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永石  廣太
平成23年度

Kouta  Nagaishi

日本の“ものづくり”を支える
プロの仕事に誇りを持つ。

ものづくりを一から学ぶ

プロフェッショナルな
自分を目指して

　機械に興味があり、就職するならこん

な会社と、ある程度は決めていました。

　そこで、もっと専門的な知識を身につ

けるために、中津にある工科短期大学校

を選びました。

　ここでは数多くの知識を学ぶ事ができ、

2学年のコース選択では、自分の好きな

分野を深く学ぶことが出来るので自信を

持って講義や実習などを学べました。

　各コースの仕事内容を映像で見てかっ

こいい仕事だと思い、現在の仕事も「金

型」です。

　機械システム系で学んだ2年間は、機

械加工の基本をしっかり勉強することが

出来ました。

　私は、現在ダイハツ九州（株）で金型機

械加工（MCR）で働いていますが、金型の

製作は図面を読み取って加工していくと

いう仕事なので、学校で学んだことはとっ

ても役に立っていると思います。

　大学で5軸加工機についてとプログラ

ミングのことについては、もっと深く知っ

ておけば良かったと反省しております。

　毎日の仕事で大事にしている心構え

は、「確認」をすることで、作業のミスを

無くし、安全を心がけています。

　今では後輩にも教えられるようになり

ました。

 　大分県と工科短期大学校、ダイハツ九

州が一体となり金型保全の技術者を育生

する講座があり、働く前に実際のものづく

りが学べ、すごく役に立ちました。

　今後も、ものづくり日本のため大分県

のために、自分のために、金型の仕事に携

わっていきたいと思っています。

　街でおそらく自分が携わったであろう

車を見かけた時、本当にうれしくなりま

す。

　休日は、趣味のドライブや魚釣りや

ショッピングに出かけて楽しんでいます。

　将来はみんなから頼られる技能、技

術を身につけて、ダイハツ九州のプロ

フェッショナルとして頑張りたいと思っ

ています。
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坂本  剛寛
平成25年度

Takahiro  Sakamoto

株式会社 井上建設

自己実現と利他の心で
日々の仕事を。

やはり工科短期大学校で
良かった！

この街をデザインするのは
私たちだ！

　学校を選んだきっかけは、理想への最短ルー

トだと考えたからです。

　卒業の年に2級建築士の受験資格があること

や、卒業後5年後に1級建築士の受験資格があ

ることなどです。また、在学中に施工管理技士

の学科受験資格があることや、地場企業への就

職が有利なことも選んだ決め手になりました。

　またこの短期大学で学んで良かったところ

は建築業界で最低限必要な知識を習得するこ

とができ、実践でとても役にたったことです。

　現在、木造専門の工務店に勤務しています

が、在学中は木造に限らず、S、RC造についても

学び、またゼネコンや設計事務所などの仕事内

容もどの様なモノか最低限の学習ができてい

たので多方面から現在の仕事に取り組めてい

ると思います。

　現在の建築業界ではCADからアーキトレンド

へ図面の製作ツールの移行が進んでいます。

在学中にCAD、アーキトレンドの操作に慣れて

いたことも強身となりました。

　現在の仕事は、主に現場管理です。お施主様

と仕様の確定や色彩の選択などの打ち合せ、資

材の発注、工程管理、現場にて納まりの検討、墨

付け、刻み用の伏図の検討。また、地場工務店な

ので現場管理の傍ら新築・リフォームの営業や

設計も一部行っています。

　新入社員に求められる考え方、能力として、

仕事は自己実現であり、利他の実現でもあると

思います。自分さえ良ければよい、自分の利益

のみを追求するという考え方は持つべきでは

ないと考えます。

　嬉しかったことは、仕様の選択や色彩の選択

などお施主様と共に考えさせて頂き、多くの打ち

合せを重ねてようやく完成した住まいの引き渡し

