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校 長 挨 拶

保護者の皆様には，いかがお過ごしでしょ
うか。本校の教育活動に御理解と御協力を頂
き，厚く御礼を申し上げます。

７月の記録的な集中豪雨によって，広島県
は未曾有の被害を受けました。本校は，幸い
にも，校舎地区一部の小さな土砂崩落を除い
て大きな被害はありませんでした。本校に至
るまでの交通網である竹原に通じるＪＲ呉線
及び幹線道路が各地で寸断され，１週間の休
講措置を取りました。呉線も開通し，被災地
では，復興作業が進みつつありますが，時間
を要するものです。今後も可能な限り協力さ
せていただきます。

今年は本校にとって節目の年です。明治31
年に本校の前身である芸陽海員学校が開校し
て120年を迎えました。平成30年10月20日に
は「広島商船高等専門学校創基120周年記念
式典」を執り行いました。そこには，多数の
来賓を含め卒業生等を迎える中，在校生の大
多数が参加をしてくれました。在校生にとっ
ては，本校の節目となる年に学生として在席
していたことが，次の節目となるときに思い
出されることでしょう。

また，12月には，ベトナム社会主義共和国

のハイフォンにあるMaritime College No. １
（第一海事短期大学）と学術交流協定を締結
しました。これは，教育及び学術の交流活動
が活性化され，両校の国際化及び研究教育の
質が向上することはもちろん，ベトナム商船
系の学生の留学するルートを開くものです。

120周年記念式典の翌日，松江で行われた
高専ロボコン中国大会において，Ａチーム「紫
電☆一閃」が他を寄せつけない圧倒的な強さ
で優勝を飾り，国技館への出場を勝ち取りま
した。さらに，Ｂチーム「茶屋妖」も予選を
突破して，準決勝では兄弟対決となったこと
は，実に嬉しい日が続き，本校にとって，最
高の日々が続いたことになります。11月25日
の国技館での高専ロボコン全国大会に参加し
た「紫電☆一閃」は実力を遺憾なく発揮しま
したが，残念ながら「勝負は時の運」という
ことで，準々決勝で敗退しましたが，ロボコ
ン大賞に次ぐ「アイデア賞（文部科学大臣
賞）」と，特別賞（本田技研工業）を受賞し
ました。全国から，卒業生を中心に賛美の声
や声援を頂き，また，試合当日に会場で応援
して頂いた皆様にお礼を申し上げます。

高専体育大会では，卓球部が昨年度の悔し
さをバネにして，全国優勝を果たし，栄冠を
奪還しました。７月豪雨の中で開かれた中国
大会では各運動部が日頃の努力を発揮して各
競技で入賞を出し，全国大会でも活躍しまし
た。その他，プログラミングコンテストをは
じめ，課外活動や研究成果の学外発表などで
活躍が目立った１年でした。

節目の年を乗り越えて，次の10年，20年先
に向かって歩み続けます。我が国の将来を担
う人財（人材）である学生が育つように，本
校の教育・研究活動に御支援を重ねてお願い
申し上げます。

校　長

辻
つじ

　　啓
けい

　介
すけ
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創基120周年記念事業
本校は，明治31年５月10日に東野村外12ヶ

町村の組合によって創基され，今年で創基
120周年（高専51周年）を迎えました。

記念事業として，記念式典等の開催や記念
板の作成等を行っています。

記念式典等の開催にあたっては，平成30年
７月豪雨により広島県内の交通網にも大きな
被害があり，一時開催が危ぶまれる事態とな
りました。そのため，延期あるいは中止も含
めた検討を行いましたが，バス等移動手段の
手配を手厚く行うことで予定通り開催するこ
ととし，無事に開催することができました。
ただし，予定していた記念祝賀会は規模を縮
小し，記念交流会として実施しています。

〇記念式典等（10月20日（土））

・校友追悼合祀式（慰霊碑広場）

式典等に先立ち，校友会による校友追悼合
祀式が執り行われました。

式には約60人が参列し，献花と黙祷の後，
慰霊碑に追悼者の名簿を収めました。

・記念式典（第２体育館）

記念式典を開催し，来賓，企業関係者，Ｏ
Ｂ及び学生ら計約800人が参加しました。本
校辻校長から，「本校は120年の間に，諸情勢
に応じて様々な変化をすることで対応してき
た歴史がある。近年では国際化や地域貢献を
求められており，確たる基礎知識と高い技術
力，柔軟な思考力，創造的で問題解決型能力
を有する技術者育成に全力を注いでいく。」
との式辞があり，その後，文部科学省はじめ
多くの来賓の方々から祝辞をいただき，最後
に国立高等専門学校機構 谷口理事長から来
賓及び関係者への謝辞がありました。

爽やかな秋晴れとなったこの日，多くの関
係者と共に学校の節目を祝うことができまし
た。

・記念講演会（第２体育館）

式典に続いて，同会場で講演会を開催しま
した。講師として日産自動車株式会社総合研
究所長 土井三浩氏，本校ＯＢ熊本県議会議
員 吉永和世氏をお招きし，講演いただきま
した。

土井氏の，未来を感じさせる最先端技術の
開発や，吉永氏のエピソードを交えた在校時
を振り返って感じることについての講演は，
来賓及び学生等の好評を博しました。

 式辞を述べる辻校長

合祀式の様子
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・記念交流会（グリーンスカイホテル竹原）

講演会後に，記念交流会を開催しました。
会では，参加したＯＢら約100人が旧交を温
め，また企業と学校関係者の新しい交流の場
となるなど盛会のうちに終了しました。

〇創基地整備（記念板作成）

本校の創立時にはまだ校舎が完成していな
かったため，東野村小字矢弓2754番地の望月
芳太郎氏宅を仮校舎として借り入れ，開校し
ています。この仮校舎は建坪三十三坪程の面
積で，板張りの床に机・腰掛け等を並べて，
黒板もない中で授業が行われたそうです。

この歴史を忘れないよう，記念板を作成・
若潮寮正門に設置して９月22日（土）に除幕式
を行いました。

除幕式の様子

講演を行う土井氏（上），吉永氏（下）

交流会の様子

挨拶する
望月校友会長

挨拶する
村上前校長

作成した記念板
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高専ロボコン全国大会
アイデア賞（文部科学大臣賞）＆ 企業賞（HONDA）受賞
今年で31回目の開催となるアイデア対決 

全国高等専門学校ロボットコンテスト2018
（高専ロボコン）において，一場悠仁（電子
５年），内田陽良（商船５年），河野龍紀（電
子５年）をはじめとする広島商船Ａチーム

『紫電☆一閃』は，中国地区大会優勝チーム
として全国大会に出場し，他に類を見ない
アイデアを実現したチームに贈られる「ア
イデア賞（文部科学大臣賞）」と，大会特別
協賛企業である本田技研工業株式会社より

「企業賞」を受賞しました（ホンダ，ロボコ
ン紹介ページアドレス ：www.honda.co.jp/
philanthropy/contents/next-generation/
robocon/tournament/2018/report/）。

 
今年の競技課題は『Bottle−Flip Cafe（ボ

トルフリップ・カフェ）』，高さの違うテーブ
ルに自動制御されたロボットを用いてペット
ボトルを立てる競技課題でした。
『紫電☆一閃』は中国地区大会では決勝戦

にて，すべての競技課題を全国最速タイムで
達成し，優勝を成し遂げました。また，全国
大会において，ベスト８という成績を残し，
唯一無二のアイデアと，自動制御によるロバ
スト性に優れた最適行動生成が評価され受賞
しました。これまでの高専ロボコンではラジ
コンによるロボットの操縦が主流でしたが，

今年の大会より，「ロボットの自動制御」と
いう課題が新たに加わり，アイデアのみなら
ず制御技術の高度化等も求められるものとな
りました。自動制御の導入は初めてのことで，
今年すべて新規開発しました。『紫電☆一閃』
は，ＬＲＦと呼ばれるセンサを用いることで
フィールド上の各テーブルと自動ロボットの
位置を計測し，最適な移動ルートを生成する
高度な制御を実装し，状況に応じて臨機応変
に対応できるシステムを実現しました。製作
過程においては，ペットボトルをいかに安定
して立てるかという課題にも悩まされまし
た。人間がやっても難しいこの課題をロボッ
トでいかに達成するか，多くの試行錯誤の末
にロボットが完成しました。

