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　1月21日（水），「教育，研究，地域貢献の相互
の強みを生かして連携し，地域社会が抱える課
題解決と地域コミュニティの担い手となる人材
の育成」を目指して，広島文化学園大学と連携
協定を締結しました。
　同時に，大崎上島町と広島文化学園大学間
でも協定が締結されました。大崎上島町と本校
は既に連携協定を結んでいたため，3機関が互
いに協力し合う体制が整い，地域の発展に貢
献していくことを誓いました。

左から，広島文化学園大学長 岡 隆光氏，
大崎上島町長 高田 幸典氏，本校校長

■平成25年度国立高等専門学校教員顕彰

賞　名 所　属 職　名 氏　名

優  秀  賞 商船学科 教　授 水 井 　真 治

■広島文化学園大学と連携協定
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（次のページにつづく）

　保護者の皆様には，如何お過ごしでしょう
か。平素より本校の教育活動にご理解とご協
力を頂き，厚く御礼を申し上げます。
　全国高専体育大会では，卓球部が男子団
体で準優勝，男子シングルスで準優勝，女子
シングルスで優勝を獲得しました。全国商船
高専漕艇大会では，カッター部がA及びBの
両部門で優勝しました。久々の快挙に，心より
喜んでいます。
　今日，日本の教育のあり方が問われていま
す。知識・技術の確実な修得に重点を置いた
教育から，社会課題の解決能力の育成に重
点を置く教育への質的変換です。
　元来，高専教育では，講義による知識の理
解と実験・実習による技術の修得により，実践
的技術者の育成を特徴とし，卒業生は社会
の各分野で高く評価されてきました。しかし，
今日の社会課題には様々な因子が複雑に絡
み，また，相反する因子が混在し，その解決策
を見いだすことは容易ではありません。また，
知識・経験だけでなく，全く新たな視点・発想
が必要となります。このような課題解決能力を
育成するため，高専各校ではアクティブラーニ
ングの導入を推進しています。

　アクティブラーニングとは，授業等で学生が
受動的に知識・技術を修得することではなく，

「学生が能動的に学ぶ」ことです。アクティブ
ラーニングには，「 P B L（ 課 題 解 決を通して
学ぶ ）」「 e -ラーニング（ I C Tを活 用して学
ぶ）」「ピアラーニング（学生が教え合いなが
ら学ぶ）」「サービスラーニング（ 社会活動を
通して学ぶ）」など，様々な形 態の学 修（ 授
業）があります。
　本校での具体的な事例として，①地域（離
島）課題を組み入れた情報系科目や各専門
学科での実験・実習，②障がい者・高齢者と
の交流活動，海岸・景勝地の清掃活動，地域
伝統行事への参加などの社会貢献活動があ
ります。
　これらのアクティブラーニングの具体的な成
果として，情 報 系 科目で学 生が取り組んだ

「認知症予防システム」が介護施設等で導入
されています。また，本年度の海技 士 国家筆
記試験では，1級合格者6名，2級合格者31
名となり，今後，上級合格者のさらなる増加が
期待できます。これは，早朝・放課後での特別
講座の開催など，学生・教員による地道な取
組の成果であり，高く評価できるものです。昨
年来より一般科目・専門科目を問わず，英語
による授業を推進しています。現在のところ，
具体的な成果が認められませんが，取組継続
により必ず英語力の向上が期待できます。
　以上述べましたように，本校では日本の未
来社会－高齢化・グローバル化－に求められ
る課題解決能力を有する人材育成に努めて
います。保護者各位には本校への深いご理
解を頂きますとともに，本校に在籍するご子息
やご息女が立派に成長できますようご協力と
ご支援を重ねてお願い申し上げます。

副校長（総務担当）　松島　勇雄

１．大学COC事業概要
　現在の日本が抱えている社会問題は離島
社会では先鋭化しています。大学ＣＯＣ事業

（以下，「ＣＯＣ事業」という）の目的は離島社
会の振興・活性化に向けた課題として，①少子
高齢化対策，②交通手段の確保，③医療・福
祉の充実，④産業振興の推進などに対して教
育を通じて課題解決を目指すことです。
　それらの課題解決に向けて，離島社会の課
題を12項目に分けて，教育と研究及び社会貢
献事業を組み込み，地域志向教育により離島
社会の再生・活性化を目指していきます。

① 人口・動態 ② 政策・財政
③ 交　通 ④ 情報通信
⑤ 産　業 ⑥ 生活・環境
⑦ 医療・福祉 ⑧ 教育・文化
⑨ 観光・交流 ⑩ エネルギー
⑪ 防災・安全 ⑫ 情報発信

２．教育推進，地域課題解決，
　地域貢献事業
　教育は地域志向科目の中で地域課題を学
習し，地域のことを理解し，実験実習・演習とし
てその手法を学び，卒業研究により課題解決
の総合力を培います。地域貢献は地域の理
解及び地域課題解決の強いモチベーションと

なります。
　本校の教育は本事業では教育推進として
進めます。地域・離島社会を意識した教育や
離島課題の卒業（特別）研究及び地域活動
と地域課題の多面的分析力とその解決能力
の向上を行い，将来の課題に対処できる能力
を培います。
　地域課題解決に向けて，行政・住民と連携
するためのワークショップを通して，本校が従来
行ってきた研究と地域課題のマッチングにより
具体的な政策提言や技術開発へと進展する
ことを目指します。

３．人材育成
　離島資源に着目した教育を行い，地元大崎
上島町住民とのさまざまな交流（地域貢献事
業）をして，コミュニケーション・他者理解の良い
機会とし，地域課題の解決につながる発想が
できる人材育成をします。住民と学生による協
働はそれぞれの立場にとって，良好で親密な
関係を築きます。住民にとっては学生の若い
活力に触れ，学生（若者）は会話したことの無
い大人と親しく交流して，社会人となるための
貴重な場となります。
　将来どのような地域で生活しても，若いときを
過ごした地域（離島）や生まれ育った故郷を忘
れることなく思いだすものです。そのような地域
を支持しようとする志向は，本事業を通した教
育による多面的な活動により，望郷心を培い，
地域の課題に対応できる人材育成となります。

３－１．目指す人材育成とカリキュラム改革
　地域社会が求める人材の育成を目指して，
本校の教育目標を設定しています。その実現
に向けた地域志向教育を行い，地域理解と課
題解決の手法を学修します。図1　ＣＯＣ事業の構成図
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写真3　障がい者交流（三段峡）

