計など、いろいろな経験
をさせてもらいましたが、やはり商品開発中はいろいろと言い
尽くせない苦労がありました。今では直接設計業務をすること
はないのですが、それでもマネジメントという立場で開発に
は携わることができています。実務には実務の苦労があり
マネジメントにはマネジメントの苦労があり、苦労が絶える
ことはありません。それでもこの商品はお客様に必ず喜んで
いただける商品であるとの信念をもっているので、新商品
発売時は毎回晴れがましい思いになります。
　話は変わりますが、卒業後のクラスメイトとの繋がりという
ことで言うと、卒業後10年ほどは、テニスを通じて何人かとは
繋がりがあったのですが、結婚し子供が出来ると家庭優先と
なり、年賀状のやり取りレベルのお付き合いになってしまって
います。そんな中で、当時のクラスメイトが同じ会社に入社
しており、社内カンパニーは異なるものの偶然にも同じ温水洗浄
便座関係の仕事に携わっており、会議や出張で会う際に周り
の方々には16歳からの30年来のお友達ということで毎度話
のネタになっています。やはり高専時代からの付き合いという
こともあり、腹を割って相談ができ大変心強く仕事が進められ、
本当にありがたいことだと思っています。
　最後にこれからの高専の皆様に期待することは、私の会社
でも高専卒の経営幹部が多く活躍されており先輩方 を々誇ら
しく思っています。私も社会からの高専卒業者への期待を
裏切らないよう、努力していきたいと思いますので、在学中の
皆様や学校運営にかかわる皆様も是非、これからも高専を
盛り立てていってください。
　それでは末筆になりますが、同窓会設立50周年記念冊子
寄稿のチャンスをいただいたことで、高専時代を懐かしく思い
出すことが出来、記念冊子の関係者の皆様にお礼申し上げ
たいと思います。本当にありがとうございました。素晴らしい
記念冊子刊行を楽しみにしております。

卒業30年で思うこと

会員からのメッセージ 新芽 奈良高専同窓会
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小 南  良 太

　まず最初に、この度、奈良工業高等専門学校同窓会５０周年に
あたり、関係各位にお祝い申し上げます。また、この記念すべき
冊子に寄稿する機会を与えて頂きまして感謝申し上げます。
　さて、わたくしは、化学工学科第１８期（開校からでは２３期）に
あたりますので、いつの間にか先輩より後輩の方が多くなってしまい
ました。また、縁がありまして、専攻科の１期生でもあります。従い
まして、学生としてダブりなしの計７年在籍したメンバーの一人に
なりますので、より長く在学した者から見たことを振り返って
みたいと思います。
　私が入学した１９８６年（昭和６１年）は、バブルの足音が聞こえ
だした時期で、卒業した１９９１年（平成３年）は、バブルが弾けた
時ということで、バブルの時代に在学していたことになります。
テレビを見ると景気のいい話ばかりですが、学生だった我々には
あまり関係の無いものばかりで、卒業して早くあの輪に加わりた
いと思っていたものです。しかし、現実は、そう甘いもので無く、
卒業とほぼ同時期にバブルが崩壊し、一気に不景気なり、実際
には、就職後はそのおこぼれにもありつけなかった様な感じです。
ただ、つい最近まで続いていた就職難については、全くなく、逆に
超々売り手市場で、対象者３０人強の学生に２００社を超える求人
があったのが、唯一のバブルの恩恵でした。
　話しは、戻りますが、私が入学した８６年は、新たに、来たるＩＴ
社会に対応する技術者を教育するために情報工学科が設立され
ました。当時はまだコンピュータが一般的で無く、家庭にはファミ
コンくらいしか無い時代でしたので、学問としてもこれから拡大
する分野でした。私が入学した化学工学科が開校に５年遅れで
開設されて以来ですので、１８年ぶりの新設学科でした。
　入学して早々、今は退官された一般教科の北川誠之助先生
が担任でした。右も左も分からない我々に対して、クラス委員長を
決めないといけないということで、４月９日だったことも有り、名簿
番号末尾９番の４人がジャンケンで決めろとの発言。仕方なく
ジャンケンした結果、負けてクラス委員長に就任してしまいました。
実は、これを切っ掛けに、この後、２年生の時を除く４年間委員長
をするハメになりました。こんな感じで、始まった学校生活です。
　入学早々、驚いたのが、校則のユルさです。出身の中学が校則
のキツイ学校だったこともあり、こんな自由な感じで大丈夫か？
と思ったことですが、後で、全て自己責任であるということだと
分かり、逆に責任感が芽生えたのを覚えています。それが、校風
で今でも続いてくれていると期待しているのですが、どうなので
しょうか？
　あと、在籍中、悩まされたのは、週１回ある実験実習の報告書
の作成です。毎週毎週５年間もよく書いたものだなと、今更
ながら感心していますし、他大学でよく聞く、レポートをコピーする

様な感覚も無くなり、鍛えられました。このあたりは、普通に学生
でも感じることが出来ることだと思うのですが、現在はどうなんで
しょうか？当時は、手書きが当たり前だったのが、ＰＣに変わった
くらいでしょうか？
　私の場合、課外活動で、放送部と学生会で活動しておりました。
放送部は、クラスメイトに誘われたのが切っ掛けで入部しました。
当時は、学校行事である入学・卒業式、体育祭や高専祭の音響
を中心にサポートする活動でした。この文章を書いているときに、
ネット検索を掛けたところ続いている様で、一安心しております。
ただ、ＳＮＳで発信しているなんて、今風だなと感心もしております。
活動の様子も、デジカメやスマホで撮ってそのままアップする。
こんな時代なんですね。我々の時は、やっと一般的になってきた
８ミリカメラ（Hi８とも呼ばれてました）を『学校の予算』で買って
もらい、拝借して使用してました。入学・卒業式はもちろん、体育祭
や球技大会では、走ったり競技をしながら撮影したり、遠足や
修学旅行にも持っていった記憶があります。もう、30年近く前の
話ですし、その時のテープはどうなったんでしょうか？これを書きな
がら、思い出しました。
　我々の時代の放送部というのは、ある意味非常に特殊でして、
部室が隣にあった、学生会と繋がって居たり、高価な機材を更新
する際は、学生課など学校側と繋がって居たりしてました。部活動の
予算取りも、大義名分があることを背景に、他の部活動よりもかなり
多くの予算を獲得していました。時効ですが、半分趣味もあった様
に思います。今も変わってないのでしょうか？
　先にも書いた様に、放送部のおかげで、学生会に出入りする
ことになり、当時の学生会長から書記就任の要請があり就任しま
した。と言っても、名前だけで、実務は別の後輩がやっていました
ので、私の仕事としては、学生会予算の監査業務くらいでしたが、
今考えると、良い経験でした。
　話しは、変わりますが、はじめにも書きましたが、私は、本科の
他に専攻科の１期生としての経験もあります。
　最初にショッキングだったのは、設立が決まった段階で、国会の
予算成立が遅れていた関係で、最後の最後で万が一という事態が
あると言うことを聞かされたときです。結局は、何とかなったわけ
ですが、今な感じのスタートでした。
　始まったら、始まったで、システムの不安から、兎に角、単位は
全て取る様に指導され、実に、忙しい２年間になりました。現在は、
システムも変わっているでしょうが、当時は、単位のいくつかは、
『大学』で取得しなくてはならず、その時は、通信制の放送大学
で単位取得をしました。その単位と、研究レポートを学位授与機構
に提出し、その時は、大阪大学でおこなわれた筆記試験を経た
後、授与されました。これら、一連の流れが、１期生ということも
あり、ノウハウが全くなく、先生方も分からないので、みんなで
『あーでも無い、こーでも無い』と苦労したことを未だに覚えて
います。この時、先駆者の苦労が分かった気がします。
　この様な７年間の高専生活でした。30年ほど前のことですが、
昨日の様に思われるほど、思い出深い７年でした。
　そんな私は、バブルの恩恵に与り、楽 と々就職したにも関わらず、
１年で退職し専攻科に進んで就職難にぶち当たった私です。何とか
就職出来、現在は、分析装置を販売している企業に就職し、
営業職を経験した後、技術系の仕事に就いておりますが、この
時の経験が役に立ったと思うときがあります。

7年の高専生活を振り返り

会員からのメッセージ 新芽 奈良高専同窓会
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辻 浦  嘉代子

　このたびは創立50周年、誠におめでとうございます。
　今回の寄稿の話を頂いた際には戸惑いもありましたが、夫
や娘の後押しもあり、せっかくの貴重な機会を大切にしたい
と思い投稿させて頂きます。
　私は1987年に情報工学科2期生として入学しました。
　情報工学科2期生は40人クラスのうち女子は6人でした。
化学工学科には十数人いましたが、電気工学科、機械工学科
A、Bともに女子は0人、今とは違い、当時は女子の割合が
とても少ない時代でした。
　勉強に関しては、低学年のうちは一般教科も多く中学校
の延長のようでしたが、学年が上がるにつれ専門教科の割合
も増え、専門教科が苦手だった私は定期テストではとても苦労
しました。テストが近づくと遅くまで図書館に残り、クラスの
友達に教えてもらいながら試験勉強をしていたのを覚えて
います。
　クラブは弓道部と茶道部に所属していました。弓道部は弓
を持つのも初めてでしたが先輩方が丁寧に指導して下さり、
夏休み頃には矢を射るまで上達できました。
　毎年、矢田寺で泊まり合宿があり、矢田寺まで上がる階段
がしんどかったですが、友達や先輩と旅行に出かけたような感じ
で楽しかったです。
　今でも年に数回は弓道部の同期と集まり楽しい時間を過ご
しています。
　茶道部では週に一度、茶道の先生に作法とお手前を教え
ていただきました。クラブの終わりにお茶とお菓子を頂ける事
がとても楽しみでした。高専祭でお茶会を開き、着物を着て
お手前を披露するのは緊張しましたが、貴重な経験をさせて
いただきました。
　５年生には修学旅行で人生初めての飛行機に乗り沖縄に
行きました。鈴木先生と浅井先生の引率のもと、万座毛、東南
植物楽園、美ら海水族館、首里城などを観光し、沖縄を満喫
しました。万座毛から見た景色は素晴らしかったです。これは
女子６人で、東南植物楽園で撮った時の写真です。
　高専卒業後は情報通信企業に就職し、平成４年に入社以来、
お客様の情報通信システムの構築などの仕事に携わってきました。

　入社６年目で結婚をし、二人の子供に恵まれました。会社
の育児休暇制度を活用し、約６年間は子育てに専念し、その
後、職場に復帰しました。
　家事と育児の両立は大変ですが、家族や理解ある職場
のサポートを得て、現在も現役で働いています。現在は法人
営業分野でＳＥ業務に携わっています。
　私が勤務する会社は、政府が推進する働き方改革や女性
活躍推進にも積極的に取り組んでおり、私も月に数日は在宅
勤務を行っています。今でも仕事を続けられているのは、
様 な々環境や制度に恵まれたおかげだと思っています。これから
就職活動する後輩の皆さん、特に女子学生の皆さんは、業務
内容に加え、制度面なども考慮に入れた企業選びをお薦めし
ます。
　現在ご縁があって長女も奈良高専情報工学科でお世話に
なっています。私の後輩になり、親子２代で高専生です。
　親の影響もあったかと思いますが、長女から「理系希望で
高専に進学したい」と初めて聞いた時はとても嬉しかったです。
長女の入学説明会で約２０年ぶりに奈良高専に行った時には、
飛行機のお出迎えに懐かしさを感じました。
　講義内容については、私の学生時代からは変化し、プロ
グラミング授業や実験が多くなり、通信ネットワークや情報
セキュリティなど企業に入れば即戦力となるようなカリキュラム
が取り入れられています。また大学編入学への道を選択する
学生も多くなり、将来への選択肢と可能性が増えています。
長女には就職、進学いずれに進むにしても、社会の課題解決
に貢献できる女性エンジニアとして、頑張って欲しいと思います。
　これからの奈良高専は、女性エンジニアリーダー養成枠
が設けられるなど女性比率は年々高まっていきます。学内の環境
整備が進む中、男女間のプライバシーが守られ、男女問わず
快適な学生生活が送れるような更なる環境整備と塾などでは
教えてもらえない専門教科においては、学校側でフォロー
できる仕組み作りをお願いしたいと思います。
　社会で活躍できる創造的技術者の育成の担い手として
より一層のご発展を期待しております。

同窓会創立５０周年によせて

会員からのメッセージ 新芽 奈良高専同窓会
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西 井  貴 郁

　奈良高専同窓会50周年を迎えられ、心よりお祝い申し上げます。
　現在、私は、旭化成（株）鈴鹿事業所の設備技術課で、奈良
高専や他の高専の先輩方や後輩達と日々 業務に奮闘しております。
　私は小さい頃から機械いじりが好きで、祖母の勧めもあり、
30年前の1月に高専の試験を受けました。試験中に地震があり
ビックリしたこと、合格発表を見に来た時に『合格おめでとう！』と
声を掛けられ、いきなり見知らぬ先輩達に囲まれ胴上げをされた
こと、その時は、落とされないかとヒヤヒヤで宙に浮いていたこと
を今でも良く覚えています。
　入学後、5年間と長いようで短い学生生活を機械工学科（シス
テム工学）で送ることになりました。機械工学科ということもあり、
男性ばかりのクラスかなと思いました。しかし、女性もいたので驚き
ましたが、機械が好きな女性がいてもいいよなと感じていました。
　さて、機械好きである私にとって、専門科目の授業である、T定規
やコンパスなどを使い、線の太さを変えて書く手書き図面の作成
は、紙が汚れない様に綺麗に描くのが大変でしたが、好きでした。
CADが主流となった今では、アナログ的で古い作業かも知れま
せんが、良い経験をしたと思います。また、作業服（ツナギ）を着て
行う実習は、機械の部品がどのように作られているのかを知る
ことが出来る、私にとっては新鮮な場でありました。砂で鋳型を作
り、溶けた金属を流し込んだ鋳物製作や旋盤を使った金属加工、
NC旋盤でのプログラミングと加工など・・・今でも、級友と『高専
の設備を使って何か作れるよね』と言っていたことを昨日の様に
想い出すことができます。
　部活動では、硬式テニス部に所属し、先輩方や後輩達と練習
や試合に、そして、夏合宿や高専祭と幅広い層での活動に汗を流
していました。当時イワン・レンドルという選手が活躍していた
ので、彼の活躍にあやかろうと、レンドルモデルというラケットを
使って練習や試合に臨んでいましたが、結果は言うまでもなく不振
に終わってしまいました。
　５年生になると、研究室に4名で入り先生や級友と夜遅くまで
作業をしたことや、進学先や就職先のことで級友と議論したこと、
会社の面接に行く為、家から駅まで自転車で走っていたら、パンク
して電車に乗り遅れそうになったことをよく覚えています。ヒヤヒヤ
でした。
　94年に会社に入社し、主に設備の開発、設計、メンテナンス業務
に携わって、勤続25年が経ちました。今思うと、あっという間でした。
入社当初は、判らないことばかりで不安でしたが、奈良高専の
先輩、他の高専の先輩が職場にいたことや、会社にテニス部が

3

あったことで、自分に合った馴染み易い会社だったのだろうと思い
ます。
　さて、職場に入って最初に設計した部品が、食品包装用フイルム
を生産する機械部品の１つでした。現場に何度も足を運んで
スケッチに行き、確認して図面化し、部品を作ってもらいました。
上手く部品が取付かず、修正して取付け悔しい思いをしたことが
ありました。
　また、図面を書いて上司に承認を得るのですが、『この部品は、
どのような材料から作ろうとしているのか？』『加工する人や組み
立てる人が判りやすい様に考えているのか？』『基準をどこにして
組み立てるのか？』と厳しい指導を受けました。高専で学ぶより
もっと実践的なことを上司や先輩から学び、図面は、材料・加工
方法やコスト・組立方法（基準）をしっかり自分で考えて作らなけ
ればならないと考えさせられました。鬼や閻魔と例えられた上司・
先輩がいましたが、そのような砦となる人達がいるから、良い
仕事、設備が出来上がると思った瞬間でもありました。
　高専では一通り基礎的な事は学べますが、会社に入れば会社
の基準やルールがあります。特に、『安全』という面には非常に厳
しい視点でチェックが入ります。機械を作る時に人が誤った操作
をしても、事故が起こらない様にする努力は、設計時から求められ
ます。機械を作る側（機械・電気）、使う側（ユーザー）の視点で、
危険なところはないか、作業はしやすいか、設置場所には問題な
いか等・・・想定されるリスクをみんなで洗い出し、対策を盛り込
みます。機械を作るのも使うのも人間です、そして、間違った使い
方をして、事故を起こすのも人間です。それを防ぐためには、いろ
んな人の意見を聞いて一緒に安全な機械や設備を作り上げなけ
ればなりません。
　私は、会社でモノ作りの難しさや大変さ、安全に取組む大切さ
を、いろんな人と関わりあって学んできました。時には、会話する
のは苦手だなと思う人もいたのは間違いありませんが、少しでも
自分を知ってもらうため、また、一緒に仕事をする仲間と協力して
より良いモノを作るために私は声を掛けて仕事に取組んできました。
　毎年、TVで放映される『ロボコン』で活躍する奈良高専を
目にし、チーム一丸となって、課題に取組む姿に、これから社会に
出てこられる高専生の可能性と頼もしさを強く感じます。高専生
の方には、社会に出て安全で人にやさしい機械や設備を作って
もらいたいと思います。
　その為には、『One　For　All、All　For　One』という
ラグビーの用語にあるように、『一人はみんなのために、みんなは
一つの目的のために』を考えて行動することが大切だと私は考え
ています。社会に出られたら、より多くの人とコミュニケーションを
取り、情報が共有できるように幅広く人脈を作って、目的達成に
向けグローバルな社会で幅広く活躍されることを期待します。
　最後に、奈良高専のさらなる発展と、皆様のご健勝とご多幸を
祈念いたします。

高専での想い出と現在の私、
高専の将来に期待すること

会員からのメッセージ 新芽 奈良高専同窓会
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◆ 学生生活を振り返って
　私は１９９１年に情報工学科へ入学しました。中学生のとき、
将来はIT関連の仕事に就きたいという漠然とした夢を持って
いました。教室にあった高校の入学案内を何気なく見ていた
とき、束の中から高専の入学案内が目に入りました。そこに
書かれていた「１年から専門的な授業を受けられる」「５年間の
一貫教育」という、他の高校には無い教育制度に魅力を感じ、
私の第一志望校が決定しました。それからというもの、入試に
向けて必死に受験勉強に取り組み、無事入学までこぎつけました。
　入学当初は、得意だったはずの数学で授業についていけず、
他の一般教科もギリギリのところで単位を取っていくという
苦しいスタートでした。一方専門科目では、１年からプログラミング
の授業がありました。最初は年代物のパソコンの画面に
Helloと文字を表示させるだけでしたが、初めて自分で作った
プログラムが動いたことにとにかく感動し、毎回の授業が楽しみ
でした。
　学年が上がるに伴い専門科目の数が増え、楽しさも増えて
いきました。プログラミング以外では電子回路の実習が特に
楽しく、班のメンバーのことを忘れて無我夢中で回路を組み、
ランプを光らせたり波形の変化を見て楽しんでいました。
　５年の卒業研究ではソフトウェア系の研究室を希望し、松尾
先生のもとで「画像処理を使った文字の抽出とパタン認識」と
いうテーマに取り組みました。このとき、画面にカラー画像を
表示させたり、減色処理をしたり、文字領域の抽出や文字の
マッチング処理を行うなど、理論をプログラムとして実現する
うちに、プログラムの技術が飛躍的に向上しました。また、論文
作成では技術的な文章の書き方、成果発表会では資料の
作り方や発表等のプレゼンテーションの技術を学びました。
卒業研究は、現在も活用しているヒューマンスキルを学んだ
時間でした。
　卒業後は専攻科（電子情報工学専攻）に内部進学しました。

専攻科では、授業が週の半分の時間しかなく、残りの半分は
研究の時間となっていて、自分で検討・計画して行動しなければ
進まない状況に置かれたことで、自ら取り組む姿勢が育まれま
した。研究で求められるレベルも本科より高度になり、論文の
締め切りや成果発表会の前には研究室に泊まり込んで準備
をすることもありました。次回はこうならないようにと思い、
早めに準備を始めても、最後にやはり締め切りに追われて
しまう、というのを毎回繰り返していたような気がします。専攻科
の在学中には、学会の学生発表会や、学位授与機構からの
学位取得に向けた取り組みなど、他にも貴重な経験を積む
ことができました。
　最終学年になり、就職活動が始まりました。就職活動では、
慣れない面接の練習で想定質問に対する回答がうまく返せず、
社会人になるにあたっての考えの持ち方や、それを表現する
自己アピールという点で大きな壁に当たりました。何度か練習
をしている中で、まずは度胸をつけようということになり、屋上
から地上に向けて大声で自己アピールの練習をするなど、
先生方に熱血指導頂いたことが思い出されます。その甲斐
あって、無事内定をいただくことができました。

◆ 仕事について
　１９９９年に三菱電機システムウェア（現在の三菱電機イン
フォメーションシステムズ）へ就職しました。当社は、サービス
インテグレータとして、金融、製造、流通、サービス、公共、通信
システムなど、幅広い事業分野でITシステムを提供しています。
　私の部署では、三菱電機の主力事業の１つである交通や
電力の分野で、個産システムや、三菱電機グループの量産製品
などの三菱電機製品に組み込まれるソフトウェアの設計・製造
を請け負っています。ソフトウェアの開発チームは、案件によって
数名程度から １００名を超える規模まで様々です。その中で
私は、プログラマやテスターからスタートし、いくつかのプロ
ジェクトで経験を積みながら、設計や機能リーダという上流の
役割へとステップアップをしてきました。
　私はソフトウェアの開発において、受注時に計画した品質
が確保できるように、規定されたソフトウェア開発プロセスに
従ってプロジェクトマネジメントをしています。例えば、メンバー
が作成した仕様書やプログラムは有識者を集めてレビューを
行い、より上流工程で不具合を検出できるように取り組んで
います。効果的なレビューができるよう、各会議室に備えられた
パソコンとプロジェクタを活用して複数名でレビューを実施

５０周年に寄せて

筒 井　満
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します。同時に、レビューを通じて、システムのノウハウやプロ
グラミング技術をメンバーに伝え後進の育成を行います。この
ように、直接システムの設計・製造を行うだけではなく、プロ
ジェクトの課題・リスクの抽出・解決や、開発プロセスが遵守
されていることの確認、メンバーの教育などを日々行うマネジ
メントが、プロジェクトを成功させる上で重要な役割となっています。
また、システムは「作ったら終わり」ではなく、機能追加や保守
など、システムのライフサイクルが終わるまで維持・管理が
必要です。そのような保守対応や次のシステムを継続して
受注できるよう、営業的な活動として客先担当者への提案
活動も行ないます。

◆ 学んだ技術の活用
　業務の中では、在学中に学んだ技術が数多く役に立って
います。現在開発を担当している交通事業のシステムは、
中央サーバから複数の機器に対する制御・監視を行うシステム
です。中央サーバや各機器には、個々の機能を実現する
ソフトウェアを組み込んで動作させており、相互に通信して
システムとしての役割を実現しています。システムで使われて
いる技術は、ネットワークやデータベース、組み込みなど、
授業で学んだ要素技術が基礎となっています。開発プロセス
についてもソフトウェア工学で学んだ内容が基礎となり、
その上に実務レベルの技術が積み重なっています。
　また、中央サーバや機器には様々な操作スイッチが接続
されています。最近になって、ソフトウェアの設計のために
操作スイッチの回路図の理解が必要となり、電子回路の実習
で学んだ内容が役立ちました。在学中に学んだ技術は、座学
だけではなく、実習を通じて深い理解が得られており、また
情報系だけでなく電気系の知識についても業務の中で多く
役立っています。

◆ 心がけていること
　最近「高専生は実践しながら学ぶという姿勢が強く、企業
にとって即戦力となる」と評価され、その結果「高専の教育
システムが時代にマッチしており再評価されている」という
ニュースや新聞記事を何度か目にしました。記事を見つける
たびに、目を通し、人知れず喜んでいます。
　実践しながら学ぶという高専で培った技術や考え方をさら
に伸ばすために、自分の中で「なんでも挑戦する」と心がけて
います。とにかくいろいろなモノ・コトに触れて経験しようとして

います。「百聞は一見に如かず」とよく言いますが、自分の感覚で
確かめることはとても価値があります。最近は、ソフトウェアの
開発ツールや組み込み環境など、多くのものが無料や低価格で
入手できます。最新のIT技術にアンテナを張り、例えば自宅に
Androidアプリの開発環境やRaspberry PiによるLinux
環境を作り、それらを試しています。自ら試してみることで、
短時間に深く仕組みを理解し活用できるようになると考えて
います。新たな技術が必要になった際に、実践して習得する
ことが高専生の強みであり、この考え方を今後も大切にして
いきたいです。

◆ おわりに
　こうして振り返ってみると、入学時は５年間は長いと思って
いましたが、専攻科も合わせた７年間はあっという間だった
気がします。今後も高専で学んだ技術や考え方を大切にしな
がら、まだまだ未熟なところを伸ばしていくために頑張って
いきたいと思います。

新芽 奈良高専同窓会
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森 脇  正 文

　ついこないだ卒業したばかりなのに、あっという間に卒業して
２０年が経過。現在４１歳となりました。現在、奈良県内にて映像
制作の仕事をしており、奈良県吹奏楽連盟様にお世話になる
中、楽器の吹けない吹奏楽部顧問の島岡先生に今だよく
お合いできる為、この原稿執筆の機会をいただきました。
学科長を務めながら、いまだ土日に対外的な活動にも取り
組まれる姿には頭が下がります。
　今思うと、よく遊び、いろんなことにチャレンジできた学生
生活でした。勉強をした記憶がほとんどないくらいに、、、。先生方
は、よくも悪くも？放任主義で締め付けが一つもない。その
かわり、勉強についていけなければ自己責任。どこの高専もそう
かはわかりませんが、この自由な校風こそが、やりたいことを
する環境にふさわしく、各学生の自主性と創造性をのばした
先駆的な教育だったように今になって思います。（先生方が
技術者ばかりで勝手にこうなったのかもしれませんが、、）
　一番の思い出は、クラブの弓道部でした。弓道部は私が部長を
させてもらった時、６０名という大人数で、吹奏楽部と人数を競う
ほどでした。弓が足らず、３人が同じ弓をかけもち。アホなこと
言いながらも、ひたすら筋トレと練習。毎年の合宿と全国高専
大会が楽しみで、泊まりは楽しすぎて寝ることができませんで
した。全国高専大会で個人優勝できたのはまぐれでしたが、
一生の思い出です。次は昼休みのサッカー。２時限目でお弁当
を食べ終え、昼休みすぐ運動場へダッシュ。何度か、夢中すぎて
皆が昼休み終了のチャイムが聞こえないこともありました。
バイクに乗る友達が多かったことから、自分もバイクにのり、
ツーリングによく出かけました。バンドを組んで文化祭で発表
しました。電制に入れば、ロボコンに出てNHKに映ることが
できると思っていましたが、知らぬ間に卒業式を迎えました。
　毎年、先生に謝ることでギリギリ進級と卒業ができました。
進路は、当時としてはめずらしく学校にきた求人ではなく、
自分で会社をさがして企業を受けました。特装車と呼ばれる
ダンプやミキサーなどの働く車の製造メーカーで勤め、３年工場、
４年を福祉機器の開発に携わりました。福祉機器を作りたい
と思ったのも、高専時代にクラスメイトに誘われた知的障害者
施設のガイドヘルパーのアルバイト経験があったからでした。

マイコンプログラムの授業はついていけませんでしたが、いざ
仕事でやらないといけないとなるとなんとかなるものでした。
これは高専生の強みでしょうか？社会人では大学院生の同期
と一緒に研修を受け、一番年下だったので、当時は劣等感を
感じていましたが、今思うとそんなこと思う必要はまったく
なかったと思います。マイコンプログラム、電子回路設計、
機械強度計算、図面作成、部品発注、製造指示書作成、品質
検査基準作成など開発・製造に関わるあらゆることをさせて
もらいました。
　７年会社にお世話になりましたが、福祉機器が撤退となった
ことと、実家の父がはじめた自営業の映像制作の仕事が忙しく
なったことをうけ、自分も長男だったので、これを気に実家に
戻り、映像の仕事を始めることとしました。全く違う仕事でし
たが、目指していた福祉機器も映像も人を幸せに出来るなら
自分はやれると思いました。ちょうどパソコンで映像編集がで
きるようになったころで、パソコン世代の自分にとってはチャンス
でした。Macの最新機種を購入し、退職した翌日から仕事開始。
パソコンは、得意だったものの映像という新ジャンルの仕事に
はかなりてこずりました。しかし、仕事の報酬は、仕事。休みなし
で仕事をやればやるほど仕事がたまり、自営業に限界を感じる
ようになりました。当時、明日香村の国宝である飛鳥美人が
描かれている高松塚古墳の解体事業があり、文化庁より毎日
発掘現場へ撮影の依頼がありました。カンヌ国際映画祭で
受賞した河瀨直美監督作品の「殯りの森」のメイキング撮影
や編集機材貸し出し等お手伝いをすることが出来ました。
実家に戻って３年で法人化に。その２年後の３２歳の時、父より
代表を引き継ぎました。
　代表を引き継いで雇用を始めていろんなことに気づかされ
ました。技術は出来たけど、人を見れていなかったこと。映像
をつくるには技術も必要だけど、文才やコミュニケーション能力
が必要であること。休みなしに働いても月次決算で赤字になる
ことがあること。同世代で、奈良県で同じように映像で雇用を
している人を知らなかったので、なんで自分だけが、と思って
いた頃もありましたが、これこそが自分のやるべき使命だと思い、
奈良県に映像の業界を作るべく今は、６名の社員さんと共に
仕事に励んでいます。
　業務の内容は、幼稚園・保育園の想い出、吹奏楽、奈良県
の観光映像やイベントの中継・記録や会社案内等の映像制作
を行っており、地域の映像の需要になんでもこたえる形で
業務を行っています。奈良高専吹奏楽部定期演奏会の映像
制作にも高専OBさんの紹介でお世話になっております。今は
無いですが、楽屋撮影で男子が下着を見せ合う伝統があり、
自分のころと変わってないなと思いました。
　経営理念として、お客様に対して：喜びに驚きをたす創造・
従業員に対して：成長と幸福の追究・地域に対して：地域に