全国大会出場に至るまでには，これまでも
顧問の先生をはじめ，技術センターの方々や
ＯＢ，ＯＧの方等，多くの方にお世話になり
ました。また，校友会，奨学後援会をはじめ
応援してくださった皆様にも，心より感謝い
たします。本当にありがとうございました。
これからも広島商船ＳＥＳ同好会の応援をよ
ろしくお願いします。
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全国高専体育大会卓球男子優勝
８月24日（金）〜 26日（日）に北九州市立総

合体育館で開催され，男子団体は決勝戦で同
じ中国地区代表の米子高専を倒し優勝（Ｖ５）
することができました。

個人戦では，男子シングルスでＤ４飯田慎
吾君が，女子シングルスでＤ４山村杏奈さん
がそれぞれ３位と頑張りました。

本大会では，本校校友会九州支部（支部長：
上原氏）の皆様に，歓迎会・壮行会を開いて
いただきました。また，大会当日は差入れや
応援をしていただきました。選手も本校を卒
業された先輩方との大きな繋がりに感動して
おりました。心から感謝申し上げます。

当日は，本校卓球部ＯＢ・ＯＧも大勢駆け
つけて応援してくれました。今年の団体優勝
も先輩・後輩の絆が大きな支えになりました。

これに先立つ中国地区大会は：７月６日
（金）〜８日（日）に豪雨の中，柳井市体育館（バ
タフライアリーナ）で開催され，団体戦は男
子が優勝（男子９回目），女子も準優勝と健
闘しました。

個人戦では，男子シングルスでＤ４飯田慎
吾君が準優勝，女子ダブルスでＤ４山村杏奈・
Ｄ３吉村奈々子組が準優勝，女子シングルス
でＤ４山村杏奈さんが優勝しました。女子シ
ングルス優勝は６年連続でした。

地区大会からの勢いをそのまま全国大会に
繋げ，何とか優勝することができました。

優勝後の集合写真

団体表彰式整列

優勝して応援席にお礼の挨拶
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卒業生受賞者

平成29年度
１．学　外
電気・情報関連学会中国支部

学　科　名 氏　名
電子制御工学科 久保岡朋己
流通情報工学科 奥本　彩奈

２．学　内
皆勤賞

学　科　名 氏　名
電子制御工学科 川崎　暁斗
電子制御工学科 鉄穴晋一朗
電子制御工学科 杉浦　渓太
電子制御工学科 山根　勝行
流通情報工学科 檜山　日和
流通情報工学科 大窪　智也

功労賞
学　科　名 氏　名

電子制御工学科 木村　拓嗣
流通情報工学科 澤岡　笑里
流通情報工学科 檜山　日和
流通情報工学科 中村　紗瑛
流通情報工学科 村上　幸子
電子制御工学科 山本　圭佑
流通情報工学科 栗栖　隆司
流通情報工学科 竹本　　耀

特別功労賞
学　科　名 氏　名

流通情報工学科 藤井　未来

平成30年度
１．学　外
一般社団法人　全日本船舶職員協会

学　科　名 氏　名
商船学科航海コース 竹俣　多聞
商船学科機関コース 菊池　真生

公益財団法人　海技教育財団
学　科　名 氏　名

商船学科航海コース 木場　恭平
商船学科機関コース 宮川　恭輔

公益社団法人　日本航海学会
学　科　名 氏　名

商船学科航海コース 黒瀨　智士

公益社団法人　日本船舶海洋工学会
学　科　名 氏　名

商船学科航海コース 新中　優斗
商船学科機関コース 村岡　拓実

公益社団法人　日本マリンエンジニアリング学会
学　科　名 氏　名

商船学科機関コース 中村　　駿

２．学　内
皆勤賞

学　科　名 氏　名
商船学科航海コース 上村　勇介
商船学科航海コース 大山　泰知
商船学科航海コース 木場　恭平
商船学科航海コース 髙濱　　翔
商船学科航海コース 平　仁一郎
商船学科航海コース 藤村　英輝
商船学科航海コース 間所　　森
商船学科機関コース 嘉味田圭弘
商船学科機関コース 菊池　真生
商船学科機関コース 矢原　康平
商船学科機関コース 米山　拓吟

功労賞　該当学生なし
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大　　　　会　　　　名 種　　　　　目 成績 クラス 氏　　　名

第54回中国地区高等専門学校体育大会

卓球部 優勝 団体（男子）

剣道部 優勝 団体（男子）
陸上競技男子100m、
200m 優勝 Ｍ５ 内田　　光

陸上競技男子砲丸投 優勝 Ｍ５ 溝田　直音

卓球女子シングルス 優勝 Ｄ４ 山村　杏奈

第73回国民体育大会 セーリング（ヨット） 出場 Ｍ５ 槇原　　覚

第67回全国高等学校スキー大会 男子ジャイアントスラ
ローム 出場 Ｄ４ 小田　愛斗

第73回国民体育大会 少年男子ジャイアント
スラローム 出場 Ｃ４ 内藤　涼羽

第71回尾三地区高校総体 女子砲丸投 優勝 Ｄ３ 吉村　　岬
第59回広島県高等学校新人陸上競技選
手権大会尾三地区予選会 陸上競技男子110mH 優勝 Ｄ２ 菊本　悠太

第59回広島県高等学校新人陸上競技選
手権大会尾三地区予選会 陸上競技男子砲丸投 優勝 Ｍ１ 溝田　　響

HACK U 2018 名古屋（Yahoo主催） 名古屋大会 優秀賞 電子計算機研究会

県総体尾三地区大会 卓球部 優勝 団体（男子）

県選手権尾三地区大会
卓球男子ダブルス 優勝 Ｄ２ 烏田　　幸

友岡　治登
卓球男子シングルス 優勝 Ｄ２ 烏田　　幸

第65回中国高等学校卓球選手権大会
卓球部 出場 団体（男子）

卓球男子シングルス 出場 Ｄ２ 烏田　　幸
全国高等学校選抜卓球大会広島県予選
尾三地区予選会 卓球部 優勝 団体（男子）

第53回全国高等専門学校体育大会 卓球部 優勝 団体（男子）

在学生表彰
●平成30年度クラブ活動等における

　　本校功労賞受賞者・受賞団体（前期）

●校内作文表現コンクール表彰
最優秀賞
考える事 流通情報工学科 ３年 金本　美夢
優秀賞
災害大国 商船学科 ３年 斉藤　美玖
成長させてくれた本 流通情報工学科 １年 福永　明那

『コーヒーが冷めないうちに』を読んで 流通情報工学科 ３年 佐野　　彩
特別賞

『戦艦大和の最後』を読んで 商船学科 ３年 島村　栞一
ちゃんと向き合う 流通情報工学科 １年 井上　爽椰
特別なのは 商船学科 ２年 田邉　耀司
私にとって 流通情報工学科 ２年 岡崎　礼夢
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クラブ紹介

剣道部の今年度最大のトピックは，中国地
区高専大会剣道競技における２年ぶりの優勝
に尽きると思います。あいにく時を同じくし
て，西日本豪雨災害が起こり，部員達は不安
な精神状態にあったにもかかわらず，本当に
よく頑張ったと思います。

今回のチームにおいては，個々の学生の性
格を鑑み，チームワークや自主性を重んじて，
顧問は学生が稽古に集中しやすい環境作りに
尽力し，できるだけ前に出ないように努めま
した。何を考えているか分からない所がある
学生ばかりでしたが（笑），大会直前から明
らかに士気の高まりを実感し，初戦からしぶ
とく５連勝して，一気に優勝を決めてしまい
ました。学生の可能性は，本当に∞ですね。

私が剣道部の顧問になってから15年目を迎
えます。近年では，高体連は地区優勝，県ベ
スト16以内をキープし，高専大会はここ５年
間で優勝２回，２位２回の成績をおさめてい
ます。が，当初は真面目に練習をしているの
に，結果がついてきませんでした。「剣道部
は軍隊みたい」と揶揄されたものです （笑）。