写真2　障がい者交流（大崎上島開発総合センター）

写真1　医王寺境内にある万葉集歌碑

新任教員挨拶

流通情報工学科　助教

鈴木　理沙
すず き り さ

一般教科　講師

柴山　慧
しばやま けい

　本校の教育目標は，①人間力と規範意識，
②広い視野と素養，③基礎科学と情報技術，
④知識・技術とその応用，⑤実践と創造に沿っ
た教育課程に地域資源を活用とした教材を
組み込んで地域理解を深め，実験実習・演習・
卒業研究・特別研究ではその知識を活用した
地域課題に取り組みます。

３－２．現在の取組
　一般・専門科目の区別なく，地域（島，海な
ど）の自然・歴史・文化・生活・産業を題材とす
る教育を行っています。
事例１）
瀬戸内海と日本古典文学－豊かな心・生きる
力・規範意識を育む教育
　一般教科の国語で実施される授業では，

「 瀬戸内海と日本古典文学 」シリーズとして
「鞆の浦」（広島県福山市鞆地区）に注目し，
同地で大伴旅人（665-731）が詠んだ和歌
３首（『万葉集』巻第３所収）を取り扱った（写
真1）。我が国の古典作品を通して，最愛の妻
を亡くし，悲嘆に暮れる作者旅人の喪失感・悲
愴感・無常観を，時空を超えて読み解かせるこ
とにより，学生達の「豊かな心，生きる力」の育
成を促進させる効果がありました。
事例２）
障がい者交流
　本事業では毎年，学生が普段は会話するこ
とがほとんど無い障がい者との交流を行って
います。障がい者との交流により，これまで味
わったことの無い体験交流となっています。
　平成25～26年度障がい者の支援・交流活
動として，①障がい者支援施設祭での実演（ロ
ボット体験の提供），②特別支援学校中学部・
高等部学生への教育支援（パソコン教室），③
障がい者を対象とする日帰りバス旅行（年２
回）等を実施しました（写真2，3）。一部の学生
を除き，毎回，参加学生は異なっています。回
数を重ねるごとに，障がい者との交流経験のあ

る学生を増やし，この交流を通して学生達が学
び成長することを願っています。

４．終わりに
　平成２９年度までの５年間事業で，もうすぐ
２年目が終わり，教育・研究及び地域貢献事業
はそれぞれ順調に推移しています。COC事業
を通じて学生・教職員が一人でも多く参加し，
社会に出て役立つ人材育成の基盤づくりに
学校をあげて取り組んでまいります。

　平成26年4月より一般教科（保健体育）に
着任しました，柴山慧です。専門の研究分野は
体育科教育学と体育・スポーツ経営で，スポー
ツの専門は陸上競技の100ｍです。
　私の体育の授業におけるモットーは，「体育
の授業を通じて，生涯にわたってスポーツや運
動に親しむ心と身体を養成すること」です。　
　みなさんは体育の授業以外に，どれだけス
ポーツや運動する時間がありますか。みなさん
の友人，家族などまわりの人たちを見渡してみ
てどうですか。「はい！スポーツや運動をしてい
ます」と答えられる人は少ないはずです。
　スポーツや運動には，精神的な気分転換，健
康の維持，体力の向上，他者との交流などさま
ざまな効果があります。授業では，それらを体感
したうえで，本校を卒業してもスポーツや運動を
続けていくために必要なことを学んでいきま
す。
　スポーツや運動を通して自分の人生を充実
させるために，ともに学んでいきましょう。

　平成26年4月1日に流通情報工学科に着任いたしまし
た鈴木理沙と申します。
　出身は東京です。平成26年3月に東京海洋大学（旧
東京商船大学）の大学院を修了し，大崎上島にまいりま
した。大崎上島は海や山に囲まれており，校舎の窓から
眺める景色はとても綺麗で穏やかな気持ちになります。
大学時代はヨット部に所属しており，海や船を身近に感じ
ながら，部活中心の生活を過ごしていました。部活動の中
で船乗りとして働くOBやOGさんとの交流を通して，外航
船舶による海上物流に興味を持ち，大学院へ進学しまし
た。大学院では主に，環境問題をテーマに外航船舶によ
るCO2排出量の削減について研究を進めてきました。
　現在広島商船では，1，2年生の低学年を対象とした情
報関連の授業を中心に担当しております。現在の主な
研究は大崎上島における買い物支援について，GIS

（Geographic Information System;地理情報システム）
を用いて取り組んでいます。大崎上島は高齢化率が
47.1%と高いため，島での生活をより暮らしやすくするた
めに，買い物と同様に生活の両輪である通院等も含めた
複合的な取組に繋がるよう検討を行っていく予定です。
さらに，今後はGISを地域活性化に関する施策やその評
価を行うためにも活用していく予定です。この研究を通じ
て，大崎上島についてより深く理解することが出来るので
楽しみです。
　今後は学校や地域の活性化に貢献できるよう努力し
ていきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。
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　僕たち漕艇部は，「絶対に優勝を勝ち取りた

い」という一心で，毎日，走り込みや筋トレを含

めた厳しい練習に励んできました。

　漕艇部の試合は1年に３回程ですが，中で

も，全国商船高等専門学校漕艇大会は，５商

船が集結し，熱い試合が開催されます。

　本校が8年前に優勝を果たした後は，鳥羽

商船高等専門学校が7連覇をしており，毎

年，全国大会優勝を目標に掲げて頑張ってき

ました。

　本年度は，7月20日に富山高専で開催され

ました。迎えた試合当日は，これまで練習でつけ

てきた力を出し切った結果，Aチーム・Bチーム

ともに，本校に優勝旗を持って帰ることが出来

ました。勝ったときの感動は今までに感じたこと

のないような喜びでした。

　練習は，大変なときもありますが，来年も優勝

できるように，より一層努力していきたいと思っ

ています。

　また，11月22日に開催された瀬戸内三商船

新人戦では，新人チームにとって，初めての試

合でしたが，優勝を飾ることができました。

　今後も，主将である僕が，皆を引っ張ってい

きますので，来年の活躍もぜひ期待していてく

ださい。今後とも応援をよろしくお願いします。

記　録
―――――――――――――――――――――
第49回
全国商船高等専門学校漕艇大会
　Aチーム　9分08秒59
　Bチーム　9分40秒33
―――――――――――――――――――――
第29回
瀬戸内商船高等専門学校漕艇大会 新人戦
　9分21秒34
―――――――――――――――――――――