は目が潤むほどの嬉しさがあります。

　やりがいは、お施主様のニーズやデマンドに

少しでも応えられた時です。提案をして、それを

気に入って頂き、採用して完成し、喜びの声を

頂いた時はとてもやりがいを感じます。

　将来の目標としては、お施主様のニーズやデ

マンドに最大限に応えることのできる建築士に

なることです。その為に幅広い、奥の深い多くの

知識の習得に精進していきます。
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科短大で、楽しい学校生活を送ってみませんか。
塩田 隆晟さん／大分県立宇佐高等学校
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ベーンポンプの設計・製作 溶接実習室
３次元ＣＡＤ/ＣＡＭ・切
削シミュレーション・Ｎ
Ｃ工作機械といったデジ
タルツールを活用した
ベーンポンプの設計・
製作に取り組みました。
パーツを加工し、組み立

てる過程において設計変更が必要と
なり、製品設計の難しさと重要性を学
ぶことが出来ました。この経験を進学
先や就職先で生かしたいと思います。

（上）伊藤 佳祐さん／国立大分工業高等専門学校出身
（下）後藤 貴裕さん／大分県立安心院高等学校出身

溶接は、製造過程だけではなく、施設
設備の補修・保全を行う際にも重要な
技術です。平成31年3月に完成した溶
接実習室には、溶接の基本ともいえる
被覆アーク溶接機、造船や鉄鋼業界で
良く使用される高能率の炭酸ガスアー
ク溶接機、アルミも溶接可能で精密な
溶接を行えるTIG溶接機と３種類の溶接
機を設置したブースを７ブース整備して
おります。溶接は練習することで上達
します。局所集塵機も整備し、安全面
にも配慮した施設で練習することによ
り、就職後活用できる技能を身に着け
ることが出来ると思います。

、アーク溶接特別教育

●JXTGエネルギー（株）　●（株）TF-METAL九州　● TOTOファインセラミックス（株）
●エスティケイテクノロジー（株）　●大分キヤノン（株）
●大分キヤノンマテリアル（株）　●大塚精工（株）　●（株）カンセツ　●（株）九州機設
●（株）京製メック　●（株）スガテック　●（株）住理工九州　●ダイハツ九州（株）
●（株）東海化成九州　●東海プラントエンジニアリング（株）　●日産自動車（株）
●日産自動車九州（株）　●日鉄テックスエンジ（株）　●マレリ九州（株）
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（上）薬真寺 竜一さん／大分県立佐伯鶴城高等学校出身
（下）吉成 明文さん ／大分県立宇佐高等学校出身

ロボットアームの製作
アーム（腕）の動きを制御して絵を描くことのできるロボッ
トアームの製作に取り組みました。アームの構造や駆動方法
などを考えて設計し、部品加工・装置組立、制御用のマイコ
ンプログラミングまで、試行錯誤しながら進め、ようやく文
字や地図などの図形まで描くことができました。一連の製作
工程を体験
し、ものづく
りのたいへ

んさと同時にやりがいや
面白さがわかりました。
この経験を就職先の企業
で活かしていきたいと思
います。

●TOTOファインセラミックス（株）　●（株）石井工作研究所　●出光興産（株）
●大分キヤノン（株）　●大分キヤノンマテリアル（株）　●（株）九電工
●日産自動車（株）　●日産自動車九州（株）　●フジテック（株）
●ムラテックメカトロニクス（株）　●マレリ九州（株）
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プレス金型の設計・製作

金型製作に携わる中で、
３次元ＣＡＤや色々な工
作機械を使用してきまし
た。今回製作したトラン
スファプレス金型は、組
立調整に時間を費やしま
した。良品を作りだすた
めに修正し調整する難し
さを理解することができ
ました。金型から製品が

でてきた瞬間の喜びは忘れられません。
将来は、金型保全の仕事に携わる予定
です。自分の手で金型の寿命を少しで
も延ばせるプロフェッショナルを目指
して頑張ります。

