


































○三ヶ年皆勤賞
機械システムデザインコース 電気情報工学コース マテリアル・バイオ工学コース 環境都市・建築デザインコース

石　澤　　　輝 小　林　尚　平 蛯　名　曹　太 大　矢　桃　花
木　村　祐　大 高　瀬　徳　優 太　田　瑠　南 河原木　康　平
齋　藤　皐　滉 武　田　浩　季 川　畑　智　也 工　藤　千　紘
舘　　　海　斗 田　中　陽　来 中　島　彩　稀 嵯　峨　大　成
田　中　大　陽 戸　田　悠　仁 中　山　陽　理 坂　下　翔　悟
丹　治　和　希 豊　島　遼太朗 畑　山　彩　華 佐々木　望　来
傳　法　知　輝 中　里　美　夢 山　道　優　真 粒　来　桃　子
細　野　叶　多 船　水　直　幹 中　居　由　佳
和　田　冬　馬 洞　内　涼　雅 浜　山　千　英
渡　辺　拓　巳 森　岩　昂　弘 張　間　　　遍

類　家　健　永 藤　田　峻　輔

氏　　名 進　級　後　ク　ラ　ス
【１年次成績部門】

増　尾　桃　佳 機械システムデザインコース２年
熊　谷　大　智 電気情報工学コース２年
吉　田　幸　生 マテリアル・バイオ工学コース２年
武　井　柊詩朗 環境都市・建築デザインコース２年

【２年次成績部門】
田　中　天　統 機械システムデザインコース３年
舘　野　聖　南 電気情報工学コース３年
根　城　響　子 マテリアル・バイオ工学コース３年
土　岐　翔　洋 環境都市・建築デザインコース３年

【３年次成績部門】
黒　沢　航二朗 機械システムデザインコース４年
武　田　浩　季 電気情報工学コース４年
北　上　偉武暉 マテリアル・バイオ工学コース４年
熊　谷　風　音 環境都市・建築デザインコース４年

【４年次成績部門】
柳　沢　啓　斗 機械システムデザインコース５年
大　澤　士　竜 電気情報工学コース５年
三　浦　菜々美 マテリアル・バイオ工学コース５年
長　内　悠　真 環境都市・建築デザインコース５年

【専攻科成績部門】
小　泉　匠　摩 機械システムデザインコース２年
東　山　聖　生 電気情報システム工学コース２年
横　浜　　　希 マテリアル・バイオ工学コース２年

○令和元年度　学年学業成績優秀賞
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単位．円

授業料 寄宿料 学寮運営費

［問い合わせ先］

総務課財務係 TEL 0178 27 7228 

【各種経済支援関係問い合わせ先】

学生課学生係 TEL 0178 - 27 - 7235 

令和2年度公開講座
a・h a・

公開講座

http:/ /www.hachinohe-ct.ac.jp/info/ o伍ce/openlec
ture/ 

(1）環境都市 ・ 建築デザインコ ー ス公開講座
シリ ーズ ー ブリッジコンテスト ー

日 時：8月1 日（土）
対 象：中学生、 保護者、中学校教員

(2）絵本を英語で読んでみよう
日 時： 8月 8 日（土）、10月31日（土）
対 象：小学2 ～5年生（保護者同伴）

(3) 化学の学校
～マテリアル ・ バイオ工学の世界ヘょう乙そ！～
日 時： 8月19日（水） Web公開開始
対 象：中学生、 保護者、中学校教員

(4）環境都市・建築デザインコ ー ス公開講座
シリ ーズ ー水の環境調査 一

日 時：8月29日（土）
対 象：中学生、 保護者

(5) メカ no ワ ールド体験塾 Aコ ース
日 時：9月5日（土）
対 象：中学生、中学校教員

(6) ジュニアロボット教室
日 時：9月26日（土）
対 象：小学5年生以上、中学生

(7) メカ no ワ ールド体験塾Bコ ース
日 時：10月31日（土）
対 象：中学生、中学校教員

※参加人数等により、中止または内容等を変更す
る場合があります。
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