（漕艇部主将　C3 山本 圭太）

優勝新任教員挨拶

商船学科　助教

岸　拓真
きし たく ま

流通情報工学科　助教

大高　洸輝
おおたか こう き

　平成26年4月1日付けで着任しました，流通
情報工学科の大高洸輝と申します。
　出身は島根県松江市です。松江工業高等
専門学校の機械工学科を卒業し，山口大学
工学部へ編入学しました。そして，山口大学大
学院理工学研究科へ進学し，修士（工学）の
学位を取得しました。その後，本校で助教とし
て勤務しております。また，現在，博士（工学）の
学位を取得中です。
　研究分野は視覚工学です。人の視覚に備
わっている機能をうまく利用する方法について
研究しています。現在は，視覚がもつ機能のメ
カニズムを利用した画像処理手法の開発を
行っております。例えば，視覚には「動いている
物体は静止している物体よりも鮮明に見える」
という機能が備わっています。この機能が発現
する仕組みを調べ，その仕組みを模した画像鮮
明化手法を開発することに取り組んでおりま
す。また，開発した手法について，内視鏡画像の
鮮明化技術や画像における動き情報の提示
技術としての応用可能性を模索しております。
　今後は，教育・研究・地域活動を通して本校
に貢献できるよう邁進する所存です。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

　平成26年10月1日に着任いたしました，商船学科
の岸拓真です。
　着任初日，百段階段を目の前にして「みんな毎朝
これを登るのか，大変だな」と率直に思いました。
　しかし，毎朝階段を上っておりますと，あることに気
付きます。階段の最上段で後ろを振りむくと，特に晴
れた日は，清々しい風光明媚な風景を臨むことがで
きるではありませんか！そんな風景を見て，毎朝つい
「ありがたい！」と呟いてしまいます。最近では，この
風景に「朝のやる気スイッチ」を入れてもらっており
ます。着任して早々ですが広島商船のいいところを
見つけられました。
　私のモットーは，「先ず隗より始めよ」です。人生，
面倒なことがたくさんあります。しかし，物事の大小に
かかわらず，小さいことを真面目に取り組むことは，将
来大きな力になります。それには時間もかかれば，我
慢すること，うまくいかないこと，たくさんあると思いま
す。そんな時に，ぐっとこらえて，時には明日の風を
待ってみる，時には大きく舵を切ることが大切だと思
います。しかし，常に独りよがりにならず，とはいえ頼
ることばかりにはならない強い自分になれるように，
そんな時こそ，周囲の人々への感謝と尊敬の念は
忘れてはならないと思います。
　広島商船の良いところをたくさん見つけながら，み
なさんのパワーに負けないように頑張ってまいりま
す。よろしくお願いいたします。
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　現在卓球部は，部員53人（男子37人，女子
16人）で活動しています。今年度は4月から11
月の8ヶ月間で，35の大会に参加しています。
内訳は高体連関係の大会12回，日学連関係
の大会3回，高専関係の大会3回，広島県卓球
協会主催の大会5回，一般の大会12回です。
今回は，その中から4つの大会について紹介さ
せていただきます。

（1）全国高専大会
　8月30日（土）・31日（日）に，松山市総合コ
ミュニティセンターで開催されました。男子団体
及び男子ダブルス1組（D5有津悠貴・D5田淵
友也組），男子シングルス2名（D5有津悠貴，
D3中村亮也），女子シングルス1名（D2藤井
未来）が出場しました。結果は男子団体準優
勝，男子シングルスで有津君が準優勝，女子シ
ングルスで藤井さんが優勝と健闘しました。な
お，男子団体戦は4連覇がかかっていましたが，
福島高専に1-3で負けて悔しい思いをしまし
た。来年度は沖縄で全国大会があります。再
度全国優勝目指して頑張りたいと思います。ま
た，中国地区高専大会において女子の団体戦
（全国大会は無い）が初めて行われ，本校が
優勝しました。

（2）中国学生選手権大会
　4年生以上の学生は日学連に登録し，大学
生の大会に参加しています。本大会には春季
と秋季があり，春季大会で優勝するとインカレ
に出場できます。本校は日学連に登録して3年
目（団体戦は3部からスタート）になりますが，こ
の春の大会（5月15日（木）～18日（日），鳥取
県民体育館）で2部での優勝を果たし，念願
の1部に昇格することができました。秋の大

会（8月28日（木）～31日（日），維新百年記念
公園）は全国高専大会と重なり，ぎりぎりの人
数での参加で苦戦しましたが，広島大学，岡山
商科大学，岡山大学に次いで4位となり，1部
残留（6位は2部と入れ替え戦）を決めました。
来春は，いよいよインカレ目指して頑張ります。

（3）広島県総合体育大会
　5月3 1日（土）・6月1日（日）に，三次カル
チャーセンターで開催されました。結果は男子
が4位，女子が6位でした。個人戦の部（広島
県高校選手権大会，5月10日（土）・11日（日），
安佐北区スポーツセンター）も，男子ダブルスで
M3笹栗航輝・C3竹内宏煕組がベスト8，男子
シングルスでD3中村亮也君が5位，女子シング
ルスでD2藤井未来さんが6位入賞と健闘しま
した。

（4）全日本選手権ジュニアの部広島県予選
　9月6日（土）に福山市体育館で1次予選，次
いで7日（日）に鈴峯女子高校で2次予選が行
われました。その結果，D2藤井未来さんが女子
シングルス2年連続優勝という快挙を達成しま
した。藤井さんは，2015年1月12日（月）～15日
（木）に東京体育館で開催される平成26年度
全日本卓球選手権大会（ジュニアの部）に広
島県代表として出場（2年連続）する予定でし
たが，残念ながら怪我のため，棄権しました。

　本校卓球部は，学校・保護者・卓球関係者
及びOB・OGや地域の方に支えていただきな
がら，何とか現在の活動を続けています。本当
にありがとうございます。選手も，それぞれの目
標に向けて日々努力しております。今後とも，応
援・ご協力の程よろしくお願いいたします。

出場大会紹介 ―卓球部―賞

尾三地区１年生大会
（男女とも決勝戦は本校対決でした）

全日本選手権ジュニアの部県予選
（右端が優勝した藤井さん）

中国地区高専大会（津山市）

全国高専大会（松山市）
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　　代表学生：仲井　友紀
　　　　　　（流通情報工学科５年）
　　指導教員：今井　慎一

　この度，第一回タ
カハソレノイドコンテ
スト（ソレコン）におい
て「それのいどん」
がいいね！賞を受賞
しました。このコンテ
ストは，ソレノイドを製
造・販売しているタカ

