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学生の活躍①

【英語学習表彰制度】　
本校学生の英語力向上を図るため、TOEICスコアの優秀者と英語検定合格者を表彰する
制度です。平成27年度は計67名の学生が、次の基準によって表彰を受けました。
英語学習優秀賞…本科生・専攻科生のうちTOEIC735点以上または英検準1級以上に合格
 した者
英語学習奨励賞…本科生・専攻科生のうちTOEIC605点以上または英検2級に合格した者
英語学習努力賞…本科生のうちTOEICスコア470点以上または英検準2級に合格した者

平成27年度（後期）学生表彰者

平成27年度 英語学習表彰者

優 秀 賞……在学5年間において、学業成績が優秀で、人物が優れている者に贈られます。
皆 勤 賞……在学期間中、欠席、欠課がなかった学生に与えられます。ただし、同一科目における遅刻、早退は3回で欠課1時間とみなされます。
専攻科研究優秀賞……専攻科在学期間中、論文等の特に優れた学術研究活動が認めらた者に贈られます。
特別賞イ……在学期間中、全国高専大会に3回以上出場した者並びに課外活動等において特別な功績があった者に贈られます。
特別賞ロ……全国大会又はこれに準ずる大会において、優勝又は準優勝した個人又は団体に贈られます。
特別賞ニ……学校内外において特別な善行、学生の模範として推奨できる行為又は功労等のあった個人又は団体に贈られます。
　上記の他、特別賞ハ（ロに準ずる催し物において、それらと同等と認められる成績を挙げた個人又は団体に贈られます）がありますが、今回は該当
者がありませんでした。

食いしん坊の短期留学生がやってきた

　私は、チューターとして3ヶ月の間同じ研究室で留学生のウ
ン・ジンさんと過ごしました。インターンシップの手伝いだけ
でなく、休日に色々な場所に観光に行ったりしながら仲を深
めることが出来ました。最初は挨拶程度の日本語しか話せな
かった彼女が、皆と交流していく内にめきめきと上達してい
き、逆に私もジンと話をすることによって自身の英語力に歯
がゆさを感じ、英語を勉強するモチベ―ジョンをあげること
が出来ました。また、私たちの共通の趣味がK-popであった
ことから、大阪の鶴橋にあるコリアンタウンに行って焼肉やキ
ムチなどおいしいものをたくさん食べに行ったのがとても思
い出に残っています。さらに、食べる事が大好きな彼女と海
鮮丼を食べに行ったり、ラーメン屋さんに行ったりと本当に
たくさんの楽しい思い出を作ることが出来ました。そのため、
3ヶ月という期間は本当にあっという間で、帰国日に空港まで
見送りに行ったときは寂しくなって出国ゲートで泣いてしまい

電気工学科５年　西 田 明 子
ました。帰国して数ヶ月経過した今でもLINEなどで頻繁にやり取
りをしています。私は4月から社会人として働き始めますが、今回
の国際交流を経て、海外で働いてみたいという思いが強くなりま
した。そのためにも、英語の勉強をさらに頑張っていきたいと思
いました。

　専攻科研究優秀賞
２ＭＳ 河中 祥吾
２ＥＩ 幾谷　吉晴
２Ｃ 岩井田 晃次

　皆勤賞
５Ｍ 石田 豊、岡本 達樹、木村 瞭太、芝野 大樹、武村 賀幸、畑中 悟、増田 雅士、𠮷岡 祐弥
５Ｅ 今中 友美子、岩本 哲、小田 博章、辰巳 功祐、山本 幸弘、横川 浩平
５Ｓ 池田 文一郎、岡本 拓実、菅田 唯仁、永矢 健人、松浦 弘泰、雷 功二
５Ｉ 石坂 守
５Ｃ 黒崎 澪、佐藤 潤一、澤田 廉、園田 幸樹、高樋 美佳、西村 知華、野村 麻妃、松山 尚樹、村上 舞、
　　 湯川 優一

　特別賞イ
５Ｍ 瓜生 佳穂 第46･47･48･49回 全国高等専門学校体育大会 水泳の部 出場
 武村 賀幸 第42･43･44･45･46回 全国高等専門学校体育大会ラグビーフットボール大会 出場
 畑中 　悟 第44･45･46回 全国高等専門学校体育大会ラグビーフットボール大会　出場
 伴 　瑞季 寮長1期　副寮長2期
 山西 僚介 第25･26･28回 アイデア対決･全国高等専門学校ロボットコンテスト大会出場
５Ｅ 小田 博章 第25･26･28回 アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト大会 出場
 藤井 椋大 第43･44･45･46回 全国高等専門学校体育大会ラグビーフットボール大会 出場
 藤原 慎二郎 第46･47･48･49･50回 全国高等専門学校体育大会 陸上の部 出場
５Ｓ 菅田 唯仁 第25･26･28回 アイデア対決･全国高等専門学校ロボットコンテスト大会 出場
 高城 　凱 第42･43･44･45･46回 全国高等専門学校体育大会ラグビーフットボール大会 出場
 松浦 弘泰 学生会会長1期，学生会会計2期
５Ｉ 黒川 　慶 第42･43･44･45･46回 全国高等専門学校体育大会ラグビーフットボール大会 出場
 齊藤 裕介 第18･19･20･21･22回 全国高等専門学校将棋大会 出場
 中村 優太 第44･45･46回 全国高等専門学校体育大会ラグビーフットボール大会 出場
５Ｃ 石川 　進 第46･47･48回 全国高等専門学校体育大会水泳の部 出場
 黒崎 　澪 第46･47･48回 全国高等専門学校体育大会水泳の部 出場
 高樋 美佳 第46･47･48･49回 全国高等専門学校体育大会バドミントンの部 出場