奈良高専の思い出とこれから
～卒業して２０年が経過して～
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でる貢献を掲げ、地域に喜びや驚きをたくさん作りながら従業員
も幸せにし、地域に貢献できればと考えています。2019年２
月には、ならまちにクリエイターがあつまる拠点をつくり、映画
やTVで撮影・監督の経験者が集まってきています。少しずつ
ですが、映像で奈良県をそして日本を元気に出来るような
会社を目指していきたいと考えています。
　今、高専生の社会的評価は非常に高いと思います。これから
の働き方も変わっていくこと、デバイスがどんどん安くなっていく
ことから最後は創ること（ものづくり・クリエイティブ・創造性）
にしか仕事の価値が出てこない時代になってくることと思います。
まさに高専生の出番である時代といえるでしょう。また特に、
若い感性はこれからますます重要になると思います。今の私
でさえ、若い人に教えてもらう姿勢が大切だと感じ始めています。
若い感性でやりたいことを年配者の経験で、こうやったら

できるよ、と教える環境が大事だと思います。そういった意味で、
今の高専生と卒業生による産官学の連携も必要となってくる
ことでしょう。卒業生も在校生も地域で連携し、お互いを知り
ながら、育ち合い、成長し合い、地域一体となっての社会への
新しい価値を創造していく、そんな社会がこれから求められて
くるのだと思います。働く場所も選ばない時代になりました。
奈良に企業は少ないですが、ゆえに起業する人も増えている
と感じています。これから奈良がますます面白くなると思います。
いままでは、自分の仕事ばかりで外に出れておらず、高専の友人
ともずいぶんご無沙汰していますが、またこれから外にでて、
いろんなかかわりを持たせていただければと思います。

株式会社森脇ビデオ企画　代表取締役　森脇正文
https://mvk.jp/
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久 保  善 紀

　機械工学科31期生の久保善紀と申します。卒業して、早20年
が経ちました。しかし、私自身はほとんど時間の流れを感じず、
在学時と変わらない感覚が、良くも悪くもあります。私は、高専
から車で5分の近所が自宅兼、機械設計事務所であり、卒業後も、
たびたび高専の先生方とは共同研究、技術相談等でお世話に
なっております。同じく設計事務所をやっている私の父親も
機械工学科2期生であり、妹2人も高専卒です。2013～2016
年まで3年間、機械工学科の設計工学、設計製図の非常勤講師
も務めさせて頂き、後輩の学生たちには、拙い講師ではあった
と思いますが、貴重な体験をさせて頂きました。
　さて、私の在学中の思い出は、部活動のバドミントンに尽き
ます。毎日トレーニングで高専から法隆寺までランニングで
往復しておりました。学業のほうと言われますと、部活が終わった
あと、図書館が閉まるまで約1時間だけ、宿題やらレポート作成
をしており、自宅で勉強した記憶があまりないのはお恥ずかしい
限りです。しかし、部活で培った体力・精神力と、短時間で勉強
する集中力は、今の仕事でも役立っております。
　その後、大学編入・大学院で4年間、地元を離れ、修了後、
大和郡山に戻り就職。メーカーの設計者として6年間務め、その
後、久保設計事務所として独立して現在に至ります。
　現在の仕事の状況は、様々なメーカー、客先からの依頼で、
機械装置・特注設備の設計開発を行います。作業は、事務所
内に持ち帰りが多いのですが、近年は客先出向作業も多く、
慌ただしい毎日です。このような仕事形態になる理由は、現在
はCADが高度化・多様化して、自身で保有しない複数の
CADを使いこなすことが要求されるためです。設計事務所の
作業は、父親の家業ですから、子供の頃から熟知していますが、
手書きで設計した世代は、出向でも持ち帰りでも臨機応変で
作業出来ました。そして初期のCAD導入時代は、どれか一種類
のCADでも使えたら重宝されたため、複数のCAD導入・操作
まで求められませんでした。しかし、現在の設計におけるCAD
運用状況は非常にハイレベルを要求されます。特に、
3D-CADの発展は目覚ましく、元々3Dでゼロから特注機械
設計をするのはCAD操作上も、設計者の3Dモデリングセンス
的にも困難だったのですが、時代の要求もあり、私も習得して
いるところです。
　図1に、3D-CADでの設計例を示します。実はこれは、かつて

父親が設計を手掛け、奈良高専機械科の、関口先生、故・小畠
先生と共同研究・開発した「ビィーディング加工装置」で、25
年ほど前の手書き設計図を元に、3D-CAD練習のため私が
再現したものです。これは、既存の設計図から3D化して作成
した例ですが、こういう特注機械を、3D空間の中で、ゼロから
立ち上げるという設計者を、今、多くのメーカーが求めている
ようで、その要求を目指して、奮闘中です。

　

　以上のように、私も奈良高専には縁が深い身で、非常勤講師
も務めさせて頂きましたので、高専の未来、そして自身の未来
とも重ね合わせて、機械工学科における教育とはどうある
べきか？どういう技術者がこれからの社会に要求されるか？に
ついて自論を書きます。
　私の考えでは、上記のように、高度化するCAD等ITツール
の進化に合わせて、高専でもIT教育を加速させることも大事
ですが、同時に、手書き設計時代のアナログ感覚や、工場実習、
実験などの基本・原点を、高専教育においては徹底してほしい
との願いがあります。なぜなら、今、社会に出たばかりの若手
エンジニアを観察するに、多くは、IT能力は極めて高く、どんな
複雑なソフト・ツールでも使いこなしますが、それは彼らが、
スマホや3Dゲーム世代だから、PC操作能力や3D空間認識
能力が自然に高いので、IT教育など最初から必要ないのです。
しかし、実際の設計・モノ作りには、現実・現物・現場を知ら
ないと、仮想空間で設計されたものが計画倒れになる危うさ
があります。また、手書きで設計製図出来て、手計算で演算で
きるからこそ、CAD/CAMと比較して検証も出来ます。打合せ
や現場においては、フリーハンドで素早くスケッチしてメモを取る
能力も大事です。つまり、今の若者には、IT能力などは日常生活
や遊びで身についており、社会に出てから、必要なソフトなどは、
会社によって違い、それは社会人になってからでも身につけられ
ます。しかし、手書きで図面を描いたり、工場実習でレポートを
書いたりするような体験は、大学でもあまり無く、もはや高専
ならではの教育で、社会から求められていることだと思います。
そこは、2期生の父親も、高専が創立当初から、基本的に変わら
ないことを誇りに思っているところです。
　最後に、後輩の方々に一言させて頂けるなら、「高専の時の
教科書、ノート、レポート類を極力手元に置いてほしい。必ず
役立つときが来るから」です。　　　　　　　　　　　　

奈良高専で学んだことと、
現在の仕事

図1．奈良高専　旧関口・小畠研究室　直管・曲管の
　　  ビィーディング加工装置 3D-CADモデル化
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土 屋  雅 信

　奈良高専同窓会創設50周年、おめでとうございます！

50周年を卒業生の一員として迎えられること、誠に喜ばしく

思います。

　私は、20世紀最後の年である2000年に電気工学科を

卒業し、2002年に専攻科電子情報工学専攻を修了しました。

在籍当時、奈良高専開校初期から教鞭を取られていた先生

方もまだ現役で、おそらく、開校初期の奔放な時代の話を

直接伺えた最後の世代です。（時節柄、ここでその興味深い

話ができないのはとても残念です…。）

　私と同窓会との関わりといえば、専攻科修了後、卒業生と

して母校にお邪魔し、新芽交流会パートナーシップフォーラム

に参加していました。しかしその後、就職のために東京へ転居

したため、同窓会を含む、奈良高専界隈の行事からは足が

遠くなってしまいました。そんな中、奈良高専創立50周年に

向けて結成された新芽合唱団には、無理をして東京から

参加しました。月1回の練習に合わせて帰省するのはなかなか

大変でしたが、なら100年会館で行われた奈良高専創立

50周年記念式典で在校生とともに大ステージに立って合唱

できたのは、参加し甲斐のあった、思い出深い出来事です。

　さて、本稿を執筆するに当たり、これまでの人生と奈良高専

との関わりを改めて振り返ってみると、自分にとって、奈良高専

への入学を決断したことが、大きな転換点であり、よくある

進路とは違う展望を奈良高専が与えてくれたと強く思います。

　中学生のころの私は、多数の同級生の考えに迎合すること

ができず、そうかと言って、自分の考えを強く主張するわけで

もない、学年から浮いた存在でした。人との会話はとても苦手

で、陰で「ノリ」が悪いと言われ、常に対人関係に悩んでいま

した。そんな私でも、週1回の技術の授業で、当時始まった

ばかりのパソコンの授業や、製図、はんだ付けなどの各種

工作の授業では、工作好きが高じて、同級生から助けを求め

られる存在でした。そんな私に「技術」担当の先生が奈良高専

をぜひ受験するよう勧めてくれました。

　奈良高専に入学すると、考えの合う友人たちと出会え、

勉強のこと、将来やりたいこと、様々な話ができるようになり

ました。また、中学時代は教えを請うことが難しかった、技術

の話も思う存分できるようになり、自分の得意を活かせる

場所になりました。自由な校風で縛りが少ないこと、個性的

でこだわりの強い人たちが多いことから「やりたい」と思った

ことを「ノリ」で始められる。中学生のころとは打って変わり、

活発な自分になれたと思います。

　そんな中でも、特に1998年の「人間発電コンテスト」への

出場に「ノリ」で参加したこと、その流れで「青少年のための

科学の祭典 奈良大会」などへの出展をお手伝いしたことが

一番記憶に残っています。

　「人間発電コンテスト」は関西電力が年に1回開催していた

「げんきエネルギーシニア・フェスタ」のイベントの一つで、

人力で発電する発電機の電力で20kgの重りを持ち上げる

発電装置と、持ち上げた重りの落下で発電させた電力を用いて

パフォーマンスを行う負荷装置を開発し、発電装置の発電能力

に加え、発電装置、負荷装置の独創性を競う大会でした。

我々のチームは発電機を背中に背負い、スクワットで発電可能

な発電装置を開発することにしました。しかし、大会1ヶ月前

になっても、なかなか性能を稼ぐことができず、徹夜で試行錯誤

するなど、苦しい日々が続きました。

　会場は大阪ビジネスパークのツイン21でした。ビル1階の

広く天井の高いオープンスペースに競技用のステージが

設けられていました。たくさんライトが焚かれ、とても緊張した

のを覚えています。発電装置は何とか形になりましたが、負荷

装置は時間切れのため間に合わせになってしまい、苦い

思い出になるだろうと覚悟していました。

　しかし、全てのチームの競技が終わり、審査結果発表に

移ると、司会者から「パフォーマンス賞は、奈良高専チーム

です！」との声が！体を動かすだけで発電できる発電装置

が評価されたようです。まさか賞をもらえるとは思っても

「ノリ」を育ててくれた場所

会員からのメッセージ 新芽 奈良高専同窓会
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みなかったので、本当に驚きました。晩御飯を共にしながら、

チームメンバーと夜遅くまで、目標に向かって活動する。チーム

で長期間一緒に何か成し遂げる経験があまりなかった自分は、

同級生のこのチームで賞を取れたことは、本当に忘れられない

思い出になりました。

　この人間発電コンテストに参加した縁で「青少年のための

科学の祭典 奈良大会」や大和郡山市の「親子祭り」への出展

をお手伝いすることになりました。子供は動くもの、不思議な

ものへの食いつきが半端なく、素朴な疑問を投げかけてくるため、

逆にこちらも勉強になりました。もちろん、親御さんからの

質問も受けるので「どう説明すればわかってもらえるのか？」

をよく考えるようになり、自然と説明の訓練になりました。

いつしか、苦手だった人との会話も問題がなくなっていき

ました。

　私は現在、就職先で異動を経た結果、制御システムを実現する

製品の、プラットフォームソフトウェアの開発に携わっています。

現在自分が所属する部署で扱うソフトウェアは、ちょっとした

不具合が操業停止や大規模火災などの人的被害を伴う事故

を引き起こすおそれがあり、携わる人材には手堅さが求められ

ます。元々、新卒で配属されたのは研究開発部署でした。

手堅さよりも他社との差別化や独創性が求められる環境で、

高専時代と同様、自分のアイデアを「ノリ」で活かす技術

開発を続けることができました。

　現在所属する部署では、その技術開発の成果を持ち込む

ことで、製品につながる開発を行っています。しかし、製品の

特性上、特に手堅さが求められるようになったことや、今の

会社に入社して年を重ね、責任が増したことから、これまで

の「ノリ」、言い換えると自分の勢いだけでやりたいことを押し

通すことが難しくなって来ています。これは、中学生のときに

感じた「多数の考えに迎合できない」と似た感覚のように思え

ます。

　今回は、何をきっかけに違う展望を得られるでしょうか？

僕が高専に入学したときのように、卒業生として母校にお邪魔

したときのように…しばらくご無沙汰だった同窓生との交流会

が懐かしくなってきました。

　世間の各所になんとなく存在する主流、それに流されない

進路を取ったことで、これまで自分を活かすことができたと思

います。今更、何かの流れに身を任せるだけではつまらない。

社会人として、年齢を重ねたことで、今は迷うところもありま

すが、奈良高専が与えてくれた世界がなければ、この迷いに

たどり着くこともなかった。そう思うと、これからも自分を貫く

気持ちで進んでいきたいです。

　たかが高専、されど高専。奈良高専に救われた、私のような

変わり者は少数派かもしれませんが、奈良高専が、いよいよ

多様化する時代の選択肢の一つとしてこれからも発展して

いくこと、そして、同窓生という仲間が増え続けていくことを

強く願います。

　最後になりましたが、同窓生の皆様がますますご活躍する

ことを祈念し、締めとさせていただきます。ありがとうござい

ました。

新芽 奈良高専同窓会
周年記念 特別号50
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　奈良工業高等専門学校同窓会50周年、心よりお祝い申し上げます。

　私は平成8年４月に奈良工業高等専門学校化学工学科に入学し、専攻科も含め7年間を矢田山のキャンパスで過ごしました。当時

の指導教官である、泉生一郎先生の丁寧なご指導を受け、また友人にも恵まれ充実した学生生活を送ることができました。私は、

決してまじめに勉学一筋と言えるタイプではありませんでしたが、高専生活では、研究や学問だけでなく、様々なことを本当にたくさん

学ばせていただきました。

　入学した時から自分自身の専攻が決まっていて、その中で、どういう研究がしたいかイメージをしっかり持っている人、入学した時

から海外の大学に行こうと決めている人、途中で退学して違う夢を追いかける人など、高専入学まで周りにはあまりいなかった色々な

仲間がいる世界で過ごした経験が、私自身の財産になっていると感じます。

　そういう私も、他のみんなから見れば、同じように思われていたのだと思いますが…。

　そんな世界にいた私も、社会人になり、中国の北京で4年ほど仕事をする機会に恵まれました。社会や文化が日本にいるよりも、

もっと大胆に変化・進化していく様は、4年間生活するだけでも十分に感じることができました。

　よく、今の職場でも、日本のモノづくりの未来はという話が出てきますが、これだけ大きなエネルギーがダイナミックに変化していく

世界において、勝ち残っていくためには、泉先生がよくおっしゃっていた、『小粒でもピリリと辛い山椒かな』『先手必勝』という2つの

言葉を大切に、小さくても、独自性があり、スピードを追求することが大事なように改めて感じています。

　さて、皆さんは、普段生活をされている中で、同じ高専出身の方と出会ったときどのように感じられるでしょうか？私は年代が違えども、

高専の5年のカリキュラムを同じように、多感な時期に過ごした人を、強く仲間だと感じてしまうところがあります。

　自分自身をカテゴライズしたときに、男であること、日本人であること、奈良県出身であること、所属会社についで、高専生であったこ

とを意識している気がします。普通の高校生とはちがう5年間を過ごしたことが、今の自分自身の糧になっていて、高専のカリキュラム

や文化、伝統で育ててもらったことに対して、自然と感謝しているのではないかと思います。

　奈良高専だけでなく高専と聞くだけでそういった気持ちになる。多分、一般の高校を出た人にはない感覚だと思います。北京の

日本人会で高専卒業生にあったときは、年は違えどもそれだけで一晩飲み明かすことができたのを覚えています。

　私自身も、一高専卒業生として、高専が魅力ある人材を輩出する場所だと言われるように、努力してまいりたいと思います。

　最後になりましたが、奈良工業高等専門学校同窓会50周年記念事業に尽力された関係者の方々へお礼を申し上げるとともに、

母校である奈良高専そして奈良高専同窓会の今後のますますの発展を祈念いたします。

01C

上 村  恭 平

高専を卒業して思うこと
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02I

浦 西  友 樹

　母校である奈良高専の同窓会が50周年を迎えたこと、心

よりお祝い申し上げる。せっかくの機会をいただいたので、

私の高専生活を振り返ってみたい。思った以上に色々なこと

を覚えていて、自身でも驚いた。お付き合いいただければ

幸いである。

在学中の思い出

　奈良高専の情報工学科を卒業したのは2002年、その後

電子情報工学専攻を修了したのは2004年である。奇しくも

2004年3月は高専が法人化する直前のタイミングであり、

私は最後の「国立高専」出身者となった。

　多くの学生と同じく、奈良高専への進学は私にとって未知

の環境へのチャレンジであった。1年前期の中間テストで

学科内の順位を通知されたとき、確か順位が42人中10番台

前半くらいだったように思う。その時、率直な感想は「思った

よりいけるやん」であった。また、最初は本科卒業後、就職

するつもりであり、初回の進路希望調査でもそのように回答

したことを覚えている。その回答に対し、当時クラスの担任

であった守屋先生の「この成績なら進学してもいいのでは

ないか」という一言があって、あっさり進学に進路変更して

しまった。

　ただし、お世辞にも私の授業態度はあまり良いとは言えず、

典型的な「試験前だけ必死に勉強する学生」であった。授業中

は友達と話したり寝たりしている一方で、高専祭でバンド

演奏をしたり、実験で7セグLEDに色々な文字を表示させよう

としてみたり…私には「怒られる寸前までふざける」という

ポリシー （というよりもむしろ悪癖）があり、たまに本当に怒られ

たりしながらも、とにかく楽しむことを大事にしていた。

　卒業研究では松尾先生の研究室への配属を希望し、念願

叶って1年間を松尾研で過ごすことになった （図1）。4年

までの授業から画像処理に興味を持ち始めていたという

理由もあったが、最大の理由は、2年の情報工学実験で

いちばん松尾先生の話が面白かったからであった。そして

研究室でも無論、色 と々悪ふざけをしていた。卒論提出直前

の追い込みの時期、夜中にグラウンドで相撲を取ったり、

これも追い込みの時期に研究室内で鬼ごっこをして、下階の

研究室の同級生に本気で怒られたり、昼間から研究室の

メンバーで鍋を作ってみたり…それを頭ごなしに止めること

なく、むしろたまに我 と々共に鍋をつついていた一方で、研究

においては妥協を許さぬ松尾先生の懐の深さには恐れ入る。

　本科卒業後は電子情報工学専攻に入学したが、この2年間

は非常に濃密であった。私の学生生活の中で最も「青春」と

いう言葉が良く似合い、輝いていた時期であったように思う。

授業の合間にはバスケットボールや大富豪に勤しみ、休日は

専攻科の友人たちと色々な場所に出かけ、研究室に代々

伝わっていた学生食堂でのレジ打ち （報酬はその日の定食

である）をこなし…本科ではまったく関わっていなかった高専祭

での模擬店出店もなぜか専攻科では行い、着ぐるみを着て

中華スープを売ったりしていた （図2）。松尾研究室での研究

もますます熱量を増していき、終電より前の電車で帰ることを

「早退」と呼ぶなど、とにかくエネルギー溢れる2年間だった

ように思う。その甲斐あり、専攻科2年のときには、学会発表

に対する奨励賞2件、学会活動に関わる功労賞1件をいただき、

さらにその年に新設された専攻科研究特別賞をいただくことも

できた。母校において栄誉ある賞の初代受賞者となったことは、

今も私の誇りである。

卒業後と現在

　2004年に電子情報工学専攻を修了した後は奈良先端

科学技術大学院大学 情報科学研究科へ進学し、千原國宏

教授のもとで博士前期課程および博士後期課程に在籍した。

奈良先端大では奈良高専の本科と専攻科で修得した知識

や技術が大いに活かされたと感じており、日本学術振興会

特別研究員 （DC2）に採用され、博士前期課程を1年6か月、

博士後期課程を2年6か月で短期修了した。

　その後、日本学術振興会特別研究員 （PD）を経て、奈良

先端大の助教として大学教員の第一歩を踏み出したわけだが、

助教として2年が過ぎたとき、所属研究室の千原教授が定年

退職されたことにより、その後は動きの多い人生を歩むこと

となった。奈良先端大の中で研究室を移動した後、さらに

大阪大学 大学院基礎工学研究科、京都大学 医学部附属

病院に助教として在籍し、現在は大阪大学 サイバーメディア

センターに准教授として勤務している。奈良高専に入学した

当初は思ってもみなかったアカデミアの道を進むことになり、

かくも人生は面白いものである。ただ前述の通り、私の高専

時代の授業態度はあまり良好であるとは言えず、しかも試験前

しか勉強しない学生であった。自身が教員となった今にして

思えば「さぞ面倒な学生だったろうなあ」と思わざるを得ない。

　卒業後の母校との関わりという点で言えば、奈良高専

50周年記念誌に原稿を寄稿したり、松尾先生のご依頼で

専攻科生相手に講演をする機会を設けていただいたりと、

多くはないものの、継続的に奈良高専とは繋がりがある。

何より、奈良高専を離れて15年が経とうとしているにもかか

わらず、私のことを覚えていただいていることは、帰る家が

あるような安心感を私に与えてくれる。

　そして余談ながら、前述の奈良先端大へ進学するきっかけは、

奈良高専の情報工学科に非常勤講師として来られていた

奈良先端大の安室先生が、先生の所属する千原研究室を

紹介されたことがきっかけであったし、またその授業が楽し

かったからでもある。つくづく私は、気に入った人がいるところ

に行き、かつ楽しいかどうかで物事を判断してばかりだと

思わされる。

未来の私と奈良高専

　高専生は大いなるポテンシャルを秘めている、ということは

今更私が申し上げるまでもないと思う。メディアでは頻繁に

高専の価値を再確認するかのような記事を目にするし、

アカデミアで高専出身者と会う機会も年々増えているように

感じている。私は後輩に偉そうに言えるほど真面目な学生

生活を送ったわけではないが、そんな私がもし後輩に何か

伝えられるとすれば、高専ではぜひ己を高めるべく、さまざまな

事を体験して欲しい。月並みであるが、中学卒業直後の年齢

から大きな自由が与えられているのが高専の良いところで

ある。与えられた自由を最大限に活用して、とにかく学生生活

を楽しんで欲しい。私自身は相変わらず、楽しそうな方に

ばかり進んでいくであろうことは想像に難くないが、もし格好

良いインタビューの一つでも受ける機会があれば、「奈良高専

が私を育てた」と言えるようになりたいものである。

　最後に、奈良高専に関わるすべての方に光に満ちた未来

があり、その未来にすべての方がたどり着く事を願って

やまない。私も、100周年のときには再び執筆依頼を受ける

事を楽しみにしている。

人に引き寄せられる縁、
そして楽しんで生きること　

会員からのメッセージ

図 1
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　母校である奈良高専の同窓会が50周年を迎えたこと、心

よりお祝い申し上げる。せっかくの機会をいただいたので、

私の高専生活を振り返ってみたい。思った以上に色々なこと

を覚えていて、自身でも驚いた。お付き合いいただければ

幸いである。

在学中の思い出

　奈良高専の情報工学科を卒業したのは2002年、その後

電子情報工学専攻を修了したのは2004年である。奇しくも

2004年3月は高専が法人化する直前のタイミングであり、

私は最後の「国立高専」出身者となった。

　多くの学生と同じく、奈良高専への進学は私にとって未知

の環境へのチャレンジであった。1年前期の中間テストで

学科内の順位を通知されたとき、確か順位が42人中10番台

前半くらいだったように思う。その時、率直な感想は「思った

よりいけるやん」であった。また、最初は本科卒業後、就職

するつもりであり、初回の進路希望調査でもそのように回答

したことを覚えている。その回答に対し、当時クラスの担任

であった守屋先生の「この成績なら進学してもいいのでは

ないか」という一言があって、あっさり進学に進路変更して

しまった。

　ただし、お世辞にも私の授業態度はあまり良いとは言えず、

典型的な「試験前だけ必死に勉強する学生」であった。授業中

は友達と話したり寝たりしている一方で、高専祭でバンド

演奏をしたり、実験で7セグLEDに色々な文字を表示させよう

としてみたり…私には「怒られる寸前までふざける」という

ポリシー （というよりもむしろ悪癖）があり、たまに本当に怒られ

たりしながらも、とにかく楽しむことを大事にしていた。

　卒業研究では松尾先生の研究室への配属を希望し、念願

叶って1年間を松尾研で過ごすことになった （図1）。4年

までの授業から画像処理に興味を持ち始めていたという

理由もあったが、最大の理由は、2年の情報工学実験で

いちばん松尾先生の話が面白かったからであった。そして

研究室でも無論、色 と々悪ふざけをしていた。卒論提出直前

の追い込みの時期、夜中にグラウンドで相撲を取ったり、

これも追い込みの時期に研究室内で鬼ごっこをして、下階の

研究室の同級生に本気で怒られたり、昼間から研究室の

メンバーで鍋を作ってみたり…それを頭ごなしに止めること

なく、むしろたまに我 と々共に鍋をつついていた一方で、研究

においては妥協を許さぬ松尾先生の懐の深さには恐れ入る。

　本科卒業後は電子情報工学専攻に入学したが、この2年間

は非常に濃密であった。私の学生生活の中で最も「青春」と

いう言葉が良く似合い、輝いていた時期であったように思う。

授業の合間にはバスケットボールや大富豪に勤しみ、休日は

専攻科の友人たちと色々な場所に出かけ、研究室に代々

伝わっていた学生食堂でのレジ打ち （報酬はその日の定食

である）をこなし…本科ではまったく関わっていなかった高専祭

での模擬店出店もなぜか専攻科では行い、着ぐるみを着て

中華スープを売ったりしていた （図2）。松尾研究室での研究

もますます熱量を増していき、終電より前の電車で帰ることを

「早退」と呼ぶなど、とにかくエネルギー溢れる2年間だった

ように思う。その甲斐あり、専攻科2年のときには、学会発表

に対する奨励賞2件、学会活動に関わる功労賞1件をいただき、

さらにその年に新設された専攻科研究特別賞をいただくことも

できた。母校において栄誉ある賞の初代受賞者となったことは、

今も私の誇りである。

卒業後と現在

　2004年に電子情報工学専攻を修了した後は奈良先端

科学技術大学院大学 情報科学研究科へ進学し、千原國宏

教授のもとで博士前期課程および博士後期課程に在籍した。

奈良先端大では奈良高専の本科と専攻科で修得した知識

や技術が大いに活かされたと感じており、日本学術振興会

特別研究員 （DC2）に採用され、博士前期課程を1年6か月、

博士後期課程を2年6か月で短期修了した。

　その後、日本学術振興会特別研究員 （PD）を経て、奈良

先端大の助教として大学教員の第一歩を踏み出したわけだが、

助教として2年が過ぎたとき、所属研究室の千原教授が定年

退職されたことにより、その後は動きの多い人生を歩むこと

となった。奈良先端大の中で研究室を移動した後、さらに

大阪大学 大学院基礎工学研究科、京都大学 医学部附属

病院に助教として在籍し、現在は大阪大学 サイバーメディア

センターに准教授として勤務している。奈良高専に入学した

当初は思ってもみなかったアカデミアの道を進むことになり、

かくも人生は面白いものである。ただ前述の通り、私の高専

時代の授業態度はあまり良好であるとは言えず、しかも試験前

しか勉強しない学生であった。自身が教員となった今にして

思えば「さぞ面倒な学生だったろうなあ」と思わざるを得ない。

　卒業後の母校との関わりという点で言えば、奈良高専

50周年記念誌に原稿を寄稿したり、松尾先生のご依頼で

専攻科生相手に講演をする機会を設けていただいたりと、

多くはないものの、継続的に奈良高専とは繋がりがある。

何より、奈良高専を離れて15年が経とうとしているにもかか

わらず、私のことを覚えていただいていることは、帰る家が

あるような安心感を私に与えてくれる。

　そして余談ながら、前述の奈良先端大へ進学するきっかけは、

奈良高専の情報工学科に非常勤講師として来られていた

奈良先端大の安室先生が、先生の所属する千原研究室を

紹介されたことがきっかけであったし、またその授業が楽し

かったからでもある。つくづく私は、気に入った人がいるところ

に行き、かつ楽しいかどうかで物事を判断してばかりだと

思わされる。

未来の私と奈良高専

　高専生は大いなるポテンシャルを秘めている、ということは

今更私が申し上げるまでもないと思う。メディアでは頻繁に

高専の価値を再確認するかのような記事を目にするし、

アカデミアで高専出身者と会う機会も年々増えているように

感じている。私は後輩に偉そうに言えるほど真面目な学生

生活を送ったわけではないが、そんな私がもし後輩に何か

伝えられるとすれば、高専ではぜひ己を高めるべく、さまざまな

事を体験して欲しい。月並みであるが、中学卒業直後の年齢

から大きな自由が与えられているのが高専の良いところで

ある。与えられた自由を最大限に活用して、とにかく学生生活

を楽しんで欲しい。私自身は相変わらず、楽しそうな方に

ばかり進んでいくであろうことは想像に難くないが、もし格好

良いインタビューの一つでも受ける機会があれば、「奈良高専

が私を育てた」と言えるようになりたいものである。

　最後に、奈良高専に関わるすべての方に光に満ちた未来

があり、その未来にすべての方がたどり着く事を願って

やまない。私も、100周年のときには再び執筆依頼を受ける

事を楽しみにしている。

図 2
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小 倉  大 典

　この度は、奈良工業高等専門学校同窓会が創設50周年を
迎えられたこと、卒業生として心よりお祝い申し上げます。
　また、このような記念すべき慶事に際して卒業生を代表して
記念誌を執筆させて頂けることに大変恐縮しております。
　私が奈良高専機械工学科を２００４年に卒業して早１５年の
年月が過ぎました。私事ですが、自己紹介といたしまして、小倉
大典（こくらだいすけ）３５歳、綺麗な奥さんとかわいい２人の
子供に恵まれ、日々楽しく過ごしております。
　学校に在学中に学んだ経験や近況、学生さんへのメッセージ
を書いてみようと思います。
　私は、中学の先生や両親から薦められるまで奈良高専の存在
を知りませんでした。そんな縁もあり、奈良高専を受験し、入学
することになりました。受験勉強はがんばったと思います。
　在学中の印象としては、『人間関係の社会勉強』と『専門性の
高い授業内容』です。
　１５歳で入学し、最上級生が２０歳ということもあり、年の差が
５歳もあり中学とは違った先輩後輩の関係を築くことができたの
ではないかと思っております。いろいろとやんちゃもしたけれど
目上の方に対する態度や作法、後輩との接し方など、年の差が
あるからこそできた経験は、私自身最高の社会勉強でした。
　機械工学の専門性の高い授業により基礎から応用、実習まで
幅広く学べる教育は、機械工学と言っても良くわからない勉強を
する学生に学校へ行く興味やメリットを生むものではないかと
思います。私自身は、とりあえずひと通りこなすことを目標に日々
過ごしていて、正直、「こんな知識今後の人生で使うのかな」と
思ったこともありました。しかし、いろいろ知ることにより、おもしろさ
に変わってきたことで機械工学に興味を持ち始めたことを思い
出しました。今となっては、その知識や経験が日々非常に役に
立っております。（いろいろ暗記できる能力が無いので、未だに、
在学中の教科書や当時のノートを調べながらですが笑）若かりし
頃に全く知らない機械工学のことに授業を通じて興味を持った
方 も々少なくないのではないでしょうか。
　勉強、卒研、部活、アルバイトといろいろあった５年間は、あっと
いう間に過ぎ、無事卒業することができ、就職をすることになります。
　そんな私は、日鉄住金レールウェイテクノス㈱（旧住金関西工業㈱）

