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本日の内容

１．情報科学とはどういう分野か 
　 
２．【応用数学】条件付き確率（ベイズの定理） 
!
３．【応用数学・研究室紹介】 
　　数値シミュレーションで世の中を解明する！ 
　 
４．大阪工業大学情報科学部の紹介



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

1．情報科学とはどういう分野か
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大学における分野の分け方

文系

理系
(理工系)

進学を考える場合に，最初に考えるのは分野。 
大まかな分野分けは以下のとおり。

理学系
工学系
情報系

注　経営情報などの人文系の情報は文系
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• 自然法則を理解して，それが社会でうま
く活用できるように工夫する

工学系

理学系
• 自然の仕組みや営み（法則）を解明する
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情報系
• コンピュータやネットワークの仕組みを理解し
て、社会を豊かにする商品や情報システムなど
をデザインして作り上げる 

• アイデアを基に、自分の創造力を活かして　　
無から有を作り上げる 

• 多くの場合ソフトウェアで実現する
世の中すべてコンピュータで動いているから

応用範囲は無限！！
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情報技術と社会との関わり

つまり， 
コンピュータとネットワーク 

によって 
社会と生活は支えられています

情報技術( Information Technology) は  
社会・生活のいたる所 で使われています
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自動車は約５０-7０個のマイクロコンピュータ
によって様々な制御が自動化されています 
・エンジン制御 
・ブレーキ 
・サスペンション 
・カーナビ 
・カーオーディオ 
・安全対策

情報技術と社会との関わり 
自動車を例にとれば
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情報技術と社会との関わり 
コンピュータは社会・生活を支えています

第一次産業
・漁業 
・林業 
・水産業

第二次産業
・製造業 
・鉱業 
・建設業

第三次産業
・卸売/小売業
・金融/保険業
・医療/福祉業

公共サービス（政府・自治体）

情　報　産　業
（ハード／ソフト／ネットワーク）社会基盤
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物流システム
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列車運行管理システム
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新幹線総合指令所



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

自動車や電車が動きません
電気やガスが使えません
電話やケータイが使えません
宅配便が届きません

コンビニに商品が届きません

情報技術と社会との関わり
情報技術がなかったらどんなことになる？
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○ 家庭，個人（身近で，関心･興味が強い） 
      携帯電話，e-Mail，インターネット（Ｗｅｂ），ゲームソフト， 
　　自動車，家電製品，‥‥

○ 産業，ビジネス分野（企業の活動を支援） 
      ・製造業（自動車，鉄鋼，化学，石油など） 
      ・金融（銀行、クレジットなど），保険，証券 
      ・流通･物流（コンビニ，スーパー，量販店，宅配便など） 
      ・オフィス業務

○ 社会基盤（生活をしていく上で必須，目立たない） 
      ・水（上･下水道，河川，ダムなど） 
      ・電力（発電，送配電），通信 
      ・交通（市街路、高速道路，鉄道，航空など） 
      ・公共（政府，自治体，医療，福祉など）

!
情報技術はどういう所で使われているか
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情報システム技術

○ ハードウェア技術 
 ・ＰＣ，ＷＳ ・記憶装置 
 ・周辺装置  ・ネットワーク機器

○ ソフトウェア技術 
 ・ＯＳ  ・プログラミング言語 
 ・データベース ・ネットワーク 
 ・分散システム技術

○ アプリケーション技術 
 ・最適化技術 ・制御技術 
 ・画像認識技術 ・シミュレーション 
 ・計測技術  ・知識処理
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基本機能