転機は，H21年度入学の笠岡君（電子学科）。
彼が中国地区高専大会で個人優勝して，私を
含めて，当時在籍した部員を初めて全国大会
に連れていってくれたおかげで，全国という
場が身近になり，部活動がより活発になり，
２年前，とうとう37年ぶりに優勝することが
できました。また，当時，部員が「練習試合
に行きたいです」と直訴してきたことも見逃
せません。我々顧問も学生の熱い要望に応え
るべく，離島という不利な立地条件にありな
がらも，神戸や新居浜の錬成大会，中国地区
の他高専，高知高専，愛媛大学，吉備国際大
学等に赴き，現在の年間（練習）試合スケ
ジュールを確立することができました。（遠
征中，稽古の後，みんなでご飯を食べたり，
温泉に入るのは最高に楽しいです！）

今後も，一方では広島商船剣道部の伝統を
守りつつ，一方では在籍する部員達の性格や
要望を考慮しながら，部員達にとって有意義
な部活動を提供できるように頑張りたいと思
います。

中国地区高専体育大会 全国高専体育大会

◆◆◆ 剣　道　部 ◆◆◆
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私たち漕艇部は全国大会優勝を目標とし，
部員一丸となって頑張っています。カッター
を漕ぐことにより，責任感と忍耐力，一致団
結して艇を進めるという協調性を身につけ，
何事にも負けない精神力を養っています。ま
た瀬戸内海という恵まれた自然環境で，季節
を肌に感じながら日々楽しく練習に励んでい
ます。

競技は，クルー（漕ぎ手）12名と艇指揮，
艇長の計14名が，一つのチームとなります。
折り返し1500mのコースによるタイムレース
で，各校がそれぞれ漕法・スタートダッシュ・
回頭方法などを工夫して競い合います。広島
は伝統であるストローク漕法を軸にして，毎
年代表学年の個性を融合させた漕法で勝負し
ています。

試合に向けての活動期間は，４月から７月
の試合当日まで練習に励んでいます。夏以降
は，秋の新人戦に向け基礎体力の向上や，チー
ムワークの強化を主として活動しておりま
す。試合回数は年数回と少ないのですが，練
習量やチームワークについては，どのクラブ
よりも優れていると自負しています。近年で
は，全国大会優勝２連覇を成し遂げましたが，
昨年と準優勝が続いているため，王者奪回を
目指し今後も一致団結し活動して参ります。

クラブ紹介
◆◆◆ 漕　艇　部 ◆◆◆
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イラスト同好会は平成30年度後期時点で４
年生から１年生までの男女部員合わせて６名
で活動をしています。イラスト同好会は，か
つて存在した文芸同好会の中から平成23年に
分派して出来た同好会組織であったのです
が，当初は非公認の状態で活動をしておりま
した。しばらくの間は文芸同好会とイラスト
同好会が併存していましたが，平成27年度に
は両者合併して正式に承認されたイラスト同
好会へ一本化して活動を継続しています。週
１，２回イラスト好きな学生が集合して思い
思いにイラストを描いていくといった，ライ
トな感じの活動スタイルが定着しています。
好きなイラストを複数の学生が描くことで，
イラスト作成の技術が向上したりするとい
う，利点があります。また，人数が少ない分，
上級生と下級生が和気あいあいで仲良くなっ
ていけるという点も魅力的です。普段は自分
たちの気になるコンテストに独自応募したり
もしますが，独自に作成したイラストを同好
会誌などとして配布しています。

部員の中には特に地元大崎上島町の伝統行
事である櫂伝馬のポスター作製など，町おこ
し関連のイラスト作成において力を発揮した
こともあって，重宝がられています。その他
にもときおり各種依頼があればそれに応じた
り，商船祭でも活動を重ねています。平成27
年度には第19回「創立90周年記念くれしん高
校生イラスト」において，優秀賞と努力賞を
得ています。また平成29年度には，同じく努
力賞を受賞するという実績もあります。

学校のパンフレットが新調されるに伴い，
各学科のキャラクターを作成すべく，活動を
展開しています。同好会誌のボリュームアッ
プにも取り組み，活動を活発化させていきた

いと思っています。現在のところ特定の活動
スペースが思うようにとれないのが，悩みの
たねではありますが，イラスト同好会に社会
貢献的な依頼があれば，部員にとっても励み
になると思いますので，お気軽にお声がけく
ださい。

クラブ紹介
◆◆◆ イラスト同好会 ◆◆◆
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電子計算機研究会では，ゲームやアプリな
どのプログラム制作や，コンピュータを使っ
たものづくりを行っています。そして，その
成果を各種コンテストに応募しています。今
年度は以下のコンテストに参加しました。ま
た，３月に中国地区のコンピュータ系クラブ
のイベントであるコンピュータフェスティバ
ルへの参加を控えています。

◦Hack U 2018 名古屋
８月21日に行われたYahoo! JAPAN主催の

Hack U 名古屋に参加しました。１年生から
専攻科２年生までの６名のチームで，「Real
☆さめくんすくい」というゲームを開発しま
した。このゲームは，プロジェクタで投影し
ているキャラクタに手を重ねると，手の位置
を認識し，金魚すくいのように遊ぶことがで
きる体感型ゲームです。プレイヤーの腕に電
気的な刺激を与えることで，触った感覚を再
現するなど工夫した点が評価され，優秀賞を
いただきました。

◦全国高等専門学校プログラミングコンテスト
10月27日，28日に徳島市アスティとくしま

で開催された第29回全国高等専門学校プログ
ラミングコンテストに自由部門と競技部門の
２部門に参加しました。

自由部門は，「まきまき☆マキアートＤＸ」
という作品で，自分で描いたイラストをもと
に，飾り巻き寿司を作るための支援システム
です。センシング技術とプロジェクタを組み
合わせた点が評価され，トヨタコミュニケー
ションシステム企業賞をいただきました。

競技部門の今年のテーマは，２チームがグ
リッドのマス目を奪い合う対戦競技でした。
前日まで開発を続け，最後まで健闘しました
が，惜しくも敗退しました。

◦Mashup Awards 2018
12月 １ 日 に 行 わ れ た，Mashup Awards 

2018 ヒーローズ・リーグに参加しました。
８月に行われたHack U 2018 名古屋に出品
した「Real☆さめくんすくい」を改良したも
のを応募し，KOSEN賞を受賞しました。

ま た， 翌 日 に 行 わ れ たMashup Awards 
2017 FESTAにおいて，同作品を展示し，多
くの来場者に遊んでもらい，参加者と交流を
持ちました。

クラブ紹介
◆◆◆ 電子計算機研究会 ◆◆◆
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クラブ活動等の活動報告（一部抜粋）

種　　目 成績 クラス 氏　名
陸上競技男子 100m 優勝 Ｍ５ 内田　　光
陸上競技男子 200m 優勝 Ｍ５ 内田　　光
陸上競技男子砲丸投 優勝 Ｍ５ 溝田　直音
卓球女子シングルス 優勝 Ｄ４ 山村　杏奈

卓球男子団体 優勝

Ｃ５ 稲垣　悠也
Ｃ５ 土本　泰生
Ｃ５ 正藤　一樹
Ｄ４ 飯田　慎吾
Ｄ４ 澤岡　将伍
Ｄ２ 烏田　　幸
Ｄ２ 友岡　治登
Ｃ１ 西原　佳佑

剣道男子団体 優勝

Ｃ５ 森清　竣也
Ｃ５ 宮永　　潤
Ｍ４ 増田伊央汰
Ｍ３ 山本　涼佑
Ｍ３ 島村　栞一
Ｄ３ 岸保　伶於
Ｍ２ 大串　龍翔 

種　　目 成績 クラス 氏　名

卓球男子団体 優勝

Ｃ５ 稲垣　悠也
Ｃ５ 土本　泰生
Ｃ５ 正藤　一樹
Ｄ４ 飯田　慎吾
Ｄ４ 澤岡　将伍
Ｄ２ 烏田　　幸
Ｄ２ 友岡　治登
Ｃ１ 西原　佳佑

●第54回中国地区高等専門学校体育大会（夏季大会）成績優秀者・団体
期日：平成30年７月６日（金）～８日（日）

●第53回全国高等専門学校体育大会
期日：平成30年８月18日（土）～９月２日（日）

●第100回全国高等学校野球選手権広島大会
期日：平成30年７月20日（金）２回戦敗退　尾道13－６広島商船
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広 島 会 場
種　　目 広島　―　弓削