という会社に就職し勤続１５年目になります。奈良高専OBが
私を含め８名在籍し、みんな元気にやっています。みんな泥臭く、
前向きに責任感を持って会社の中心人物として活躍しています。
弊社は、新日鐵住金のグループ会社であり、新日鐵住金向けの生産
設備や研究設備、一般企業向けの生産設備、行政向けの研究設備、
各鉄道企業向けの検修設備や研究設備、建物の免震、制振装置
を納入しています。わが社の良いところは、顧客の要望事項を
織り込んだ一品一様の設備提案を行う営業力、それを形にする
機械設計、電気設計、製作、組立、試運転と、ものづくりに必要な
プロセスや試験プロセスを一貫して、身をもって感じることができる
ところだと思っております。私は、そんな会社の装置技術部開発室
に所属して、産業設備の機械設計を主として、案件のプロマネ
として業務に従事しております。
　そこで私は、一般企業向けの産業用ロボットを適用した生産
設備を主に担当しております。今や生産自動化があたりまえの
時代となり、TVのCMでも見かけるようになりました。
　汎用性の高い産業用ロボットは、生産設備のみならず、試験
設備や搬送設備への適用で活躍の場を広げ、幅広い分野で期待
されているのが現状です。そんな産業用ロボットを適用した生産
設備の担当をさせてらっていることに感謝しております。まだまだ、
日々勉強中の身ですが、会社の同僚・これから入社してくる新入
社員達に弊社の大事なスキルとして、前向きにつなげていけたら
と思っております。弊社は、工場見学やインターンシップ受入れ
などで奈良高専とはつながりがあります。たまに懐かしの教員に
会えるのも楽しみの１つです。これらを通じて、就活のときに思い
出してくれる学生さんがいればいいなと思っております。
　私の体験から学生さんへ…主業務が機械設計と言っても
机で図面を書くだけが仕事ではありません。客先との調整、
突発時の現場対応などやることは、いっぱいあります。知力も
体力もいる仕事です。現場を第一に考えないといけません。
現場の手を止めてしまう設計者は、まだまだ、一人前ではないと
思っています。そんな苦労もある職種ですが、苦労したときに
助けてくれる上司や先輩・後輩を見つけておくことが大事だと
思っています。公私共にですが困ったら相談できるパートナー
を見つけましょう。大きな壁にぶつかることはあるけれど、その
壁を乗り越え、やり遂げたあとの達成感を感じることのできる
職業だと思います。技術者を目指す学生さんにお勧めの職種
です。
　末筆ながら、奈良高専の益々のご発展と皆様方のご活躍を祈念
致しまして、お祝いの言葉とさせていただきます。実行委員の
方々、教員の方々、このような機会を与えていただきありがとう
ございました。奈良高専での学生生活の経験は、これまでの私
の人生において多大に良き影響を与えているのは間違いあり
ません。

奈良高専での経験と今　

会員からのメッセージ 新芽 奈良高専同窓会
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野 山  大 彰

　この度は奈良高専同窓会50周年ということで、誠におめ

でとうございます。

　僭越ながら、ご指名頂けました事もございまして１つ在学中

の学生寮の思い出をお話しさせていただきたく思います。

次の50年における価値をより高めていく事に向けて、微力

ながらお力になれれば幸いでございます。

　さて、私野山の入学/入寮は2000年4月です。

　入寮前は実家が嫌いで嫌いでしかたなく（笑）、奈良高専

に合格したらからこそ学生寮に入寮しいち早く親から離れ、

最高の学生生活を描こうと思っていたことがとても懐かしく

思っています。

　その流れで未来に大きく期待をして、4月を迎えるわけで

すがいざ入寮したらば今までの価値観や常識を全てひっくり

返されるような挨拶練習からはじまり、（腰を90度に曲げ、

1-2秒で2回の高速のお辞儀に加え、喉の奥が潰れそうな

レベルの大声を出し続ける練習です...。）そこから、寮生の

最上級生との対面式、毎日9時に指導寮生に集合させられ

詰められる日々...。また上級生は20歳ですし、非常に自由

な校風だからこそ髪の毛や服装も非常にユニークな方が多く、

当時15歳の我 １々年生からすれば未知の概念の方々との

出会いです（笑）。とにかく生きた心地が全くしない日々で、

「えらいところにはいってしまった...」と夜に泣きそうになりながら

当時の同級生と慰めあった記憶は今でも鮮明です。｠

　更には、寮敷地内だけでなく、学校敷地内での挨拶練習

仕様での大声での挨拶。お昼休みに寮の食堂に戻る際も、

先輩を無視する訳にはいきません。もちろん誰が寮生先輩か

わかりませんから、360度での寮生挨拶を実施していました...。

他に苦しかったお話しを挙げますと、お風呂には15分しか

滞在できなく、食事中は水しか飲めず、就寝時はどれだけ

寒くてもドアを開け、寮祭では必死に仮装をし、先輩が作った

謎のひどいラーメンを食し、常に先輩から急に飛んできます

無茶振りに応え続ける...

　この指導といいましょうか、もはや半分拷問のような日々

に思い描いていた夢の高校生活など一瞬でどこかへ吹っ

飛んでしまい、毎日毎日「死にたくない」と切に願っていたのは

今では笑い話ですが、当時は本当につらい日々でした（笑）。

　この非常に非常につらかった寮生活ですが、もちろんそれ

以上に素晴らしい点がたくさんあります。今回のお話しでは

それを深掘りすることで、より質の高い次なる50年につなげる

事ができればとても嬉しく思います。

　まず、私が社会人になってこの教育、文化について改めて

とても素晴らしいなと思った点は「目上の人にきちんとした、

失礼のない応対ができる習慣」が奈良高専学生寮にはあった

のだと思っています。

　つまりは、“いついかなる時でも、目上の人がどうあって

ほしいかを考えきちんとコミュニケーションができるように

挨拶をし、失礼な言動をしない。”ということを挨拶練習や、

様々なルール、文化からこういったことは学ばさせて頂けた

と感じています。

　学ぶプロセスとして厳しい事もたくさんありましたが、耐え

抜き、対話を重ねることで人間として欠かせない要素を得る

ことができたように思っております。上記は、私の人生に

おいて非常に影響度が高く、ありがたいお話しで奈良高専

卒業後に3年の勤務を経て創業独立し、11年目の会社法人

を運営させていただいてる身でございますが、この学生寮

の教えがあったからこそ成し遂げられたものではないかと

心から思っております。

　こういった行動が習慣となっていた５年間を経て、奈良高専

寮生は、日本人として非常に大事な要素が習慣化され血肉

になってるように思うからこそ優秀な人材が多く輩出されて

いるように思っています。

　さて、改めて違った側面から振り返りますと学生の年代

ではこういった体験を能動的に選択できないと思うのです。

自ら上記のような体験を目的化して、体験したい人はそもそも

90度の会釈から始まった学び
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いないと思います。だからこそ、自らが未来を描いて門を

叩いた学校と寮。そこで大事にしている文化となれば厳しい

ことかもしれませんが、なぜこのルールなのか？なぜこの行事

があるのか？きちんと考えれるからこそ受け止められること

なのではないかなと感じています。

　奈良高専は今でも非常に素晴らしい学生から支持がある

学校です。だからこそ、時代は変わる中でも引き続き伝え

るべきことは大事に。今までの歴史と文化を大事にして、

奈良高専寮生としての誇りを高く持ち、素晴らしい人材を

輩出し続けて欲しいと思っております。

　そしてもう一つお話させて頂きますと、様々な学年の、

留学生も含め多様な方々とコミュニケーションを取らせて

頂けたこと。これも非常に人生を豊かにする人間関係や、

学びを深める大きな要素だったように思います。｠

　私の例を挙げるなら、学生中ではたくさんの先輩陣に夜

遅くまで今後の寮の指導方針について話し合ったことから、

１つ、２つ先の視点を学ぶ事もできました。もちろん遊びも

たくさんご一緒いただく中のコミュニケーションでも、本当に

様々な考え方があり、自分の考え方は１つにしかすぎないと

考えられるきっかけを得る事ができたのは、寮生活無しには

考えられません。

　また、寮生として活動させていただく中で高専祭の運営

を牽引させていただく機会をいただけたことから、寮生以外

のたくさんの尊敬する先輩方とお話させて頂くことができた

ことも価値観を広げ成長できた要因の一つだったように

思っております。

　そして最後に、同年代の同じ経験をし、同じ釜の飯を

食してきたかけがえない友人たちができたこと。同じ価値観、

基準で物事を捉えることができ、互いに高め合い、喜びを

分かち合える彼らと出会えたこと。共にたくさんの時間を

過ごせたこと。そんな出会いと一緒に過ごす時間を頂けた

からこそ私の人生は非常に豊かになったと感じています。

　今では、年に数回定期的に集まり昔を振り返ることで、

互いの成長を実感しあい、さらに未来をどう描いていこうか

という、また学生の時とは違った素晴らしい時間を共に過ごさ

せていただいています。先輩陣、並びにこういった仲間との

出会いも奈良高専、そして学生寮があったからこそと思います

と、改めて感謝の意を表しまして次の50年に向けて何かお力

になりたいとの想いでこの度は筆をとらせていただいた次第

です。

　最後になりますが、奈良高専並びに学生寮は卒業後、

14年経った今改めて、人が成長する上でこれ以上ない環境

があったと感じており、この環境がなかったら今の私、周り

との豊かな関係はなかったと強く確信しています。

　もちろん多大なご指導をいただきました先生方、運営側

のたくさんの職員の方がいていただけているからこそ実現

できた環境だと感じております。心から感謝申し上げます。｠

　これからも奈良高専の更なる発展のために、卒業生として

しっかりと貢献していきたいと思っております。この文面を

拝読頂けた方々からも同様の想いをお持ちいただき、共に

活動出来る方がおられればとても嬉しく思います。

新芽 奈良高専同窓会
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　このたび、奈良高専在学中1、 2年次の担任を務めて

下さっていた先生から打診を受け、本稿を執筆させていただく

ことになりました。私は、奈良高専卒業後に専門分野を変更し、

みずから、在学中に学んだ専門技能を直接的には活かさない

生き方を選びました。その意味で、奈良高専の卒業生の中

では、どちらかというと道を踏み外した方であると思います。

しかしながら、多方面で活躍されている卒業生の方々や現在

奈良高専で学ぶ学生の皆様、さらにはこれから奈良高専で

学ぶことを考えている人やそのご家族の方に、このような

進路を選んだ者がいることを知っていただけたらと思い、

筆を執りました。

　私が奈良高専の物質化学工学科に入学したのは平成

13年のことでした。教室で自己紹介をしたときのことを今も

覚えています。卒業研究では、緑色の色素であるマラカイト

グリーンに長鎖アルキル基を導入し、紫外線照射によって

界面活性を発現させるというフォトクロミズムに関する研究を

行いました。合成と分析を何度も行い、はじめは失敗ばかり

を繰り返していましたが、ようやく結果が出始めたときには

何ともいえず嬉しかったものです。奈良高専で過ごした5年間

は、私のこれまでの人生を振り返ってみて、もっとも充実していた

時期のひとつでした。

　奈良高専卒業後は東北大学工学部化学・バイオ工学科

へ編入学し、こちらの卒業研究では分子動力学シミュレー

ションや量子化学計算に代表される計算化学を選択しました。

研究室にあるものはコンピューターばかりで、実験器具は

試験管の1本もないという化学系としては異色の研究室です。

ここでは量子化学や情報科学の知識が必要となるため、

研究室の先生方や先輩とディスカッションができるように

なるまで、ずいぶん時間がかかったように思います。

　東北大学の卒業後、ここで私は大きく専門分野を変更し、

名古屋大学大学院環境学研究科で地震学を学び始めました。

大学院の入学試験は何とか通過したものの、入学してから

が大変でした。何しろ、周りの同級生のほとんどは理学部

の地球科学を専門とする学科の出身者です。彼らが常識的に

持っている知識が、私にはないのです。このときばかりは

教科書を読み漁り、必死についていこうとしました。修士課程

の1年目はほとんど勉強に費やし、ようやく修士論文につな

がる研究を始めたのは2年目に入ったころでした。しかし、

数学・物理学・化学に加えてプログラミングなどの技能に

関しては、苦労することはありませんでした。これは奈良高専

と東北大学で手厚く教育を受けていたことの賜物だと思い

ます。これを生かして、修士論文では、地震を起こす震源

断層の動きとそれによって生じる地表の変形との関係に

ついて、連続体の力学に基づいたシミュレーションを中心に

取り組みました。その後、博士課程では地震の揺れの分析・

予測と一般向けの説明力向上に関する研究に取り組み、

研究室の教員となって現在に至っています。

　以上のように専門分野を変えてきましたので、知識の面

ではその都度勉強が必要になりましたが、現在の仕事や

研究を行うのに必要な基礎的素養は奈良高専在学中に

そのほとんどが形成されました。高専の卒業生は即戦力と

して活躍することが期待されている面がありますが、一方で

単なる即戦力ではなく、しっかりとした数学・物理学・化学

の素養を身につけた研究者・技術者として活躍することが

できるようにカリキュラムが組まれています。私の例にしても、

自然科学・工学の基本、研究の取り組み方などを奈良高専で

徹底的に教えられていたからこそ、大学院から専門分野を

変更することができたのであると思っています。中学校卒業

時点で高専への進学を選ぶことは、高等学校へ進学する

場合と比較すると、一見早いうちに将来の進路を絞り込む

ように見えますが、実はかえって進路の選択肢は広がって

いるのかもしれません。

　最近、久しぶりに奈良高専物質化学工学科のホーム

ページを閲覧しました。これまで化学応用工学コースと

生物化学工学コースが並立していましたが、平成31年度

入学者からはコース制を廃止統合し、すべての学生がすべて

の内容を幅広く学習できるカリキュラムとなることが記載

されています。ますます充実する奈良高専の今後に注目

したいと思います。

高専卒業後に
専門分野を変えてみたところ···

平 井　敬

会員からのメッセージ 新芽 奈良高専同窓会
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河原崎 絵美子

私の青春、奈良高専

会員からのメッセージ

　奈良高専同窓会創立50周年記念誌の発行、誠におめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。

　私は2002年に情報工学科に入学し、本科と専攻科の7年間奈良高専でお世話になりました。青春時代を

過ごした高専での日々は、学業に部活にアルバイトにと非常に忙しく充実した毎日でした。

　中でも、私が最も熱中していたのは部活です。所属していたソフトテニス部は当時女子部員が2名しかおらず、

練習は男子部員に混ざって行っていました。しかし、男女間ではパワーやプレイスタイルに差があり、日々の練習

は苦労の連続でした。特に、女子選手相手に試合形式の実践練習ができない環境が原因で、練習を重ねても

本番の試合で勝てないというジレンマに悩まされました。この悪循環を打破するために、女性選手が多く在籍

する強豪社会人チームにも所属し、平日は学校で、週末は社会人チームでペアとともに練習を重ねました。当時は、

学業はほどほどに（笑）、毎日テニス漬けだったように記憶しています。その甲斐もあり、毎年予選敗退だった

高専大会で、4年の夏、ついに近畿大会準優勝、全国大会出場という結果を残すことができました。逆境を乗り

越えるための工夫や努力は私を成長させてくれましたし、この成功体験は高専という特殊な環境でなければ

経験できないものだったと思います。

　一方、充実した学生生活の中で私を苦しめたのはレポートでした。一般科目、専門科目、実験、論文・・次 と々

出されるレポート課題。もちろんコピペは禁止で、考察が足りないと真っ赤なコメント付きで突き返される。なか

なかOKをもらえないレポートに私は頭を悩ませていました。とある先生が教壇で、「私はコピペを見つけられる

独自のツールを持っている。言葉尻だけ変えても無駄だ」と仰ったときは愕然としたのを今でも覚えています。

しかし、先生方の厳しい指導を7年間受けたおかげで、入社一年目で初めて書いた技術報告書の完成度を誉めて

もらえ、報告書の発行数も上司に評価してもらえました。社会人になってから報告書を作成する際に苦労や

抵抗感が少なかったのは、高専時代にしっかりと鍛えていただいたおかげです。先生方には大変感謝しています。

　現在私は奈良を離れたため、母校を訪れることは難しくなってしまい

ましたが、学内の設備等が次々と新しくなり、学生にとってより良い環境

になっていると伺っています。今後も時代の変化に合ったカリキュラム

や設備の導入を行い、「高専を選んで良かった」と思ってくれる学生が

一人でも増えることを期待しています。

　最後になりましたが、奈良高専そして奈良高専同窓会の今後ますます

の発展をお祈りいたします。

新芽 奈良高専同窓会
周年記念 特別号50
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平 井  ありさ

　私が女子中学生ながら奈良高専を選んだ理由は、ひとつ上
の兄が高専にいたため、兄に負けるわけにはいかないという
2人目の対抗心一択でした。嘘です。単純に中学時代に数学
と理科が得意であったということのみで理系を選択し、また奈良
高専の評判および、立地、学費等を鑑みて受験を決めました。
ちなみにこの中学3年生レベルの数学理科で太刀打ちできる
ほど高専は甘くないと気づくのは数年後のことでした。学科に
ついてはいまいち専門教科にぴんと来ず、明確なビジョン
もなかった為、なんとなくで決めました。
　入学時女子学生は本当に2人でびっくりしました。初日にして
専門教科の先生に脅されてスタートした高専生活ですが、
今となっては何を学んでいたのか正直記憶がありません。1年生
のころはからくり同好会に所属させていただき、ロボコンに参加
させていただきました。ものづくりに没頭している先輩方は単純
にすごいなぁと感嘆するばかりであり、皆でこつこつとひとつ
のものを作り上げるという経験自体が初めてであったのでとても
充実した経験をさせていただきました。高専に入った途端連日
終電帰りの娘に母はさぞかし心配したことだろうなと母になった
今では思います。また部活では、それそのものの活動だけで
なくテスト対策やそれ以外でもいろいろなことを経験させて
いただきました。わけあってたった1年のロボコン生活でしたが
とても密度の濃い1年でした。
　正直2～4年生のときの記憶がありませんが、あまり勤勉な
学生でもなかったため、アルバイトと学業を留年しない程度に
こなす学生でした。専門教科はとにかく難しかったです。
　卒業研究では島岡研究室に所属させていただき専攻科を
修了するまでの約3年半の間お世話になりました。卒業研究
ではそれだけではなく、学生学会発表などいまとなってはでき
ないことをさせていただいたのはとても貴重な経験だったなと
感じます。島岡先生は恩師というよりもはや父のように思って
います。
　専攻科修了後は就職しないというエクストラコースの一人
でしたので親も先生もさぞかしやきもきしたことだろうと思います。

あまり高専とは関係のない経理事務を経て、結婚し、その後も
一般事務に就きました。第2子出産を経て、3年ほど専業主婦の後、
子供が手を離れてきたため、時間に融通が利くという理由
で単純作業のパートタイムに応募したところ、履歴書の「奈良
高専卒業」の経歴をみていただき、大変好待遇の事務職を紹介
していただくことができました。棚からぼたもち感がすごいですが、
正直高専出身がこんなところで役に立つと思っていなかった
ので高専を出ておいてよかったなと思いました。人事の方の
「なんか高専でてるしパソコン強そう」という理由にちょっと
笑ってしまいましたが、まさか主婦になってからこの経歴が役に
立つとは思いませんでした。やはり母となると仕事より子供優先
になってしまうので今はうまく両立できる仕事に就けたことは
とてもありがたく思っています。
　15歳から専攻科を修了するまでの7年間で出会った方々、
また経験は思っている以上に自分の人生に与えた影響は大き
かったと思います。なにより一番は将来の伴侶が同級生に
いたことです（笑）主人も奈良高専出身であり、専攻科の2年間
は同じクラスでした。在学中は交流はほぼなかったものの、
卒業後機会があり現在は共に2児の親として日々奮闘してい
ます。もちろん在学中に結婚など考えてもいませんでしたが、
それも今となっては高専に行っててよかったなと思える項目の
ひとつです。
　在学中の思い出が随分薄っぺらですが、実験レポートや
前後期試験に追われたり、専門教科も年を追うごとに随分
難しくなり大変苦戦していたような気がします。5年間クラスは
変わらず、ほぼメンバーも変わらずでしたが、決して結束が
固いわけでもなく、仲が悪いわけでもなく良い意味でとても
過ごしやすいクラスでした。校風自体も厳しいものではなく随分
と自由な校風のおかげで随分のびのびと過ごしていたように
思います。
　現在3歳と5歳の男児の母ですが、漠然と子供たちの将来
の選択肢のひとつに高専がはいればいいなと思っています。
自身が高専しか知らず、普通高校大学と経験していないので、
子供たちに聞かれてもどういったところかわからないということも
ありますが。高専行ってよかったよとは言えるので。
　卒業後、大企業に勤めたり、研究で功績を遺したりするような
ことはありませんでしたが、日常の些細なことでも高専出てて
よかったと思う場面が多々あるので（具体的には何でも作れる
ような気がする等）結果的には高専を選択したことはよかったな
と思っています。
　我が子たちも、今後高専に行く人も行かない人も自分の
選択を大事に進んでいってくれるといいなと思います。

7年の高専生活を振り返って

会員からのメッセージ 新芽 奈良高専同窓会
周年記念 特別号50
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　生真面目な私にとって、高専での学生生活は非常に刺激的で、

今思い返すと面白いことばかりだった。

　電気工学科へ入学した当時のことを思い出すと、まず個性

の強い同級生のことが頭に浮かぶ。自分が透明人間かと

思うくらい、各人が尖った強みを持っていて、かつ良い意味

で騒がしかった。また、日を追うごとに、透明人間だった自分も

表舞台へ引っ張り出され、何かといじられ、個性を身に付けて

いった。私が真面目に授業を聞いているのに、ちょっかいを

出してくる同級生に囲まれてワイワイガヤガヤ過ごした。

そんな高専での学生生活は、中学生まででは経験したことの

なかったカルチャーショックの連続だった。そして、他の学科

に比べ、騒がしいクラスだった為、各教科の先生方を非常

に困らせていたと思う。

　そんな私達のクラスは、スポーツ大会や高専祭などチーム

で活動する場面で特に力を発揮した。チームワークや結束力

が非常に高く、各人の個性を最大限活かし、クラスで最大

の成果を出すことに長けていた。良い意味で、メリハリの利いた

クラスに纏め上げてくれたのは、1,2年の担任であった一般

教科教授の北川先生のおかげだったと思う。正直、北川先生

でなければ、クラスはあらぬ方向へ発散していただろうし、

先生が醸し出すほんわかした雰囲気の中で、時に厳しいこと

を言って下さる立ち振る舞いを見て、私達は規律を学び、

纏まりのあるクラスが作り上げられたのだと思う。

　部活動では、私は5年間卓球部に所属していた。比較的

サボらずに練習していたにも拘らず、実力的には万年2軍争い

を繰り広げていたが、最終的に近畿高専大会に出場できた

ことで5年間の努力は報われた。そんな部活動の前には生協

で売られていたおでんを食べて、部活ではチームメンバーと

切磋琢磨し、部活帰りにはコロッケのハヤシのハムカツを

食べて帰った思い出は非常に懐かしい、かけがえのない

思い出だ。矢田寺や民博までの、自然溢れるのどかなラン

ニングコースも懐かしい。部室が隣り合っていた少林寺や

バドミントン部のメンバーとは、部活前にキャッチボールを

して交流を深めたりしていた。先日、ある機会に卓球部メン

バーが集まった時には、メンバーの雰囲気もほとんど変わらず、

当時の思い出話で非常に盛り上がった。

　電気工学科、卓球部などで充実した高専生活を送った

中で、私の人生の転機となった出来事は、高専5年生での研究室

配属だった。どの研究室に所属すれば自分の成長につなが

るのかなど色々迷った。やってみたい研究テーマはあった

ものの、その研究室の先生とは4年間ほとんど会話したこと

が無かった為、おそらく私のことを認識していないのでは、

と不安に思っていた。その先生が電気工学科教授の藤田

先生であった。

　自分自身色々な葛藤があったが、最終的に自分のやりたい

ことをやってみたいという好奇心の元、藤田研究室の門を

叩いた。研究室に配属されてからは自分の心配事が杞憂

だったと気づき、藤田先生と日々活発に議論しながら、研究

テーマを推進した。そこで選んだ研究テーマが運の良いことに、

大学では経験できない幅広い研究活動に導いてくれた。

当時の一歩踏み出す勇気が、今の自分を構築する1つの

きっかけとなった。特に、高専生で研究に携わることができて

良かった点は、制約が殆どない自由な身分で研究をすること

ができたことだ。大きなプロジェクトにも所属しなかった為、

国内外の学会に自由に参加し、個性あふれる方 と々知り合い、

色々なことを学び、無限に広がる“知”の世界を知ること

ができた。

　電気工学科卒業後は専攻科へ進学し、就職した同級生

や大学に編入した同級生に負けまいと、外部機関に受け入れて

密度の濃かった
高専での学生生活

福 井　斉
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もらいながら、研究に没頭した。自分で解決できない研究