（Ｈ/Ｗ、Ｓ/Ｗ）
インタフェース データベース ネットワーク

携帯電話
音声通話、メー
ル、ＷＷＷ

ボタン、音声、
画面

電話帳、辞書 電話交換機、インタ
ーネット

カーナビ
現在位置の表示
（２／３次元）

画面、指示ボタ
ン、音声

地図 ＧＰＳ、自動車の駆
動系、ＩＴＳ

ＣＤ機
現金の出し入れ、
送金、通帳記入

画面、タッチパ
ネル、印刷物

（口座情報） 銀行オンラインネッ
トワーク

座席予約

システム

座席の予約、決済 ＷＷＷ画面 予約情報、運行
情報、価格情報

クレジットカード会
社、ＨＰへのリンク

給与計算

プログラム

給与の計算、銀行
への振込指示

計算指示、給与
計算書

社員ＤＢ、就業
管理データ

経理システム、人事
システム

工業用

ロボット

製造装置の自動制
御

操作パネル 製造データ、生
産計画データ

生産計画／在庫管理
／品質管理

情報技術と社会との関わり
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コンピュータプログラムの例
方程式　           　　　　    の解は？ 
　 program houteishiki	

      real  a,b,c,x1,x2,D	
      write(*,'(a)') 'a=?'	
      read(*,'(e12.3)') a 	
      write(*,'(a)') 'b=?'	
      read(*,'(e12.3)') b 	
      write(*,'(a)') 'c=?'	
      read(*,'(e12.3)') c 	
      D=b**2-4.0*a*c	
      if(D.ge.0.0) then  	
        x1=(-b+sqrt(D))/2.0/a	
        x2=(-b-sqrt(D))/2.0/a	
        write(*,*)  '2 real solutions =',x1,x2	
      else	
        write(*,*)  'imaginary solutions'	
      end if	
 end program
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<html> 
<head> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
    <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"> 
    <link rel="stylesheet" href="site/einstein.css" type="text/css"> 
   <title>einstein1905.info top page 「数理科学/宇宙物理」「研究者/研究生活」&「His Comments」</title> 
</head> 
<body class="ringnote"> 
<BLOCKQUOTE> 
<div ALIGN="right"> 
<a href="http://www.einstein1905.info/"> 
Einstein1905.info</a> provides resources on research relativity 
and astronomy.&nbsp;&nbsp; Go to <a href="indexE.html">English services.</a></div> 
<HR> 
<img src="Images/toplogo.jpg"> 
<div align="center"> 
<h1 class="toptitle">Einstein 1905</h1> 
<h2 class="subtitle">「数理科学/宇宙物理」研究の最新情報　と「研究者/研究生活」に関する情報サイト</h2> 
</div> 
<HR>

ウェブページの例
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2．【応用数学】 
　　 条件付確率（ベイズの定理）



条件付確率　＝前提条件付の確率
• 5本中あたりが2本のくじがある．1人目が当てたとき，
2人目が当たる確率は？

1
4

残り4本中，あたりは1本だから

1人目A　　　2人目B

×
×
×

Bが○ Bが×

Aが○

Aが×



• Aが生じたもとで，Bが発生する確率は？  
 

P (B|A) =
P (A \B)

P (A)

A

A

BB

P (A \B) = P (B|A)P (A)

P (A \B) = P (A|B)P (B)

積の法則

積の法則（AとB入れ替え）

条件付確率　＝前提条件付の確率



ベイズの定理　

A

A

B1B0 B2P (Bk|A) =
P (A \Bk)

P (A)

P (A \Bk) = P (A|Bk)P (Bk)

P (A) =
X

k

P (A \Bk)

分子・分母はそれぞれ

と書けるので

P (Bk|A) =
P (A|Bk)P (Bk)X

k

P (A|Bk)P (Bk)



ベイズの定理の応用

A

A

B1B0 B2
P (Bk|A) =

P (A|Bk)P (Bk)X

k

P (A|Bk)P (Bk)

A→B 
原因→結果

B→A 
結果→原因

応用例 
　インターネットでの個別広告の実現 
　　本屋や音楽ダウンロードサイトで「おすすめ」 
　迷惑メールフィルタ 
　　ユーザに合わせた設定
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3．【応用数学・研究室紹介】 
数値シミュレーションで世の中を解明する！
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研究テーマ（公称） 
n 一般相対性理論の描く時空のダイナミクスの研究 
n 数値シミュレーションに関する数学的背景の研究 
n 天文学・宇宙物理学を題材とした教育教材の開発  