ソフトテニス × 2 ― 3 ○
陸上競技 ○ 103 ― 86 ×

バスケットボール（男子） × 39 ― 63 ○
バスケットボール（女子） × 20 ― 68 ○

卓球 ○ 3 ― 0 ×
剣道 × 2（3）― 3（4） ○
水泳 × 69 ― 94 ○

●アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト2018中国地区大会
期日：平成30年10月21日（日）　　会場：鹿島総合体育館（島根県）

・Ａチーム【紫電☆一閃（シデンイッセン）】
　優勝（全国大会出場）・特別賞（ローム株式会社）　　　　　　　　　　　　　　
　　Ｃ５　河野　龍紀
　　Ｍ５　内田　陽良
　　Ｃ５　一場　悠仁
・Ｂチーム【茶屋　妖（チャヤ　アヤカシ）】
　ベスト４　デザイン賞・特別賞
　　　　　　　　　　（東京エレクトロン株式会社）
　　Ｃ４　工藤　大夢
　　Ｃ３　坂口　竜治
　　Ｃ２　篠原　蒼汰

●アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト
　2018全国大会
期日：平成30年11月25日（日）　 会場：両国国技館（東京都）

・【紫電☆一閃（シデンイッセン）】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ベスト８　アイデア賞（文部科学大臣賞）
　特別賞（本田技研工業株式会社）
　　Ｃ５　河野　龍紀
　　Ｍ５　内田　陽良
　　Ｃ５　一場　悠仁

●第44回瀬戸内商船高等専門学校2校定期戦
期日：平成30年６月16日（土）

弓 削 会 場
種　　目 広島　―　弓削
硬式野球 × 2 ― 9 ○
テニス × 1 ― 2 ○

バレーボール（男子） ○ 2 ― 0 ×
バレーボール（女子） ○ 2 ― 0 ×

サッカー × 0 ― 3 ○
ラグビー × 7 ― 32 ○

バドミントン（男子） × 0 ― 3 ○
バドミントン（女子） × 1 ― 2 ○

柔道 × 0 ― 5 ○
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学生会活動　～クラスマッチ～
今年も５月と10月にクラスマッチを行い

ました。４月のクラスマッチは自分たちが
学生会の主体としての最初のイベント運営
でした。例年通りの球技に加えドッヂボー
ルやオセロなど誰でもできる内容にして実
力の隔たりを無くし，誰でも楽しめるクラ
スマッチを目指しました。

また，例年では開会式を行った後，各球
技を行うだけでしたが，今年は閉会式を設
けその際に優勝クラスに賞状と景品を授与
する表彰式も取り入れました。

クラスでクラスユニフォームを作成する
など自分たちの楽しみ方を見つけて球技に
参加する学生も見受けられました。また教
員チームも結成し学生だけでなく先生方も
楽しまれていました。

どの球技でも準決勝や決勝戦では観客は
学年を超えて上級生でも下級生でも応援し
ていてとても盛り上がっていました。

残念ながら，前期のクラスマッチでは当
日に雨が降ってしまい，計画していた閉会
式と綱引きは中止になってしまいました。
これは晴れることを前提として準備をして
いたため，当日は慌ててしまい学生に迷惑
をかけてしまいました。後期では前期の失
敗を生かして入念に準備を行って多少のタ
イムスケジュールの誤差はありましたが，
無事クラスマッチを成功に収めることがで
きました。

限られた時間と人員の中でやりくりをし
ながらイベントを運営していく難しさや思
い通りにならない天候など，成功と失敗を
含めて自分の中で貴重な体験ができたと思
います。

学生会広報局長　Ｄ４　東　孝亮
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商　船　祭
平成最後の商船祭では，「群青」をテーマ

に10月27日，28日に開催されました。当日は
天候に恵まれ，多くの来場者の方々がお越し
になられました。

西日本豪雨災害の募金活動を行わせてい
ただいたところ，皆さんのご協力のもと，
￥23,806円集めることができ，日本赤十字社
に寄付させていただきました。ご協力ありが
とうございました。以下は実行委員による感
想です。

私は，今年度の商船祭実行委員長を務めさ
せていただきました。何かするには一人の力
では出来ないということを深く考えさせられ
勉強にもなる日々でした。来年の商船祭を作
り上げる後輩に私達の代を超えてもっと良い
ものにしてくれることを楽しみにしていま
す。

実行委員長　正宗　葵

私は今年度の商船祭で副実行委員長を務め
させて頂きました。表立っては見えないけれ
ど文化祭を運営する上でとても重要な仕事を
任されることが多く，下級生の時とはまた
違った，新しい経験ばかりでした。

副実行委員長　行武　愛望

私は，今年の商船祭において，副実行委員
長とお助け係の代表を務めさせていただきま
した。実行委員長の正宗をはじめ，それぞれ
の責任者や，実行委員の力を借りて，なんと
か役目を果たすことができたと思います。

　実行委員副会長　柴田　祥希

イベントメンバーの皆とリハーサルを入念
にし，何が必要か，本番何に気をつけたらい

いのか等を考え，当日も無事成功させること
ができました。ありがとうございました。

イベント責任者　道工　真帆

私は，初めて商船祭実行委員で装飾の責任
者をしました。設置の際は，装飾メンバーだ
けでなく技術職員の方と連携し，学生だけで
は設置困難な場所まで装飾するなど工夫しま
した。装飾品の作成時，イメージを他の装飾
メンバーと共有することに苦労したため，自
分の作業負担が増えた時期がありました。こ
れらの経験から，他のメンバーとコミュニ
ケーションを積極的にとって協働することの
大切さ，役割分担をすることの重要性を学ぶ
ことが出来ました。

装飾係責任者　伊藤　杏実

駐車場係の長として，またイベント係とし
て商船祭に関わらせていただきました。教員・
各委員の皆さんをはじめ協力していただいた
皆さんに感謝しています。

駐車場責任者　山内　太智

私は２年間広報を担当し，今年は責任者を
させていただきました。今年はウェブ版パン
フレットも制作し，ポスターやパンフレット
は見やすさを重視して作ったのでレベルアッ
プできたのではないかと思っています。

広報責任者　隼田　恭佳

クリーン係は２回目だったので，責任者と
して活動することに対して不安もありました
が，なんとかなるかという思いもありました。
しかし，実際にやってみて想像以上にかなり
大変でした。

クリーン活動責任者　中村　百花
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受付担当のみんながしっかり挨拶をしてく
れて来場者に笑顔で商船祭を楽しんでいただ
けたのではないかと思います。

受付係責任者　松井　咲月

パネル作りでどんな作業よりも大変だった
ことは服や床に付いたペンキを落とすことで
した。来年バックパネルを作る人達は十分気
を付けてください。

バックパネル責任者　田村　理子

私は，今年度のバザー責任者をやらせてい
ただきました。みんなで協力して創り上げた
商船祭は最高の思い出となりました。

バザー責任者　中野　雄太

私は，備品係のトップを務めさせていただ
きました。朱に交われば赤くなるというよう
に今回関わった様々の方の影響を受け自分な
りに成長できたと思います。そしてゆくゆく
は，私が誰かの人生に影響を与えられるイン
フルエンサーになれるように頑張りたいと思
います。