（上）梶原 健汰さん／大分県立宇佐高等学校出身
（中）川島 雄太さん／福岡県立青豊高等学校出身
（下）山田 大智さん／大分県立宇佐高等学校出身

学生金型グランプリは、“金型”を学ぶ日本、中国の大学生、大学院生が、同じ
テーマに基づいて製作した金型を展示・発表する国際的なイベントです。出
展用金型については、３~4名の学生が、3次元CADや解析ソフトを用いた金
型設計から、本校の精密マシニングセンタなど様々な工作機械を用いた金
型製作、本校の射出成形
機による成形までを取り
組みます。工 科 短 大は
このイベントに毎年参加
し、2015年の第7回、2017
年の第9回、2019年の第11
回では、プラスチック用金
型部門にて最優秀である
金賞を受賞しました。

●（株）イガワテック　●河西工業（株）　●川澄化学工業（株）　●河村化工（株）
●（株）サンテック　●（株）三福　●（株）秋東精工　●昭和金属工業（株）
●ダイハツ九州（株）　●（株）高津製作所　●日産自動車九州（株）
●（株）ヒロテック　●（株）ホウシン　●豊洋精工（株）　●三笠産業（株）
●（株）三井ハイテック　●（株）メイホー　●（株）吉野工業所　●（株）ヨロズ大分
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学生金型グランプリは、“金型”を学ぶ日本、中国の大学生、大学院生が、同じ
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●（株）イガワテック　●河西工業（株）　●川澄化学工業（株）　●河村化工（株）
●（株）サンテック　●（株）三福　●（株）秋東精工　●昭和金属工業（株）
●ダイハツ九州（株）　●（株）高津製作所　●日産自動車九州（株）
●（株）ヒロテック　●（株）ホウシン　●豊洋精工（株）　●三笠産業（株）
●（株）三井ハイテック　●（株）メイホー　●（株）吉野工業所　●（株）ヨロズ大分



生産工程の自動化・無人化が進む中、産業用
ロボットは工場に欠かせないものとなってい
ます。実習では、実際の工場で使用されている
ロボットを用いて、ロボットの操作を学ぶこと
ができます。また、在学中に特別教育（教示）を
修了することができるので、就職後すぐに活躍
できます。

産業用ロボット実習
設計

高校が普通科だったので、専門的な知識を学ぶ
ために工科短大に入学しました。電気・電子シス
テム系では電気・電子・情報の基礎から分かり易
く先生が教えてくれるし、わからないことがあ
れば気軽に先生方に聞きに行くことができま
す。勉強面だけでなく、就職活動のサポートも充
実しているので、なりたい自分になれる学校だ
と思います。
川面 翔太／大分県立安心院高等学校出身

工事担任者
第3種電気主任技術者検定3級

ディジタル技術
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 昨年度製作されたエレベーター
模型を、より本物の動作に近づ
けることを目標に製作を行い
ました。実際のエレベーターの
動作を調べ、駆動方式につるべ
式を採用しました。昨年度は扉
に手をはさまないように光電
センサで物体を検知して、扉の
開閉制御をしていましたが、光
電センサでは未検出部分があ
り不完全でした。そこで、検出
部分をスイッチ式に変更し、未

検出部分をなくす工夫をしました。また、開閉
制御をマイコンで行うことで、より本物に近
い動作をする模型の製作ができま
した。シーケンス制御だけでなく、
センサやマイコンの知識を身に着
けることができました。

（上）藤原昻汰さん／大分県立大分工業高等学校出身
（中）三浦湧斗さん／未来高等学校出身
（下）山本和真さん／大分東明高等学校出身

エレベーター模型の製作

●JXTGエネルギー（株）　●（株）TF-METAL九州　●鬼塚電気工事（株）　●（株）オモテ
●河野電気（株）　●九州市光工業（株）　●（株）住理工九州　●西部電機（株）
●ダイキン工業（株）　●（株）テクノクリエイティブ　●トヨタ自動車九州（株）
●（株）日南　●半田電設工業（株）　●藤工業（株）　●フジテック（株）
●（株）ブライテック　●マレリ九州（株）　●ムラテックメカトロニクス（株）
●（株）大和電業社　●ルネサスエレクトロニクス（株）