研究テーマ（実際） 
n 卒業研究は，一人１テーマ．原則としてプログラミングを用いる卒業研究を行う． 
n 本人の希望があれば，卒論のテーマは何でも良い．

宇宙物理・数理科学研究室
http://www.is.oit.ac.jp/~shinkai/

「宇宙が好き」「物理が好き」「数学が好き」 
「プログラミングはなんとかできる（だろう）」 
「英語もなんとかなる（だろう）」 
　                このうちの３つをクリアしている人の研究室です．
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３年生の研究テーマ 
n 微分方程式をどのようにプログラムして解くか 
n 「太陽系シミュレータ」をつくれ． 
n 英語の論文を輪読

宇宙物理・数理科学研究室
http://www.is.oit.ac.jp/~shinkai/
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「微分」＝グラフの傾きを求める操作

x

y

f (a+Δx)
f (a)

a+Δxa

Δx
Δy

x

x

y

y

a

a b

b

y=f(x)

y=f ' (x)

�

f ' (x) > 0 f ' (x) > 0f ' (x) < 0

��

��

グラフの傾きがわかる　　 
→　増加するのか減少するのかわかる

微分すると，

微分すると，
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「速度」　＝「位置」の時間微分 
「加速度」＝「速度」の時間微分

pLATEX2ε: calculus˙main˙revised : 2009/8/26(14:32)

2.1 微分の定義と意味 61

加速度
速度の増加の割合を示すのが加速度である．平均加速度は 加速度 a

(acceleration)

今度は v − t グラフの接線の
傾き

　　

加速度 =
速度
時間　　すなわち　 a =

∆v
∆t

(2.1.4)

であり，瞬間の加速度は，

瞬間の加速度 a = lim
∆t→0

∆v
∆t

(2.1.5)

で定義される．これは，「v − t グラフの接線の傾き」に相当する．
地球上で重力に引かれて自由落下する物体は，鉛直下向きに大きさ

g =9.8 [m/s2] の等加速度運動を行う．この加速度は物体の質量によらず
同じなので，物体の落下速度は（空気抵抗などがなければ）すべての物
体で同じように増加してゆく．

位置・速度・加速度 と 微分・積分
• 次節で定義するが，速度・加速度の定義式 (??), (??)は，x(t)関 物理的な考察は，第??章に．

数・v(t)関数の微分係数を求めることと同じ．つまり，

位置
x(t)

グラフの傾き
→微分→

速度
v = lim

∆t→0

∆x

∆t

グラフの傾き
→微分→

加速度
a = lim

∆t→0

∆v

∆t

• 速度が一定値 v のとき，時間 ∆t で移動する距離 ∆x は，定義 移動距離は v − t グラフの面
積より ∆x = v∆t である．速度が変化するとき（v(t) とする）も，

∆t を細かくして足し合わせる操作によって，移動する距離 X を
X =

!
v(t)∆t として求められる．つまり，§??で説明した区分

求積法より，
X = lim

n→∞

n!

k=1

v(t)∆t

とする極限操作である．これは「v − tグラフの面積」になる．
• 同様に，加速度から速度を算出するときも「a − t グラフの面
積」に相当する計算を行うことになる．次のような関係になる．

位置
x =

!
v(t)∆t

グラフの面積
←積分←

速度
v =

!
a(t)∆t

グラフの面積
←積分←

加速度
a(t)

このような計算の原理を本章と次章で学んでいこう．

�����

500
 km
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グラフの傾きがわかる　　 
→　増加するのか減少するのかわかる
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「微分方程式」＝微分されている関数を 
       　　　　　  求める方程式

pLATEX2ε: calculus˙main˙revised : 2009/8/26(14:32)

2.1 微分の定義と意味 61

加速度
速度の増加の割合を示すのが加速度である．平均加速度は 加速度 a

(acceleration)

今度は v − t グラフの接線の
傾き

　　

加速度 =
速度
時間　　すなわち　 a =

∆v
∆t

(2.1.4)

であり，瞬間の加速度は，

瞬間の加速度 a = lim
∆t→0

∆v
∆t

(2.1.5)

で定義される．これは，「v − t グラフの接線の傾き」に相当する．
地球上で重力に引かれて自由落下する物体は，鉛直下向きに大きさ

g =9.8 [m/s2] の等加速度運動を行う．この加速度は物体の質量によらず
同じなので，物体の落下速度は（空気抵抗などがなければ）すべての物
体で同じように増加してゆく．