備品責任者　松岡　隼斗

今年度の商船祭では副実行委員長と兼任し
て，会計係も務めさせて頂きました。

予算の使用状況がリアルタイムで分かるよ
う，準備期間の段階からこまめに会計データ
を作成し，先生や各係の責任者と連携しなが
ら予算管理に努めました。

会計は商船祭当日の仕事はなく，目立たな
い仕事のひとつですが，陰で運営を支えると
ても重要な仕事です。そんな会計係に３年間
も関われて，とても幸せでした。

会計責任者　行武　愛望



広島商船高等専門学校  学校だより　No.61

17

寮生会活動
現在，約450名の学生が若潮寮で共同生活

をしています。若潮寮では，約450名の学生
が寝食を共にし，安心して，また楽しく過ご
せるような寮をつくっています。

そして，私たち寮生会は，イベントを企
画・運営したり，掃除の指導を徹底し，駐輪
場の整備を行う等の活動で快適な寮づくりを
手伝っています。

イベントでは，かき氷大会やビンゴ大会，
冬にはイルミネーションやクリスマスツリー
を飾るなど一年を通して様々な取り組みをし
ています。これからも寮生の皆さんの意見を
参考にイベントを増やしていきたいと考えて
おります。

若潮寮では毎日７時20分から10分間と，22
時から20分間の掃除時間が設けられていま
す。ローテーションで交代しながら掃除をし
て，きれいな寮を維持しています。私たち寮
生会が毎日掃除のチェックをして，やり忘れ
がないか確認しています。また，今年度から
各棟に担当の寮生会役員を配置し，私たち寮
生会も今まで以上に責任をもって活動してい

ます。また，年に４回の大掃除を行うことで，
普段なかなか手の行き届かない部分を掃除し
ています。

掃除のほかに毎日20時から22時までの２時
間を自習時間として寮生が各自の部屋で勉強
する時間を設けています。この時間の間は各
自テスト対策や資格の勉強をして過ごしてい
ます。

また，学年を問わず寮生全員が気持ちよく
過ごせるように寮生会を中心に挨拶をするよ
う心がけています。この先卒業し，社会人に
なっても必要となる礼儀やマナーを寮での生
活を通じて身につけています。

私は，若潮寮をただ生活する場所ではなく，
生活しながら様々なことを学ぶ場所にしたい
と考えています。そのためにも寮内での規律
やマナーを寮生一人一人が守り，自主的に掃
除等の活動を行っていきたいです。そして寮
生会はその手助けとなる組織でありたいと考
えております。

（寮生会長　Ｍ３　奥田　悠希）
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寮制度の変遷と状況報告
本校は2018年に創基120年を迎えました。

この長い歴史の中で，学生寮も時代とともに
変遷してきました。

本校は，1985年の学科改組（流通情報工学
科設置）までは，船員を養成する学科のみ（航
海学科・機関学科）で構成されていたことも
あり，全学年全寮制でした。1988年に，航海
学科40名と機関学科40名を，商船学科40名（航
海コース20名，機関コース20名）とし，電
子制御工学科（40名）が設置されたことで，
通学可能な学生数が増加したことを契機に，
1989年に１・２年生全寮制（ただし，事情に
より入寮は免除），３〜５年生は許可制とな
り，一部に全寮制を残しながらも，実質的に
は任意制の寮となりました。その後1996年に，
入寮希望者は全員許可制（完全任意寮）とな
りました。

2018年現在の若潮寮は，通学圏外の１年生
の受入を最優先するため，大崎上島（本校所
在地）に自宅のある学生の入寮は許可せず，
竹原市及び呉線沿線の通学可能な学生も入寮
を許可しないことがあります。また，在寮期
間を１〜３年次の３年間に限定しており，４・
５年次に引き続き入寮を希望する学生につい
ては，通学圏内外を問わず再入寮審査制度を
適用しています。再入寮審査制度とは，新年
度の１〜３年次の入寮生数が確定した後，残
る居室数に対して当該学生の過去における寮
規則の遵守状況と生活態度の状況等を鑑み，
４年次及び５年次の在寮延長を許可するか否
かを審査する制度です。

創基120周年を迎えた2018年４月には，男
子88名，女子15名，合計103名の入寮生を迎え，
全寮生数は462名となりました。

寮では，規律ある集団生活を通じて，勉学
の効果をあげるとともに，次に掲げる資質を
育成することを目的としています。

一．　責任観念，実践力並びに指導力
二．　自立及び協調の精神
三．　時間厳守及び清潔整頓の習慣
四．　礼儀作法
学生寮は，教育の場であると同時に生活の

場でもあります。寮生が学生生活を充実した
ものとするためには，寮生活の充実は必要不
可欠です。集団生活をしていく上で，自分の
事は自分でする，人に迷惑を掛けない，挨拶
を行う，という当たり前の事を，当たり前に
実行することはとても大切です。　　　

寮生活は，実家やアパートとは異なり，不
便な点，気を遣う点，思い通りにならない点
等が多々あると思います。これらを仲間達と
協力・工夫して乗り越えたり，克服したりす
ることで人間的に成長することができると考
えています。

寮には学生による運営組織として「寮生会」
があります。寮生会では，日々の寮内掃除の
実施・指導，各種イベントの立案・運営等，
寮生の生活において指導的な役割を果たして
くれています。今年度，女子寮において，こ
れまでにあった規則には載らない細かなルー
ルを「女子寮のしおり」としてまとめてくれ
ました。

寮生会と連携をとり，寮生の生活が充実し
たものとなるように支援をしていきたいと考
えています。
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学生の地域貢献活動

●みはま祭り
６月２日（土），特別養護老人ホーム大崎美

浜荘で行われたみはま祭りに，学生６名が参
加しました。

学生はデイサービス利用者の移動支援や食
事の支援を行い，地域の方との交流を図りま
した。また，学生の内３名は，吹奏楽同好会
としてトランペットとリコーダーによる演奏
を行い，祭りを盛り上げました。

本校では，学生の地域貢献活動を推進することにより，教育支援・生涯学習・高齢者支援・障が
い者支援・地域交流・地域人材育成などの事業等，幅広い分野で学生の交流を誘発し，地域の方と
の協働・交流を通じて，学生の学習意欲の向上に加え，他者理解力，課題解決力，マネジメント力
等，社会で活躍するために必要な能力向上に役立てています。

平成25年度から平成29年度まで実施した大学COC事業では，多くの学生が自主的に地域貢献活
動に参加し，上記の社会で必要とされる能力を身につけるとともに，地域の活性化に協力すること
で，地域への郷土愛を育むことができました。

今年度は，新たに地域連携推進室を立ち上げ，大学COC事業における地域貢献活動を引き継ぎ，
地域等が主催する事業を通じて，地域社会との連携及び支援を推進することで，本校の教育研究の
発展に寄与することを目的として学生の地域貢献活動を実施しました。

今年度の学生の地域貢献活動について，主な活動をご紹介します。

フォーラムでの対談

●大崎上島「山の日」神峰山フォーラ
ム2018
８月11日（土），大崎上島開発総合センター

で行われた大崎上島「山の日」神峰山フォー
ラム2018に，学生３名が参加しました。

このフォーラムは，大崎上島町地域協議会
が主催し，国民の祝日「山の日」にあわせ，
里山・里海を併せ持つ大崎上島で山を奏でる
コンサートや朗読会，基調講演等のプログラ
ムを実施するものです。

学生は，フォーラムの１セッションにおい
て，作家・穂高健一氏，大崎海星高校生徒と

「神峰山の魅力を語る」をテーマに対談を行
い，地域への愛着を深め，貴重な経験をする
ことができました。

み
は
ま
祭
り
で
の
活
動

吹奏楽同好会による演奏
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●沖浦恵比寿神社秋季大祭
10月14日（日），大崎上島町沖浦地区で行わ

れた恵比寿神社の秋季大祭に，学生26名が参
加しました。

学生は祭りの中で行われる櫂伝馬競漕にお
ける漕ぎ手や神輿担ぎ等の手伝いをして，地
域の方との交流を深め，祭りの活性化に貢献
しました。

櫂伝馬競漕においては，漕ぎ手としての事
前練習にも参加し，地域の伝統行事に対する
理解を深めました。

●大崎上島町教育の島創造協議会　座
談会
11月19日（月），大崎上島町教育の島創造協

議会主催による座談会に学生10名が参加しま
した。

この座談会は，大崎上島町からの依頼によ
り，町の教育の島交流基本構想や町の魅力と
課題について，教育の島創造協議会と学生が
意見交換を行い，地域との連携を深めること
を目的として実施したもので，学生は島の交
通事情等について積極的に意見を出し，活発
なディスカッションが行われました。