（左）昨年度　　　（右）今年度

ラムネ菓子自動販売機模型の製作

（上）奥田雪乃さん／大分県立高田高等学校出身
（中）鈴川元太さん／福岡県立青豊高等学校出身
（下）山田陸斗さん／大分県立大分南高等学校出身

 学校ではPLCとマイコンの２つ
の制御機器について学習してき
ました。それぞれの制御機器の
特徴をつかむために、同一の機
能を２つの制御機器で実現させ
て比較を行うことを考えまし
た。そこで、PLCとマイコンでそ
れぞれ制御を行う、ラムネ菓子
自動販売機模型の製作を行いま
した。模型の制御方法は切替ス
イッチでPLC制御とマイコン制
御のどちらかを選択することが

できるように製作しました。その結果、それぞ
れの制御での特徴、長所や短所を改めて知るこ
とができました。私たちが製作した
模型で、PLCとマイコンの知識をさら
に深めてくれればと思います。
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●TOTOファインセラミックス（株）　●（株）アイ・ネット　●（株）エイジェック　●（株）エリア
●大分キヤノン（株）　●大分キヤノンマテリアル（株）　●九州河西（株）
●（株）京製メック　●ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング（株）
●（株）テクノプロ　●（株）デンケン　●日本たばこ産業（株）　
●パナソニックコンシューマーマーケティング（株）　●（株）日出ハイテック
●豊前東芝エレクトロニクス（株）　●不動設計（株）　●（株）メイテックフィルダーズ
●柳井電機工業（株）　●（株）ヤマサキ

■ポリテックビジョンin北九州
ロボットが、定位置にセットされたピンポン球を指定された場所に格納する
ロボット競技（主催：九州職業能力開発大学校）

イコライザアンプの製作

（上）堤信登さん／大分県立大分工業高等学校出身
（中）友岡俊也さん／大分県立杵築高等学校出身
（下）森松聖司郎さん／明豊高等学校出身

農業用環境計測システムの開発
スマート農業を実現するため
に、測定した環境情報（温度・
湿度・気圧・照度・二酸化炭素
濃度・肥料濃度）をWebブラウ
ザ上から閲覧することのでき
るシステムを開発しました。
農業の「経験や勘」に頼ってい
た部分をデータ化・見える化
して、農業初心者でも熟練者
と同様の収穫ができるように
なることを期待しています。
私たちが製作したシステム
は、農家の方に協力していた

だいて実際に使用してもらい、データを収集
しています。今後は収集したデータを基に後
輩たちがよりよいシステムを作ってくれる
ことを願っています。

Web画面

製作した機器イコライザアンプを製作し、ス
ピーカーと液晶表示によって
出力するようにしました。入力
音声は有線と無線（Bluetooth）
のどちらでも対応できるよう
にしたり、出力も超音波を使用
するパラメトリックスピー
カーを採用するなど、新しいこ
とに挑戦しました。出力音声も
期待した通りに得られたので、
満足のいく卒業研究でした。パ
ンフレットでは音を届けるこ
とはできないですが、私たちが

製作した作品はオープンキャンパスで展示さ
れると思うので、是非実際の音を聞きにきて
ください。※イコライザ：音声信号の周波数特
性を変更する音響機器のこと

（上）今永正和さん／大分県立宇佐高等学校出身
（中）髙田友斗さん／大分県立玖珠美山高等学校出身
（下）田中智士さん／福岡県立青豊高等学校出身
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建築CAD検定（2級）

建築システム系では校外見学や施工実習といっ
た授業も多く、とても実践的です。
校外見学で学んだことを実習に活かすことがで
き、現場での知識・技術が身につきます。
また、皆で一つのモノを作り上げていく楽しさ
や大切さを知ることができました。
将来は一級建築士を取得し、高い目標を持ち
様々な現場で活躍できる技術者として、頑張り
たいと思っています。