位置・速度・加速度 と 微分・積分
• 次節で定義するが，速度・加速度の定義式 (??), (??)は，x(t)関 物理的な考察は，第??章に．

数・v(t)関数の微分係数を求めることと同じ．つまり，

位置
x(t)

グラフの傾き
→微分→

速度
v = lim

∆t→0

∆x

∆t

グラフの傾き
→微分→

加速度
a = lim

∆t→0

∆v

∆t

• 速度が一定値 v のとき，時間 ∆t で移動する距離 ∆x は，定義 移動距離は v − t グラフの面
積より ∆x = v∆t である．速度が変化するとき（v(t) とする）も，

∆t を細かくして足し合わせる操作によって，移動する距離 X を
X =

!
v(t)∆t として求められる．つまり，§??で説明した区分

求積法より，
X = lim

n→∞

n!

k=1

v(t)∆t

とする極限操作である．これは「v − tグラフの面積」になる．
• 同様に，加速度から速度を算出するときも「a − t グラフの面
積」に相当する計算を行うことになる．次のような関係になる．

位置
x =

!
v(t)∆t

グラフの面積
←積分←

速度
v =

!
a(t)∆t

グラフの面積
←積分←

加速度
a(t)

このような計算の原理を本章と次章で学んでいこう．

Newtonの運動方程式　→　微分方程式

複雑な運動を，シミュレーションで解こう！



　宇宙物理・数理科学研究室 （真貝）                                 http://www.is.oit.ac.jp/~shinkai/

卒業研究テーマ例(1)  
☆宇宙物理系 

宇宙検閲官仮説とブラックホール形成条件の判定 
ブラックホール潮汐力による星の破壊条件 
回転ブラックホールによる重力レンズ 
ブラックホールと流体力学のアナロジー 
多体問題の安定性と初期値依存性 
GPU を用いた科学的数値計算 
レイトレーシング法による太陽光　　 

ブラックホール潮汐力による星の破壊条件　【2009年度　福島】 
(左) Newtonポテンシャル，（右）擬Newtonポテンシャル 

 

http://www.is.oit.ac.jp/~shinkai/


　宇宙物理・数理科学研究室 （真貝）                                 http://www.is.oit.ac.jp/~shinkai/

卒業研究テーマ例(1)  
☆宇宙物理系 

宇宙検閲官仮説とブラックホール形成条件の判定 
ブラックホール潮汐力による星の破壊条件 
回転ブラックホールによる重力レンズ 
ブラックホールと流体力学のアナロジー 
多体問題の安定性と初期値依存性 
GPU を用いた科学的数値計算 
レイトレーシング法による太陽光　　 

ブラックホール潮汐力による星の破壊条件　【2009年度　福島】 
(左) Newtonポテンシャル，（右）擬Newtonポテンシャル 

http://www.is.oit.ac.jp/~shinkai/


　宇宙物理・数理科学研究室 （真貝）                                 http://www.is.oit.ac.jp/~shinkai/

卒業研究テーマ例(2)  
☆可視化・教材系 

高速ロケットから見える世界・時間の遅れ 
古代日本の星座を描く星座盤作成 
3 次元太陽系シミュレータ 
 宇宙モデル表示教材

河津，真貝 
天文教育2008年5月号掲載

二間瀬「宇宙と日本人」(2013，朝日
新書)で紹介された

http://www.is.oit.ac.jp/~shinkai/


　宇宙物理・数理科学研究室 （真貝）                                 http://www.is.oit.ac.jp/~shinkai/

卒業研究テーマ例(3)  
☆数理科学系 

数独パズルの難易度判定 
鉄道ダイヤ修復の判定関数の提案 
集客モデルとマーケティング戦略 
インフルエンザワクチン配布モデル 
日経平均株価のフーリエ解析 
競馬の勝ち馬要因の多成分分析 
木の葉の落下運動 
ボールジャグリングの組み合わせ 
　　 

土出，真貝 
大阪工業大学紀要2011年1号掲載

http://www.is.oit.ac.jp/~shinkai/


　宇宙物理・数理科学研究室 （真貝）                                 http://www.is.oit.ac.jp/~shinkai/