課題は、各分野の権威にアポを取り、推進した。その過程

で身に付けたフットワークの軽さは、まさしく専攻科の理念で

ある“実践力”に通ずるものだったと言える。そんな研究に

没頭していた頃、土日のお昼ご飯は高専の前にあった喫茶 

田園の生卵が乗ったカレーを食べていた。先日、藤田先生から

田園が閉店したことを聞いた時は非常に惜しいと思った。

　専攻科修了後は大学院へ進学し、現在私はパナソニック

株式会社にて電子部品の材料・プロセス開発を担当して

いる。新製品の開発担当として、国内外の顧客から要望

を聞きながら新技術の創出に取り組んでいるが、高専時代

に学び、経験したことは現在の業務の随所に活きている。

例えば、顧客である回路設計担当者と議論する際には、

学生時代に中村先生、石飛先生、大谷先生などから学んだ

電気回路の講義を思い出しながら、顧客要望を理解するよう

努めている。また、新技術を創出するにあたっては、自分

自身の専門性を高専時代の電気工学から、電気化学、量子

化学など別の領域へどんどん広げていった。高専での研究

の恩師である藤田先生は常々、今後の社会で活躍できる

技術者になる為には、複数の学問が組み合わさった学際

領域で戦う力が重要だと仰っていたが、社会人になってから

特にその重要性を痛感しており、専門外の技術を積極的

に学び、業務に活かしている。自分自身、まだ社会人歴が

浅い為、偉そうなことは言えないが、高専の後輩達には、自分

の知っている専門領域のみに固執せず、広く技術を学び、

物事を俯瞰する能力を身に付けて活躍してほしいと願って

いる。

　卒業以来、奈良高専に伺う機会はあまりなかったが、

一昨年、卒業生と語る会の講演者として電気工学科の

実験室で講演する機会を頂いた。電気工学科が以前と

変わらない雰囲気でホッとしたと同時に、同級生と一緒に

実験していた当時がフラッシュバックし、懐かしい思い出が

浮かんできた。電気工学科を卒業して今年度で10年になるが、

仲の良いメンバーとは年に1回必ず集まり、学生時代の無茶

苦茶な思い出や当時ご指導頂いた先生方との楽しかった

やり取りを回想している。

　昨今、技術進展は年を追うごとに加速している。新規事業

の観点では、新技術を活用したブルー・オーシャンの取り合い

が激しさを増しており、最前線の技術革新では、モデルベース

開発やAI(人工知能)に基づいたMI(マテリアルズ・インフォ

マティクス)などシミュレーション関連技術が進展し、技術者

が果たすべき仕事の中身は変わりつつある。しかし、技術者

の基礎的な“技術力”、手を動かしてモノを作る“実践力”が

必須であることに変わりはない。“技術力”、“実践力”を

身に付けることができる高専が果たすべき役割は今後も

継続的にあると思う。平成元年生まれの多い私達の学年が、

次の元号・時代を築き上げ、奈良高専生の実力・社会貢献

を証明できれば幸いである。また、自分もその一翼を担える

よう、技術者として日々研鑽し、活躍したいと思う。

新芽 奈良高専同窓会
周年記念 特別号50



58

11C

生 田  円 佳

　テスト前によく物理室に集まって勉強していたのを覚えています。

時期になると丁度そこから受験の合格発表の様子が見えました。

喜んでいる子もいれば、番号が見当たらないことが信じられない

と右往左往している子も見えます。そんな合格発表、当時の

私はどうだったかというとネットで見ればいいやとのんびりして

おりました。しかしながら、時間が過ぎてもなかなかアップされ

ない…ということで仕方なしに出かけたところ、電車に乗った

あたりで「番号あったよ」と親から連絡がありました。ということ

で特に掲示板をまじまじと見ることもなく既に人がはけて閑散

とした学生玄関を通って粛 と々書類を受け取って帰りました。

なので、物理室から見ていた時は、夢を持って受験していると

合格発表でそうして喜んだり落ち込んだりするのかなぁ…など

と考えつつ、「大丈夫、まだ公立があるよ！ここは変な人しかい

ないからまっとうな道を歩むんだ！」と余計なお世話の念を

送っておりました。

　そんな感じで特別な思いはなくなんとなく入った高専ですが、

なんだかんだ居心地のいい場所であり、今でもお世話になって

いる有難い場所です。

　そういえば、私の入学した年は丁度女子の制服が変更された

年でもあって、一つ上の学年とは違う制服だったと思うのですが、

制服とはいえ、リボンでもネクタイでもなんでもいい、スカート

でもズボンでもどっちでもいい、シャツの色もなんでもいい、と

実質あってないような感じで、中には毎日のように違うリボン

をつけている子もいて面白かったです。

　ありがちなのかは分かりませんが、1年の時に、化学科だし

クラス全員に元素記号を割り振ったら面白いんじゃないかという

話が出て各々のイメージや字面で元素を決めたことがありま

した。その時で終わりそうなものですが、その元素が決まって

から一度も本名を名乗ってくれないクラスメイト（La）が発生

したり、なじみすぎて（Mo）元素名でしか呼ばなくなったり、

意外と浸透することになりました。私は確かHeでしたが浸透

はしませんでした。

　今思えば訳が分かりませんが、こんなのおもしろいんじゃない？

と誰かが言ったら乗ってくれる人がいる、意見を出してくれる

人がいる、実行してくれる人がいるという環境はとても楽しく

有難いものだったと思います。

　高専を出て、大学、大学院に進学してからもなんだかんだ

高専卒が多いところに居ました。なので気づかなかったのかも

しれませんが、一度就職した際にようやくそうした環境を脱すると、

なにかをやってみようという提案にだれも乗らない、もちろん

意見など出ないし実行されない…という事が多くなり、そこで

初めてあれこれあほな意見が出てきて何かしらが実行される

環境は特殊だったんだと気づきました。とはいえ、私が就職活動

をする気が起きず、大したところに入らなかったという事もそう

なった理由の一つだとは思いますし、私の出す案があまりにも

微妙過ぎたのかもしれませんが…。ネタで自分たちは井の中

の蛙だから気を付けないといけないなどと言っていたのに、

本当に井の中の蛙だったと実感した出来事でした。

　今年の初め、数年ぶりにクラスの同窓会があったのですが、

色 と々近況を話しつつ、最終的に各自好きなことを好き好きに

語っていて、そういう自分たちの世界がある人が集まっている

のが良いところであり、そういう人たちが集まったからこそ

いろんな意見や実行者が出る空間になっていたんだろうなと

思います。

　今はまた色 と々縁あって期限付きではありますが、再び奈良

高専に戻って仕事をさせてもらっています。学生時代に高専

生って戻ってきちゃうんだねという話もしていたのですが、まさ

しくそうなりました。当時お世話になっていた先生がまだ多く

いらっしゃるので話がしやすく有難いなと思いながらも少し不思議

そうした人材であるという事が高専卒を雇うメリットとして

存在するという面もあると思うのですが、実力でのし上がれる

人材がどんどんでてくれば、少し高いお金を払ってでも雇いたい

とか、他の学歴と比べられ難くなるとかそうした可能性はゼロ

ではないという気もします。全国の高専を合わせても高専卒

というのはマイノリティな存在とは思いますが、奈良高専で50

年分以上の人材がどこかにいて、その人たちがそれぞれの場所

で奮闘して、良い結果を出す人が今後も増えていくことで価値

を一新できたらいいのにな…と思います。理想論だとは思い

ますけれども。私のように最終学歴が高専ではない人もそうした

ところを後押しできる人になれたらいいのかなとも思います。

　職員として改めて高専内を見てみてもやっぱり変な人が

多いなと思います。おそらく、外にもそういう人はいるのでしょ

うけれど、ある程度世間にもまれれば紛れてしまうものなので

しょうか。でも、なぜか気が合うなと思ってよくよく話をして

いると実は高専卒だったという事はよくある話…。もしかして

そんなつもりはなくても変な人なのでしょうか。

　変な人であること、高専卒であることを絶賛したいという

わけではありませんが、まぁ、それはどうしても変えられないの

であれば、それはもうそういう味として上手く活用できるように

なったらいいなと思います。

在学中も今も奈良高専は
面白い場所だと思います
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な気持ちで毎日を過ごしています。

　そうしたこともあって今回この同窓会50周年記念冊子への

原稿を書かせて頂いているのですが、これを頼まれて初めて

そんな年数の学校だったのかと思いました。そういえば創立

50周年という案内があったような気がしなくもありません。

卒業後だったのであまり気にしていなかったようです。

　私はなんだかんだ大学院まで行ったので高専卒だからどう、

という分類を仕事上でされた覚えはありませんが、高専卒で

企業に就職した友人などは、大卒、院卒との違いに色 と々思

うところがある人もいるようです。しかしながら、話を聞いてい

ると色々期待されているんじゃないのかなと思うような仕事を

振られていたり、良い環境が用意されているような感じがした

りもしています。もちろん、その場に立ち会っていませんし、

自分の事ではないので良いとは言い切れない状況なのかも

しれませんけれども、高専卒でも実力で大卒、院卒に引け

を取らない状況はあるんだろうなと感じます。ただ、やはり

給与面が違ったり、自己紹介をすると大卒や院卒じゃないの？

というような反応をされてしまったり、大卒、院卒と同じように

仕事をすると不公平な気持ちになってしまうのもなんとなく

分かります。どうしても学歴で給与に差がついてしまう、偏見

が入ってしまうというのは仕方がないことだろうと思いますし、

そうした人材であるという事が高専卒を雇うメリットとして

存在するという面もあると思うのですが、実力でのし上がれる

人材がどんどんでてくれば、少し高いお金を払ってでも雇いたい

とか、他の学歴と比べられ難くなるとかそうした可能性はゼロ

ではないという気もします。全国の高専を合わせても高専卒

というのはマイノリティな存在とは思いますが、奈良高専で50

年分以上の人材がどこかにいて、その人たちがそれぞれの場所

で奮闘して、良い結果を出す人が今後も増えていくことで価値

を一新できたらいいのにな…と思います。理想論だとは思い

ますけれども。私のように最終学歴が高専ではない人もそうした

ところを後押しできる人になれたらいいのかなとも思います。

　職員として改めて高専内を見てみてもやっぱり変な人が

多いなと思います。おそらく、外にもそういう人はいるのでしょ

うけれど、ある程度世間にもまれれば紛れてしまうものなので

しょうか。でも、なぜか気が合うなと思ってよくよく話をして

いると実は高専卒だったという事はよくある話…。もしかして

そんなつもりはなくても変な人なのでしょうか。

　変な人であること、高専卒であることを絶賛したいという

わけではありませんが、まぁ、それはどうしても変えられないの

であれば、それはもうそういう味として上手く活用できるように

なったらいいなと思います。

新芽 奈良高専同窓会
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12 I

矢 野  完 人

　はじめまして。お久しぶりです。こんにちは。

　奈良高専情報工学科2007年度入学の矢野と申します。

インターネット上ではyanoshiという名前で生きています。

ひょんなことから情報工学科岩田先生にお声掛けいただき

寄稿することとなりました。

　思い返せば同窓会の活動には在学中から何かとご縁が有り、

例えば奈良高専同窓会のWebサイトを在学中に情報処理

研究会（情研）の活動の一環としてリニューアルした事が思い

出されます。同期のU君と共に作成したデザインが未だに使

われているというのは、なんとも言えないこそばゆさがあります。

　さて私事ですが、情報工学科、専攻科 電子情報工学専攻、

奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科と近頃の

奈良高専生にありがちなキャリアを経てきました。同期の中

では比較的長い期間を奈良高専にて過ごしてきたそんな私

ですが、早いもので奈良高専の学舎を後にしてから丸5年が

経とうとしています。5年なんて50年前に卒業された諸先輩方

と比べると誤差のような数字ではありますが、とは言うものの

同期と呑みに行くと懐かしい思い出話が始まる程度には

時が過ぎてしまいました。今の時代は良いもので、クラウドへ

アップロードされた懐かしき卒業旅行の写真を瞬時にスマート

フォンにて表示でき、それらを眺めながらやれ太っただの、

みんな若いだの、楽しく同期同士で言い合っています。

　学生時代何をしていたかな？と思いを馳せると様々な記憶

が蘇ってきます。1、2年生の頃は毎日ニコニコ動画のデイリー

ランキングを追いかける生活をし、3年生の頃からはTwitter

を始めて「ツイ廃高専生」の仲間入りを果たし、同時期に

Androidスマートフォンの波がやってきてXperia X10を

予約購入し、授業中にもカスタムROM焼きをするというアレな

こともしていました。ホントろくでもない楽しい思い出が蘇って

きます。研究のことを思い出すと、卒論提出日にプリンタドラ

イバが動作不良に陥り期限に数分間に合わず反省文を書く

羽目になった記憶や、研究室のプロジェクタでアニメ鑑賞会

をした記憶でして…あれ？もしかして私、不真面目な学生だった

のでしょうか？おかしいなー一応真面目な学生で通っていた

気がするのですが…

　しかしやはり一番鮮明に思い出されるのは、部活（情研）で

の活動やそれに伴う学外コンテストへの出場、学生チャレンジ

プロジェクトや高専祭での科展の企画等々の課外活動で

しょうか。

　1年生の頃から入部していた情研では、それはそれは濃い

メンバーに囲まれながらとても楽しい日々を過ごしました。

「プログラミングをしているような同世代の仲間が欲しい！」と

言う思いで入部した私ですが「世の中にはこんなすごい同世代

が居るのか！」と驚いた記憶が鮮明に思い出されます。

　1年生の頃に見学がてら訪れた高専プロコンでは、5年生

の先輩がとてもかっこよく見え「あんな風になりたい」と素直

に感じました。そんな憧れからか、入部当初は帰宅後、情研

メンバーでHamachiを用いてAoE2やBF2で遠隔マルチ

プレイする日々でしたが、いつの間にか高専プロコンを控えた

デスマで支離滅裂な事を口走るようになった同期を眺めながら

コーディングする日々へと変化していきました。気がつけば

5回も高専プロコンへ出場し、その他にも情報オリンピックやら

企業主催のコンテストやらに出場するようになっていました。

卒業する頃の私は、あの頃かっこいいと感じた先輩のように、

後輩のお手本になるような人に成れていたのでしょうか。

願わくはそうであってほしいですね。

　思い返すとかなり好き勝手にやりたいことをやった学生

時代でした。こんなにのびのびとした学生生活を過ごさせて

いただき、諸先生方には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

特に山口賢一先生と岩田先生にはお世話になりっぱなしで

した。諸先生方が居なかったら今の私は間違いなく居なかった

でしょう。

　そんな私ですが、卒業後はDMM.comと言うWeb系IT

企業にてエンジニアをしております。入社当初はCTO室に

て動的画像配信システムのR&Dを行っていたのですが、

ひょんなことから動画配信事業部へ異動となり、気がつけば

遠くて近い過去と
現在そして未来
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動画配信基盤のプロダクトオーナーを拝命するに至って

おります。弊社動画サービスにて動画が見られない事象に

出会ったらこっそりご連絡頂ければ幸いです。まさか学生時代

に趣味で作っていた録画サーバーシステムの知見が、こんな

未来で活かせるとは思っていませんでした。やっぱり興味を

持ったものは何でもやっておくべきですね。近頃はVR動画が

アツく、沢山のガジェットに囲まれながらキャッキャしています。

　窓の外には高層ビル群が軒を連ね、「随分遠い所に来て

しまったな」と物思いに耽る日々です。

　面白いもので同期の何名もが同じ業界（いわゆるWeb系）

で働いており、隙きあらば「弊社来ない？」とお誘いし合う関係

が続いています。みんな行ったり来たりと動き回っていて

人材流動性と成長のスピード感を感じますね。狭い業界では

あるもののみんなで盛り上げていく空気感は割と心地が良い

ものです。

　卒業を意識し始めた頃、漠然と「いつか協賛企業として

高専プロコンに参加したいなー」とか「卒業生としてIT業界

の事を喋りに来たいなー」などと思っていたのですが、ここ

数年でその目標は叶ってしまいました。その早さに自分でも

驚きを感じています。近頃の社会では「情報は石油以上の

価値を持つようになった」などと揶揄されています。そして奈良

高専はネイティブな情報工学科を有する数少ない高専の

一つです。IT業界を盛り上げる末席として、業界と日本経済

の発展、そして奈良高専の更なる飛躍に少しでも貢献できれば

と考える今日此の頃です。

図 1  VRゴーグルを装着する私 図 2  大都会

　願わくは100周年冊子にエモい話を何かしら寄稿でき

ますように。
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13S

浅 田  拓 斗

　50周年を迎えられたことを皆さんとともに心からお祝い

したいと思います。ひとえに学校の先生方、保護者の皆様、

ご卒業された先輩方のこれまでのご尽力の賜物と思います。

支えてこられた皆様に深甚なる敬意と謝意を申し上げます。

そして、これからも同校が輝かしい飛躍と発展を続けていかれる

よう期待し、私自身も努力してまいります。

　私は平成20年に入学し、本科で5年、専攻科で2年の時

を奈良高専で過ごしました。今、私はこの記事をテキサス州

ヒューストンで執筆しています。というのも、現在私はインフラ

企業に勤めており、この度、海外基地を訪れる機会をいただく

ことができた為です。自ら望んで挑戦し、こうした新しいフィールド

に進むことができているのは学生時代の経験が大いに関係

していると実感しています。私が在学しておりました7年間の

学生時代を振り返ると様々な記憶が鮮明に蘇ってまいります。

　学生時代、最も記憶に残っているのはやはり学生研究です。

私は新たなことに挑戦するのが好きなため、授業であまり

接する機会がないマイクロレーザ加工の研究室に所属して

おりました。さらに、学会発表に挑みたいと考えており、日々

研究室でとても個性豊かな仲間とともに研究に励んだことが

良い思い出です。少し臆病な私に研究室の先生と先輩・後輩

メンバーはいつも私の背中を押してくれました。どうしても

帰宅時間が遅くなった日はイスを数台横に並べ、仮眠を取る

ことは高専生にとっては懐かしい光景ではないでしょうか。

学業・人生観についての多くをご教授いただいた研究室の先生、

苦楽を共にした友人・先輩・後輩とは今でも交流があり、

年に一回BBQ会を開くほどです。

　研究について画期的な発見が得られた時に、国際学会で

の発表という貴重な機会をいただくことができたことも私に

とっては貴重な経験です。これらの経験は私にチャレンジ精神と

努力の大切さ、行き詰まったときに解決する柔軟な思考力を

与えてくれました。

　思い出としては学生研究以外にも、高専祭で約200人が

来場するダンスコンテストでダンスと笑いが得られるような

コントを合わせた出し物を披露し、2年連続優勝したことや、

軽音楽部で他校の友人達とライブハウスを貸し切り、ライブを

したことが今でも鮮明に記憶に残っています。

　当時の友人達は今、日本全国の企業で活躍しており、年末

などに集まった際には互いに近況を語り合うことができています。

何年経っても集まり、語らえば不思議なもので、時間の経過など

は感じないほどに学生の頃のように気兼ねなく話すことが

できています。それが、私にとっては無性に嬉しく、これからも

定期的に集まり、昔話に花を咲かせたいと思っております。

　冒頭の通り、今、私はガス・電気を扱うインフラ企業に勤めて

います。入社と同時期にガス・電気の本格的な自由化が

始まり、インフラ業界は激動の時期を迎えています。そんな

状況下の業務の中で挑戦することが求められる機会が多く

あります。その時、私は常にモチベーション高く、積極的に

挑むことができています。これは奈良高専でチャレンジ精神を

培うことができたが故だと私は実感しております。最近では、

新たな事業案を生み出すイノベーションメンバーへの参加や

海外基地への試運転研修への参加等の挑戦する機会があり

ました。海外基地では知識の習得や報告会等の中でも、学生

時代に国際学会で発表した経験が大いに役立っております。

これからも奈良高専での学びが私たちの未来へ歩む手助け

をしてくれることと思います。私の将来の夢は私にしか達成

できないことを世に送り出すことです。そして、いつか母校・奈良

高専に恩返しができるよう今後とも努めてまいります。

　最後になりますがお世話になりました皆様に深く感謝を申し

上げるとともに、今後とも奈良工業高等専門学校のますますの

発展と皆様のご多幸をお祈りしております。

学生時代から続く挑戦

会員からのメッセージ 新芽 奈良高専同窓会
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三谷  涼太郎

奈良高専での
思い出を振り返って

会員からのメッセージ

　この度は奈良高専同窓会50周年を迎えられたということ、心よりお祝い申し上げます。また、これを祝した記念誌
に寄稿をさせていただく機会をいただき誠にありがとうございます。
　さて、私が奈良高専の機械工学科に在学していたのは平成21年4月から平成26年3月の5年間になります。
私が在学していた頃はまだ工場も建て替わっておらず、卒業研究も工場の一室の実験室で行っていました。
　そんな在学中の思い出は、クラスのメンバーとの思い出、研究室での思い出、部活動での思い出等々、数え切れ
ないぐらいありますが、その中でも学生会執行部の一員として活動してきた日々が一番印象に残っています。
　当時の主な行事としては4月の部活紹介から始まり、春と秋にあったスポーツ大会や入試説明会のための部活
紹介のパネル展示等がありました。その中でもスポーツ大会において、学生主事、主事補の先生方と調整しながら、
グラウンドでの午後からの競技をリレーと大縄跳びに変更したり、PCのタイピング速度を競える競技を追加したり
といった行事の中身を自分たちで考えて実行に移すという中々できない経験をできたということで、当時はすごい
達成感を味わえたのを覚えています。現在も私が携わっていた頃と変わっていない競技もあれば改良が加えられ
ている競技もあるかと思いますが、それはそれで今の学生会執行部の面々が思うよう考えて行動している結果だ
と思うので、今までやってきたことをそのままやるのもいいですが、競技を少しずつ良い方向に変えていくのも必要な
ことだと思います。また、学生会の副会長も3年間やらせていただいたことも個人的には良い経験をさせてもらえ
たのかなと思います。私はちょうど先輩が少ないタイミングで所属したため、役員をやらせていただけた年数が
長かったので、スポーツ大会の競技もそうですが、自分で考えて変えていけたことが多かったように思います。
　クラスのメンバーとの思い出も様々ありますが、4年生のときに行った工場見学が一番印象に残っています。
というのも、クラスのメンバーとの宿泊行事というと新入生校外オリエンテーションと4年生の工場見学と修学旅行
の3つで、4年間を一緒に過ごしてきて充分に仲良くなった頃に行くことのできた宿泊行事だったからです。工場見学
本来の部分も非常に楽しかったのですが、このときはみんなと普段することのできない話をすることのできた、
宿にいるときや自由行動を許可された時間のほうが楽しかったように思います。
　卒業してからは進学せず就職し、都市高速の維持管理をしている会社に勤め、トンネル内に設置されている
ジェットファンと呼ばれる排煙設備や消火器、消火栓等の防災設備を始めとした設備全般の点検・補修の現場管理
を実施したり、点検結果や設備の運転データをもとに長期的な補修計画を考えたり、高速道路を安全安心快適に
利用してもらえるように日々仕事をしています。
　業務内容としては、高専時代に学んできた専門知識を応用して活かすというのは中々できない仕事ではあるの
ですが、それでも基礎的な知識は使いますし、卒業研究のときに培ったデータ分析や論文の作成は今の仕事でも
しっかりと活きているので学生時代にしっかりと勉強してきてよかったと思っています。
　高専は普通の高校と異なり1年目から専門的な分野に触れることができる点が良い点だと思うので、この利点
を生かしていろいろなものに触れて、自分のしたいことや仕事にしたいことを見つけて、将来の進路につなげてほしい
と思います。また、高専にはそういった可能性が狭まってしまわないように新技術を取り入れていくことを絶えず
行ってほしいと思います。
　未筆ながら、奈良高専同窓会の一層のご発展と皆様方のご活躍を祈念致しまして、お祝いの言葉と
させていただきます。

新芽 奈良高専同窓会
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西 本  大 悟

　このたびは、奈良高等専門学校同窓会５０周年記念を迎えら
れたことを心からお慶び申し上げます。また、奈良高専在学期間、
本科の電気工学科５年間と専攻科の電子情報工学専攻２年間
の合計７年間でご指導下さった、お世話になりました各教員の
皆様方に心より敬意を表し感謝を申し上げます。
　さて、上述したように私は本科、専攻科合わせると奈良高専
に７年間在学していました。思い返してみると、留学・留年を
したということでも無いにも関わらず、同じ学校、さらに同じ校舎
に７年間通うというのは、大変めずらしい体験をしているのでは
ないかと思います。体験というお話をすると、同じ居場所に７年間
いるというのは、環境が変化しないため良くないということや
集中して勉強できるため悪くない等、意見が賛否両論に分かれる
と思います。ただし、私個人の感想を述べさせてもらいますと、
学校からも紹介されているとおり、高専は“自由な校風”を美点
にしており、私はその校風に合っていたのか自由に様々な体験
をできたため、７年間通ったことは良かったことだと思います。
　その体験の中でも心に残った高専生らしい思い出は、本科の
４年生のときに友人と参加した高専祭の科展となります。科展
では、４年間学んだ電気工学の知識を用いて『コイルガン』と
いう電気と磁場の力で物を打ち出す装置を製作しました。私が
在籍していたときは、奈良高専の電気工学科では２年生から
授業で実験を行っていましたが、自分達が主体となって“もの
づくり”を実施したのは、このときが初めてとなりました。普段の
実験では、教員の方々が実験の課題となる事に対して実験方法
を教えて頂き、その教えて頂いた内容を自分達の手で実践して
いくという流れでした。しかし科展では自分達が何を製作する
のかを考え、また考えた製作物に対して自分達の知識・技術を
用いて作製するという今までの授業とは一味違う内容でした。
その上で私は友人とともに自分達が興味を持ち、かつ高専祭の
科展をご覧に来て頂く皆様に楽しんで頂ける物としてコイル
ガンを製作することにしました。コイルガン製作は、当たり前の
お話となりますが、最初どのようにすればコイルガンを製作できる
のかを考えることから始まりました。そして理論やどのような
物を製作するか分かりましたが、その考えた物をどのように実現
すれば良いのかで頭を悩ませました。しかし、機材や機器等、教員
の方々にご教授頂くことで解決することができました。このとき、
友人達と力を合わせながら、また学生らしく楽しみながら製作
したのは個人的には大変良い思い出だと思います。そして
そのおかげなのか科展当日、物を打ち出すという派手さからか、

　卒業後は就職し、SE（システムエンジニア）として配属され仕事
をしています。SEの仕事は、顧客にヒアリングを行い、顧客の
望んでいるシステムを理解する必要があります。また、顧客の
要望を理解するだけではなく、どのように実現するかまで考えた
上で提案する必要があります。そのため技術的能力・仕事だけ
ではなく、営業的な仕事も行い、顧客に理解して頂けるよう
分かりやすく説明する必要があるため、コミュニケーション能力
などが必要になります。就職する前は「技術的な仕事をしたい」
という思いがあったため、正直な話をいうと営業的な仕事に
携わっていくことはあまり気乗りがしないところもありました。
しかし、実際に携わっていくことで顧客の望むシステムをどの
ようにすれば実現できるのかと考えることや多くの人と関わる
ためたくさんの価値観に触れることができること、また実践的に
技術を学ぶことが可能なため、今ではやりがいのある仕事だと
感じています。ただし仕事であることには違いないため、成果が
出ないときや失敗してストレスが溜まるは多々あります。また
社会人になると自分の時間というのは間違いなく減ることに
なりますが、それでも長期休暇には旅行に行き、普段の祝日は
そのとき自分がしたいことをする等、ワークライフバランスを
大切にし、気ままに楽しんでいます。
　最後にこれからの高専への期待ということで少しだけ記載
させて頂きます。技術者として現在働いて大切だと思ったことは、
“コミュニケーション能力”だと思いました。
　コミュニケーション能力については、友達と仲良くする能力と
いうわけではありません。もちろん、他社と仲良くする能力が
あれば良いのは間違いありません。しかし、こちらでお話したい
のは、“相手に正確に伝える能力”と“相手の言いたいことを
正確にヒアリングする能力”のこととなります。会話・文章問わず
どのような場面においても間違いなく必要な能力であることを
社会人になり身にしみることがあります。そのため、これからの
皆様は是非とも技術だけではなく、そのようなことも学ぶことが
できれば将来役にたつかと思います。
　末筆になりましたが、私が在籍時ご支援ご尽力を賜りました
先生方のご健勝とこれからの高専のご多幸を祈念するとともに
改めて心より御礼を申し上げます。

4382日の高専生生活 それともコイルガンのスイッチを押したときに発する電気火
花のインパクトからか来て頂いた皆様に大変満足して頂けまし
た。そして、友人達とも気分が上がり、科展が終わり片付ける最
後のときに写真を撮りました。

会員からのメッセージ 新芽 奈良高専同窓会
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小 柳  伊 代 

　この度は奈良高専同窓会創立５０周年おめでとうござい

ます。今回、寄稿させていただけることを大変光栄に思います。

　私は現在、筑波大学の大学院生として、記憶と睡眠に

関する研究に取り組んでいます。ここでは、高専時代の学生

生活や筑波大学に編入した経緯と、今の研究について

書かせていただきたいと思います。

１．高専時代の生活と大学に編入した経緯など

　私は2011年4月から5年間、奈良高専 物質化学工学科

で学び、2016年4月に筑波大学 医学群 医療科学類3年

次に編入学しました。現在は、筑波大学大学院の博士前期

課程１年です。大学では、学部3年生の春から現在の所属

である、国際統合睡眠医科学研究機構 （WPI-IIIS）の

坂口昌徳先生の研究室に所属しています。

　私が高専に入学したのは、兄が通っていた影響と、早くから

専門教育を受けられるのが良いと思ったからです。高専

在学時は主に、１年生から４年生までは吹奏楽のクラブ活動、

５年生の時は電気化学・無機化学研究室の山田裕久先生

の下で卒業研究をしていました。高専に通っていて良かった

と思うことは、化学の諸分野を学べたこと、高専出身の友達

ができたことと、今の研究とは違う分野での研究が経験

できたこと、研究する目的を持って大学に入れたことなどです。

　進路を考えるきっかけとして最も寄与したことは、4年生

の夏のインターンシップでした。その当時、学術研究の世界

に興味があったので、茨城県つくば市にある物質材料研究

機構（NIMS）の分子生物系の研究室に3週間滞在しました。

インターンシップでは、訪問した研究室の設備の豊富さに

驚いただけでなく、実験を教えていただいた職員の方の仕事

の姿勢に感心しました。一方で、研究者の雇用体系の厳しさ

も初めて知りました。その後、睡眠の研究をしてみたいと

思い、筑波大学に睡眠医科学の研究室があることと編入学

が可能だったことから、筑波大学への編入を決めました。

大学に入って良かったと思うことは、実家を離れる経験が

できたこと、学術論文へのアクセスが良いこと、多様なバック

グラウンドを持つ人と話せること、英語を使う機会が多い

ことなどです。

２．現在の研究

　睡眠は私たちの生活に欠かせないものですが、私たちが

なぜ眠らなければならないのか、という理由はほとんど

分かっていません。私は、世界でも有数の睡眠研究に特化

した研究機関で研究しています。睡眠の制御機構、睡眠の

機能、睡眠障害などについて、日本国内外から集まった

学生、研究者が研究を進めています。私が睡眠研究に

興味を持ったきっかけは、何かを頑張ろうと気合を入れて

睡眠を犠牲にした結果、逆に上手くいかず体調も崩れがち

になったことです。そこで、睡眠についてよく理解した上で

ワークライフバランスをとることで、より楽しく生活できるの

ではないかと思いました。また日本では約3人に1人が睡眠

に問題を抱えており、睡眠負債によって約15兆円の経済

損失があるといわれています。睡眠問題の改善に向けて

様々な情報がある中で、より信頼のできる正確な知見が

必要であると感じました。

　現在、私は博士課程の研究テーマとして睡眠中に記憶

がどのように定着されているかについて研究しています。

皆さんも、学習後に十分な睡眠をとることが、記憶の定着

に大事であるということを聞いたことがあるかもしれません。

これは科学的にも証明されている事実ですが、一方で睡眠中

に脳のどのような働きによって記憶が定着されているのか

という仕組みについてはほとんど分かっていません。私は

その仕組みを解き明かすことで、なぜヒトは眠らなければ

いけないのか、すなわち睡眠の意義に迫っていけるのでは

ないかと考えています。

　やや専門用語が多くなってしまいますが、ここで少し私の

睡眠と記憶の研究について

会員からのメッセージ 新芽 奈良高専同窓会
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研究を紹介させて頂ければと思います。私達ヒトの脳では