ハ機工株式会社が主催したコンテストで，ソレノ
イド購入者の作品の発表の場として，また自分
で考え，ものを作る楽しさをゲームなどに夢中な
子供達に興味を持ってもらうために開催され
たコンテストです。ソレノイドとは，コイルに電流を
流して磁場を発生させ，可動鉄心を直線運動
させることで，押し／引きの動作を行なう電気
部品でモーターやエアシリンダーと同じくアク
チュエータの一つです。自動車をはじめ，自動
販売機や銀行ATM，ドアの自動ロック等，身の
回りにある多くの製品に使用されている駆動
部品です。
　発明した「それのいどん」は昔に流行ってい
たスーパーカー消しゴムをボールペンのノックで
飛ばすところを，パチンコの玉をはじき出す部
分などで使われるソレノイドで代用したもので
す。この作品を作るまでに，様々なものを設計し
ましたが，いかに面白いか，ということに重点を
おいて考案しました。「それのいどん」は，昔な
がらの遊びを，現代の子供たちが技術を学ぶと
同時に楽しめるという特徴があります。今まで
のものづくり同好会での活動から，楽しい教材
を意識的に作ることができるようになったと思
います。

　また，受賞した作品は，2014年6月25日(水)
～27日(金)まで東京ビッグサイトで開催された
第18回機械技術要素展でタカハ機工株式会
社のブース内に展示され約8万人の来場者に
見て頂きました。
　最後に，「それのいどん」は，小学校5年生の
理科で学ぶ，電磁石の導線に電流を流し，電
磁石の強さの変化を調べ，電流の働きについ
て，実験を行いながら考えることができるので，
今後，小学校の教材として使用できればと
思っています。
　なお，それのいどんの紹介PVと審査発表の
動画は，以下のHPより見ることができます。
審査発表：
http://www.takaha.co.jp/solcon/index.html
それのいどん紹介PV：
https://www.youtube.com/watch?v=wbwNpNySl_U

第一回タカハソレノイドコンテスト
 いいね！賞「それのいどん」賞

●学生会活動

■スポーツリーダーズセミナーについて
　12月5日，6日の1泊2日で「豊平どんぐり村」へ
行き，リーダーズセミナーを行いました。
　各クラブを代表した学生達が集まりストレッチ
やトレーニング方法などをトレーナーの方に教えて
いただきました。初日は体力測定と体幹トレーニ
ングをしました。体
力測定では自分の
体の各部分の筋
肉量や体力要素
の数値が分かり，
今後どのようなト
レーニングを行えば
よいかを知ることが
できました。
　夜にはストレッチ
などに関しての講
義がありました。実
際に二人一組で

ペアになり，マットを敷いて教えてもらったことを
その場でするので，とても覚えやすく勉強になり
ました。二日目はマシンを使った筋肉トレーニン
グと，使わない筋肉トレーニングを学びました。
今回のリーダーズセミナーで学んだことを今後
の部活に役立てたいと思いました。

（D４ 河尾 晋作）

●商船祭を終えて
　私は実行委員長を務めました。昨年，何かし
らの仕事を経験していたメンバーとは違い，初
めて実行委員長をやらせてもらうという立場
で，みんなを引っ張っていけるのか，まとめきれ
るのか，不安でいっぱいでした。全体のスケ
ジュール管理，全メンバーの把握，掛け持ちして
いた係の仕事など，やることの多さに戸惑って
いたとき，ほかのメンバーが助けてくれました。お
互いをカバーし合える良き仲間に恵まれていた
なと思います。そんな仲間と作り上げることの
できた商船祭は私にとって今までで一番の商
船祭です。
　このような経験ができたことに感謝です。あ
りがとうございました。

（実行委員長　D4 小坂 はるな）

学生会活動・商船祭・寮生会

（次のページにつづく）
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　今回，商船祭で備品係を務めました。始めた
きっかけは昨年の商船祭で手伝いをし，各部
活に備品を渡すという作業にやりがいを感じ
たため，今年は自分が中心となってやろうと
思ったからです。備品係は，ただ物品を貸し出
すだけではなく，物品の確認作業も重要な仕
事です。事前に壊れていないか，使えるかどう
かの確認や，足りない物品は買いに行くのも仕
事です。
　また，備品係だけでは大変だと思っていた作
業では何人かの実行委員が自分の仕事よりも
優先し手伝ってくれて，感謝の気持ちでいっぱ
いでした。おかげで早く作業が終わることがで
き，壊れたものは一切ありませんでした。
　この商船祭を通して一人ではできない作業
でも皆と協力すればできるということが改めて
実感できました。とても良い商船祭になりまし
た。ありがとうございました。

（備品係　D4 若松 望実） 
　私は広報係としてポスターやパンフレット作
り，商船祭準備の情報発信を担当させていた

だきました。パンフレットにおいては，従来のもの
よりも分かりやすく見ていただけるようにレイア
ウトを工夫しました。また，ポスターについても
「今年のポスターは斬新なデザインで素敵だ
ね」などとたくさんのお褒めの言葉をいただき，
頑張って作ってよかったなと感じました。このよ
うな良い評価をいただけたのは，パンフレットや
ポスターのイラストを担当してくれた中村果帆さ
ん（D4）を始め，広報役員や教員の協力のお
かげだと思います。夜遅くまで作業をするなど
大変なこともありましたが，たくさんの人と協力し
て役割を果たせてやりがいを感じることができ
ました。ご協力ありがとうございました。

（広報係　D4 大木 みのり）

●寮生会活動
　私たちは寮生会として，寮生が規則正しくか
つ快適に生活できるようサポートしています。

　主に，寮内全体の清掃活動や長期休みの前
に行う大掃除の指導，イベントの運営及び総括，
その他寮内行事において，寮生全体の先頭に
立って幅広く活動しています。今年度の寮生会
は入寮式から始まり，新入生歓迎会，寮生活に
おいての指導，寮食堂内・食事に関する会議，
七夕，かき氷大会などの企画・運営，夏休み前の
寮内大掃除などを行ってきました。
　入寮式では，受付から居室の案内，荷物搬入

の手伝いなどを行いました。荷物搬入や駐車場
への誘導などは，寮生会だけでなく他の寮生も
自主的に行い，作業をスムーズに進めることがで
きました。式中では，保護者や新入生からの質問
の受け答えを行い，安心して生活を始められるよ
う努めました。その後，指導学生が代表して新入
生に寮生活においての説明を
行い，一日の流れや寮での規
則，寮内の備品の使い方など
を指導しました。また，新入生
歓迎会を開催し，一日でも早く
寮生活に慣れることができるよ
うにサポートしました。
　そして，以前より寮生からの
要望が多かった寮食に関する
アンケートを実施し，その結果を
ふまえ，寮食堂の職員の方たち
と会議を行いました。
　主にメニューの提案や寮食
堂の利用に関する改善案など
について給食部長が中心と
なって話し合いをしました。
　七夕やかき氷大会などのイ
ベントを厚生部長が主体と
なって実施しました。
　七夕では，寮生一人ひとり
が願いごとを書き，それを飾り
付けました。かき氷大会では材
料の発注表作成から会場設
営，人員配置などの基本的な
ことはもちろん，新しいメニュー