●大崎上島町内柑橘収穫体験
12月８日（土），９日（日）の２日間，ＪＡ広

島果実連からの依頼により大崎上島町内柑橘
収穫体験を実施しました。

学生９名が参加し，１班あたり３名程度に
分かれ，島内各地の柑橘農家で収穫体験を行
いました。

当日は天候にも恵まれ，参加した学生は柑
橘の収穫・流通などを学習し，地域との連携
を深めることができました。 柑橘収穫体験

櫂伝馬競漕

座談会の様子
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●入学式（４. ８）

商船学科44名，電子制御工学科42名，流通情報
工学科47名，編入学生１名，専攻科産業システム
工学専攻７名が入学しました。

辻校長は「「技は努力なり」といいます。勉学
と課外活動を通して多くの友を作り，多くの事を
学び，それらを自分のものとし，人生の土台，す
なわち基礎づくりに努めてください。」と式辞を
述べました。
●前期クラスマッチ（６. ２）

雨空の中開催し，途中から小雨となりましたが，
リレー，ソフトボール，バドミントン，バレーボー
ル，ドッジボールの５種目を競い合い，級友と共
に汗を流す中で友情を深めました。

●弓削商船高専と定期戦

●中国地区高専体育大会，全国高専体育大会

※各成績は別掲（P12，13）
●オープンスクールを実施（８. ４， ８. ５）

豪雨災害の発生により一部公共交通機関が不通
の中，県内外から多数の中学生並びに保護者の方
が来校されました。

オープンスクール当日は猛暑となりましたが，
参加者は，各学科の趣向を凝らした授業を体験し，
寮に関する説明会及び技術教育センター及び練習
船広島丸の見学を行いました。
●ひらめき☆ときめきサイエンス（８. 11）

「振動の不思議を学ぼう！例えば同じ地震でも
建物によって揺れ方が違うのはなぜ？」と題し講
座を開講しました。約20名の生徒・保護者が参加
し，科学のメカニズムを直に見る，聞く，触れる
ことで，科学のおもしろさを感じてもらいました。

春

夏
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●卒業証書，修了証書授与式

卒業生・修了生代表から，在学中や乗船実習中
の思い出とともに，今後社会で活躍できるように
という決意の答辞がありました。

雨間の秋晴れにも恵まれた中，来賓，保護者，
在校生，教職員及び，国際信号旗Ｕ・Ｗ（Ｕ・Ｗ
旗掲揚で「御安航を祈る」という国際信号）に見
送られ，商船学科航海コース21名，商船学科機関
コース22名，海事システム工学専攻５名が本校を
巣立っていきました。
●社会見学，工場見学（11. 14 ～ 16）

１･ ２年生は社会見学，電子及び流通３・４年
生は工場見学を実施しました。見学先は次のとお
りです。
１ 年 生：宮島水族館（１・２組）
　　　　　しまね海洋館アクアス（３組）
２ 年 生：中野うどん学校，金刀比羅宮
電子３年：ヒロテック，コベルコ建機五日市工場
流通３年：造幣局広島工場，八天堂広島みはら臨

空工場
電子４年：三菱電機ビルテクノサービス，JXTG

エネルギー千葉製油所，三菱重工横浜
製作所

流通４年：山九首都圏ＤＣ支店／横浜支店，セゾ
ン情報システムズ，物流博物館，富士
通川崎工場／富士通ミュージアム

●情報セキュリティ対策演習（12. 10）

流通５年生を対象に，情報セキュリティ人材育
成事業（K−SEC） のキャラバン講座として「セ
キュリティオペレーションセンター（SOC）・ロ
グ解析」の演習を行いました。

秋

冬

●税に関する高校生の作文表彰（11. 19）

税に関する高校生の作文において流通情報
工学科の中嶋学生が表彰されました。

竹原税務署長が本校に来校され，受賞学生
へ賞状と記念品が授与されました。
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各学科の特色ある授業の紹介
商船学科５年　航海コース　久山　晃平

１．学科の特色のある授業の紹介

授業では，航海士として，船の特性を知る
授業はもちろんのこと，船に関する法律や船
の運用学，気象，航海に使う機器の勉強など
多くのことを学ぶことができます。座学だけ
ではなく，消火訓練や船から逃げる訓練など
の実習はもちろん，本校の練習船広島丸を実
際に動かす実習もあります。

在学中には，合計一年間の乗船実習があり，
国内に加えて海外の港に行くことが出来ま
す。また，同じ夢を志す仲間達が日本全国か
ら集まるので沢山の友達が出来ることでしょ
う。実際に多くの方言や，地方ならではのこ
とが知れてとても面白かったです。

本校でしか体験できないことがあなたを
待っています！
２．将来の進路等

本校卒業後の進路は様々ですが，商船学科
の多くの学生は船員の道を選びます。

商船学科　航海コース

船員さんには，国から国への輸送を行う外
航船員と日本各地に様々な物資を届ける内航
船員の２種類あります。加えて，船を造るの
に携わる仕事や，船を管理する仕事など陸
上で海運業を支える仕事も存在しています。
もっと多くを学びたい人は本校の専攻科や国
立私立大学に進学することも可能です。

どの進路を選んでも，先生方のサポートが
しっかりしているので困ることはないでしょ
う。自分の道を進んでいきましょう！ 
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各学科の特色ある授業の紹介
商船学科５年　機関コース　渡邉　哲矢

１．学科の特色のある授業の紹介

商船学科では，航海コースであれば，船を
操船するために必要な知識を，機関コースで
あれば，エンジニアとして活躍できる知識を
教えてもらうことができます。その名の通り
船員になるための専門的な知識・技能につい
て学んでいるのです。授業は，専門的でおも
しろいので学んでいて楽しいと思います。も
ちろん難しいところもありますが，優しい先
生が根気よくわかるまで付き合ってくれるの
で，安心してください！

実際に体を動かしてする実験実習では，
もっと貴重な体験ができると思います。溶接
をしたり自分で設計したミニチュアの橋を３
Ｄプリンターで作って，耐久試験をしたり，
と様々なものがありますが，その中から一つ
を紹介したいと思います。それは，練習船

「広島丸」から作業着を着たまま海面へ飛び
込むとういうものです。火災などの緊急時に
船から脱出することを想定とした訓練です
が，５ｍほどの高さから飛び降り，少し泳い
で救命いかだまで泳ぐというものですが，濡
れた作業着はすごく重く体力をすごく取られ
ます。終わった後陸に足をつけたときはすご
く安心したのを覚えています。もし本当にこ
んな状況になったとき初めてだったらパニッ
クになっているような場面でも学校で一度し
ているから落ち着いて行動できると思いま
す。こんな貴重な体験ができるのは商船学科
だけだと思います！

２．将来の進路等

商船学科の学生の進路ですが，進学する少
数を除いては，全員が就職します。商船学科
には海運に関係するものから陸上職まで，ク
ラスの人数の倍以上の求人がきます。たくさ
んの求人を見ているとみんな悩んでしまいま
すが，たくさんの企業が本校に来て，会社説
明会をしてくださいます。５年生になってか
らは，毎日会社説明会があり，より詳しいお
話を聞いて就職先を決めたクラスメイトもい
ました。たくさんの企業が説明会に来てくれ
るのも本校の強みだと思います。

本校では５年間あるので友達もたくさんで
きて，勉強に部活に手を抜くことがもったい
ないと思えるような生活ができると思いま
す。私がそうだったように，この学校に来て
よかったなと思えるような日々が待ってます
よ！

商船学科　機関コース
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各学科の特色ある授業の紹介
電子制御工学科４年　吉川　貴丸