数十億の神経細胞（ニューロン）がネットワークを作って

おり、そのネットワークはシナプスという構造によってニュー

ロン同士が結びつくことで作られています。私達が何かを

想い出すときには、このネットワークのなかの、その記憶に

対応する特定のニューロンが活動することが分かっています。

この特定のニューロンおよびその結びつきのことを記憶痕跡

と呼び、これが記憶の物質的実態と考えられています。では、

記憶痕跡はどのようにして作られるのでしょうか？実はその

過程に睡眠が重要な役割を果たしていることが分かって

きました。

　私達が何かを学ぶと、将来にその記憶痕跡となるニュー

ロンのシナプスに変化が起きます。そして学習後の睡眠中

に、これらのニューロンが再び活動することで、そのシナプス

の結合がより強められたり、一方で弱められたりすることが、

記憶痕跡が完成する（記憶が定着する）ことに重要である

とされています。これらの２つは一見矛盾する様に見えますが

以下のように考えることができます。すなわち、記憶痕跡と

して大事なニューロン同士の結合は強められ、一方で不要な

結合は弱められることが大事である可能性が有ります。

実はこのことははっきりと証明されておらず、私の研究は

まさにこれを世界で初めて証明できるかもしれないという

期待を持って取り組んでいます。

　私の研究室では、AI、ビッグデータ解析、次世代シーク

エンサー、超小型脳内視鏡、ウイルスベクターなどの多くの

分野にまたがる国内外の専門家との共同研究が進められ

ており、また研究室内ではデータ解析のためのプログラミング、

睡眠記録に使う機器や顕微鏡の制作などを担当する、

情報系や工学系の多くのアルバイトの学生の活躍によって

支えられています。研究室メンバーの出身地は、チリ、韓国、

インドと多くの文化に触れる機会があることも特徴です。

　私は貴学を卒業して約3年になりますが、多方面で活躍

する先輩方、同級生、後輩の話をよく聞いて、すごいなぁと

感心しています。これからも貴学が先生方や在学している

学生の皆様にとって良い学びの場であり、卒業後もそれぞれ

が自らの意思の元で充実した生活を送れることを願って

おります。末筆ながら、改めましてこれまで関わってくださった

方々に深謝するとともに、皆様のご健勝とご多幸をお祈り

申し上げます。

新芽 奈良高専同窓会
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増 田  秀 之

　システム創成工学専攻情報システムコースを平成30年度にて
修了致しました、増田です。50周年記念事業の1つである冊子の
執筆者に、私などを推挙いただき誠に恐縮です。歴代会長も
寄稿される冊子に私の文章が記載されるとのことで、望外の
状況にさながら針の筵に座るがごとき心境ですが、せめて学生
目線での奈良高専の思い出を記し、気楽に読んでいただければ
と思っております。
　さて、私は2012年4月に、奈良高専の情報工学科に入学し、
この2019年3月に、この学び舎を去る予定です。この7年間で、
奈良高専で起きた出来事としては、やはりロボコンであると考え
ます。2015年の全国高専ロボコンでは全国大会優勝&ロボコン
大賞のW受賞が歴史に刻まれました。このW受賞は過去に3校
のみが成し遂げた快挙であり、奈良高専はこのレコードの4校目
に名を連ねる事になりました。続く2016年では、全国大会優勝
こそ逃したもののロボコン大賞を2年連続で受賞する、これまた
偉大な結果を築きました。私は情報工学科なので直接的な関係
は殆どなく、当時は半分他人事のように思っておりましたが。
　私は課外活動として、情報処理研究会という部活に、1年生
から4年生まで所属しておりました。情報処理研究会とは、文字
通り情報処理に関する物事、プログラミングやサーバ管理等を
学んだりする部活です。私の先輩方は誰も彼もが優秀な方で、
IT周りの豊富な知識や高いスキルを持ち、とても尊敬する先輩方
でした。先輩方と話したい為に、私は毎日のように部活動に参加
していた事を覚えています。課外活動の中で特に思い出深い
出来事は、2年生の頃に全国高専プログラミングコンテストに参加
したことです。
　全国高専プログラミングコンテストとは、各高専がチームで
独自に構築したシステムやアイデアを競う大会です。
 •与えられたテーマに沿ったモノづくりを行う「課題部門」
 •テーマはなく自由なモノづくりを行う「自由部門」
 •与えられた課題を解くプログラムの解答速度を競う「競技部門」
があります。情報処理研究会では、毎年各部門にそれぞれ部員
を出場させていました。私が出場したのは課題部門で、テーマは
「ICTでサポートする明るい少子高齢化社会」でした。先輩方と
協力し、睡眠中の身体の状態を計測可能な抱き枕の作成を行い
ました。私は抱き枕が収集した情報を表示するWebページの
作成を担いました。私のチームは予選を通過し、本選にて実物を

用意し、デモンストレーションを行う運びとなりました。最終的に
私のチームは敢闘賞を獲得しましたが、私はそれを閉会後に知り
ました。なぜなら私は本選の途中で体調を崩し、会場を離れ滞在
していたホテルで寝込んでいたためです。Webページの作成
こそできたものの、無理を重ねてしまった結果でした。いくら努力
して物を作り上げても、その結果倒れてしまうようでは後が続きま
せん。本番前に無理をしなくて済むように、日頃から少しずつ
物事を進めていく事の重要性を、私はこの経験で学びました。
　高専生活の中で鮮明に記憶に残った出来事は、5年生と専攻科
合わせて3年に及ぶ研究生活です。毎週のように指導教員と
進捗を報告し、次週までに何をするかを打ち合わせる。打ち合わせ
どおりに研究が進まない時は気分が重くなりました。何度か心が
折れそうにもなりましたが、ここまでの努力を無駄にしたくないと
いう思いでやる気を出し、なんとか成果を残すことができました。
指導教員に私の研究テーマは発展させられそうだと言われた
時は、努力が報われたような感覚を覚えました。3年間の研究
生活は辛い思い出が多かったように記憶していますが、しかし
この経験が社会生活に何らかの形で活きてくれると信じています。
　私の在籍した7年間で、奈良高専はずいぶんと様変わりしたと
思います。バリアフリーを意識して、学内の段差が均され、校舎
の出入り口にスロープが増えたり、電子制御工学科棟にはエレ
ベーターが増設されたりしました。　   
　情報工学科棟でも、演習室のパソコンが新しくなり、これから
入学する学生達は「情報工学科棟のパソコンよりも他学科も
使える一般用演習室のパソコンのほうが性能が高い」という事実
に頭を抱える事はなくなるでしょう。他にも、物質化学工学科棟と
情報工学科棟を直接行き来できる連絡通路が作られ、あまり
接点の薄い2学科間の交流が活発になることが予想できます。
　最後になりますが、私は奈良高専で生活した7年間を、良かった
と思っています。ここでしか出会うことの無いであろう先輩や
友人と出会う事ができ、私の視界は広がりました。公立高校に
通い、大学に進学する生活では味わえない経験が、高専には
あったと思います。奈良工業高等専門学校が今後、より良い
学舎になることを願い、最後の言葉に代えさせていただきます。

現役修了生が過ごした
今の奈良高専の7年間

会員からのメッセージ 新芽 奈良高専同窓会
周年記念 特別号50
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　同窓会が50周年を迎えられ、誠に喜ばしく、ここにお祝い

を申し上げます。奈良高専は戦後の高度経済成長期の

真っ只中に創立され、日本の経済成長を支えてこられました。

そして、この度、節目となる50周年を迎えられたわけですが、

これもひとえに歴代の先生方や諸先輩方の功徳の賜物で

ございます。私はこのような歴史ある学校に学び、卒業でき

ましたことを誇りに思っております。

　さて、私が奈良高専の本科に在籍致しましたのは、平成25年

から30年の５年間になります。中学校を卒業し、期待に胸を

膨らませ、春に入学式に向かったことを昨日のことのように

思い出します。雨の日も、風の日も、雪の日も、毎日、野球部

の重いカバンを自転車のカゴに入れて、必死に坂を登って

登校していたことを懐かしく思います。

在学中の思い出

　在学中の一番の思い出は硬式野球部で主将を務めさせて

いただいたことです。外部より監督に来ていただき、ご指導

を仰いでいる関係で、平日は学生のみで練習をしている状況

です。その中で、練習のメニューを考えたり雰囲気を作ったり

することは主将の役割になっています。このような経験で

培われたリーダーシップや社交性は私の人生において大きな

糧となっています。

　1つ上の先輩方の代のときには、秋春夏と全ての大会で、

強豪智弁学園に敗れるという悔しい経験も致しました。その

先輩方の思いを受けて、自分たちの代では「もっと勝てる

チームを」と必死にがんばりましたが、思うような結果は残せず

仕舞いでした。主将として、勝ちたいという思いが先行して

しまい、空回りしてしまうことも数多くありましたが、そんなときには

チームメイトのみんなが支えてくれました。現在は、それぞれ

の道に進みましたが、卒業後も連絡を取り合って集まり、

現役時代と変わらぬ関係が続いています。また、3年生の夏

に高校野球を引退してからは、学生コーチとして野球部の

運営に携わりました。学生コーチといっても練習のお手伝い

をしたり、ノックを打ったりと補助的な役割ではありましたが、

後輩たちと楽しく密度の濃い時間を過ごすことができました。

本当に良い思い出です。

　本科時代には、もう一つ思い出深い出来事がありました。

それは、5年生の時の仙台への卒業旅行です。ニッカの

ウィスキー工場へ行き、温泉宿に泊まり、松島に行くという

大人びた旅行ではありましたが、実験や実習を共に乗り越えた

クラスメイトとの旅行はとても楽しいものでした。そして帰路

に就こうと空港へ向かった先で驚きの出来事がありました。

なんと、搭乗予定の飛行機が欠航となりました。天候不順など

ではなく、機体トラブルによる欠航であり、私たちが搭乗する

便のみが飛びませんでした。そうして、2泊3日が3泊4日と

なり、仙台でもう1日過ごすことになりました。もう一泊余分に

泊まれるというのは、学生にとってこの上なく嬉しい出来事で、

ハイテンションで過ごしたことをよく覚えています。

卒業後のこと

　卒業後は専攻科に進学しました。専攻科ではグローバル

工学協働教育プログラムに参加し、将来は世界を舞台に

活躍できる人間となることを目指して、英語の勉強にも励んで

います。昨夏には、プログラムの一環である海外インターン

シップで1ヶ月間シンガポールに滞在し、英語でインターン

シップを受けるだけでなく、観光をしたり現地の学生たちと

交流を深めたりと、充実した日々を送ることができました。

また、英語学習への意欲も高まり、英語や異文化に積極的に

触れるようになり、とても有意義な1ヶ月間となりました。現地

で知り合った人とは今でも連絡を取り合い、今度は彼が日本

へ来る番です。

　研究活動や勉強の傍ら、趣味にも取り組んでいます。昨今

のフィットネスブームもあり、最近は筋力トレーニングをよく

しています。野球部だったので運動はとても好きでしたが、

卒業後は運動の機会がなく、運動不足を痛感しており、筋力

トレーニングを始めました。初めは、運動不足の解消程度に

考えていましたが、トレーニングは努力が目に見える形で現れる

ので、それが楽しくなり趣味となりました。サプリメンテーション

やトレーニング方法なども勉強するようになり、立派に趣味と

して言えるようになったと感じております。「健全な精神は健全

な肉体に宿る」とも言われるように、身体があっての健康な生活

であるので、今後も運動を続けていきたいと思います。これ

を読んでいる皆さんの中にも運動不足を感じられている方が

いらっしゃいましたら、是非この機会に運動を始められては

いかがでしょうか。

未来に向けて

　現在、人間の生活にとって工学技術は欠かせないものと

なっています。奈良高専の卒業生である諸先輩方が活躍

されている証左であると感じています。そして技術はAIや

人工知能といった人間の限界に追いつき、追い越そうという

ような段階へと差しかかっています。また、国もAIを活用

できる人材の育成に力を入れ、取り組んでいこうと注力して

います。この技術革新の時代において、高専もまた、そういった

教育を取り入れていくことも必要なのではないかと考えます。

高専での授業は興味深いものが多く、先生方の指導も行き

届いていますが、技術革新の新しい時代において、AIをはじめ

とする最新の技術教育がこれからの新時代の分野でも受け

られると学生としても良い教育になるのではないかと思います。

今後の高専教育が幅広く価値のあるものになることを願って

います。

　最後に私の夢をもう一つ。今日まで高専の野球部が甲子園

に出場したという実績はありません。今後、高専の野球部が

いつの日か甲子園で見られる日を夢見ています。それが奈良

高専の野球部であれば、なお嬉しいことです。もしも、願いが

叶った時には何を差し置いても、甲子園に駆けつけるつもりで

準備をしています。

　今回は50周年ということでこのように文章を書かせて

いただいておりますが、60周年、70周年、80周年、90周年、

そして100周年と高専の成長とともに、自らも成長していき

たいと思います。そして100周年を迎えた時に奈良高専の

卒業生として誇らしくいられるように今後も精進を重ねて

いきます。

　末筆にはなりますが、奈良高専の一層の発展と皆様方の

ご活躍を祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

同窓会50周年に寄せて

会員からのメッセージ 新芽 奈良高専同窓会
周年記念 特別号50
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　同窓会が50周年を迎えられ、誠に喜ばしく、ここにお祝い

を申し上げます。奈良高専は戦後の高度経済成長期の

真っ只中に創立され、日本の経済成長を支えてこられました。

そして、この度、節目となる50周年を迎えられたわけですが、

これもひとえに歴代の先生方や諸先輩方の功徳の賜物で

ございます。私はこのような歴史ある学校に学び、卒業でき

ましたことを誇りに思っております。

　さて、私が奈良高専の本科に在籍致しましたのは、平成25年

から30年の５年間になります。中学校を卒業し、期待に胸を

膨らませ、春に入学式に向かったことを昨日のことのように

思い出します。雨の日も、風の日も、雪の日も、毎日、野球部

の重いカバンを自転車のカゴに入れて、必死に坂を登って

登校していたことを懐かしく思います。

在学中の思い出

　在学中の一番の思い出は硬式野球部で主将を務めさせて

いただいたことです。外部より監督に来ていただき、ご指導

を仰いでいる関係で、平日は学生のみで練習をしている状況

です。その中で、練習のメニューを考えたり雰囲気を作ったり

することは主将の役割になっています。このような経験で

培われたリーダーシップや社交性は私の人生において大きな

糧となっています。

　1つ上の先輩方の代のときには、秋春夏と全ての大会で、

強豪智弁学園に敗れるという悔しい経験も致しました。その

先輩方の思いを受けて、自分たちの代では「もっと勝てる

チームを」と必死にがんばりましたが、思うような結果は残せず

仕舞いでした。主将として、勝ちたいという思いが先行して

しまい、空回りしてしまうことも数多くありましたが、そんなときには

チームメイトのみんなが支えてくれました。現在は、それぞれ

の道に進みましたが、卒業後も連絡を取り合って集まり、

現役時代と変わらぬ関係が続いています。また、3年生の夏

に高校野球を引退してからは、学生コーチとして野球部の

運営に携わりました。学生コーチといっても練習のお手伝い

をしたり、ノックを打ったりと補助的な役割ではありましたが、

後輩たちと楽しく密度の濃い時間を過ごすことができました。

本当に良い思い出です。

　本科時代には、もう一つ思い出深い出来事がありました。

それは、5年生の時の仙台への卒業旅行です。ニッカの

ウィスキー工場へ行き、温泉宿に泊まり、松島に行くという

大人びた旅行ではありましたが、実験や実習を共に乗り越えた

クラスメイトとの旅行はとても楽しいものでした。そして帰路

に就こうと空港へ向かった先で驚きの出来事がありました。

なんと、搭乗予定の飛行機が欠航となりました。天候不順など

ではなく、機体トラブルによる欠航であり、私たちが搭乗する

便のみが飛びませんでした。そうして、2泊3日が3泊4日と

なり、仙台でもう1日過ごすことになりました。もう一泊余分に

泊まれるというのは、学生にとってこの上なく嬉しい出来事で、

ハイテンションで過ごしたことをよく覚えています。

卒業後のこと

　卒業後は専攻科に進学しました。専攻科ではグローバル

工学協働教育プログラムに参加し、将来は世界を舞台に

活躍できる人間となることを目指して、英語の勉強にも励んで

います。昨夏には、プログラムの一環である海外インターン

シップで1ヶ月間シンガポールに滞在し、英語でインターン

シップを受けるだけでなく、観光をしたり現地の学生たちと

交流を深めたりと、充実した日々を送ることができました。

また、英語学習への意欲も高まり、英語や異文化に積極的に

触れるようになり、とても有意義な1ヶ月間となりました。現地

で知り合った人とは今でも連絡を取り合い、今度は彼が日本

へ来る番です。

　研究活動や勉強の傍ら、趣味にも取り組んでいます。昨今

のフィットネスブームもあり、最近は筋力トレーニングをよく

しています。野球部だったので運動はとても好きでしたが、

卒業後は運動の機会がなく、運動不足を痛感しており、筋力

トレーニングを始めました。初めは、運動不足の解消程度に

考えていましたが、トレーニングは努力が目に見える形で現れる

ので、それが楽しくなり趣味となりました。サプリメンテーション

やトレーニング方法なども勉強するようになり、立派に趣味と

して言えるようになったと感じております。「健全な精神は健全

な肉体に宿る」とも言われるように、身体があっての健康な生活

であるので、今後も運動を続けていきたいと思います。これ

を読んでいる皆さんの中にも運動不足を感じられている方が

いらっしゃいましたら、是非この機会に運動を始められては

いかがでしょうか。

未来に向けて

　現在、人間の生活にとって工学技術は欠かせないものと

なっています。奈良高専の卒業生である諸先輩方が活躍

されている証左であると感じています。そして技術はAIや

人工知能といった人間の限界に追いつき、追い越そうという

ような段階へと差しかかっています。また、国もAIを活用

できる人材の育成に力を入れ、取り組んでいこうと注力して

います。この技術革新の時代において、高専もまた、そういった

教育を取り入れていくことも必要なのではないかと考えます。

高専での授業は興味深いものが多く、先生方の指導も行き

届いていますが、技術革新の新しい時代において、AIをはじめ

とする最新の技術教育がこれからの新時代の分野でも受け

られると学生としても良い教育になるのではないかと思います。

今後の高専教育が幅広く価値のあるものになることを願って

います。

　最後に私の夢をもう一つ。今日まで高専の野球部が甲子園

に出場したという実績はありません。今後、高専の野球部が

いつの日か甲子園で見られる日を夢見ています。それが奈良

高専の野球部であれば、なお嬉しいことです。もしも、願いが

叶った時には何を差し置いても、甲子園に駆けつけるつもりで

準備をしています。

　今回は50周年ということでこのように文章を書かせて

いただいておりますが、60周年、70周年、80周年、90周年、

そして100周年と高専の成長とともに、自らも成長していき

たいと思います。そして100周年を迎えた時に奈良高専の

卒業生として誇らしくいられるように今後も精進を重ねて

いきます。

　末筆にはなりますが、奈良高専の一層の発展と皆様方の

ご活躍を祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

新芽 奈良高専同窓会
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上田 悦子（電気・1982年卒）
本科卒業後、シャープに就職。奈良高専の技術補佐員を経て、
35歳で奈良高専専攻科入学。卒業後、奈良先端科学技術
大学院大学に進学し、学位取得後教員に。その後、奈良先端大
→奈良産業大学→奈良高専→大阪工業大学と転々と職場を
変えながら教員を続けている。

吉村 利恵子（化学・1983年卒）
本科卒業後、新日本理化に就職。入社後、研究開発業務に従事
していたが、50歳の時に職種が変わり、現在、特許関係業務
に従事。2人の子どもを出産し、産休をとっただけでずっと働き
続けて、あと4年で定年。定年退職後は、趣味の体操と茶道の
指導者へとシフトチェンジ予定。

加藤 綾子（化学・1993年卒）
本科卒業後、ユニチカに就職。5年間環境分析業務に従事後、
結婚のため退職。出産・育児を経て、奈良先端科学技術大学院
大学バイオサイエンス研究科の技術補佐員として再就職。
その後、奈良高専物質科学工学科の技術補佐員として6年間、
その後採用試験を受け技術職員に。現在、技術職員として学生
実験の指導やサポートに従事して5年目。

由井 朋子（情報・1998年卒）
本科卒業後、システム開発系企業に就職。4年後、歯科衛生士
専門学校入学、国家資格を取得。臨床経験後、歯科衛生士
専門学校の教員に転身。歯科衛生士教育に情報工学を活かす
ことを目指し、2016年4月奈良高専専攻科に入学。専攻科
修了後、奈良先端科学技術大学院大学に進学。現在、ロボティクス
研究室で、歯科衛生士の動作解析とトレーニングシステム開発に
向けて研究中。

洞田貫 紀子（機械・2002年卒）
本科卒業後、JR西日本に就職。入社以来、各種車両メンテナンス
の職場にて車両の補修やメンテナンスなどに従事。2、3年前
に車両メンテナンス業務から外れ、現在は企画部門で労働安全
や勤務管理などに従事。入社18年目。

高井 飛鳥（電子制御・2008年卒）
本科卒業後、大阪府立大学に編入。卒業後同大学院に進学。
学位取得後、けいはんな学研都市の国際電気通信研究所
(ATR)で、脳科学とロボット工学の融合に関する研究に従事。
リハビリテーションロボット開発などをおこなっている。在学中は
ずっとロボコン活動に熱中。

尾上 紗野（情報・2011年卒）
本科卒業後、奈良女子大に編入。奈良女子大卒業後、奈良先端
科学技術大学院大学に進学、2018年3月学位取得。卒業後、
パナソニックに就職、現在、研究所でデータサイエンティストを
目指しデータ分析業務に従事。

谷本 奈月（機械・2015年卒）
本科卒業後、ダイキン工業に就職、2018年4月、奈良高専の
技術職員に転職。現在、学生の実習や実験などのサポートに
従事。

松本 葵（機械・2015年卒）
本科卒業後、専攻科・機械制御工学専攻に進学。現在、兵庫
県立大学大学院シミュレーション学研究科にて、大規模シミュ
レーションの研究をしている。教員免許取得を目指しており、
教育実習の関係で通常より半年伸びて9月修了予定。10月から
株式会社ニコンに就職予定。

藤原 由貴（電子制御・2015年卒）
本科卒業後、奈良女子大学に編入。現在、同大学大学院で数学
を専攻中。大学終了時に教員免許状を取得。2018年4月から
2019年3月まで高校非常勤教員をしながら大学院に通った。
今年の9月大学院修了予定。就職先も内定済み。

土橋 果歩（電気・2017年卒）
本科卒業後、奈良女子大学に編入。この春卒業し、数学で中学・
高校一種教員免許を取得、4月から奈良女子大大学院に進学。
現在、小学校教員を目指している。

女子卒業生による座談会
同窓会50周年記念誌を作成するにあたり、「女子卒業生」にターゲットを絞った特集を企画しました。この企画では、各学科

からそれぞれ異なった年代の11名のOGにお集まりいただき、在学時の思い出や卒業後に感じたことなどを自由に話して

いただきました。この座談会は2019年3月23日（土）に開催されました。以下に座談会の様子をお伝えします。

座談会参加者（本科卒業年順）

女性会員特集
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－高専女子プロジェクトの活動に参加したことが、強く印象

に残っています。東京や大阪で開催されたフォーラムで

の発表など、これまでの自分の経験のなかで大きいもの

を占めているのが女子プロジェクトだったと思います。

もう一つは、「高専やめたい」って思っていたことです。

入学して早速やめたくなってしまったんです。「なんで高

専入ったの？」ってよく聞かれて「広くてエアコンついてい

たから」って答えていたんですが、本当は周りと違うこと

をやってみたかったのと、自分に何もないから何か欲しい

なんていうので入学したんです。慣れるまでは、全く周り

の雰囲気についていけなくて。とてもショッキングだった

のは、私めちゃくちゃ人と喋るのが好きなので入学式の

日に隣の子に喋りかけたんですよ、でもその時に「あぁ」

とだけ言われて、で反対の子にも話しかけたんですが

やっぱり「あぁ」って（笑）。その時「うわ、これ友達になれ

ない・・・」って思って。おまけに、お弁当食べるのにみんな

前を向いて食べるんですよ。でも私、前の席の子に「机

ひっくり返して！」って言ってつけてもらって、何人かで集まって

食べようよって言って、徐々に私の周りに人だかりができ

るようになってきました。後々その時のことをクラスメイト

に聞いたら「お前やばかったって覚えてるで、お前だけやで

あんなに喋ってたん」って言われて（笑）。私はみんなと

馴染みたかったんですが、うまく馴染めなくって転学先

の学校探しもしました。でも何をしたいんやろうと思う私

もいて、それでまた困ってしまって、ずっと5年間悩み続

けて卒業しました。そんなことから、ずっと「やめるやめる」っ

て言い続けた5年間というのが、本当に私の中で一番の

思い出です。でも卒業して思ったのは、高専卒業して良

かったなということです。ずっと悩み続けてきたことが、

結局自分のアイデンティティにもなっているし、他の人

だったら悩まないことを、たくさんそして早いうちから悩め

ました。中学校の先生になりたいって言って大学に編入し

たのに、今は小学校の先生になりたいって思っているなど、

やっぱりいろんなことがあるんやなーって。でもしっかり

悩んで、自分で決められることがとても大きな成長だったと、

現在、高専の外に出て強く感じています。

－高専の時の思い出を考えていると、場所のイメージし

かないんです、図書館と購買と野球部の部室の前と、あ

と茶道部ですかね。私は野球部のマネージャーをやって

いて、その後で茶道部に入りました。いい加減男まみれ

は嫌だ、女子と一緒にいたい、と思っての茶道部です。

ほぼ毎日野球部の練習があり、ずっと学校に行っていた

記憶があります。また図書館がすごく好きでした。当時

のレイアウトでは、入ってすぐ左側に漫画が沢山あり、そ

れらをテスト勉強している子たちの横でMD聴きながら

ずーっと読んでいました。そのうちに司書さんに覚えられ

て、そのうち図書館便りを書いてと言われて書いたりし

ていました。でも、全然授業のことを思い出せないのが

残念なんですが（笑）。

購買の思い出は、毎日お昼休みになると、うちわを持って

行ってジュースを買って、バタバタ仰ぎながら飲んで、

保健室の先生と話したり、という記憶があります。やっぱり

授業の記憶は全くないのはアレですね（笑）。

高専に入ろうと思った理由は、ただただ働きたかったんです、

中学校の頃から。それで「就職に強いところ」と「理系の

授業が好き」で行けるところはどこ？ということで中学の

先生に奈良高専を教えてもらって、よし就職や！と思って

きました。

会社に入ってから高専を選択して良かったと特に感じた

ことがあります。JRグループは北海道から九州まである

『高専時代の思い出を教えてください』



のですが、定期的にグループでの会議があるんです。

そこでは高専出身者の繋がりが強く、JR北海道の人でも

JR九州の人でも「高専出身」というと、すごく盛り上がる

んです。高専卒だけで飲みに行くとかも結構多いです。

普通の大学出身者に比べて独特のキャラがつくんでしょ

うね。職場上司が奈良高専の機械工学科の出身の大先

輩だったのですけど、すぐに顔を覚えてもらったとかあり

ますね。就職の面接時に「うちの会社男の人だらけだよ、

男の人だらけだけどあなた大丈夫って？」って聞かれ「何

の問題もない（笑）。それって問題なんですか？」って言っ

てしまって、その対応だけで、マルやわって（爆笑）。今

の会社で楽しく働いています。

－私は、部活で弓道をやっていて、本当にずっと部活でし

た。最後に部長をしたのですが、当時「奈良高専は強い」

というイメージがあって自分の代になってしまいました。

どうしたらいいんやろうって色々考えてたどり着いた結果

が「自分に対しても、後輩に対してもすごく厳しくする」っ

ていうことでした（笑）。他の人からかなり厳しいと言わ

れるくらいやったんですが、付いてきてくれる良い同期や

後輩にも恵まれ、最後には優勝することができました。

今も同期や後輩とつながっていて、年に何回か一緒に出

かけたりとかっていうのがあり、本当に部活があったおか

げで、すごい高専よかったなって思います。

卒業後就職した会社は、高専生をたくさん採用していて

そういう意味ではよかったんですけど、仕事内容がイ

メージしていたのと違っていたのです。ライン作業で製

品を作っていたんですが、高専卒業生の役割としては、

実際に作業される派遣やパートとかの方の管理や、ライ

ンの異常対応や、不良対応でした。このような管理業務

を様々な種類の製造で経験しながらキャリアを積んで行

くという感じだったのです。入社してずっと、悩んでいま

したが、高専で先生から「技術職員のポジションが空く」

という話を聞き、「これや！」と。卒業後、奈良高専の進路

セミナーに何回か行った経験から、学生に自分の経験を

伝えたいとも思っていましたので、技術職員になれば学生に

伝える機会ができるだろうと。そして、無事採用されて

今に至っています。

－私はリケジョというような強い女ではなく（笑）。嫌なこ

とあったらすぐ泣いて、学校もすぐ休んだろって思うよう

な学生でした。2年生の時には本気でパティシエになろ

うと思ったり、センター試験を受けて外の学校に行こうと

思ったりと先生方を随分困らせました。やめたいこんな

学校でもどこも行きたくない…ってなんのこっちゃ（爆

笑）、という状態で、悶々と学生生活を送っていました。

それが変わったきっかけは、5年生の時の研究室配属で

した。結構厳しい先生の研究室を志望して、そこで厳し

く接してもらったおかげでそれまでのいろんなことが吹っ

切れたのかな…、1年でも早く逃げ出したかった奈良高

専で専攻科まで進学して、大して勉強好きではなかった

のに大学院まで進学したのもそれが理由です。すごい思

い出としては、工場実習したくなくて、手汚れることしたく

ないし、きついことしたくなくて、鍛造実習の前にやりたく

なさすぎて大泣きして先生を困らせた事です。学科で問

題になったらしくて、高専の思い出というよりも、自分が

やらかした思い出ですが（笑）。それと夏場の教室のな

んとも言えない臭い！作業服を持って帰らないんですよ、

男子が、その作業服の油の臭いと、人口密度高すぎて、

すごく汗臭くて、土埃みたいな臭いもして、お弁当の臭い

もして。

－男性の比率が多いのでなんかラグビー部の部室のよ

うな感じ（そうそう）

－教室の空気みたいなのは、多分２度と過ごせない空間

だろうなって、今すごく思っていますね。奈良高専選んで

すごくよかったなって思っていることは、大学出身の子と

比べていろんなことが身に染みていること。特に、勉強

面ですね。「生まれた時から知っていた」みたいな身に

つきかたをしている気がします。身体で覚えよという先生が

多かったんですが、本当にそうやと思っています。熱力学の
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第何法則とか言われて、おぉーっこれ！みたいに身体が