茂呂田 睦史　大分県　安心院高等学校出身
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学生の休憩スペース「COTORI」
がさらに利用しやすい場所とな
るように、１人用カウンターテー
ブルとカウンターチェアを４
セット制作しました。使用しな
い時はコンパクトに収納できる
ように折り畳み式とし、チェアは
「COTORI」の雰囲気に合うよう
に柵をモチーフにしたデザイ
ンとしました。また、１人ずつ荷
物が置けるようにロッカー形式
の収納棚を制作し、扉は中身が

見えるようにアクリル板としました。この卒業
研究を通じて、制作物を企画から制作まで行う
事でアイデア展開の手法を学べ、加工方法を
向上させることが出来ました。

建築CAD検定（2級）

宅地建物取引士

「COTORI」の環境改善案と制作

（上）池田  　日和さん／大分県立大分商業高等学校出身
（中）金山 奈々実さん／大分県立中津東高等学校出身
（下）渡辺　  桃香さん／福岡県立八幡中央高等学校出身

●（株）TOP HOME　●Y.O 設計　●（株）池下設計
●（株）栄都　●倉敷匠会　●（株）坂井建設　
●（株）サンテック九州　●（株）シアーズホーム
●（株）住研　●（株）大有設計　●三越商事大分（株）
●森田建設（株）　

※１級・2級ともに卒業後に受験資格が得られます。
建築士免許は、2級は試験に合格すると取得できま
すが、1級は試験に合格し、かつ、4年の実務経験を
積んだ後に取得できます。

■建築士

※2級は卒業後2年の実務経験を、1級は卒業後5年の
実務経験を積んだ後に受験できます。

■施工管理技士
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2級建築施工管理技術検定
（学科のみ）
建築CAD検定（2級）

前年度に、既に骨組みや屋根工事を終
えていた木造２階建実習用家屋の製
作を継続し、外壁・内壁・樋・階段・天井
の各工事を行い、完成させることを卒
業研究テーマとしました。外壁は湿式
工法のモルタル塗りは天候や気温に
より作業できない日があり、工程より
遅れてしまいました。乾式工法の杉板
竪張りは杉板の加工が大変でしたが、
一度張り始めるとスムーズに進める
ことができました。製作を通じ、湿式
工法の工程計画を立てることの難し
さを経験することができました。

実習用家屋の建設

※１級・2級ともに卒業後に受験資格が得られます。
建築士免許は、2級は試験に合格すると取得できま
すが、1級は試験に合格し、かつ、4年の実務経験を
積んだ後に取得できます。

■建築士

※2級は卒業後2年の実務経験を、1級は卒業後5年の
実務経験を積んだ後に受験できます。

■施工管理技士

●（株）井上建設　●上村建設（株）　●（株）奥田組
●（株）川口建設　●（株）九州みらい建設グループ　
●（株）佐伯建設　●昭栄建設（株）　●伸和建設（株）
●（株）菅組　●（株）西建設計　●西日本土木（株）
●二豊土建（株）　●（有）北斗建装　●松山建設（株）
●森田建設（株）　●豊建設工業（株）　●大和開発（株）
●（株）和田組　　
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飲食可能な憩いのホール。

本館１Ｆの吹き抜けの空間に、
校舎の全体模型などを展示し
ています。
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お気軽にご連絡ください。

45人

20人

15人

大分県立工科短期大学校

◎定員・訓練内容は、今後の情勢により変更することがあります。

1,462
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〒871-0006 大分県中津市東浜 407-27
TEL: 0979-23-5500（代）　FAX: 0979-23-7001
E-mail: ao@oita-it.ac.jp
ホームページアドレス：https://www.oita-it.ac.jp/

東九州自動車道“中津IC ”から中津日田道路・県道23号中津高田線経由で約15分

7
7

2018
2018
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