卒業研究テーマ例(3)  
☆数理デザイン系 

エッシャー風タイルの作成ツール 
ペンローズタイリング学習ゲーム 
多面体地球儀の展開とタイリング 
漫画キャラクターのクラスター分析 
　　 

http://www.is.oit.ac.jp/~shinkai/


真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

宇宙物理・数理科学研究室
http://www.is.oit.ac.jp/~shinkai/

どんな研究テーマも， 
　微分方程式シミュレーションか数理分析で，問題を解決していきます． 
　形の残る新しいことに挑戦する姿勢が大切です．

アインシュタイン方程式

シュワルツシルドブラックホール



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

宇宙物理・数理科学研究室
http://www.is.oit.ac.jp/~shinkai/

どんな研究テーマも， 
　微分方程式シミュレーションか数理分析で，問題を解決していきます． 
　形の残る新しいことに挑戦する姿勢が大切です．

2011 年３月刊　絶賛発売中



真貝寿明　2009/7/23  @ サイエンストーク @ ふじ丸 

アインシュタイン 

Time 
1999/12/31!

アルベルト・アインシュタイン 
　1879 (明治12)/3/14  
～1955 (昭和30)/4/18 



2005年は世界物理年 

科学の重要性と，自然や 
宇宙に対する真理探究の 
重要性を訴える1年間 
 
1905年は奇跡の年　26歳のアインシュタインが 
「量子力学の基礎」「ブラウン運動の理論」「相対性理論」 

真貝寿明　2009/7/23  @ サイエンストーク @ ふじ丸 



特殊相対性理論 【時間の相対性】 

!  動いている座標と静止している座標との変換則（ローレンツ変換） 

!  時間の進み方だけを考えると， 
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特殊相対性理論 【４次元時空】 

!  時間と空間３次元を含めて，４次元の「時空」で考える． 

 