反応する感覚は大学出身の人にはないんだろうなって

思いますし、高専ですごくよかったなって思うことですね。

－私も卒研が一番印象に残っています。というのも、私

がデータサイエンティストを目指そうと思ったのが、卒研

で配属された先生の教えがあったからで、今から8年と

か前の当時はビッグデータという言葉も全くなかったん

ですが、研究でデータ分析をやってこれめちゃ楽しいな

ということに気づいて、更に先生に「尾上さん、絶対データ

分析の研究とかに向いていると思うわ」「データ分析は

今後絶対来るから、この道を極めたら絶対いいところまで

いけるよ」みたいな感じで言われて、そしたら今まさに

ビッグデータ大時代の時にちょうど運良く就職と当たっ

て！私が、今本当にやりたいことができているのは卒研の

先生の教えがあったからだと思っています。その他では、

すごく印象深い北川誠之助先生（大歓声！）。あと学生

から社会人になって違うなって思ったところは、社会人は

限られた時間の中でしないと行けないこともあって、

自分の生産性がすごく上がったなというのを感じます。

でもまだ社会人1年目なので、博士時代のブラック企業

体質が抜けてなくて、仕事持ち帰りたいとか駄々こねて

リーダを困らせたりしているんですが(笑)、うちの会社は

厳しくてそういうことはできなくなっていて、少しずつ

ホワイトな思考に慣れていかないといけないなって思って

います。

－私は高専に入って、同級生や先生とか人に恵まれました

ので最初から楽しかったです。私が高専に入るきっかけは、

安定した職につかなければならない世の中がくるだろう

と思い、早く手に職をつけようという意識があったからです。

高専を選んで入学した時点で、私の中ではミッションクリア

というような感覚がありました。人間関係も良くみんな

よくしてくれて、ホッと落ち着く場として高専は楽しかった

なぁという気がしています。いまと違って、もっとおおらかな

時代だったからか1年前に専攻科に戻った時には、私たち

の時代とはちょっと違っていて・・・。

－昔はもっと自由でしたよね、学校内もおおらかだったで

すよね（笑）。

－学校はお弁当を持ってちゃんと毎日通っていたら、卒業

できたイメージ。5年間という時間があることで、自分を

見つめ直す時間が取れました。高校と違って、大学受験

のために切迫した気分になるということもなく、いい時間

を持てたと思います。あと社会に出てから感じたことは、

入社直後はやっていけるかと緊張していたのですが、いざ

実務に就くと「あれ？意外とそんなに大変ではない」って

自分の中では思えて、高専という環境の中でみんなに

力を与えてもらって、ある程度勉強ができていれば仕事っ

ていうのは頑張れるレベルに達しているのではないかと

思ったことです。高専に感謝しています。

－まず高専に入ったのは、単に数学が好きで、人と変

わったことがしたかったことと、小さい頃から地元の奈良

高専はいい学校と聞いていたので、受験して受かったから

という感じでした。クラスには3人の同級生女子がいまし

た。すごく気があい仲良くて、逆に40人の中で3人だけ

別枠の世界の中で生きていました。野球部にマネー

ジャーとして入ったのですが、部で話しかけてもほとんど

相手にされずでした。いまはすごく仲良いんですが、卒業

後何年か経って頻繁に開催されるようになった同窓会の

ある時、野球部だった子に「あの頃喋ってくれへんかった
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よな、なんでなん？」って聞いたら、「俺、5年間棒に振ったわ」

（笑）、「恥ずかしかってん」と言っていました。「あ、そうな

んや」って思って。逆に私は、男性の中にいたので、今でも

女性と喋ることがすごく苦手で…。キャピキャピとかキラ

キラした子とかいるじゃないですか、だからどっか行くの

も男の子と行くときはいいのですが、女の子と行くときは

ファッションとかも気を遣って「みんなどんな服着てはる

んやろ？」とか大変でした。

－ここ、今女性の集団ですね（笑）。

－私、就職先は東京でもどこでもよかったのです、母から

は大きな会社に入りなさいとは言われていたんですが。

でも3年生から担任だった井口高行先生のところが一人

娘さんで、私も一人娘ということで、先生が勝手に私を

自分の娘のように思われて「家から通わなあかん」と。私

は「なんでなん？」って思っていました。3年の時から先生

の中では新日本理化に行ってもらいたいって決まってい

て「新日本理化ええ会社やで」「組合しっかりしてんねん」

みたいに勧め続けられました。私はそんな会社聞いたこ

ともないって思っていて、返事をしないまま5年になって

先生から「どうしても嫌なんか？」って言われて（笑）。「ど

うしてもっていうわけじゃないんですけど」って言って結

局入社したんです。主人ともそこで出会いましたし、長

年勤められたということもあって、振り返るとそういうこ

となんかなと思って、今は先生に感謝しかないですね。

－私は、女子が多かったからかもしれないのですが入学

を後悔することもなく、本当に入った時から楽しい、ずっ

と5年間女子とワイワイやって楽しかった。私のクラスは

40人中17人くらい女子がいたので（周り、えぇー！！）どっ

ちかというと女子の派閥がめんどくさい系でした。私に

も仲のいいグループがあって、5年間楽しく過ごしまし

た。「ググる」というようなのがなかった時代でしたので、

レポート書くにしても試験勉強するにしても、とりあえず

図書館にみんなで行って、載っている本を探す。答えを

探すのに、いろんな本をめくりまくって「この本載ってへ

んわ」「あったで、よっしゃー」とか、とにかく5年間ひたす

らチームワーク・クラスワークで乗り越えて来たので、本

当にずっと楽しかったです。クラス替えもなかったのが

却ってよく、嫌なぐらい仲良くなりました。やっぱり5年間

という濃密でいい時間を過ごせたので、入学してよかっ

たなと思ったし、卒業してよかったなと今も思っています。

社会に出て高専に戻って来て２世代や兄弟で高専生と

いうのが多いことに気がつきました。私も２つ上の兄が

化学工学科で。やっぱり親が推すんですかね？中学生なので

親の意思に割と影響されて、学校の先生にも「いいよー」っ

て言われたら、無理かもしれへんけど受けてみよっか、あら

通ったわ、早く受験がおわるので、迷わず行きますという

感じで入ったんです。兄弟や親子だけでなく、おじさんおば

さんが奈良高専出身などのケースもあります。化学には、３

姉妹で奈良高専というケースもあります。実は私の息子も

化学で、高専って周りから見たらいいなって推す環境が

育っていて、卒業してからいいって思われる学校なんだな

と、改めて思いました。

－私も、入学してから喋る子がいなくて。でも同じ中学校

の子がクラスに２人いたので、その子達のおかげでなん

とか5年間続けてこられたかなって思います。私のクラス

低学年の時は、ビスケットが授業中に飛び交うようなク

ラスで、教室もすごく汚くて、体育終わった後の教室も砂

だらけ。荷物もそこらへんに放ったらかし、ゴミもそこらへ

んに捨てるんですよ、でも誰もそれを気にしない。自分が

ゴミだらけの机に座っているのが嫌で、自分の周りだけ自

分で掃除して綺麗にしていました。そんなこともあって、

徐々に学校に行くのが嫌になってきました。部活は楽し

かったのでなんとか学校に通っていたのですが、その部

活にもだんだん行けなくなって、もう辞めようかなって思

うようになりました。辞めて大学に行こうって思い、実際

に大検も取りましたが、結局ズルズルしながら3年くらい

経って、そのうち徐々に本当に徐々に、一人でご飯食べ

ることもなんの抵抗もなくなってきました。4年生あたりに

75

新芽 奈良高専同窓会
周年記念 特別号50



なってようやく、周りと打ち溶けて喋るようになり、学校

行事にも一緒に参加するようになってきました。本当に

みんなと仲良くなったと思えるようになったのは5年生の

研究室配属後からでした。

みんなと話すようになってから「なんで喋りかけてくれへ

んねんやろ？」ではなくて、自分から行けばよかったのに

それができてなかったんだとも気がつきました。「喋って

欲しい」とか「こうして欲しい」とか、なんでも相手にやっ

てもらいたいっていう気持ちがあったから、すごくダメ

だった。やりたいことって自分から発信しなきゃダメだし、

それは相手にきちんと伝えないといけないって気づきました。

在学中は長い期間「やめたい、学校行けない、工学しん

どい」って思っていたのですが、卒業後は「最後いい形で

終われてよかったな、このクラスほんま嫌やーっていう形

で終わらなくてよかったな」と考えるようになりました。

こんな女子2人男子39人という珍しい環境で、周りが

やって来てないような貴重な体験ができました。一人で

なんでもできるようになって来て、社会に出たら一人で

何とかしていかなければならないというのが高校時代か

ら身についてたりなど、今思えば高専を卒業してよかった

なと思います。

女子大に編入した当時は、女子とどう喋ったらいいかと

（笑）。男子とでは、適当に喋って少々いざこざがあって

も、翌日には普通に戻っているのですが、女子の場合は

すでにグループができているので、仲良くしてもらえない

んじゃないかと、すごく不安に思っていました。しかし周り

はすごくいい子たちばかりと恵まれた環境で、教員免許

も取れて、いろんなことたくさん経験させてもらえました。

大学では、自分からやりたいと思っていたことが全てでき

たので満足しています。

－ロボコン以外の思い出がほとんどないんですよね、授

業中は寝てばっかりだったので（笑）。先生が教室に入っ

て来た時に話している様子しか覚えていなくて（笑）。で

も、先生方が個性的で、フランクな印象がすごく残ってい

ます。実はみなさんそれぞれの分野の専門家ですごい

先生なのですが、北川先生のように自転車乗っていても

個性的だったりとか（笑）。で、そのノリで大学とかに行っ

ちゃうと、先生はすごくかしこまっていて、ちょっとギャップ

を感じました。多分、先生との距離が近いのが高専のい

いところじゃないかなと思うんです。高専で年上の人とも

構えずに話すというのを自然に身につけたのかなと思います。

で社会に出たら、って言ってもすごく狭い周り全員博士ば

かりの世界で・・・、博士という人間の社会にしか私はい

ないんですが、その中でも高専出身者がいると、「あー高

専生！」みたいなつながりができるんですよね。高専なん

やっていうだけで自然にグループができるというか、仲間

ができるっていうのは嬉しいですし、「やっぱり違う」って

言ってもらえる高専ブランドっていうものもいいなって思

いますし、続いて欲しいと思います。

逆に社会に出てちょっと困っているのは、高専って自由

すぎて、何をしていてもOKじゃないですか、趣味に突っ

走ってロボットを作っていてもいいですし、逆にアイドル

オタクみたいなのをしていてもいいですし、授業中にいか

がわしい本が飛び交っていてもOKな空間だったり。

え？違います？

－飛んでいました！　うちのクラスでも飛んでました、

教室の後ろの方で（笑）。

－教室の前の方はクリーンなゾーンなんですよ（笑）。それは

唯一のクラスメイトの女子なんですが、はっきりと言って

くれる子で、その子が「あんた何読んでるねん」みたいな
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事言ってくれるので、その子と私がいる前方ゾーンはク

リーンなエリアで、後ろに行けば行くほど怪しくなる（爆

笑）。そういう意味でも自由にできる。私自身はロボコン

で夜遅くまで学校にいたり（と言ったら学校的には問題な

んですかね（笑））、そんなブラック企業みたいなことして

いてもOKだったんで、「先生、もうちょっと自己管理する

能力を教えてよ！」って思いました。

あと、もっとトーク力を身につける授業とかがあっても良

かったと感じています。クラス替え等も無いので、バック

グラウンドが異なる人たちに対するコミュニケーション能力

がなんだかすごく低くなってしまったんじゃないか？って感じ

ています。でもこれは、もともとの能力の差ですかね？個人

差があると思うのですが、ディベートの授業とかで話す

練習をする場があったらと思います。

『奈良高専に対して期待することや、奈良高
専に入学してくる女子学生に対するメッセー
ジをお願いします』

－うちの会社では、大卒と高専卒は同じ総合職って感じ

で入社してくるんですよ、そこで圧倒的に差があるのは

プレゼン能力とコミュニケーション能力で、よく知った人た

ちの中の5年間っていうせまーい場所で育つので、急に

発表しろと言われても全然できない子がたまにいるんで

す。なので、理系の授業ばかりだけでなく、プレゼンや意

見を交換するなどの授業があったほうがよかったか

なぁって、すごく思うんです。

－最近は奈良高専も、これらの教育にすごく力を入れて

いますね。中間発表とか、PBLなどでまとめを発表する

ような機会もたくさん作られています。電子制御工学科

では企業の方々を呼んでやっていたりします。どの学科

もポスター発表などもよくやっていますよ。

－今、パワポとか褒められますよ。パワポ職人って呼ばれ

ています（笑）。

－そっか、私らの時は、パワポじゃなかったんですよ（笑）。

それをいうと、会社の後輩に「えっ？」って言われる。何で

するんですか？って（しばらくPowerPointの話題で盛り

上がる・・・）。

－私たちの在学当時は、女性の先生が少なかったですよね。

女性の先生っていったら、音楽の荒巻徳代先生しかいな

かったイメージがありますよね。

－あと高専出身の先生も多かったような気がしますね。

－高専って、行事少ないですよね。スポーツ大会も自由

参加やし、なんかクラス全員でやろうっていう感じが全く

なくて。それちょっと嫌でした。もっとみんなで一緒にやっ

たらいいやんって思うんですけど、「いや俺らは自由に選

べるから、これでええ」って、一方ではゲームしていたり、

他方では一人で３つも４つも出ていたり。もっとクラスみ

んなでやりたかったです。

－体育が辛かったですよ。プールはもちろんですが、本

気のサッカーに女子２人だけ入れてもどうすんねんって。

－最初はめちゃ気を遣われて、バスケなんか私がボール

持ったらみんな止まるんですよ。どうしたらいいの？みた

いな、誰もしかも私のパスを誰も受け取ってくれないみた

いな。

－15歳以上の男女混合バスケの意味がわからん。

－でも、19,20才位になったら馴染んできているんで、

すごくタックルされてボール取られたり。一体どこに壁が

あるのか、わかんないですよね？　0か1かみたいな感じで（笑）。

－バレーボールで、めっちゃ狙い撃ちされた。

－それ、わかるー。
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－なんか返せるようになったら、無視されるようになるみ

たいなことも。

－プールが一番嫌やった。前も男子、後ろも男子で・・・

やっぱりちょっと嫌やなーって。

－私、プールは入らなかった。

－そうやねー　基本的にプールは入らなかったですねー。

－私の入学時は女子学生の更衣室がなかったんですよ。

在学中に作ってもらったんかな。私ら入学した当時は、そ

もそも女子学生用の更衣室がなくて、女性職員の更衣

室に一緒に入れてもらっていました。でも女子学生がだ

んだん増えてそこにも入らなくなって・・・、校舎の隅っこ

にあったよね。

－柔道の時に更衣室なくて、男子は柔道場で着替えてい

て、女子は柔道場の隅っこの鍵もないような準備室で着

替えていて、鍵ついているからって言われたけど鍵は壊

れていて、ここで着替えろってこと？って。まぁ開けられへん

やろとおもったけど、ふざけて開けてきたりするんですよ。

どうしたらいいねんやろって思ったことあります。

－十何人も女子がいるクラスって、どうやってたん？

－女子が増えてきた時に、更衣室も共通ロッカーになりま

した。私の時代は、一人一個ロッカーがあったので、柔

道着とか置いていましたね。ある意味更衣室は女子の

溜まり場、男子の来ない聖域（笑）。床に座っておかし食

べて喋っていました。

－女子学生を増やそうとしているけど、施設が追いつい

てない気がしますね。

全員：うーん、確かに！

－学校の施設が追いついてないし、男性の先生方が、女子

学生に対してビシッと言いにくいような雰囲気を感じますね。

－専攻科の講義で、私一人しか受講者いない科目が

あって。ある授業中に男女共同参画に関する話が出た

時に、「男性の先生からはどういう案が出ているんです

か？」って聞いたら「作業服ピンク色にしたらいいんちゃう

か？」って（一同爆笑、そこじゃないし！）。考えた結果が、

それなのか？って思ったことありますね。

－工学系の先生って、男性ばっかりの中で育ってきた人

が多いので、女子学生が増えるとどうなっちゃうんだろ

う？って心配に思う人が多いように思います。

－女子学生への対応も「できるやろ？　これ普通やろ、周

りもやっているからお前もやれよ」って感じで。でも違うや

ん、ってそこがわかってもらえないから、女性の先生がい

なかったらやっていけなかったかも。男性の先生には気

持ちをわかってもらえない部分があって、「私はこう思っ

ている」って言っても「我慢したらいいやん、自分の意識

を変えたら」って。確かにそうやけど、周りもっと見てくだ

さいよ、っていうのはありましたね。

－電気工学科だったからですかね、あんまり不便を感じ

なかったのは。学科の建物が新しいので女子トイレも

あったし、めちゃ綺麗やし。1年から5年まで、トイレとか

で悩んだとか全くなかったです。更衣室もあって、逆に女子
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の方が優遇されていて「お前らずるい」みたいにめっちゃ

言われて、「俺らロッカーこんだけしかないけど、お前２個

持ってるやんけ」みたいな。でも電気は作業着ないので、

ロッカーにはだいたい漫画が入っているんですが（笑）。

－私らの時、女子トイレもなかったよね。

－女性用の職員トイレ使わせてもらっていました。学校全

体で女子トイレは、本館の職員用と図書館棟にしかなく

て。電気工学科なんて今は３階のトイレは男子用と女子

用で分かれていますが、当時は分かれてなくて、行けな

かったですね。夜の誰もいないときには、こそーっと行っ

たことありますが。

－私はそれで慣れたので、会社でも行けるようになったっ

ていうか（笑）。会社自体がそういう感じだったので、そ

れこそ入社した時500人くらいの職場で、女性が2人し

かいなかったんで高専と同じやわって。女性用トイレもな

かったので男性用トイレに行かざるを得なくて、男性社員

が「俺が見といたるからトイレ行ってこい」って、どう信頼

していいのか意味が分からないって（爆笑）。

－でも高専卒業生じゃなかったら、そういうこと言えない

でしょうね。高専卒やからそういうこと言っても大丈夫って。

－へんなところのメンタル強くなって（笑）。

－最近ずいぶん学校が綺麗になっていて、こられたら

びっくりするんじゃないかって思います。

－私もびっくりしました、このあいだ高専行った時。なん

じゃこれってなりました。

－綺麗になっていますもんね。

－綺麗でないと女子学生も増えないですしね。図書館の

トイレは無駄に綺麗な気がしますが。

－専攻科卒業する年にめちゃ綺麗になりました。

－ウッディーな感じで。みんな奈良高専行く機会があれば、

図書館のトイレに！って（笑）。昔は、図書館のトイレって、

ものすごく臭っていた記憶があります。

－図書館のトイレがリニューアルになった時、男子がめっ

ちゃ見に行きたいと言って、大見学会（笑）。

－図書館のトイレよりも電制の２階のトイレをどうにかして

欲しい。

－あれどうにかして欲しいよね、２階と３階にしか女子トイレ

ない。なぜ全部の階に作らなかったんやろ？

－女子２人しかいないから一人一個とか。

－今を見ずに先を見ろよって（笑）。機械科はトイレない

ですよ。機械科は本館と繋がっているから、あれでいい

だろって。男子も同じようにないから。

－実習工場の奥のトイレがめちゃ綺麗になってきて。私

が専攻科生の時には、そのトイレ私しか使わへんって感

じでした。掃除のおばちゃんと文通していました。トイレ

に紙おいて（笑）。

（ひとしきりトイレの思い出が続いたのち）

－先生との距離の近さは圧倒的。教えていてもそうだし、

教えられていてもそう思いますね。大学では覚えている

学生って、ものすごい特徴ある学生か、研究室の学生か

くらい。4年間教えていても、卒業式の日まで名前と顔が

一致しない学生も結構多いんだけど、高専ってそんな

ことないでしょ？
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－ないですし、一般教科の先生もみんな覚えていてくれる。

－それって、守られているっていうか、見てくれている感

はあるなって思って。それは男子であっても女子であっ

ても同じなんだけど。

『理系に女子が少ない理由ってなんだと
思いますか？』

－小学校の理科の授業で、色々工作する時間があるん

ですけど、あの題材って車とか真四角なロボットというよ

うに男子向けで、青いカラーリングとか。まぁ、ステレオタ

イプな男の子向けのものばっかりするせいで、その教材

を使う小学校4年生くらいから、理科が嫌いという割合

がガクッと増えるらしいんですよ。

－小学校の先生って大事なんよね、工学のセンスもった人が

小学校の先生になってくれると、変わるような気もしますね。

－私は、中学時代の理科の先生が大好きで、それで理

科が好きになって、それで理系に進んだっていう。

－それそれ、やっぱり小中の先生やで。小中の先生を養

成するのがあっても良いよね。

－昨日謝恩会で言われたんですよ。「小学校の先生に向

いているかどうか心配」って言ったら「いや、君は向いて

いる」って「なんでですか？」って聞いたら２個あるって。一

つは、君は子どもに好かれそうやけど適度に怖いからっ

て。二つ目が「工学系ってバックグラウンドがあるから、

それは今すごく求められているから売り手市場やよ」っ

て、それはめっちゃそう思っていて。高専でも教員免許

取れるようになったらいいなって思います。

－高専の単位って、大学では全然認定してもらえなくって。

－それは単位読み換える人がわかってないからだと思う。

大学の先生で高専を知らない人は「高専でしょ？」っていう

人もいる。ちゃんとわかっている人もたくさんいるんですが。

－人間自由に育つんですけど、自由度低いですよね。

－制度が追いついていない。中身いいのに、制度で縛ら

れている部分がすごくあって、メジャーになった方がいい

のか、メジャーにならない方がいいのか。さっき言ったよ

うに高専コミュニティって、メジャーじゃないから高専コ

ミュニティってのがすごく強いのかもしれないし。

－メジャーでないというのか、どこか違う匂いを発していて。

お前匂いするなっていうのがあって、それはそれで面白

いんですけど。そうじゃないいろんな、私の同級生は

みんな結構自由にやっていて、いろんな職業の人がいて

会社勤めしている方が少ないんですよね。そういうのを

やりたいという時に、高専を出たかいがあるとか、つぶしが

効くようなことがあればいいのにと思います。

座談会を終えて
　奈良高専OGの座談会は年代が違っていても共通な

話題がたくさんあって、時間が足りないくらい大盛り上がり

の２時間でした。工学系分野を専門とする女性の数は

まだまだ少ないものの、みなさんとっても元気で前向きで、

強く凛としていて、高専OGの特徴が強く感じられました。

お忙しい中、今回の座談会に参加いただいた皆さん、本当

にありがとうございました。

　最後に資料として、昭和39年の奈良高専創立時から

の女性入学者数割合の推移を図１に、各学科の入学時

の男女別人数を図２～６に示しました。棒グラフにおいては、

女子学生を「赤」、男子学生を「青」で示しています。
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図１　入学時の女子学生割合の推移 図２　機械工学科入学時人数の男女別
　　  （1990年電子制御工学科と分離改組前は２クラス）

図３　電気工学科入学時人数の男女別 図４　電子制御工学科入学時人数の男女別
　　　（1990年設置）

図５　情報工学科入学時人数の男女別
　　　 （1986年設置）

図６　物質化学工学科入学時人数の男女別
（1969年設置、1997年化学工学科から物質  
　化学工学科に名称変更）
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ロボコン特集

95S

河 合  大 輔

　奈良高専同窓会50周年の折に、ロボットコンテストに取り
組んだ当時（25年ほど前）の記憶を振り返りたいと思います。
近年は高専ロボコンも認知度が上がり、奈良高専も活躍されて
いますがロボコン初期の活動がどのようなものであったか感じて
頂ければ幸いです。乱雑な内容ですが容赦下さい。

◆ はじまり
　インターネットの言葉も知られておらず、パソコンもPC98、
MS-DOSとかの時代です。高専も世間の認知が無く、自分も
よく縁があって入学したのが不思議に思います。
　ロボコンもまだ数回しか開かれておらず、高専生でもあまり
知られていないイベントでした（当時、「第二回：オクトパス・
フットボール」をテレビで見たのを覚えています）。そんな中、
高専2年の時に阪部先生から「ロボコンやらんか」のお誘いが、
ロボコンに関わるきっかけでした。

◆ アイデア出し
　コンテスト応募要領（当時は学生課からコピーをもらってくる）
を基に、まずはアイデア出しを行います。一番初めの作業は
「ルールの裏」探し。また、真っ先に思いつくアイデアは却下する
のがメンバーの統一した考えでした。傍から見ると「悪知恵の
出し合い」だったと思います。
　アイデア応募は、A4用紙に手書きしたものを貼り付け＆
コピーを繰り返したのを覚えています。書き方のルールといった

ものは無く、ノウハウもないので何とか形に仕上げた記憶が
あります。

 ◆ ロボット製作の日々
　アイデアがあっても実現する方法がわからなかった1年目。
足回りはラジコン部品を流用すれば動くはず。ハンド部品は
ネジ機構で出来るはず。と、頭では描けた「はず」は実現でき
ませんでした。模型屋以外に部品入手方法も知らず、地区大会
前日に実習工場の先生方に助けてもらい形にはなりました。
しかし、1回戦で少し動いただけで初戦は終わってしまいました。
普通はここで終わるところですが、高専祭向けに動かなかった
ロボットを改良するチャンスをもらいました。この時、落ち着いて
動くロボットを作る勉強をし、成長することができました。
　2年目からは材料探索のため、近隣のホームセンター巡りを
したり、日本橋まで買い物に出かけたり（とにかく足で探すしか
なかった！）、ノウハウを固めながら取り組むことができました。
結果として確実に動くことができるロボットを作り、全国大会
へ出場することができました。

 

アイデア対決
ロボットコンテスト９１－９４
当時の活動を振り返って

ロボコン大賞の受賞直後(94年)

調整風景

　当時は重量制限が6～8kgであり、製作終盤で重量
オーバーに苦しんでいました。年を重ねる度に設計段階から
考慮できるようになりましたが、対策に苦労したことを覚えて
います。
　最終年度になると製作期間のペース配分がわかるため、
試作機構で先行評価を進めたり、練習時間を確保できたり
するようになりました。また、自然とメンバーで担当分野
（構造、機構、電気など）も配分できており、お互いの作業を
安心して任せられる関係になれました。

実習工場でのロボット製作風景(92年)

新芽 奈良高専同窓会
周年記念 特別号50
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◆ 大会
　地区大会は、先生の自家用車にロボットを載せて移動して
いました（大変お世話になりました）。会場で初めて他校の
アイデアがわかるので、期待と不安が入り混じりながら向かった
のを覚えています。
　全国大会は地区大会で得られた教訓を基に、限られた時間で
改良を加えていきました。ただ、国技館への発送都合上、以降は
ロボットに触れないのがもどかしかった事を覚えています。
　（今もそうかもしれませんが）各高専のアイデアと工夫の
ポイント、得意な技術に特色があり、大会の合間に実物を
見られたのが良い刺激になりました。
 
◆ ロボコン大賞
　初めて全国大会へ参加した時、国技館のリハーサル会場
には優勝旗の他に、新品の旗が準備されていました。その時
「すごい旗あるなー」と話していたのがロボコン大賞旗です。
当時は「だれもが思いつくアイデア＋技術力」勝負で優勝が
決まる中、他人とは違う方法で強かった都城高専が初のロボ
コン大賞を受賞し、素直に「すごい」と思いました。
　最終年度の「Starking」でロボコン大賞を受賞できたのは、
必死になってロボットを作ったこと、結果予想外に勝ち進めた
こと、そして会場を「おおーっ！」と言わせるアイデアを実現できた
ことだと思っています。また、先生方が非常に喜んでくれたこと
は今でも覚えています。

 ◆ 最後に
　ロボコンが30年を超え、当時と比べてハイレベルなイベント
になっています。ホームページ上にルールブックが掲載されたり、
デザインを評価したりと、昔と比べて変わったと感じるところが
沢山あります。ただ、メンバーと延々アイデアを話したり、寝食
忘れて製作に没頭したり、勝負のゲン担ぎにとんかつ屋に
行ったり、、などなど、現在のチームも活動は同じなのではとも
思います。
　当時、メンバーの中で「勝てるロボットの要素は何か」を考え、
ESSG（Exact:正確、Simple:シンプル、Speed:早さ、Good 
luck:幸運）としました。これは手探りで見つけた結論であり、
時や状況が変われば別の答えになったかもしれません。「ロボコン」

というフィールドで正解の無い探索を進め、メンバーとして辿り
着いた答えです。この「探索」≒「創造」を高専生の時点で
経験できたことは私やメンバーにとって大きな資産になりました。
　高専生が自ら考えロボットを作ることは大変なことです。当時、
実習工場はじめ多くの先生方に支えていただき、また、無茶、
無謀を黙認して頂いた事に感謝しています。また、親のように
支えてくださった阪部先生、ありがとうございました。
　「独創的なアイデア」は大抵、バカの思いつきと言われます。
これを「実際にやってみる」のが「ロボコン」であり、「高専生と
いうバカモノ」の特権だと思います。今後も高専生の創造力
が輝く活動としてロボコンが発展することを期待します。

電子制御工学科棟（当時新築）を背景に

地区大会会場(92年)地区大会へ向け出発 地区大会での整備作業(92年) 近畿地区大会(94年)

新芽 奈良高専同窓会
周年記念 特別号50
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ロボコン特集

11S

川 節  拓 実

　2006年当時、私達が高専に入学した際の奈良高専のロボ
コンチームは地区大会で初戦敗退が当然のいわゆる弱小校
であった。古くは高専ロボコン最高の名誉とされるロボコン大
賞を受賞し高専ロボコン25周年の際に過去No.1のマシンと
評された名機“Star King”が生み出されることもあったが、その
後は低迷と一時の躍進を繰り返すのみで継続的に勝てる組織
作りには成功していなかった。
　そのような中で弱小校からの脱却および継続して結果を
残せる組織作りを目指し、2007年に結成されたのがロボコン
プロジェクトである。当時の冷水校長、京兼副校長、野々垣
学生主事らにより、国語科の教員であった勢田プロジェクト
リーダの下で常勝校を目指すチーム作りが行われた。しかし
ながら、勝ち方を誰も理解していない弱小校が勝ちを目指すこと
はそう容易ではなく、プロジェクト結成初年度はまたも両チーム
とも地区大会初戦敗退に終わった。当時の奈良が弱すぎたの
もあるが、近畿地区は和歌山や府立、舞鶴高専といった強豪
犇めく地区になりつつあり全国進出への壁は高かった。