の提供，効果的なポスターを作成するなど，寮生
により楽しんでもらえるように工夫しました。
　夏休み前の寮内大掃除では，整備衛生部長
や各階のリーダーなどが取り仕切り，フロアの全
体掃除や各自の居室を清掃しました。寮をきれ
いにすることによって，気持ちよく長期休みを迎
えることができました。この他にも普段の掃除の
指導なども含め，規則正しい集団生活を行える
ように活動しています。
　寮生会は，一人でも多くの人が規則正しくか
つ快適に過ごすことのできるように，寮生の意
見・アイデアを取り入れる努力をしています。今
後も寮生の皆さんがよりよい寮生活を送ること
ができるよう活動してまいります。
（寮生会　D5 高垣 優菜・D5 松原 蒼空） 

平成26年度　後期寮生会役員表 ※副会長及び各専門部部長

役 職 名 学科学年 氏　名 学科学年 氏　名
会 長 D 4 大坪　優貴
副会長厚生部長 C 4 土方三四郎 D 4 林　由希江
図 書 部 長 D 4 河尾　晋作 D 4 若松　望実
給 食 部 長 C 4 伊東　望巳 D 4 福島　千貴
整 備 衛 生 部 長 D 3 佐々木　享 M 3 山口　世翔
指 導 学 生 代 表 C 3 矢野　職彬 D 4 中村　果帆
班 長 会 幹 事 M 3 古橋　知季 C 4 和智　美希

執 行 委 員

※C 4 土方三四郎 ※D 4 林　由希江
※D 4 河尾　晋作 ※D 4 若松　望実
※C 4 伊東　望巳 ※D 4 福島　千貴
C 4 西本　靖弘 ※M3 山口　世翔
D 4 藤井　陽介 D 4 榎　まどか
※D 3 佐々木　享 C 4 川﨑　海佳
M 2 平　仁一郎 D 3 松本　瑞季
M 2 宮川　恭輔 D 3 川手　　唯
D 2 吉﨑　勝晴 C 3 日原　綾香

男子指導学生 ※代表

担当学年 学科学年 氏　名

1・2年生

C 4 正木　勇人
D 4 山﨑　遼平
D 4 下畦　航平
※ C 3 矢野　職彬
M 3 山下　隼人
C 3 溝口　裕也

女子指導学生 ※代表

担当学年 学科学年 氏　名

1年生
※ D 4 中村　果帆
D 4 福島　千貴

2年生
C 4 川﨑　海佳

（執行委員兼任）

D 3 鎌田　美里

3年生 C 4 和智　美希
（班長会幹事兼任）

4年生 D 3 河村　彩加

平成26年度　後期指導学生表
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クラブ等の活動・活躍状況
●第40回瀬戸内商船高等専門学校2校定期戦
期日：平成26年6月21日（土）

●第96回全国高等学校野球選手権広島大会
期日：平成26年7月17日（木）　1回戦　広島商船 1－8 崇徳高校

●第50回中国地区高等専門学校体育大会（夏季大会）
期日：平成26年7月4日（金）～6日（日）

●第50回中国地区高等専門学校体育大会（冬季大会）
期日：平成26年11月8日（土）～9日（日）
•ラグビー　1回戦敗退

●第４9回全国高等専門学校体育大会
期日：平成26年8月23日（土）～31日（日）

●アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト２０１4中国地区大会
期日：平成26年10月5日（日）
会場：東広島運動公園体育館
Ａチーム「出土ーっ！マッハニワ」（出前迅速賞） 1回戦敗退
Ｂチーム「StAbility」　　　　　　　　　　　1回戦敗退

●第４9回全国商船高等専門学校漕艇大会
期日：平成26年7月19日（土）～20日（日）（カッターの部）（ヨットの部）
主管校：富山高等専門学校
•カッターの部 優勝（Ａチーム）
 優勝（Bチーム）
•ヨットの部 SH級SR 3位

会　場 競技名 団体戦順位 個人戦順位

愛　媛 卓　球 準優勝

D5　有津　悠貴 男子シングルス 2位 D5 有津　悠貴

M5　鎌島　彰宏 男子シングルス ベスト6 D3 中村　亮也

M5　増井　明児
男子ダブルス ベスト8

D5 有津　悠貴

C4　眞鍋　龍正 D5 田淵　友也

M4　渡辺　大智 女子シングルス 1位 D2 藤井　未来

C3　塩崎　将隆

C3　竹内　宏熙

D3　中村　亮也

香　川

剣　道
男子個人 １回戦敗退 M5 梶川　義哲

男子個人 ベスト8 D5 西牟田雄貴

水　泳
男子背泳ぎ200m ７位 M2 瀬々　　翔

男子平泳ぎ100ｍ 予選敗退 M2 平　仁一郎会場 競技名 団体戦順位 個 人 戦 順 位

津
　
山

陸上競技 男子総合7位 女子総合7位 女子800m 3位 D5 澤岡　怜奈
ソフトテニス 予選リーグ4位 女子個人戦（ダブルス） 3位 D4 榎　まどか 女子個人戦（ダブルス） 3位 D3 加藤　七彩

卓球 優勝

D5 有津　悠貴 男子シングルス 1位 D5 有津　悠貴 男子シングルス 2位 D3 中村　亮也
M5 鎌島　彰宏 男子シングルス 3位 M4 渡辺　大智
M5 増井　明児 男子ダブルス 1位 D5 有津　悠貴 男子ダブルス 1位 D5 田淵　友也
C4 眞鍋　龍正 男子ダブルス 3位 M5 増井　明児 男子ダブルス 3位 D3 中村　亮也
M4 渡辺　大智 女子シングルス 1位 D2 藤井　未来 女子シングルス 3位 D2 中村　紗瑛
C3 塩崎　将隆 女子ダブルス 3位 D2 中村　紗瑛 女子ダブルス 3位 D2 檜山　日和
C3 竹内　宏煕 女子ダブルス 3位 D2 藤井　未来 女子ダブルス 3位 D2 村上　幸子
D3 中村　亮也

硬式野球 1回戦敗退

呉

バレーボール（男子） 予選リーグ4位
バレーボール（女子） 予選リーグ3位
剣道 男子団体2位 男子個人 3位 M5 梶川　義哲 男子個人 4位 D5 西牟田雄貴
サッカー 1回戦敗退
テニス 1回戦敗退 男子シングルス 3位 M2 生野　　藍