電子制御工学科では，コンピュータや電子
機器などの仕組みやそれらを制御する方法に
ついて，座学や実習を通して学んでいます。

座学では，主に電子機器などで使われてい
る理論や部品，プログラミングについて学び
ます。インターネットがどうやってつながっ
ているのか，身近な電化製品がどうやって動
いているのかなどが分かるようになり，実用
的な知識がついていると実感できます。

実験実習では，座学で身につけた知識を用
いて実際に実験を行ったり，物を作ったりし
ます。１年生から３年生では，工場で部品を
製作したり出された課題通りに動くプログラ
ムを作ったりしました。どの実習も体験した
ことのないものばかりで新鮮味のあるもの
で，楽しいものでした。その中でも特に印象
に残っているのは，３年生で行った「ＥＴロ
ボコン」と呼ばれるロボットコンテストの課
題を用いたライントレーサの実習です。黒い
線で描かれたコースを認識し，その上を走ら
せるプログラムを組みました。コースの上に
は段差やゲートなどの障害があり，それらを
乗り越えられるようなプログラムを作らなけ
ればなりません。自分の知識を総動員して何
度も試行錯誤を繰り返し，一つの課題をクリ
アした時の達成感がとても印象的でした。

電子制御工学科

また，４・５年生ではものづくり実習や卒
業研究があり，自分たちだけでモノづくりや
卒業研究を行います。それまでに実験実習や
座学で学んだことを生かしながら，材料の選
択など一から全てを作り上げるので完成した
際の達成感や喜びがとても大きなものになり
ました。実際に私は「自動ルービックキュー
ブを揃えるロボット」というテーマで同級生
とともにものづくりを行いました。 

電子制御工学科で学ぶ５年間で，専門的な
分野の基礎から実際に仕事として使えるよう
な知識・技能まで身につけることができます。

私は入学当時，専門的な知識は一切ないと
いっても過言ではないような状態でした。し
かし，本校の電子制御工学科での授業を楽し
みながら受けていくうちに，自然と知識や技
術が身に付き，チームメンバーと一つのロ
ボットを作り上げられるようにまで成長でき
ました。

実験実習のレポート提出や，試験勉強など
大変なことももちろんありますが，それと同
じくらいに面白い実習があり，役立つ知識が
得られます。専門的な知識・技術を習得する
とともに，その面白さを学ぶことができるの
が電子制御工学科の特色だと私は思います。
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各学科の特色ある授業の紹介
流通情報工学科４年　流通ビジネスコース

行武　愛望

１．学科の特色のある授業の紹介

流通情報工学科は，全国の57高専の中で唯
一本校にのみ設置されています。情報通信
コースと流通ビジネスコースがあり，流通ビ
ジネスコースでは，物流・経済・経営・法律・
小売など，ビジネスに関する幅広い分野につ
いて学んでいます。

中でも物流に関係する授業では，長期間に
渡って様々な専門知識や技能を身に付けま
す。３年生までは，物流の歴史や役割，現状・
課題などについて学習し，４年生になるとパ
ソコンで実際に，物流施設内の商品を効率的
に各地に届けるための配送ルートの距離計算
を行ったり，物流施設内での作業効率を高め
るためのガントチャートという作業手順表の
作成を行ったりします。情報通信コースとの
共通科目にはなりますが，システムの運用や
管理を効率的に行うための，アローダイアグ
ラムという作業の流れ図の作成を行う授業も
あります。慣れない作業も多く，記号や数値
の意味を理解するまでは難しいですが，でき
た時にとても達成感があります。物流の専門
的なことを授業で学ぶことによって，配送業
者やお店の商品一つ一つに対する考えや見方
が変わっていくのも面白いです。

２．将来の進路等

流通情報工学科を卒業してからの進路は，
流通ビジネスコースは流通業全般，とくにそ
の中の物流業が，情報通信コースは情報通信
業が多いです。しかしながら，例年サービス
業や製造業，金融業，公務員などの業種に就
く人もいます。これは，受けられる授業の分
野が幅広い分，自分が興味のある業界を見つ
けやすいことも要因のひとつだと思います。

在学中には簿記検定や秘書検定，販売士検
定等，ビジネスの現場で役に立つ資格に挑戦
する機会があるので、取得できれば就職活動
での自分の強みになること間違いなしです。

また進学する学生もおり，進学先は豊橋と
長岡の両技術科学大学や本校専攻科，国立大
学，私立大学とさまざまです。自分の頑張り
次第で行きたい業界や大学にどんどん挑戦で
きるのも，流通情報工学科の強みだと思って
います。就職や進学は，今後の自分の人生を
決めると言っても過言ではない大きな出来事
ですから，下級生のみなさんにも，気になる
職業をたくさん体験して，たくさん悩んで，
たくさん周りの人に相談して，納得のいく進
路を見つけてほしいと思います。

流通情報工学科
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国際交流室活動紹介
グローバル化が進んでいる現代社会で活躍

するエンジニアとなるためには，国際的なコ
ミュニケーション能力は欠かせません。国際
交流室は，外国人留学生の受け入れを全面的
にバックアップしているほか，本校の学生に
様々な国際交流の機会を提供し，学生と海外
大学との交流活動を推進しています。

本校が主催する海外語学研修は例年８月下
旬から２週間，フィリビン首都マニラで開催
します。費用が安価で，マンツーマンのきめ
細かい授業が特徴です。平成25年度は15人，
平成26年度は８人，平成27年度は10人，平成
28年度は16人，平成29年度は15人，今年度の
平成30年度は，呉高専４人，米子高専８人，
高知高専１人，合計26人が参加しました（図
１）。

また，日本郵船との連携事業「郵船みらい
プロジェクト」の一環として，フィリピンの
商船大学（NYK−TDG Maritime Academy）
に商船学科の学生を派遣し，授業も学生寮の
居住も現地の学生にまじって10日間に及ぶ授
業体験研修を行います。平27年度は３人，平
成28年度は３人，平成29年度は６人，平成30

年度は７人の学生が参加しました。
毎年10月に海外の提携校から短期留学生を

受け入れることは，本校の学生にとって，国
際感覚と英語力を磨く良い機会となってい
ます。平成29年度にはフィリピンの協定校
のEmilio Aguinaldo College（EAC）とSaint 
Michael’s College of Laguna（SMCL）から
12名の学生と２名の引率教員を受け入れ，平
成30年度にはEACから４名の学生を受け入
れ，本校の授業に参加したり，学生たちと交
流したりしました。短期留学生は，地元小学
校での日本の学校の体験，地元企業での工場
見学，中国地区高専のロボコン応援観戦，本
校の学生たちの案内で広島市内を見学しまし
た（図２）。文末の英文は，本校滞在を終え
た修了式での短期留学生のスピーチです。

平成22年度から，中国地区高専海外協定
校合同研究発表会が開催されることにな
り，本校学生が毎年参加し，英語での研究発
表を行います。平成27年（韓国南ソウル大
学）と平成30年（台湾南栄科技大学）の海
外協定校合同発表会では，本校の学生がBest 
Presentation Awardを受賞しました（図３）。 

図１　語学研修の修了式（平成30年８月） 図２　短期留学生の小旅行（平成30年10月）
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平成30年（本校設立120周年であり，ベト
ナムと日本との国交樹立45周年にもあたりま
す。）12月12日にベトナム第一海事短期大学

（Maritime College No.1）との学術交流協定
を締結しました。現在，本校の海外協定校は
６校です（表１）。

このほか，高専機構本部，グローバル高専
事業第４ブロック（中国四国地域），中国地
区高専学生国際交流支援コンソーシアムなど
が主催する様々な海外インターンシップや海
外研修プログラムの募集が年々増えていま
す。今年度は，１名がタイ王国で開催された
ISTS2018に参加し，研究発表や海外の学生
達との交流をしました。また，学生１名が台
湾文藻外語大学での２週間中国語研修に参加
し課題研究を英語で発表しました。

（国際交流室長　雷　康斌）

表１　海外学術交流協定校

大　学　名 締結日

Maritime College No.1 2018.12.12

Saint Michael's College of Laguna 2015.9.3

Uni. of Hawaii Kauai Community College 2010.11.29

Emilio Aguinaldo College 2009.5.26

AMA Computer University 2002.8.29

University of the Philippines Diliman 2001.8.27

First of all , I want to thank everyone 
that has been a part of our stay here in 
Osakikamijima, Hiroshima Japan. To the school 
president Dr. Tsuji, thank you Sir for your 
warm welcome and great accommodation of 
your whole school. Dr. Takiguchi, we know 
that you, together with Dr. Tsuji had given 
effort to make this Short Exchange Program 
possible. I also want to express my deepest 
gratitude to all the teachers that accompanied 
and taught us in this whole program. Dr. 
Narikiyo, you have been with us since the fi rst 
day we came here, I want to thank you for 
teaching us many interesting things about your 
expertise in robotics and programming. Thank 
you Dr. Lei and Mr. Hosokawa as well as Prof. 
Kuwada for always being with us to take us 
around the island and see the many beautiful 
places here in Osakikamijima. And of course to 
all the teachers we met to attend their classes, 
we thank you all for sharing with us your 
knowledge. And last but not least, thank you 
so much all the friends we met, you made our 
stay more fun here.