　プロジェクト結成2年目の2008年、ロボコン専用の活動場
所であるものづくり工房が電子制御工学科前の空き地に作
られた。それまでロボコンチームの活動場所は時期に応じ
て様々な教室を転 と々使用していたが、腰を据えて一つの場所
で1年中活動ができるようになった。
　さらにこの年はプロジェクトにとって転機と言える大会となった。
奈良は“ある味覚パイプ”というマシンで10年ぶりに地区大会
で優勝し、5年ぶりとなる全国大会への進出を決めた。奈良
が躍進できた一つの理由は、ルールが大幅に変更され全チーム
のノウハウがある意味でリセットされたことにあると考えて
いる。従来のロボコンではマシンの主な移動手段は車輪で
あったが、2008年から2013年までは歩行がテーマとして
扱われた。その中で、奈良は歩行マシン製作のノウハウを
うまく習得できたことが他チームに比べ有利に働いた。
　こうして5年ぶりの全国進出を勝ち取ったものの当時のメンバ
は誰も全国大会を経験したことがなく、地区から全国に向けての
約一ヶ月でどうマシンを改良すべきなのか、さらには全国大会

ロボコンプロジェクトの軌跡
―全国優勝への9年間、2年連続のロボコン大賞受賞、全国屈指の強豪校へ―
ロボコンプロジェクトの軌跡
―全国優勝への9年間、2年連続のロボコン大賞受賞、全国屈指の強豪校へ―

プロジェクト躍進の先駆けとなった“ある味覚パイプ”（’08年Bチーム）。
後にプロジェクトロゴのモチーフとなる。

2008年に完成したプロジェクト専用の活動場所であるものづくり工房。
2015年にはこの隣にゆめづくり工房が作られ、より広い場所で活動できるように
なった。

　今から12年前の高専ロボコン近畿地区大会で当時現役
だった私達は対戦相手が次のように話しているのを耳にした
―「奈良と（トーナメントで）当たってラッキーや」。この言葉に
奮起した私達は、偶然にも同タイミングで発足したロボコン
プロジェクトの下で徹底的な改革を行った。それから数年が
経ち、今では奈良との対戦は相手チームに絶望的な気持ちを
抱かせるほど奈良は全国でも屈指の強豪校に成長し、2015
年には奈良としてもまた近畿地区の高専からも史上初となる
全国優勝を勝ち取った。これは、この12年で関わった全ての
学生達の不断の努力と極限までの勝利への執念、卒業後も
現役学生を陰ながら支え続けてくれたプロジェクトOB達、
協力頂いた諸先生方がいて初めて成し遂げられたことであろう。
本稿では、2007年に発足したロボコンプロジェクトの軌跡を
紹介し、奈良が強豪校となった理由の一部を紹介する。

はじめに

弱小校から全国で勝てるチームへ：
 10年ぶりの地区優勝と5年ぶりの全国大会進出

新芽 奈良高専同窓会
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　2010年は奈良が全国常連校となる基盤が出来上がった年
である。これまでは最長でも4年生で活動を引退していたが、
数年ぶりに5年生（当時の私達の世代）が参加することに
なった。前々年に全国進出を勝ち取ったものの実力を発揮
できず、また前年には全国レベルのマシンを作りながら地区
落ちした最後のリベンジをかけてという意味も込めての、
（私達にとっては）最後の勝負であった。これまで得た全ての
経験・反省を活かして、製作したマシンが“隼”である。2足
歩行ロボットで人力車を作るという競技において、隼は地区
大会でも全国大会でも最速記録を持つ間違いなく優勝候補
の筆頭であった。しかし、わずかなトラブルから準々決勝で
相手に逆転を許し結果はベスト8（＋アイデア賞）止まりとなった。
　この結果に留まらずその翌年、奈良はさらに躍進を続ける
こととなる。アメフトを模した競技において、強豪犇めく近畿
地区で初めて奈良同士の同校決勝を勝ち取った。同校決勝
を制した“Decoy”は全国大会でも最速タイムを記録し優勝
候補筆頭となったが、またしても僅差で敗退しベスト8に
終わった。2012年、地区準優勝で全国進出を勝ち取った
“MechaPon”はメンバが2年生8人のみで構成されたチーム
であったものの全国の強豪校相手に奮闘し、3年連続となる
ベスト8を勝ち取った。着々と全国常連校かつ優勝候補に
名を連ねる強豪校へとなりつつあったが、ベスト8の壁は
なかなか乗り越えることができなかった。
　2013年、奈良は遂にベスト8の壁を越えた。歩行ロボットが
縄跳びをする競技において、競技達成時間の勝負であれば
他有力チームの半分以下、得点勝負に入れば2倍ほどの差を
つけたマシン“じゃんぺん”は、その圧倒的なスペックを持って
遂に全国大会の決勝戦へ進出した。決勝が始まり競技の

全国常連・強豪校へ：4年連続の全国進出と全国準優勝

当日に取るべき行動のノウハウが一切なかった。大会直前ま
で改良を加えたために練習不足な状況で右も左もわからない
初めての全国大会に臨んだ結果、近畿地区を制したマシン
は本来のパフォーマンスは発揮できず予選落ちという苦い
結果に終わった。しかしながらプロジェクトで初の全国進出を
勝ち取ったという意味で、この狼を模したマシンはプロジェクト
のロゴになった。このマシンこそプロジェクトの全ての始まりで
あり、その時の初心を忘れないという想いを込めてのことで
ある。
　この翌年、奈良は引き続き十分全国で戦えるレベルのマシン
を製作するが、大会ではその力を最大限発揮できず地区敗退
となった。この大会の撤収時に、勢田プロジェクトリーダが「俺は
もう一度全国に行きたかった」と涙ながらに発言されたことは
良く記憶に残っている。この言葉がメンバを再度奮起させ、翌年
からの奈良の大躍進をもたらしたことに間違いはないだろう。

大方が順調に進行していたあの時、誰もが何の疑いもなく
優勝を確信していただろう。しかし、突然マシンが停止しほんの
わずかな得点差で敗北した。後数秒だけマシンが動作して
いれば勝てた勝負であり、プロジェクト初の決勝戦は無念な
結果に終わった。2010年より奈良は3度も優勝最有力候補
たるマシンを製作し優勝に王手をかけてきたが、全国優勝
が如何に困難であるかをプロジェクトメンバ全員が改めて思い
知っただろう。
　なお準優勝に留まったものの“じゃんぺん”の圧倒的な
スペックは様々な方面で評価された。2017年にはニコニコ
超会議での高専ロボコン展示の企画で“じゃんぺん”は、「1分間
で最も縄跳びをしたロボット」としてギネス記録を保持する
マシンとなった。さらに、このギネス登録を受けてか2019年に
は米国最大級の放送局NBCで60年以上続く老舗番組
The Tonight Showに“じゃんぺん”が招待された。この番組
はYouTubeにて公開されているため興味のある方はご覧
頂きたい。
　この翌年は、5年ぶりに地区大会で敗退する結果となった。
世代交代に伴いまとめ役たる上級生が不在となったことも
大きな要因だったのだろう。“じゃんぺん”で準優勝した翌年は、
プロジェクトの今後に大きな不安を残す結果となった。

2010年に筆者が作成したプロジェクトのロゴ。初心忘れずという意味で、
プロジェクト初の全国進出を決めた“ある味覚パイプ”をモチーフとした。

プロジェクトで初めて全国優勝候補となった“隼”（‘10年Aチーム）。全国大会
最速タイムを記録するも惜しくもベスト8で敗れた。

プロジェクト初の全国決勝進出を果たした“じゃんぺん”（’13年Aチーム）。あまりの
圧倒的な強さに“青い悪魔”の異名が付けられた。
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　2015年、高専ロボコンが始まり28回目の大会になっても
未だ奈良はもちろん近畿地区の高専から一度も全国で優勝
したチームはいなかった。“じゃんぺん”で準優勝しながらも
翌年の地区落ちを経験した当時の5年、4年生が集結し、
最後の大勝負として臨んだのがこの2015年の大会であった。
これまでの多くの競技では対戦相手の行動はほぼ関係無く
自分達がベストパフォーマンスを出せるかどうかに試合の勝敗
が左右されたのに対し、2015年は輪投げを題材とした対戦
相手との（接触は伴わない）直接対決であった。つまり、試合
の行方は対戦相手に大きく左右されてしまい、全国優勝を
目指すには極めて困難な競技であった。
　この競技で全国優勝を目指し製作したマシンが“大和”である。
チームメンバ達は徹底的に想定され得る対戦相手を考え
抜き、どのような相手であっても勝てるアイデアを実現した。
地区大会では自身達の立ち回りのミスによって決勝で敗北は
したものの推薦により全国進出を勝ち取った。満を持して挑んだ
全国大会では、地区決勝での敗北の経験・反省をも活かして
勝ち進み、“じゃんぺん”以来となるプロジェクト2度目の全国
決勝戦へと進出した。私達にとっては“じゃんぺん”のリベンジ
でもあり、当時の奈良が持てる全てのリソースを注ぎ込み
決着を付けるべく臨んだ最後の勝負であった。同じく初優勝
を狙う香川高専（高松）との決勝、遂に奈良は全国を制した。
奈良が初めてであることはもちろん、高専ロボコン史28年
の中で近畿地区から初の優勝校が生まれた瞬間となった。
プロジェクト結成時に掲げ無謀とも思えた全国優勝の夢は、
9年の時間をかけて遂に達成された。さらに、この年“大和”は
高専ロボコン最大の栄誉とされ最も優れたマシンに贈られる
ロボコン大賞を受賞した。奈良が受賞するのは“Star King”
以来であり、この優勝、大賞のW受賞をもって奈良は完全に
全国を制した。
　なお、この2015年は“大和”と反対のチーム“射抜け！
わぶさめくん”もそのアイデアとマシンの完成度の高さが評価
され全国大会のエキシビション試合に招待された。奈良と
しては初めて両チーム全国進出を実現し、全国優勝できる
マシンとアイデアで魅せるマシンの両者が作れる強さを全国
に見せつけたことだろう。

全国制覇：悲願の全国初優勝とロボコン大賞W受賞

を寄せ付けない圧倒的な強さを誇り、奈良が2年連続で優勝
旗を持ち帰るのは目前であると会場の誰もが思ったのでは
ないだろうか。しかし順調に準決勝まで進んだ時、マシントラブル
に見舞われベスト4で敗退となった。ただ前人未踏の9段積み
（他チームは6段ほど）が評価されロボコン大賞が授与された。
2年連続での全国優勝を目前に悔しい結果とはなったが、
ロボコン大賞を2年連続で受賞したため実質的に全国連覇
を達成したと言え、奈良の強さが次の世代に完全に受け継げた
ことを内外に向けて証明しただろう。
　2017年、マシン同士の接触を伴う直接対決という勝つこと
が困難な競技で、奈良は地区で2年連続の優勝を果たした。
全国では不運にもベスト8で敗退する結果となったが、この年
も全国最速記録を達成しておりその強さは衰えてはいない。

　翌年、“大和”で近畿初優勝＋ロボコン大賞のW受賞を
勝ち取ったメンバは引退し、新たな世代への交代が行われた。
2年連続での全国優勝を目指し製作されたのが“Δ”（読み
方：デルタ）である。2016年の競技は箱積みであり、3分間
でより高く箱を積んだチームが勝利するというものである。
“Δ”は地区大会で優勝するとともに全国大会でも他のチーム

全国連覇：2年連続のロボコン大賞受賞

近畿勢からロボコン史上初の全国優勝を勝ち取った“大和”（’15年Aチーム）。
さらに高専ロボコン最高の栄誉とされるロボコン大賞を同時受賞した。

“大和”の優勝後に国技館の支度部屋（ピット）にて。28年のロボコン史で初めて
近畿地区に優勝旗を持ち帰った。

2年連続のロボコン大賞となった“Δ”（’16年Aチーム）。箱積みの競技において
全国で唯一9段積みに成功した。（デバイスプラス様提供）
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　ロボコンプロジェクトが発足した2007年からの12年間で、
奈良は間違いなく全国屈指の強豪校となった。まず、全国
大会には8回の進出を決めた上にこのうち6回は最速・最高
記録を保持するなどして優勝候補筆頭となり、史上初の近畿
地区からの優勝校となった。プロジェクト開始以後、二度ロボ
コン大賞を受賞し“Star King”での大賞も含め奈良は大賞
受賞最多校（3回）となった。全国の中でも最も競争が激しい
と言われる近畿地区大会においても、2011年より2017年
まで7年連続で決勝へ進出していることも驚くべき結果である。
　特筆すべきは、プロジェクトのメンバは何度も世代交代を
しているにも関わらず、その強さを引き継ぐどころかさらに強く
なっている点である。筆者は大雑把に分類して、2007年より
五世代分の世代交代が行われたと考えている。プロジェクト
初期の地盤を固めたのが第一世代、初の決勝進出を決めた
第二世代、全国優勝を成し遂げた第三世代、2年連続のロボ
コン大賞を受賞した第四世代、その後に続く第五世代が現在
の現役達であろう。この世代交代が成功するかどうかが継続
的に勝つことができる組織作りに最も重要であるといえるが、
現状奈良の強さは衰えるところを知らず五世代目への世代
交代も成功したのではないだろうか。

　奈良が強くなった理由を明確に答えることができるプロ
ジェクトメンバはいないのではないだろうか。よく周りからも
言われる強さの大きな要因としては、奈良は勝利への執念、
こだわりが（異常なほど）強いことが挙げられる。この奈良が
持つ空気感こそが奈良を強豪たらしめているものであり、うまく
明文化できない強さの理由の一つなのだろう。後輩に聞くと
ころによると、この空気感は本気で活動している先輩の背中
を見ることでどうにか受け継げているらしい。
　プロジェクト開始以後行われた徹底的な合理化は開発
スピードを向上させ、マシンの完成度を高めることに貢献した。
例えば機械面では、機械製作時に不要な加工を徹底的に
排除し素早く個々の機構やマシンが試作できるようにした。
このため他校に比べ奈良のマシンは至近距離で見ると綺麗
ではないが、裏を返すとそれだけ奈良のマシンは必要最低限
の手間で最大限の性能が出るように作れているとも言える
だろう。制御回路の面では、年度を跨ぎ異なるルールでも
使える汎用的な回路やプログラムを開発したことにより試作
されたマシンを待たせることなく動作検証することができ、
さらに回路担当者は本当に必要な作業のみにリソースを割く
ことが可能となった。結局のところロボコンで勝つために必要
なことの一つは、本当に必要な作業のみにリソースをつぎ込み、
試作検証のサイクルを多く繰り返して完成度を高めること

　始めにプロジェクトに関わった全ての学生に感謝申し上げ
たい。立ち上げ初期には勝ち方を探し出すために同級生・
直近の後輩とは膨大な試行錯誤を重ねた。その後、私達が
果たせなかった全国優勝の夢を受け継ぎさらにプロジェクトを
発展させ、本当に優勝してくれた後輩達は言葉には表せない
ほどの努力を重ねてくれたことだろう。その後も奈良を弱く
させたくないという想いで頑張っている後輩達は、強豪奈良
の看板を背負う多大なプレッシャーの下で苦労していること
だろう。
　全員の名前を記すことは紙面の都合上難しいが、教職員の
方々にも感謝申し上げたい。谷口、冷水元校長には手厚い
支援を、立ち上げ時の指導教員であった飯田、石飛教員には
様々な助言を頂いた。また、勢田元プロジェクトリーダの存在
が今の奈良を作り上げたことは言うまでもない。
　2018年、奈良は4年ぶりに全国進出を逃し地区大会で
敗退した。しかしこれまでの軌跡からも明らかなように奈良は
敗北を幾度も繰り返し、その経験・反省を活かしてこれほどの
強豪校に成長するに至った。今回の敗退を“意味ある敗退”
に変えられるかどうかは現役学生達の考え・努力次第だろう。
この数年で活動の締め付けがより厳しくなり、昔に比べ自由や
時間、精神的余裕もない中で勝ちを目指すため現役学生は
四苦八苦していることだろうが、なんとかこの逆境を乗り越え
てもらい再び奈良が全国の頂点に立つことを期待したい。

振り返り：この12年間で成し遂げたこと

奈良は何故強豪校になったのか
最後に

なのだろう。
　奈良の活動環境が他校に比べて恵まれていなかったことも
ある意味で一つの要因ではないだろうか。少ない設備で、
少ない予算で、少ない時間でどう全国の強豪校と渡り合うか
の知恵を最大限出す必要があった。その結果ひねり出された
のが例えば上述の合理化であったとも言える。なおこのような
環境でも成果を残してきたから良いという訳では無く、学生達
はかなりの無理と本来不要な苦労を重ねているということは
強調しておきたい。
　強豪を維持できている一つの要因は、オフシーズンでの
技術開発や下級生教育に力を入れていることであろう。プロ
ジェクト開始以前は、大会終了後から次のルールが発表される
数ヶ月間は（少なくとも筆者の知るところでは）ほぼ活動が
無いという状況であった。プロジェクト開始後、オフシーズンにも
新規技術開発や下級生育成といった形でオンシーズンに
続き活動するようにした。2008年からは近畿地区の他高専
と協力し、本番に近い形でマシンを作る過程を下級生に経験
させることを目的とした近畿合同ロボコンを始めた。これらの
取り組みが奈良の基礎技術力を高め、また幾度にも渡る世代
交代を成功させたのだろう。
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06S

畑 内  慎 也

　「どうせ直すなら、飛ばしましょう」
2014年、新芽交流会(同窓会支部)の集まりで、50周年記念
事業として初めてテキサンの名前が出た時、私はそんな
ことを言っていた。
　テキサンと言われても何のことかわからない人、飛行機は
あったけど名前は覚えていない人、そもそも飛行機なんて
あったっけという人もいるかもしれないが、私にとっては、
奈良高専に入学する前に高専祭の機械科展でイラストを
もらった時から、長い間慣れ親しんできたものだった。
　プロペラを手で回してみたり、コックピットに入ってみたり、
テキサンを背景に集合写真を撮ってみたり、尾翼の一部
が補修のために外されていた時は、いつ戻ってくるのかと
どぎまぎしたりもした。あるのが当たり前だった。
　卒業後もテキサンは変わらずそこにあり、新芽交流会
のロボコン活動等で奈良高専を訪れるたび一瞥しては
「ふむふむ、今日もいい天気だ」などと思っていた。
　なので、50周年記念事業でテキサンを綺麗にしようと
いう話が出た時、そういえば掃除しようなんて思ったことも
無かったなと反省すると同時に、せっかくの機会だから
しっかり直そうと俄然やる気が湧いてきた。
　現役時代にプロペラを回した感触では、ピストン、シリンダ、
クランクはまだ形状を保っている。飛ぶのは難しくても(墜落
したら一大事だ)、エンジンをかけるくらいはできるんじゃ
ないか。燃料と空気を正しく混ぜて点火すれば燃焼する、
その圧力でピストンを押す、ピストンが押されれば当然
プロペラは回る。うんうん。9気筒の星形エンジンがババ
バババと音を立てて回るシーンを想像し、すごいことだと
熱くなった。可能か不可能かで言えば、可能なはずだ。
　しかし会議室を出て、久々にテキサンをまじまじと見に
行くと、それ以前にもっとすることがあるとわかった。だから
こそ綺麗にしようという議題が出ていたのだった。機体の
周りの草は伸び放題、機体は薄汚れていて、水平尾翼後端
(昇降舵)はたれ下がり、垂直になっていた。
　飛ぶ気の感じられない姿になっていた。放置飛行機で

ある。（写真1）
　これはよくない、大事に思っていたのに、全然大事に
できていなかった。幸いにもテキサン修復プロジェクトは
可決され、実際に活動を開始しようということになった。
メンバーは10人弱。第1期生から第39期生まで、テキサン
を大事にしたい人が集まった。
　問題は山積みだ、なんて言っていても始まらないので、
まずはその問題とやらを具体化しようという話が上がった。
目標も決めなければ。飛ばすこと？ エンジンを回す？いや
屋根をつけて保管体制を…、いやいややっぱり飛行機は
青空の下の方が…etc.だめだ。月一程度にしか集まって
いないのに、何も進まないまま終わってしまう。だからまず、
したいことからしていこうと決めた。
　最初にすることは、周りの草刈りと、機体の拭き掃除。
動き出してしまえば、それは1日で終わった。元が元だった
ので、それだけでも見違えた。とても気持ちのいい1日
だった。（写真2）
　機体の拭き掃除をしたことで、直したいポイントも具体
的になった。（何を隠そう、それも目的だったのだ）垂れ下

テキサンへの思い

写真1. 2014年当時の様子

写真2. 草刈りと拭き掃除後の様子
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　「どうせ直すなら、飛ばしましょう」
2014年、新芽交流会(同窓会支部)の集まりで、50周年記念
事業として初めてテキサンの名前が出た時、私はそんな
ことを言っていた。
　テキサンと言われても何のことかわからない人、飛行機は
あったけど名前は覚えていない人、そもそも飛行機なんて
あったっけという人もいるかもしれないが、私にとっては、
奈良高専に入学する前に高専祭の機械科展でイラストを
もらった時から、長い間慣れ親しんできたものだった。
　プロペラを手で回してみたり、コックピットに入ってみたり、
テキサンを背景に集合写真を撮ってみたり、尾翼の一部
が補修のために外されていた時は、いつ戻ってくるのかと
どぎまぎしたりもした。あるのが当たり前だった。
　卒業後もテキサンは変わらずそこにあり、新芽交流会
のロボコン活動等で奈良高専を訪れるたび一瞥しては
「ふむふむ、今日もいい天気だ」などと思っていた。
　なので、50周年記念事業でテキサンを綺麗にしようと
いう話が出た時、そういえば掃除しようなんて思ったことも
無かったなと反省すると同時に、せっかくの機会だから
しっかり直そうと俄然やる気が湧いてきた。
　現役時代にプロペラを回した感触では、ピストン、シリンダ、
クランクはまだ形状を保っている。飛ぶのは難しくても(墜落
したら一大事だ)、エンジンをかけるくらいはできるんじゃ
ないか。燃料と空気を正しく混ぜて点火すれば燃焼する、
その圧力でピストンを押す、ピストンが押されれば当然
プロペラは回る。うんうん。9気筒の星形エンジンがババ
バババと音を立てて回るシーンを想像し、すごいことだと
熱くなった。可能か不可能かで言えば、可能なはずだ。
　しかし会議室を出て、久々にテキサンをまじまじと見に
行くと、それ以前にもっとすることがあるとわかった。だから
こそ綺麗にしようという議題が出ていたのだった。機体の
周りの草は伸び放題、機体は薄汚れていて、水平尾翼後端
(昇降舵)はたれ下がり、垂直になっていた。
　飛ぶ気の感じられない姿になっていた。放置飛行機で

ある。（写真1）
　これはよくない、大事に思っていたのに、全然大事に
できていなかった。幸いにもテキサン修復プロジェクトは
可決され、実際に活動を開始しようということになった。
メンバーは10人弱。第1期生から第39期生まで、テキサン
を大事にしたい人が集まった。
　問題は山積みだ、なんて言っていても始まらないので、
まずはその問題とやらを具体化しようという話が上がった。
目標も決めなければ。飛ばすこと？ エンジンを回す？いや
屋根をつけて保管体制を…、いやいややっぱり飛行機は
青空の下の方が…etc.だめだ。月一程度にしか集まって
いないのに、何も進まないまま終わってしまう。だからまず、
したいことからしていこうと決めた。
　最初にすることは、周りの草刈りと、機体の拭き掃除。
動き出してしまえば、それは1日で終わった。元が元だった
ので、それだけでも見違えた。とても気持ちのいい1日
だった。（写真2）
　機体の拭き掃除をしたことで、直したいポイントも具体
的になった。（何を隠そう、それも目的だったのだ）垂れ下

がった昇降舵、割れた前照灯のカバー、風化して潰れた
タイヤ、無くなった操縦席のシート、etc.一番悲しかった
のは、主翼と胴体を繋いでいる部分のアルミがひどく腐食
してしまっていたこと。これでは飛べない…と思えてしまった。
くそう。ただプロペラはまだ回る状態のままであった。
　このような現状を報告書にまとめ、テキサン修復の計画を
立て始めたところで、問題が発生した。「テキサンは学校の
管理物であり、卒業生があれこれ触るのは難しい。」よもや。
技術的、あるいは金銭的な問題しか頭に無かった私は、
面食らってしまった。放置飛行機になってたやん。触らずに
どう直す？
　ただ冷静に考えてみれば、数年に渡る修復計画におい
それと許可ができないのも当然で。修復と言っても、交換
や加工が必要になれば、多かれ少なかれ50年物の機体
に不可逆な手を入れることになる。失敗するリスクはある。
　そこで一つの作戦を考えた。信頼を得られるよう、この
活動の実績を作っていこうと。具体的には、月一での草引き
と機体の拭き掃除を継続する、その間に修復内容を具体化
して説明資料を作る。
　この作戦は、テキサン修復プロジェクトを続けていく上
でも有益だったと思う。月一での活動に於て、一丸に
なってする仕事ができた。途中参加も歓迎しやすく、一時的
に欠席しても置いていかれにくい。
　1年半（！）ほどして、卒業生からの寄付という形で修復
するという解決策がみえた。まずはテキサン説明パネル
の修復と、割れた前照灯カバーの交換から。
　満を持しての作業は、それぞれ1日で終わった。費用は
2万円と数千円。内容は大したものではなかったが、それ
でも大きな前進だった。（写真3, 4）この調子でちょこちょこ
直していけばいい。

　垂れ下がった昇降舵の修復に取り掛かった頃、現役生
の中でもテキサンを修復しようというプロジェクトが発足
された。「チャレンジプロジェクト」という学生の課外活動
を奨励する取り組みで、採択されたプロジェクトには1年間
の活動資金(と成果報告の義務)が与えられるらしい。
　テキサンが現役生にも大事に思われていることがわかり、
純粋に嬉しかった。現役生からみれば、さぞかし気の長い
人達だと思われたに違いない。自分でもそう思う。
　残念ながら一緒にどこかを直すというところには至ら
なかったが、痛み具合の調査結果を共有することができた。
排気管からUSBカメラを這わせたところ、バルブの辺りに
オイルが残っており、錆びてない！と嬉しいニュースを教えて
いただいた。
　2018年には垂れ下がった昇降舵の修復も終わり、全く
飛ぶ気の感じられなかった姿からいくらか改善されてきた。
　次は風化したタイヤの交換、割れたキャノピーの交換
だと、アメリカから中古部品を購入するまでになった。これが
読まれている頃には、キャノピーはもう交換し終わっている
だろう。
　タイヤに負荷をかけない機体の支持ができれば、シルエット
としてはほぼ修復が完了する。
　あとは垂れ下がったフラップの固定、操縦席シートの復元、
再塗装…etc. 先は長いが、満足のいくところまでやって
やろうと思う。
 　最後に。テキサンは大事に大事に直しておりますので、
どうぞご安心ください。任せておけん！という方は是非是非
ご参加ください。大変うれしいです。全く興味がない方、
どうぞご自身の“好き”を大事になさってください。テキサン
は我々が任されます。
　以上、とりとめのない文章ですが、少しでもお楽しみ
頂けたら幸いです。

写真3. テキサン説明パネルの修復

写真4. 割れた前照灯カバーの交換 2018.7.18

→

→
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新芽 奈良高専同窓会
周年記念 特別号50テキサン特集

72B

榊 野  隆 弘

１．当活動の経緯
　本校・同窓会の50周年記念に向けて、下部組織である「新芽
交流会」の会合時に、「テキサンを飛ばせないか？」という話が
持ち上がった。実はその言いだしっぺが私だったのですが、
その実態を知っているメンバから「老朽化が進んでいるこの
飛行機を甦らせたい」という機運が高まったのは、2013年12月の
事だった。早速、翌年1月より、3期生・電気工学科卒の中さん、
橘さん、樫内さん、森岡さん、4期生の私、5期生の橋本さんらに
よる準備プロジェクトを発足させ実態把握、るり渓・零戦研究所、
所沢航空発祥館、浜松エアーパーク館、焼津市・静浜基地等
の他の国内展示会場のテキサンに関する調査、さらには本校
テキサンの過去の補修に関する活動記録などの調査を実施。
　これに基づく補修計画の中・長期ロードMAP策定と予算化
を行った。同年3月には当時の同窓会長であった小林さん
（本校1期生）や田代さん、畑内さん、濱野さんらが加わった。
高専現役時代に自ら率先して改修を進めた濱田さんより、
当活動を進める上での留意点、アドバイスなども出された。
　2014/1月、当プロジェクトのリーダを私が担うことになり、
プロジェクトの名称を『テキサン部会』と改め、正式に発足。
当活動の柱として『①テキサンの定期的なメンテナンス実施に
より母校のシンボルの永久的保存、②このメンテ活動を通して
OB/OGと現役高専生や地域住民との交流、③補修に関する
多くの価値ある歴史的資料・データ、ノウハウ等を体系的に
整理し、保存し、有効活用を図り伝承して行く』ことを掲げた。

　以降、現在まで、月1～2回のペースで当活動を継続している。
既に5年が経過し6年目を迎えている。以下に現在までの主な
アクションを付記しておく。
・ 2014/11：本校50周年記念事業のわいわい宴会で活動         

状況を報告     
・ 2015/3：同窓会理事会に報告し、賛同を得る。
・ 2015/6：幹事会に提案書「保守実行計画」の審議を戴き、

了解を得る。
・ 2015/7：学校との懇談会等を通じて、校長他総務部の同意

を得ることができ、「ハイキせず活用を図る」旨の意向を確認
できた。 

・ 2015/11：第29回パートナーシップフォーラムで「テキサン
への取り組み」を報告、同年9月に「テキサン基金」の設立と
募金活動を開始、広報ツールの作成（ペーパクラフト、プラ
モデル、説明パネルの製作）を行い、これが学生チャレンジ
P J「テキサンレストアプロジェクト」へと繋がる。 