広
　
島

柔道 4位 男子個人90kg級 4位 M4 出木　翔平 男子個人90kg超級 3位 C5 鎌田　一輝
バドミントン（男子） 予選リーグ4位
バドミントン（女子） 1回戦敗退
バスケットボール（男子） 予選リーグ3位
バスケットボール（女子） 予選リーグ3位
水泳 総合6位 男子背泳ぎ200m 2位 M2 瀬々　　翔 男子平泳ぎ100m 4位 M2 平　仁一郎

… 全国大会出場団体・者

広 島 会 場
種　目 広島 ― 弓削

陸上競技 × 75 ― 120 ○
バスケットボール（男子） × 83 ― 91 ○
バスケットボール（女子） × 18 ― 91 ○
ソフトテニス × 2 ― 3 ○
卓球 ○ 3 ― 0 ×
剣道 × 2（3） ― 3（3） ○
水泳 ○ 101 ― 62 ×

カッター
Aクルー

× 9'15"60 ― 8'53"55 Aクルー
○

Bクルー
○ 9'36"95 ― 9'47"94 Bクルー

×

弓 削 会 場
種　目 広島 ― 弓削

硬式野球 ○ 9 ― 7 ×
バレーボール（男子） ○ 2 ―　 0 ×
バレーボール（女子） ○ 2 ―　 1 ×
サッカー × 0 ―　 2 ○
柔道 × 0 ―　 4 ○
ラグビー × 10 ―　 31 ○
テニス × 1 ―　 2 ○
バドミントン（男子） × 0 ― 3 ○
バドミントン（女子）
＜オープン競技＞ ○ 2 ― 1 ×



　サッカーはチームプレーです。個人の技術を
磨くのはもちろん大変で大切なことなのです
が，チームプレーの質を向上させることは，相手
がいてできるコミュニケーションですから，日々の
練習で培うしかない難しいことです。でも，そこ
にやりがいもあります。
　数年前に全国高等専門学校体育大会（以
下，「全国高専大会」という）へ進んだチーム
は，抜群の技を持ったフォワードたちや安定した
ディフェンスなど技術的にも安定感がありました
が，それぞれ基点となり展開する構成力，さらに
全体をまとめる役がそろっていたように思いま
す。33年ぶりの全国大会で，鹿児島高専に惨
敗しましたが，サッカー部は自信を勝ち取りま
した。
　その後，華々しい成果こそ挙げていません
が，常に可能性を保持し続けることができてい
ます。今夏の中国地区高等専門学校体育大
会（以下，「中国地区高専大会」という）では，
徳山高専と延長まで闘い，控え選手全員をピッ
チに投入する総力戦でした。しかしながら，ゴー
ルポストに嫌われ最後の最後に力尽きました。
その悔しさと反省を新チームが受け継ぎ，来年
こそはと歩み始めています。全国高専大会で
活躍したクラブの歴史に再び栄光の輝きを取
り戻すために。
　ここ十数年は，赤紺のユニフォームで，ほぼ
30名前後の規模も変わらず，竹原でリーグ戦に
加わったり，トーナメントに参戦したり，また弓削
商船や近隣の高校・大学のクラブと練習試合
をしたりして経験を重ねながら，チームプレーを
グラウンドでも日常生活でも磨き続けています。

　本校での創部が何時かははっきりしません
が，少なくとも高等専門学校以前の高等学校
時代からあったことは間違いありません。高等
学校時代にはこの地区(尾三地区)でも相当
活躍していたようです。高等専門学校になっ
てからは一旦，高等学校体育連盟からも離脱
し，試合数も少なく柔道部としての活躍も特別
に記録に残るようなものはありませんでした。し
かし再度いくつかのクラブと一緒に高等学校
体育連盟に再加入(約20年前)してからは，こ
の尾三地区では，団体戦・個人戦とも常勝の
活躍でした。
　他方，中国地区高専大会でも団体・個人と
も常勝の活躍で，3年前の第47回大会では，
10回の団体優勝(内8年連続)に対し，中国地
区高専体育連盟より特別表彰されました。
　「栄枯盛衰」という言葉があるように上記の
ような栄盛，今は昔の感が強く，最近の柔道界
の不祥事等も相まって，ここ2年間の柔道部へ
の新入部員は残念ながらありません。加えて商
船学科4年生，5年生の後期航海実習で，現在
の柔道部員は3年生以上で，5名という少人数
です。しかし，柔道は本来個人競技ですので，
少人数でもできる範囲で昇段(黒帯)を目指し
て頑張っています。
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クラブ紹介
年間活動概要

4月　中国大会尾三地区予選
　　　総体尾三地区大会
6月　総体広島県大会
7月　中国地区高専体育大会
8月　全国高専体育大会
9月　広島県高等学校柔道大会

10月　県新人戦尾三地区大会
2月　柔道選手権尾三地区大会

　以上のほか柔道連盟主催の月次・昇段試
合が毎月呉で行われています。

　バドミントン部は前身として，同好会を2度発
足しました。第1回目は平成11年度に1年生1
名と4年生1名の2名で立ち上げ，中国地区高
専大会に参加し，1年生がシングルスでベスト8
まで進みました。しかし，4年生が引退するととも
に活動できなくなり，いったん消滅しました。
　第2期は平成14年度に3名の4年生が同好
会を結成し，その後3年生が1名，2年生が3名
と会員数を増やしました。最初の練習場所を
平日は体育館前の駐車場や通路などで基礎
練習を中心に，休日に体育館が開いていれば，
体育館で練習していました。学生の保護者が
バドミントンをされていましたので，そちらから使
用済みシャトルをいただいて，練習に使ってい
ました。その後は入会する学生が途切れること
もなく，平成16年度にクラブに昇格することが
できました。主な活動は高専大会，瀬戸内中央
2校商船高専定期戦（いわゆる弓削戦），高体
連の試合です。
　中学までの経験者がほとんどいないため，強

くはありませんが，経験者が入部した平成17年
度の尾三地区新人戦では女子シングルスで
優勝，ダブルスで準優勝し，県大会へ出場しま
した。その2年後には高専に入ってから始めた
学生ばかりで練習し，尾三地区では女子ダブ
ルスで3位になるなど実力もついてきました。以
下は一例ですが，今年度も尾三地区の新人戦
では女子シングルスで優勝するなど学生の活
躍が顕著になってきています。
【尾三地区　新人戦】