特殊相対性理論 【ウラシマ効果】 

!  動いている人の時間の進み方は，静止している人よりも遅い． 
 

!  「水の江の浦の島子を詠める一首」（万葉集　巻九　1740-41）
……家ゆ出でて　三歳の間に　垣もなく　家滅せめやと…… 
 
３年間竜宮城にいる間に，３００年も経っていた． 

竜宮城は光速の99.995%で動いていた． 
未来へ行くタイムマシンは実現可能！ 



特殊相対性理論 【速度の合成】 

速度の足し算（ニュートン力学） 
 

L�L�L�

速度の足し算（特殊相対性理論） 
 



ガモフ「不思議の国のトムキンス」 



特殊相対性理論 【静止質量エネルギー】 

運動方程式（ニュートン力学） 
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特殊相対性理論

ニュートン力学

SR N

準光速ロケットからの眺め 
（１）光のドップラー効果

特殊相対性理論

ニュートン力学

SR N

不可視

不可視

特殊相対性理論

ニュートン力学

不可視

不可視

不可視 不可視
SR N

特殊相対性理論

ニュートン力学

不可視

不可視

SR
不可視

N
不可視

2006年度卒論　江本賢泰



準光速ロケットからの眺め 
（２）光の横ドップラー効果



準光速ロケットからの眺め 
（２）光の横ドップラー効果

速度がゼロのとき
光速の１０％の時光速の30%の時光速の50%の時光速の90%の時

2006年度卒論　江本賢泰



準光速ロケットからの眺め 
（３）光行差現象



準光速ロケットからの眺め 
（３）光行差現象

2006年度卒論　犬束高士



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

４．大阪工業大学情報科学部の紹介 



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

特許や著作権等の知的財産権の専
門家育成をめざす法学系学科

工学部

情報科学部

科学技術や産業に貢献できる人材
の育成

知的財産学部

社会基盤の構築や産業の分野で活
躍する人材の育成

大阪工業大学
１９２２年創設の伝統ある理工系総合学園 

理工系大学の中で社長数全国第１位 

社会に役立つ人材、就職に高い評価

大宮キャンパス（大阪市旭区）＆　枚方キャンパス（枚方市）



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部　＠みどり清朋高校　2012/1/26  ----

コンピュータ技術

データベース 
技術

インタフェース 
技術

ネットワーク 
技術

コンピュータ（ハードウェ
ア）に関わる技術、及
び、その中に組み込まれ
るプログラム（ソフト
ウェア）に関する技術

応用システム・機器
の作り方（各種基本
技術の組み合わせ）
に関わる技術

音声、画像、動画等
を使った人間とのコ
ミュニケーションに
関わる技術

他のシステム、外部
との通信・連携に関
する技術

大量データ／情報の
蓄積・流通・活用に
関する技術

システム 
構築技術

主な情報技術



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

インタフェース 
技術

コンピュータ 
技術

データベース 
技術情報メディア学科 情報ネットワーク学科

情報システム学科コンピュータ科学科

大阪工業大学　情報科学部

システム 
構築技術

ネットワーク 
技術



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

プログラミング演習 
Unix入門，C演習，Java演習， 情報基礎演習，情報専門演習 

情報技術教育 

情報数学，線形数学，確率・統計，計算機アーキテクチャ，データ構造とアルゴリズム， ディジタル回路， 
システムプログラム，情報通信ネットワーク，データベースシステム，ソフトウェア工学，卒業研究など

コンピュータ科学科 
集積回路工学，アセンブリ言語，信号処理， 

計測工学，制御工学

情報科学部の教育体系

人間教育 
情報社会論，人類の歴史，情報法学，情報技術英語，海外研修，コンピュータリテラシー， 

テクニカルライティング，情報技術者論，基礎ゼミナール，情報ゼミナール

情報ネットワーク学科 
通信理論，ネットワーク設計， 

情報セキュリティ，ワイヤレスネットワーク

情報システム学科 
情報技術応用システム， システム工学， 

情報検索，高信頼システム

情報メディア学科 
ヒューマンインタフェース，画像処理， 

音声・音響処理，コンピュータグラフィックス



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

次のような未来を拓きます

以下のような技術を学びます
○コンピュータの頭脳に当たる回路をデザインする技術 
○機器に組み込まれるコンピュータを作る技術 
○コンピュータを動かす核となるソフトウェアを作る技術

小型、軽量のケータイ 迫力のあるゲーム機 安全、クリーンな自動車

コンピュータ科学科 



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

システムLSI研究室（コンピュータ科学科）



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部遠隔医療 遠隔監視 セーフティドライブ

次のような未来を拓きます

以下のような技術を学びます
○いつでも、どこでも、誰とでも使えるネットワークを築く技術 
○ネットワークを安全、快適に使えるようにする技術

情報ネットワーク学科 



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

通信方式研究室 
（情報ネットワーク学科）



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部便利なサービス 楽しい買い物 快適な旅行

次のような未来を拓きます

以下のような技術を学びます
○銀行、保険、流通などのビジネスシステムを築く技術 
○製造システムや交通、電力などの公共サービスを築く技術

情報システム学科 



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

社会基盤情報システム研究室 



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部
生演奏のような音楽 リアルなゲーム 迫力ある映像

次のような未来を拓きます

以下のような技術を学びます
○画像、映像、音声を扱うマルチメディアシステムを築く技術 
○臨場感にあふれたデジタルコンテンツを作る技術

情報メディア学科 



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

感覚メディア研究室 



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部　＠みどり清朋高校　2012/1/26  ----

演習教室



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部　＠みどり清朋高校　2012/1/26  ----

 LL教室における授業風景



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

語学自習室



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

情報科学部図書館



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

図書館内のAVパーク 



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

バーチャルリアリティ室



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

ディジタルアーカイブセンター



真貝寿明　大阪工業大学情報科学部

卒業研究発表会



大学を選ぶ＝将来の職業を選ぶ
「好きなこと」を仕事にしよう．

現時点での「点が取れる・取れない」は無関係 
「好きなこと」なら熱中できる．努力できる． 
楽しく毎日が過ごせる．人生に納得できる．

高校時代，自分を「発見」しよう．
何か１つ，人一倍努力してみよう．

世の中に貢献することを考えよう
自分なら何ができるか，考えよう．