・ 2017/11：同窓会50周年に向けて、テキサン活動の現状
と今後の期待を報告。以降毎年、高専祭の開催時期に行わ
れる同窓会総会とパートナーシップフォーラムの場でPRと
報告を実施してきている。

   
２．テキサンについて
　そもそもテキサンは、ノースアメリカン社が第2次世界大戦
の勃発で、米陸軍より発注を受けて、1938年よりテキサス州
ダラスで生産が開始されたことから、この名前が付けられたと
いういきさつがある。1945年の終戦までに約1500機が生産
され、その後も1950年までに約2000機が改修を受けて輸出
され、日本では航空自衛隊と海上自衛隊が1954年に受領し、
操縦教育に利用されていた。
　1965年（S40年）6月14日に防衛庁から管理換えを受け、
宮城県名取郡岩沼町の航空自衛隊仙台分屯基地から、機体と
主翼を分割してトラック2台で本校に輸送された。当時は当機を
零戦と思い込んでいた方が多いと思うが、これがT‐6　テキサン
だったのである。最初は合同教室の西側に置かれていたが、

甦れ、テキサンの雄姿 ! ような航空機整備会社との出会いがあったことも幸運でした。
2018．夏にアメリカの現地より、キャノピーやタイヤを安価で
購入することができたのです。補修に当たっては「安価で」
「効率的に」「最低限の機能の復元」を意識して取り組んでいます。
最大の課題は参画メンバのモチベーションを如何に維持できるか
という点です。
　リーダという立場では、全体の取り纏め、次回の計画、学校や
同窓会・先生との交渉、加工メーカとの交渉も大変苦労しま
した。個人的には月一回の毎回の活動は、京都（大阪寄り）から
の移動に時間がかかり、朝4:30には起床し、7時前に家を出て
9:20くらいに学校に着くというスケジュールで、健康の為郡山
からは徒歩で通っています。さすがに補修が終わった後の帰り
は疲れるのでたまにバスで帰るレベルでした。これをもう7年以上
続けていますがもうすぐ68才になる今、さすがに体力の衰えを
感じてはいます。そろそろリーダを交代したい。

4.目指すゴールは?
　この原稿を書いている今も、毎月の補修活動は続いています。 
昨年夏に購入したキャノピーの改修がほぼ終了し、本機の支持
構造の改修とタイヤの交換が続く予定である。我がプロジェクト
の当面の目標は、同窓会50周年記念事業で最低限の補修を
完了した雄姿をお披露目する事です。 もしどうしても間に合わ
なくっても気持ちを同じくする有志でのメンテナンス補修活動は
地道に継続させるつもりです。さらに次年度以降も塗装の塗り
替えや運転席周りの改善はやりたい。

5. 今後の期待
・ 学生の自主的な活動に繋がって行って欲しい。
・ こうした活動を通じて OB/OG が交流出来る機会が増え、
　交流が活発化する。
・ 学生や先生との活発な交流が図れ、支援の輪が拡がって

　行く。
・ ボランティアと同じで継続が大事、見返りを期待せず目的を

　しっかりもって地道に継続して形を残して行くことが大切と

テキサンが本校に届けられた当時の姿 修復活動MTをおこなっているシーン

機械工学科棟と実習工場の中庭に移動（S42年）⇒図書館建設
予定地⇒同空地の北東隅（S48年）⇒現在位置へと設置場所
も変遷している。1983年（S58年頃）、一時廃棄処分が検討された
時期もあったが、当時学生会が中心に学生に呼びかけて腐敗
飛行機を復帰させようと「Ｔ‐6　テキサン修理委員会」が発足し、
塗装、キャノピーの修理、補助翼、昇降舵の機構、フラップ、主脚と
尾輪の全面的な改修が実施されている。詳細は修理委員会
による「T‐6　テキサン修理に関する報告書」に残されている。
　1999年には本校・後援会の協力でテキサンの説明パネルが
寄贈されさらに輝きを取り戻して以降、我々OBが当メンテ
活動に着手するまでの約14年間は、放置状態となっていた。

３．当活動のリーダとしてどんな点を苦労しているのか？
　最初はメンバを集めるのに苦労しましたが、6年目に入った
現在ではほぼレギュラーメンバが固まり、1～2回/月の活動が
軌道に乗ってきている。同窓会への認知や学校側への説明など
苦労もありましたが、ようやく理解と了承を戴き公に活動できる
環境が整った。次は補修に必要な資金繰りをどうするか？でし
たが、最初はOBやお世話になった先生方、同窓会幹事の皆様、
旧同窓会長などからのカンパを戴き、「テキサン基金」の創設
に至り、今では同窓会の50周年記念事業からの出費を頂ける
状況が作り出せました。またこの活動を定着させ、継続させる
為に一人でも多くの協力を得たいとの思いから、テキサンPJの
事を知らないOB/OGや先生方にも知って戴きたいと、テキサン
のペーパクラフトやプラモデルの製作、パネルの製作、パンフ
レットの製作等の広報活動も行って来ました。お蔭で、高専祭
期間中に開催される総会やパートナーシップフォーラムといった
場を活用し、テキサンPJのPRと活動状況の報告を継続してい
ます。遠方からもはるばるテキサンを見に来られるファンの方
が増え、チャレプロメンバとの共同作業や交流が進んでおります。
　そんな中でOBの中に航空機会社に勤めている方やパイ
ロットを経験しリタイヤした方などが現れ、支援やアドバイスが
得られるようになって来ております。また高専生のチャレプロメンバ
のお母様が以前就労しておられた関係で、エアロラボさんの

思っている。
6.次なるターゲットも模索していきたい。 今回のそして第2、
　第3のテキサンPJモデル
・ 今回の活動モデルを生かして、新芽で掲げている、「繋がる
　同窓会、・・・・」に相応しい第2、第3のテキサンに代わるPJ
　の発掘を模索して行きたい。
・その芽は既にロボコン部会、合唱部会などで出始めている。
　現役高専生とOB/OGとのコラボや卒業後も社会に入って
　から身に着けた専門スキルも生かしながら共同で学べるPJ 
　は最高で高専らしい姿と言えるのではないか?
・テキサンでは補修を「企画」「構想」「詳細設計」「図面レビュー」
「加工・組立」「実施」といったエンジニアリングデザインの
プロセスを再現し、補修活動を進めてきた。効率化やコスト
も意識して経験できた。

7.謝辞
　最後に一度でも参加していただいたOB・OGの方々の名前
を列挙すると共に感謝の意を述べておきたい。
・橘様(71E)、中様(71E)、橋本様(73E)、畑内様(06S)、藤本様

(07S)、竹内様(71M)、濱田様(89M)、田代様(04I)、山本
様(87C)、神原様(13C)、久保様(70M)、安田様(77E)、
萬田様(06S )、濱野様(88E )、脇田様(81E )、西口様
(74C)、小林様(69E)、益村様(00E)、樫内様(71E)、森岡
様(71E)、南出様(71E)、大谷先生(電気)、現役高専生(藤井
様、星田様、松村様)

・学生チャレプロを指導していただいた福岡先生、谷口先生
・エアロラボの小倉様、ここを紹介して戴いた星田さんのお母様、
・ パネル加工(テキサン説明板製作)・キンコーズの松延様、
　キャノピーの窓入替えの植西アルミ様
・ PJに参加、協力戴いた皆様、テキサン基金にカンパして頂いた

京兼先生、1期生の戸毛登様(69MA)、小林満男様(69E)、
西口同窓会長(74C)、脇田・新芽交流会会長(81E)、荒木
義人様(76C)、高木眞敏様(76C)、久保佳司様(70MB)、岩
倉憲二様(69E)、桐川先生(独語)、他多くの皆様にもこの場
をお借りして篤く御礼申し上げます。
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１．当活動の経緯
　本校・同窓会の50周年記念に向けて、下部組織である「新芽
交流会」の会合時に、「テキサンを飛ばせないか？」という話が
持ち上がった。実はその言いだしっぺが私だったのですが、
その実態を知っているメンバから「老朽化が進んでいるこの
飛行機を甦らせたい」という機運が高まったのは、2013年12月の
事だった。早速、翌年1月より、3期生・電気工学科卒の中さん、
橘さん、樫内さん、森岡さん、4期生の私、5期生の橋本さんらに
よる準備プロジェクトを発足させ実態把握、るり渓・零戦研究所、
所沢航空発祥館、浜松エアーパーク館、焼津市・静浜基地等
の他の国内展示会場のテキサンに関する調査、さらには本校
テキサンの過去の補修に関する活動記録などの調査を実施。
　これに基づく補修計画の中・長期ロードMAP策定と予算化
を行った。同年3月には当時の同窓会長であった小林さん
（本校1期生）や田代さん、畑内さん、濱野さんらが加わった。
高専現役時代に自ら率先して改修を進めた濱田さんより、
当活動を進める上での留意点、アドバイスなども出された。
　2014/1月、当プロジェクトのリーダを私が担うことになり、
プロジェクトの名称を『テキサン部会』と改め、正式に発足。
当活動の柱として『①テキサンの定期的なメンテナンス実施に
より母校のシンボルの永久的保存、②このメンテ活動を通して
OB/OGと現役高専生や地域住民との交流、③補修に関する
多くの価値ある歴史的資料・データ、ノウハウ等を体系的に
整理し、保存し、有効活用を図り伝承して行く』ことを掲げた。

　以降、現在まで、月1～2回のペースで当活動を継続している。
既に5年が経過し6年目を迎えている。以下に現在までの主な
アクションを付記しておく。
・ 2014/11：本校50周年記念事業のわいわい宴会で活動         

状況を報告     
・ 2015/3：同窓会理事会に報告し、賛同を得る。
・ 2015/6：幹事会に提案書「保守実行計画」の審議を戴き、

了解を得る。
・ 2015/7：学校との懇談会等を通じて、校長他総務部の同意

を得ることができ、「ハイキせず活用を図る」旨の意向を確認
できた。 

・ 2015/11：第29回パートナーシップフォーラムで「テキサン
への取り組み」を報告、同年9月に「テキサン基金」の設立と
募金活動を開始、広報ツールの作成（ペーパクラフト、プラ
モデル、説明パネルの製作）を行い、これが学生チャレンジ
P J「テキサンレストアプロジェクト」へと繋がる。 

・ 2017/11：同窓会50周年に向けて、テキサン活動の現状
と今後の期待を報告。以降毎年、高専祭の開催時期に行わ
れる同窓会総会とパートナーシップフォーラムの場でPRと
報告を実施してきている。

   
２．テキサンについて
　そもそもテキサンは、ノースアメリカン社が第2次世界大戦
の勃発で、米陸軍より発注を受けて、1938年よりテキサス州
ダラスで生産が開始されたことから、この名前が付けられたと
いういきさつがある。1945年の終戦までに約1500機が生産
され、その後も1950年までに約2000機が改修を受けて輸出
され、日本では航空自衛隊と海上自衛隊が1954年に受領し、
操縦教育に利用されていた。
　1965年（S40年）6月14日に防衛庁から管理換えを受け、
宮城県名取郡岩沼町の航空自衛隊仙台分屯基地から、機体と
主翼を分割してトラック2台で本校に輸送された。当時は当機を
零戦と思い込んでいた方が多いと思うが、これがT‐6　テキサン
だったのである。最初は合同教室の西側に置かれていたが、

ような航空機整備会社との出会いがあったことも幸運でした。
2018．夏にアメリカの現地より、キャノピーやタイヤを安価で
購入することができたのです。補修に当たっては「安価で」
「効率的に」「最低限の機能の復元」を意識して取り組んでいます。
最大の課題は参画メンバのモチベーションを如何に維持できるか
という点です。
　リーダという立場では、全体の取り纏め、次回の計画、学校や
同窓会・先生との交渉、加工メーカとの交渉も大変苦労しま
した。個人的には月一回の毎回の活動は、京都（大阪寄り）から
の移動に時間がかかり、朝4:30には起床し、7時前に家を出て
9:20くらいに学校に着くというスケジュールで、健康の為郡山
からは徒歩で通っています。さすがに補修が終わった後の帰り
は疲れるのでたまにバスで帰るレベルでした。これをもう7年以上
続けていますがもうすぐ68才になる今、さすがに体力の衰えを
感じてはいます。そろそろリーダを交代したい。

4.目指すゴールは?
　この原稿を書いている今も、毎月の補修活動は続いています。 
昨年夏に購入したキャノピーの改修がほぼ終了し、本機の支持
構造の改修とタイヤの交換が続く予定である。我がプロジェクト
の当面の目標は、同窓会50周年記念事業で最低限の補修を
完了した雄姿をお披露目する事です。 もしどうしても間に合わ
なくっても気持ちを同じくする有志でのメンテナンス補修活動は
地道に継続させるつもりです。さらに次年度以降も塗装の塗り
替えや運転席周りの改善はやりたい。

5. 今後の期待
・ 学生の自主的な活動に繋がって行って欲しい。
・ こうした活動を通じて OB/OG が交流出来る機会が増え、
　交流が活発化する。
・ 学生や先生との活発な交流が図れ、支援の輪が拡がって

　行く。
・ ボランティアと同じで継続が大事、見返りを期待せず目的を

　しっかりもって地道に継続して形を残して行くことが大切と

テキサン周辺の草刈りと水拭きを終えた後の笑顔 新装した説明パネルの写真

機械工学科棟と実習工場の中庭に移動（S42年）⇒図書館建設
予定地⇒同空地の北東隅（S48年）⇒現在位置へと設置場所
も変遷している。1983年（S58年頃）、一時廃棄処分が検討された
時期もあったが、当時学生会が中心に学生に呼びかけて腐敗
飛行機を復帰させようと「Ｔ‐6　テキサン修理委員会」が発足し、
塗装、キャノピーの修理、補助翼、昇降舵の機構、フラップ、主脚と
尾輪の全面的な改修が実施されている。詳細は修理委員会
による「T‐6　テキサン修理に関する報告書」に残されている。
　1999年には本校・後援会の協力でテキサンの説明パネルが
寄贈されさらに輝きを取り戻して以降、我々OBが当メンテ
活動に着手するまでの約14年間は、放置状態となっていた。

３．当活動のリーダとしてどんな点を苦労しているのか？
　最初はメンバを集めるのに苦労しましたが、6年目に入った
現在ではほぼレギュラーメンバが固まり、1～2回/月の活動が
軌道に乗ってきている。同窓会への認知や学校側への説明など
苦労もありましたが、ようやく理解と了承を戴き公に活動できる
環境が整った。次は補修に必要な資金繰りをどうするか？でし
たが、最初はOBやお世話になった先生方、同窓会幹事の皆様、
旧同窓会長などからのカンパを戴き、「テキサン基金」の創設
に至り、今では同窓会の50周年記念事業からの出費を頂ける
状況が作り出せました。またこの活動を定着させ、継続させる
為に一人でも多くの協力を得たいとの思いから、テキサンPJの
事を知らないOB/OGや先生方にも知って戴きたいと、テキサン
のペーパクラフトやプラモデルの製作、パネルの製作、パンフ
レットの製作等の広報活動も行って来ました。お蔭で、高専祭
期間中に開催される総会やパートナーシップフォーラムといった
場を活用し、テキサンPJのPRと活動状況の報告を継続してい
ます。遠方からもはるばるテキサンを見に来られるファンの方
が増え、チャレプロメンバとの共同作業や交流が進んでおります。
　そんな中でOBの中に航空機会社に勤めている方やパイ
ロットを経験しリタイヤした方などが現れ、支援やアドバイスが
得られるようになって来ております。また高専生のチャレプロメンバ
のお母様が以前就労しておられた関係で、エアロラボさんの

思っている。
6.次なるターゲットも模索していきたい。 今回のそして第2、
　第3のテキサンPJモデル
・ 今回の活動モデルを生かして、新芽で掲げている、「繋がる
　同窓会、・・・・」に相応しい第2、第3のテキサンに代わるPJ
　の発掘を模索して行きたい。
・その芽は既にロボコン部会、合唱部会などで出始めている。
　現役高専生とOB/OGとのコラボや卒業後も社会に入って
　から身に着けた専門スキルも生かしながら共同で学べるPJ 
　は最高で高専らしい姿と言えるのではないか?
・テキサンでは補修を「企画」「構想」「詳細設計」「図面レビュー」
「加工・組立」「実施」といったエンジニアリングデザインの
プロセスを再現し、補修活動を進めてきた。効率化やコスト
も意識して経験できた。

7.謝辞
　最後に一度でも参加していただいたOB・OGの方々の名前
を列挙すると共に感謝の意を述べておきたい。
・橘様(71E)、中様(71E)、橋本様(73E)、畑内様(06S)、藤本様

(07S)、竹内様(71M)、濱田様(89M)、田代様(04I)、山本
様(87C)、神原様(13C)、久保様(70M)、安田様(77E)、
萬田様(06S )、濱野様(88E )、脇田様(81E )、西口様
(74C)、小林様(69E)、益村様(00E)、樫内様(71E)、森岡
様(71E)、南出様(71E)、大谷先生(電気)、現役高専生(藤井
様、星田様、松村様)

・学生チャレプロを指導していただいた福岡先生、谷口先生
・エアロラボの小倉様、ここを紹介して戴いた星田さんのお母様、
・ パネル加工(テキサン説明板製作)・キンコーズの松延様、
　キャノピーの窓入替えの植西アルミ様
・ PJに参加、協力戴いた皆様、テキサン基金にカンパして頂いた

京兼先生、1期生の戸毛登様(69MA)、小林満男様(69E)、
西口同窓会長(74C)、脇田・新芽交流会会長(81E)、荒木
義人様(76C)、高木眞敏様(76C)、久保佳司様(70MB)、岩
倉憲二様(69E)、桐川先生(独語)、他多くの皆様にもこの場
をお借りして篤く御礼申し上げます。
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１．当活動の経緯
　本校・同窓会の50周年記念に向けて、下部組織である「新芽
交流会」の会合時に、「テキサンを飛ばせないか？」という話が
持ち上がった。実はその言いだしっぺが私だったのですが、
その実態を知っているメンバから「老朽化が進んでいるこの
飛行機を甦らせたい」という機運が高まったのは、2013年12月の
事だった。早速、翌年1月より、3期生・電気工学科卒の中さん、
橘さん、樫内さん、森岡さん、4期生の私、5期生の橋本さんらに
よる準備プロジェクトを発足させ実態把握、るり渓・零戦研究所、
所沢航空発祥館、浜松エアーパーク館、焼津市・静浜基地等
の他の国内展示会場のテキサンに関する調査、さらには本校
テキサンの過去の補修に関する活動記録などの調査を実施。
　これに基づく補修計画の中・長期ロードMAP策定と予算化
を行った。同年3月には当時の同窓会長であった小林さん
（本校1期生）や田代さん、畑内さん、濱野さんらが加わった。
高専現役時代に自ら率先して改修を進めた濱田さんより、
当活動を進める上での留意点、アドバイスなども出された。
　2014/1月、当プロジェクトのリーダを私が担うことになり、
プロジェクトの名称を『テキサン部会』と改め、正式に発足。
当活動の柱として『①テキサンの定期的なメンテナンス実施に
より母校のシンボルの永久的保存、②このメンテ活動を通して
OB/OGと現役高専生や地域住民との交流、③補修に関する
多くの価値ある歴史的資料・データ、ノウハウ等を体系的に
整理し、保存し、有効活用を図り伝承して行く』ことを掲げた。

　以降、現在まで、月1～2回のペースで当活動を継続している。
既に5年が経過し6年目を迎えている。以下に現在までの主な
アクションを付記しておく。
・ 2014/11：本校50周年記念事業のわいわい宴会で活動         

状況を報告     
・ 2015/3：同窓会理事会に報告し、賛同を得る。
・ 2015/6：幹事会に提案書「保守実行計画」の審議を戴き、

了解を得る。
・ 2015/7：学校との懇談会等を通じて、校長他総務部の同意

を得ることができ、「ハイキせず活用を図る」旨の意向を確認
できた。 

・ 2015/11：第29回パートナーシップフォーラムで「テキサン
への取り組み」を報告、同年9月に「テキサン基金」の設立と
募金活動を開始、広報ツールの作成（ペーパクラフト、プラ
モデル、説明パネルの製作）を行い、これが学生チャレンジ
P J「テキサンレストアプロジェクト」へと繋がる。 

・ 2017/11：同窓会50周年に向けて、テキサン活動の現状
と今後の期待を報告。以降毎年、高専祭の開催時期に行わ
れる同窓会総会とパートナーシップフォーラムの場でPRと
報告を実施してきている。

   
２．テキサンについて
　そもそもテキサンは、ノースアメリカン社が第2次世界大戦
の勃発で、米陸軍より発注を受けて、1938年よりテキサス州
ダラスで生産が開始されたことから、この名前が付けられたと
いういきさつがある。1945年の終戦までに約1500機が生産
され、その後も1950年までに約2000機が改修を受けて輸出
され、日本では航空自衛隊と海上自衛隊が1954年に受領し、
操縦教育に利用されていた。
　1965年（S40年）6月14日に防衛庁から管理換えを受け、
宮城県名取郡岩沼町の航空自衛隊仙台分屯基地から、機体と
主翼を分割してトラック2台で本校に輸送された。当時は当機を
零戦と思い込んでいた方が多いと思うが、これがT‐6　テキサン
だったのである。最初は合同教室の西側に置かれていたが、

ような航空機整備会社との出会いがあったことも幸運でした。
2018．夏にアメリカの現地より、キャノピーやタイヤを安価で
購入することができたのです。補修に当たっては「安価で」
「効率的に」「最低限の機能の復元」を意識して取り組んでいます。
最大の課題は参画メンバのモチベーションを如何に維持できるか
という点です。
　リーダという立場では、全体の取り纏め、次回の計画、学校や
同窓会・先生との交渉、加工メーカとの交渉も大変苦労しま
した。個人的には月一回の毎回の活動は、京都（大阪寄り）から
の移動に時間がかかり、朝4:30には起床し、7時前に家を出て
9:20くらいに学校に着くというスケジュールで、健康の為郡山
からは徒歩で通っています。さすがに補修が終わった後の帰り
は疲れるのでたまにバスで帰るレベルでした。これをもう7年以上
続けていますがもうすぐ68才になる今、さすがに体力の衰えを
感じてはいます。そろそろリーダを交代したい。

4.目指すゴールは?
　この原稿を書いている今も、毎月の補修活動は続いています。 
昨年夏に購入したキャノピーの改修がほぼ終了し、本機の支持
構造の改修とタイヤの交換が続く予定である。我がプロジェクト
の当面の目標は、同窓会50周年記念事業で最低限の補修を
完了した雄姿をお披露目する事です。 もしどうしても間に合わ
なくっても気持ちを同じくする有志でのメンテナンス補修活動は
地道に継続させるつもりです。さらに次年度以降も塗装の塗り
替えや運転席周りの改善はやりたい。

5. 今後の期待
・ 学生の自主的な活動に繋がって行って欲しい。
・ こうした活動を通じて OB/OG が交流出来る機会が増え、
　交流が活発化する。
・ 学生や先生との活発な交流が図れ、支援の輪が拡がって

　行く。
・ ボランティアと同じで継続が大事、見返りを期待せず目的を

　しっかりもって地道に継続して形を残して行くことが大切と 補修前のテキサン

広報用テキサンのペーパクラフト（榊野製作）

広報用テキサン（T-7G）の製作プラモデル

機械工学科棟と実習工場の中庭に移動（S42年）⇒図書館建設
予定地⇒同空地の北東隅（S48年）⇒現在位置へと設置場所
も変遷している。1983年（S58年頃）、一時廃棄処分が検討された
時期もあったが、当時学生会が中心に学生に呼びかけて腐敗
飛行機を復帰させようと「Ｔ‐6　テキサン修理委員会」が発足し、
塗装、キャノピーの修理、補助翼、昇降舵の機構、フラップ、主脚と
尾輪の全面的な改修が実施されている。詳細は修理委員会
による「T‐6　テキサン修理に関する報告書」に残されている。
　1999年には本校・後援会の協力でテキサンの説明パネルが
寄贈されさらに輝きを取り戻して以降、我々OBが当メンテ
活動に着手するまでの約14年間は、放置状態となっていた。

３．当活動のリーダとしてどんな点を苦労しているのか？
　最初はメンバを集めるのに苦労しましたが、6年目に入った
現在ではほぼレギュラーメンバが固まり、1～2回/月の活動が
軌道に乗ってきている。同窓会への認知や学校側への説明など
苦労もありましたが、ようやく理解と了承を戴き公に活動できる
環境が整った。次は補修に必要な資金繰りをどうするか？でし
たが、最初はOBやお世話になった先生方、同窓会幹事の皆様、
旧同窓会長などからのカンパを戴き、「テキサン基金」の創設
に至り、今では同窓会の50周年記念事業からの出費を頂ける
状況が作り出せました。またこの活動を定着させ、継続させる
為に一人でも多くの協力を得たいとの思いから、テキサンPJの
事を知らないOB/OGや先生方にも知って戴きたいと、テキサン
のペーパクラフトやプラモデルの製作、パネルの製作、パンフ
レットの製作等の広報活動も行って来ました。お蔭で、高専祭
期間中に開催される総会やパートナーシップフォーラムといった
場を活用し、テキサンPJのPRと活動状況の報告を継続してい
ます。遠方からもはるばるテキサンを見に来られるファンの方
が増え、チャレプロメンバとの共同作業や交流が進んでおります。
　そんな中でOBの中に航空機会社に勤めている方やパイ
ロットを経験しリタイヤした方などが現れ、支援やアドバイスが
得られるようになって来ております。また高専生のチャレプロメンバ
のお母様が以前就労しておられた関係で、エアロラボさんの

思っている。
6.次なるターゲットも模索していきたい。 今回のそして第2、
　第3のテキサンPJモデル
・ 今回の活動モデルを生かして、新芽で掲げている、「繋がる
　同窓会、・・・・」に相応しい第2、第3のテキサンに代わるPJ
　の発掘を模索して行きたい。
・その芽は既にロボコン部会、合唱部会などで出始めている。
　現役高専生とOB/OGとのコラボや卒業後も社会に入って
　から身に着けた専門スキルも生かしながら共同で学べるPJ 
　は最高で高専らしい姿と言えるのではないか?
・テキサンでは補修を「企画」「構想」「詳細設計」「図面レビュー」
「加工・組立」「実施」といったエンジニアリングデザインの
プロセスを再現し、補修活動を進めてきた。効率化やコスト
も意識して経験できた。

7.謝辞
　最後に一度でも参加していただいたOB・OGの方々の名前
を列挙すると共に感謝の意を述べておきたい。
・橘様(71E)、中様(71E)、橋本様(73E)、畑内様(06S)、藤本様

(07S)、竹内様(71M)、濱田様(89M)、田代様(04I)、山本
様(87C)、神原様(13C)、久保様(70M)、安田様(77E)、
萬田様(06S )、濱野様(88E )、脇田様(81E )、西口様
(74C)、小林様(69E)、益村様(00E)、樫内様(71E)、森岡
様(71E)、南出様(71E)、大谷先生(電気)、現役高専生(藤井
様、星田様、松村様)

・学生チャレプロを指導していただいた福岡先生、谷口先生
・エアロラボの小倉様、ここを紹介して戴いた星田さんのお母様、
・ パネル加工(テキサン説明板製作)・キンコーズの松延様、
　キャノピーの窓入替えの植西アルミ様
・ PJに参加、協力戴いた皆様、テキサン基金にカンパして頂いた

京兼先生、1期生の戸毛登様(69MA)、小林満男様(69E)、
西口同窓会長(74C)、脇田・新芽交流会会長(81E)、荒木
義人様(76C)、高木眞敏様(76C)、久保佳司様(70MB)、岩
倉憲二様(69E)、桐川先生(独語)、他多くの皆様にもこの場
をお借りして篤く御礼申し上げます。
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【奈良高専20周年記念誌】

同窓会の歩み

同窓会の歩みを奈良高専の20周年記念誌、30周年記念誌と50周年記念誌から抜粋し振り返ってみたい。
（奈良高専より掲載許可済）



【奈良高専30周年記念誌】
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【奈良高専50周年記念誌】



　なんとか「新芽」奈良高専同窓会50周年記念特別号を

発行することができました。これも偏に、お忙しい中ご寄稿

いただきました皆様と関係各位のおかげと感謝しております。

　奈良高専同窓会50周年記念事業の一環として記念冊子

の発行が計画され、2018年2月にその分科会メンバーとして

72B榊野隆弘、75E中村善一、76B矢尾匡永、81B小柴孝、

82E上田悦子、97I山口賢一が選任され、冊子作りが始まり

ました。

　3回の会議を開き、歴代会長と卒業年毎に1名の会員から

の寄稿およびテキサン・ロボコン・女性会員の特集を柱に

記念冊子を作ることに決定しました。原稿をお願いした皆様

がお忙しいこともあり、残念ながら卒業年毎に1名の会員

からの寄稿は実現できませんでした。申し訳ありません。

　ただ、全体を通して執筆者の奈良高専や後輩たちへの

思い、自身が過ごした学生生活の思い出や卒業後の活躍

の様子が熱く語られている印象を持ちました。会員の皆様

にとりましては、思い出が蘇ったり、良い刺激になったのでは

ないかと思っております。また、在学生にも是非読んでもらい、

将来の参考にしていただけたらと期待しております。

　冊子を編集する過程で、学校から奈良高専の建設当時

の写真をお借りすることができましたので、ここに掲載いた

します。今からは想像もつかない、本当に何もない所から

建設されたことがよくわかります。また、自衛隊が造成に協力

していたことも驚きです。

　周りに何もない、まさにゼロからのスタートを切った母校

奈良高専が卒業生を送り出して50年が経過しました。現在

の奈良高専は、周りに住宅が立ち並び道路も整備された緑

豊かな環境の中にどっしりと佇んでいます。このことと、

8,000名近い卒業生が活躍している現在の状況がリンク

され、母校が着実に歩んできたこと、そしてこれからも時代

に適応しながら歩んでいくであろうことを確信しております。

　最後に、奈良高専の益々のご発展と、

会員皆様のご活躍をお祈り申し上げます。

（記念冊子分科会リーダー　中村記）

編集後記 新芽 奈良高専同窓会
周年記念 特別号50
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