女子シングルス　優勝　D2 藤村 美乃梨
女子ダブルス　　3位　

D2 藤村 美乃梨　D2 野田 真理 ペア

　「高専ロボコン」。全国の高専生が既成概
念にとらわれず「自らの頭で考え，自らの手でロ
ボットを作る」という体験から発想することの大
切さ，ものづくりの素晴らしさを分かち合うという
目的のもと，発想力と独創力を合言葉に1988
年から始まり今年で27年目を迎えたNHKが主
催する，ロボットコンテストのことです。毎年異な
る競技課題に対し，アイデアを駆使してロボット
を製作し，その成果を競い合います。

（次のページにつづく）

クラブ紹介

サ ッ カ ー 部 柔 道 部

バドミントン部

S E S 同 好 会



　私たち「SES同好会※」はその「高専ロボコ
ン」に出場する57校124チームの中の１つで
す。
　部員の不足により一時は危機的状況下に
おかれていましたが，ここ１，２年でなんとか新入
部員が入部してくれるようになり，大規模な活
動が行えるようになってきました。
　しかし，部内での「長年培われた技術」とい
うものが１度失われてしまっているため，毎年非
常に厳しい戦いを強いられていますが，顧問の
先生をはじめとした大勢の方々の支えにより，
日々ロボット製作に励んでおります。
　最終到達目標としては，両国国技館で行わ
れる全国大会に出場し，ロボコンにおける最優
秀賞である「ロボコン大賞」を受賞することで
すが，現状では両国国技館に足を踏み入れる
こともままならないといった状況です。今年は
我が広島商船が中国地区大会の主催校でし
たが，応援して下さったみなさんの声にお応え
することもできず，惨憺たる結果となってしまい
ました。しかし，私たちはロボット製作を「辞め
る」ということだけはできません。支えてくださる
方々のためでもあるのですが，何より私たち

「SES同好会」はロボットが好きで，マシンを己
の手で創り上げていくことが好きで，「ものづく
り」が好きだからです。いつの時代も私たちは
「ものづくり」によって私たちが住まうこの惑星
の文明を発展・昇華させてきました。この事実
はこれからも変わるはずのないものであると思
います。ここまで高度な技術を有するまでに大
変な時間，労力を費やしたはずです。しかし，ま
だ終わりではありません。更なる高みを目指し
て技術は日々，日進月歩しています。それを可
能にして下さっているのは，私たちの大先輩に

当たる技術者の方々です。その方々が「ものづ
くり」が好きだったからこそ，その道を突き進んで
行かれたのではと思います。
　そして私たち広島商船「SES同好会」を含
むロボコンに関わる全国の「ロボコニスト」の
方々もまた「ものづくり」が好きであることは間
違いないでしょう。
　そんな「ものづくり」大好き集団が作り上げ
る年に一度の「アイデア対決・全国高等専門
学校ロボットコンテスト」広島商船代表とは，

「SES同好会」総部員22名（2014年12月現
在），私たちのことであります。
※SES とはSystem EngineerSの略称です。

（以下，高専ロボコン2014 中国地区大会の様子。
今年の競技課題は「出前迅速」でした。出前ロボットはお
盆に高く積み上げられた蕎麦の蒸籠を3つの障害物（スラ
ローム・角材・傾斜）を乗り越えて運びます。競技時間３分
間で少しでも多くの蒸籠を出前したチームが勝利します。）
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クラブ紹介

（フィールドで戦うのは各チーム1台の出前ロボットと3人
の高専生（注文人・店主・操縦者）です。以下写真。）

　文科系クラブの数が少ない本校において，
漫画・ライトノベル・アニメ・ゲーム等が好きなサ
ブカルチャー趣味の学生諸君が一手に集まり
活動できる場所として文芸同好会は十数年間
活動を続けてきました。その間会員数は10名
～20名前後の増減を繰り返しています。活動
は以前から週に一度のミーティング以外はとく
に縛りもなく自由にやっています。
　それは基本的に文化部，それも文芸創作活
動は個人の「表現したい」という気持ちが原動
力のため，勢い個人活動の集まりという形にな
るためです。そのため年度によって活動内容
に大きな波があります。勢いがあるときは作品
集を年に何度も出したり，様々なテーマで作品

競作を行ったり，ホームページの作成やオリジナ
ルゲームの企画などが行われたりしました。一
方創作意欲が低いときは，集まって雑談してい
るだけで作品がなかなか制作されない，という
怠惰な時期も何度もありました。その結果，商
船祭においてもコスプレ喫茶や漫画喫茶が充
実して運営される年もあれば，準備不足であま
りできない年もありました。
　結局，当クラブの活動は個々人のやる気の
集合体が全てですから，ヲタク気質として強制
を嫌うところからも，個々人の参加の自由度が
高い同好会組織での運営となっています。一
方でそのことが主体的に組織的に活動するこ
とに対しての制約をも生んでいるといえましょ
う。今時のヲタク気質は，あるいは「ユルイ」自
由さがポリシーなのかもしれません。
　さて，文芸同好会の対外試合は「漫画甲子
園」等コンテストの参加でありますが，世界に冠
たる漫画大国日本ですから，この世界は学生
のうちから上手な人がたくさんいる訳で，残念な
がら本校は予選止まりです。今のところ参加す
ることに意義がある，という意識を持つのが精
一杯ということでしょうか。できればこのようなコ
ンテストで入賞できるような技術力あるいはアイ
デアや表現力の向上を望みたいところです。
　かつては大都市の同人誌即売会への遠征
を行ったり，アニメ「たまゆら」のイベントボラン
ティア参加など，積極的な対外活動もありまし
た。そのような対外活動は，同じ趣味人と交流
することで創作活動に対する刺激を受けると
いう良い面がありますので，今後も積極的に参
加してほしいと思います。そして本校での文化
活動をもっと盛り上げていってほしいと願う今
日この頃であります。

クラブ紹介

文 芸 同 好 部

Ａチーム：（ロボット名）出土ーっ！マッハニワ（シュツドーッ！マッハニワ）

Ｂチーム：（ロボット名） 「StAbil i ty」



●入学式

　４月６日（日），商船学科44名,電子制御工学科48
名，流通情報工学科46名，編入生３名（うち,外国人
留学生２名），産業システム工学専攻８名の入学式を
行いました。
　入学式当日は，
本校の正門に続
く“青春坂”を桜
満開の中，力強く
登校しました。
●新入生オリエンテーション

　４月８日（火）から国立三瓶青少年交流の家で（２
泊３日）新入生オリエンテーションを実施しました。学
生生活の基本ルールなどについて学び，オリエンテー
リングや野外炊飯を行いました。
●専攻科交流会
　４月25日（金）～26日（土），中国・四国地区高専専
攻科生研究交流会が広島市で開催され，専攻科生