For almost two weeks that we stayed here, 
we learned a lot of knowledge and gained 
many experiences. The land of the rising sun is 
truly amazing in its own way. Your hometown 
has been our home too since the time we 
stayed here. To experience your culture and 
your way of living will be memorable for me. 
You are a great example when it comes to 
discipline and being organized, as well as being 
hardworking. Everyone is nice and polite. 
It inspires me to do better and be a good 
example too. This experience is something that 
I won't forget and a life story that I will tell to 
my future children and even grandchildren. 
Our stay here is too short, but I believe that 
the friendship and memories we made together 
will last forever. Once again, thank you so 
much everyone! Arigatou gozaimashita!

図３　海外合同研究発表会（平成30年12月）

Speech at the Closing Ceremony
Mercado Nicole (EAC)
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新任教員紹介
平成30年４月１日付けで着任しました，一般教科・数学科の川崎雄貴です。数学の

研究を専門としており，位相幾何学的グラフ理論という，離散数学の一分野を専門と
しています。横浜国立大学大学院教育学研究科で，教育学で修士を取得し，その後，
横浜国立大学大学院環境情報学府で，数学で博士号を取得しました。生まれも育ちも
神奈川県横浜市であり，まさか広島県の大崎上島で働くことになるとは思っていませ
んでしたが，私に働く場を与えてくださった広島商船高専に大変感謝しています。

数学は本校学生にとっては，専門分野のツールとしての側面が大きいかもしれませ
んが，数学を通して，思考力や問題解決能力，創造力を養うこともできます。私の授
業はそういったねらいで構成されていますので，授業をしっかり聞いて，わからない
ところは積極的に質問することを望みます。本校学生の成長を手助けできるよう，頑
張っていきますので，よろしくお願い致します。

平成29年４月１日付けで着任しました，橋本真です。一般教科の保健体育を担当し
ています。専門分野はバイオメカニクスで，バスケットボール競技のプレーを科学的
に研究してきました。昨年までは大学院で研究活動と，競技歴を活かし監督として部
活動に携わってまいりました。現在の研究テーマは高専体育教員のコンピテンシー（職
能）調査，バスケットボール競技のシュート練習を，ＡＲ（拡張現実）を使い実施す
る研究を中心に進めています。

若い世代での３間（時間，空間，仲間）の欠落が問題となっている今日では，様々
な種目を協同して行う保健体育の役割は大きいと感じています。また大崎上島の文化
や伝統，自然豊かな環境を活かした授業展開を心掛けています。授業で学習したこと
を活用し，部活動や課外活動にも積極的に挑戦してほしいです。一緒に頑張っていき
ましょう。どうぞよろしくお願いいたします。

平成30年10月１日付で商船学科助教に着任しました大野遼太郎です。載貨論や船体
管理論といった航海コースの運用系科目を担当させていただきます。

広島商船高等専門学校，商船学科航海コースを卒業後，専攻科に進学しました。そ
の後大崎上島を出て，神戸大学大学院博士課程前期課程を修了後，広島商船に帰って
まいりました。

専攻科と博士課程前期課程では，船舶を活用した大規模災害時の対応に関する研究
を行ってきました。加えて現在は博士課程後期課程で，船舶の動きをシミュレーショ
ンで再現し，風や波が船に与える影響を調べ，得られたデータを用いた出入港の安全
基準の作成に取り組んでいます。

私が本校の学生であった経験を活かし，学生の皆さんと近い目線で教育に取り組ん
でいけたらと思います。教育者としても社会人としても経験の少ない私ではあります
が，研究や教育を通して学生の皆さんと地域に貢献できるよう頑張ります。よろしく
お願いします。

一般教科
講師

川崎　雄貴

一般教科
助教

橋本　　真

商船学科
助教

大野遼太郎
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平成30年４月１日付けで着任いたしました商船学科の片平卓志です。出身は近くの
上島町の弓削です。弓削商船高専の専攻科を卒業したあと，山梨大学で修士課程，広
島大学で博士課程とあちらこちらとフラフラとした経歴となっています。その後，広
島大学で事務と教員の中間のようなURA（リサーチアドミニストレータ）という仕
事を４年間していました。

専門は弾塑性工学で，名前の通り材料の「弾性変形」と「塑性変形」の挙動につい
て調査しています。興味のある方は研究室に遊びに来てください。　　

私自身あまり公式の丸暗記は好きでないのと，ただの丸暗記だと応用が利かない
ケースが多いので，授業ではできるだけ本質が理解できるように説明していこうと思
います。

習った知識がそのままでは使えないような応用問題を多く出すことになるかもしれ
ませんが，わからないことがあれば積極的に質問してください。

島根大学大学院博士後期課程を修了した後，平成30年４月１日付けで着任いたしま
した電子制御工学科の石橋です。私の専門分野は，微分方程式論です。物理学や化学，
工学などの現象や法則の多くが，数学的には微分方程式で記述され，自然現象及び社
会現象，生命現象などを解析するために，微分方程式が登場しています。これまでに，
数学的なアプローチによって，上述した現象を記述する微分方程式の解の性質に関す
る研究を行ってきました。

高専教員になり，学生の皆さんには数学が様々な分野で使われていることを広めて
いきたいと思ってます。学生時代，私は国語と物理学には興味がありましたが，数学
には苦手意識を持っていました。それは高校時代の私にとって，国語は感性を通じて
世界を表現する道具であり，物理学は計算によって自然科学を記述する手段であった
一方で，数学は単なる計算法に過ぎなかったからです。しかしながら，大学に入り数
学が単なる計算法ではなく，理性を通じて世界を表現する，国語と物理学の両方の性
質を持ちながら，そのどちらよりも厳密で洗練された言語であるという一面を知りま
した。高専生の数学嫌い及び，専門教科において数学はとても役に立っている教科で
あることを，授業を通して学生の皆さんに伝えていきます。どうぞよろしくお願い致
します。

平成30年４月１日付けで本校に着任いたしました，金子春生です。流通情報工学科
に所属しています。専門は法律学（より厳密には行政法）です。

人は法律と関わらずに生きていくことは不可能です。しかし，法律学と聞くと気後
れしてしまうのも，また事実です。細かい条文，小難しい議論，読みにくい判決文，
実体の見えない概念など嫌厭される要素はいくつもあります。私の本校での役割の一
つは，そのような法律学に付きまとうマイナスイメージを払拭し，法律は身近にあり
勉強する楽しさがあることを知ってもらうことだと思っています。コンプライアンス
という言葉が市民権を得て久しいですが，法的なものの観方の一端でも身に付けても
らえれば，社会に出てから一つの力になると信じています。社会に出るまでの少しの
時間，しっかり勉強しましょう。

そして，平成29年度も非常勤として来させていただいたので，多少なり雰囲気が分
かっていましたが，専任教員として着任し，日々新たなる発見があります。このよう
な発見ができるのも今だけかもしれません。この今を少しでも大切にし，学生の皆さ
んと一緒に成長していければと願っております。

商船学科
助教

片平　卓志

電子制御工学科
助教

石橋　和葵

流通情報工学科
講師

金子　春生
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