　特別賞ロ
○第46回 全国高等専門学校体育大会ラグビーフットボール大会 準優勝
　５Ｍ 武村 賀幸・畑中 悟、５E 藤井 椋大、５Ｓ 高城 凱、５Ｉ 黒川 慶・中村 優太、
　４Ｍ 上田 誠也・土井 陽登・長谷川 夏樹、４Ｅ 塚本 涼太、４Ｉ 熊本 祐馬・小銭 瞭介、
　４Ｃ 小野 翔平・中西 創、３Ｍ 藤田 直土・瀬川 紘生、３Ｃ 田中 咲磨、２Ｍ 伊東 聡・藤澤 穂高、
　２E 深瀬 雅己、２I  福本 優介、２Ｃ 松浦 拓海、１E 植村 拓馬、１Ｓ 大床 信滋・柳村 ゆう

○アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト2015 全国大会 優勝
　５Ｍ 山西 僚介、５E 小田 博章、５Ｓ 菅田 唯仁、
　４Ｓ 高岸 涼平・川田 悠介・外山 仁大・中谷 友哉・森下 大輝、２E 樽井 天

　優秀賞
５Ｍ 岡本 達樹、齋藤 匠　５Ｅ 小田 博章、島田 昌紀　５Ｓ 田村 亮馬、村口 陽平　５Ｉ 石坂 守、齊藤 裕介、OLIVEIRA, FARLEY SOARES　５Ｃ 西村 知華、野村 麻妃

　特別賞ハ
○第26回 日本数学コンクール 団体戦出場 大賞
　2Ｃ 山下 貴央、１Ｉ 三宅 達也・神﨑 優、１Ｃ 鄭 從真 

優秀賞
３Ｓ 佐藤 爽太、４Ｍ 山﨑 響輝、４Ｅ 山田 翔太郎
４Ｉ ハシャー、４Ｉ 吉川 大和、５Ｍ 伴 瑞季
５Ｅ 浦野 慎啓、５Ｅ 中西 修三、ＥＩ１ 原 一彰

奨励賞
３Ｅ 嶋本 健人、３Ｓ 黒田 晃市、３Ｓ 西井 智紀
３Ｃ 仁木 祐太、４Ｅ 伊庭 由季乃、４Ｅ 大西 梓
４Ｅ 出口 達也、４Ｓ 横田 理樹、４Ｉ 藤谷 知季
４Ｃ 鈴木 遼太郎、４Ｃ 林 大朔、５Ｍ 石田 豊
５Ｍ 潮田 昂士、５Ｅ 仲村 悠吾、５Ｉ 齊藤 裕介
５Ｉ 西岡 祐希、５Ｉ 山本 愛子、５Ｃ 中澤 廣宣
ＥＩ１ 高木 雄司、Ｃ２ 大和 道子

努力賞
１Ｉ 田村 優次郎、３Ｓ 大西 和真、３Ｃ アリャ
３Ｃ 大西 朝登、３Ｃ 笠原 海帆、４Ｍ 竜田 一輝
４Ｅ 芦田 祐哉、４Ｅ 湯瀬 彰人、４Ｓ 佐藤 優志
４Ｓ 武田 真明、４Ｓ 松井 智一、４Ｓ 和田 昌基
４Ｉ 大野 優、４Ｉ 藤重 諒多、４Ｃ 渡邊 真衣
５Ｍ 岡山 和樹、５Ｍ 齋藤 匠、５Ｍ 田端 信哉
５Ｍ 畑里 和雄、５Ｍ 増田 雅士、５Ｍ 迎山 航基
５Ｅ 小田 博章、５Ｅ 金田 亮、５Ｅ 北村 拓海
５Ｓ 竹村 凌平、５Ｓ 雷 功二、５Ｉ 多田 圭佑
５Ｉ 長濵 将太、５Ｉ 中村 優太、５Ｉ 三上 徹朗
５Ｉ 宮内 智也、５Ｉ 吉田 歌穂、５Ｃ 大西 悟
５Ｃ 小柳 伊代、５Ｃ 園田 幸樹、５Ｃ 田中 陸
５Ｃ 光好 佑麿、５Ｃ 湯川 優一