10名が参加しました。
　これまでの研究成果
の披露と討論を行い，
今後の研究に反映す
るとともに，他高専の専
攻科生と交流を深める
ことができました。

●前期クラスマッチ

　５月８日（木），リレー・ソフトボール・バレーボール・バ
ドミントン・ソフトテニスの5種目を競い合い，級友と同
じ汗を流し，友情を深めました。

●弓削商船との定期戦を開催
●中国地区高専体育大会，
　全国商船高専漕艇大会に出場
●全国高専体育大会に出場

※各成績は別掲（P.13-14）
●【大学COC事業】障がい者との交流事業
　6月8日（日）
「自然の下で
交流体験」と
題し，三原特別
支援学校大崎
分教室の児童
生徒やその家
族らと，国営備
北丘陵公園へ
日帰りバス旅行を実施しました。
　広大な自然に恵まれた公園での自然散策やアス
レチック体験などを通じて，意思疎通を図りながら交
流を深めました。

●【大学COC事業】
　シンポジウム「島を元気にする若者たち」
　6月19日（木），大崎上島文化センターにてシンポ

ジウムを実施しました。パ
ネルディスカッションで
は，「島を元気にするため
に」をテーマに，実際に
活動を行っている本校
の学生や若者たちから

活発な意見
が出されまし
た。総計で
300名近い
参加があり
ました。
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ニューズ
ダイジェスト《学生・学校の活動》

春 SPRING

夏 SUMMER

ニューズ
ダイジェスト《学生・学校の活動》

●卒業証書・修了証書授与式
　9月20日（土）,商船学科35名，専攻科海事システ
ム工学専攻4名が本校を巣立って行きました。
　卒業生退
場の際には，
笛の音に合
わせて整列
し，“ごきげん
よう”と３回
合唱して帽
子を高く投げ上げる恒例の挨拶も行われ，新たな旅
立ちに惜しみない拍手が送られました。
●薬物乱用防止キャンペーン
　10月8日（水），東野
ライオンズクラブと青
少年育成大崎上島
町民会議の皆さんと
協力して，登校時に学
生へ薬物乱用防止パ
ンフレットを配布し啓
発活動に努めました。

●【大学COC事業】不法投棄ゴミ撤去作業
　11月1日（土），「王子の滝」周辺で，大崎上島町公
衆衛生協議会主催の不法投棄ゴミの撤去作業に
参加しました。本校27名の学生・教職員が地域の方
との協働作業でゴミを収集しました。

●原動機付自転車安全運転講習会開催
　11月17日（月），竹原警察署大崎上島分庁舎交
通係の２名と県警白バイ隊員２名をお呼びして，バイ
クの点検方法と実技講習を行いました。

●竹原税務署長から表彰
　11月19日（水），「税に関する高校生の作文」の表
彰式を行い，以下の学生が表彰されました。

　電子制御工学科　１年　向江　健人

秋 AUTUMN
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ニューズ
ダイジェスト《学生・学校の活動》

ニューズ
ダイジェスト《学生・学校の活動》

●後期クラスマッチ
　11月18日（火），リレー・サッカー・バスケットボール・
ソフトテニス・バドミントンの各種目で白熱した試合が
繰り広げられました。

●【大学COC事業】障がい者との交流事業
　11月22日（土），自然の下で交流体験として，三原
特別支援学校大崎分教室の児童・生徒やその家族
らと三段峡へ日帰りバス旅行を実施しました。
　参加した学生は楽しそうに交流しながらも，一生懸
命見守り体験を行っていました。

●【大学COC事業】「アイランダー2014」
　11月22日（土），23日（日）両日，池袋サンシャインシ
ティで実施された「アイランダー2014」に参加しまし
た。全国の島々が出展する祭典で，唯一学校単位の
ブースを出し,本校専攻科生によるプレゼンテーショ
ンを行いました。他地域の参加者と活発な議論の場

となり，主 催
者（ 国 土 交
通省等）や島
嶼学会会長
等から素晴ら
しい試みだと
好評でした。

●スポーツリーダーズセミナー
　12月5日（金），6日（土），体育系クラブの代表者が
参加し，各クラブの親睦を深めるとともに，それぞれの
活動について考えを深めました。 ※関連記事（P.10）

●【大学COC事業】
　原子力討論会 in 広島2014

　12月6日（土），「原子力発電は必要か。本当に安
全か？」をテーマに討論会を開催し，日本原子力学会
シニアネットワーク連絡会の委員，地域の方々，本校
学生など約６０名の参加がありました。地域の方々や
専門家の方 と々の交流は，貴重な経験となりました。

　高専女子の卒業後の良好な就職活動に向けたキ
ャリア教育を目的とし,主に英語によるコミュニケーシ
ョンの実践力を増強するため，さまざまな事業を実施し
ております。
●ビジネスマナーに関する講演会
　10月6日（月），女子学生を対象に「印象を高め，信
頼を深めるビジネスマナーの基本」と題して講演会を
開催しました。
　講義のほか学生2人が向き合っての自己紹介の
実践練習なども交え，社会人としてのスキルを学びま
した。

●実務英語研修
　10月21日（火），株式会社シーゲートコーポレーショ
ン（広島市）を訪問し，海事代理店業務の実務英語
についての研修と広島港コンテナターミナルの見学
を行いました。

●英会話実習～洋上交流会～
　11月8日（土），英会話実習を本校練習船広島丸
の船上で行いました。本校ＯＧ・ＯＢとともに女子学生
が参加し有意義な時間を過ごしました。

●高専女子フォーラムin 中国
　12月20日（土），高専女子フォーラム in 中国が広
島国際会議場で開催され，本校から11名の女子学
生が参加し，「学生生活」「専門教育」「研究」の3分
野においてポスター発表を行いました。中学生と保
護者の方々77名の参加があり，高専女子学生の魅
力を紹介しました。

　また，45社の企業の参加もあり，活躍している女性
技術者の姿や男女共同参画への取組みについて，
各企業担当者から発表がありました。
●就活メーク研修
　1月19日（月），資生堂販売（株）中四国支社広島
オフィスから2名の講師を招き，就活メークの基本であ
る知性・感
性・意欲を
どのように
表現するか
等を実技を
通して学び
ました。

冬 WINTER 高専女子キャリア教育プログラムの紹介
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　練習船広島丸は商船教育を行うための高
度な教育施設であり，学生は航海実習，実験実
習または演習を行い，船舶の運航資格試験取
得に向けて意欲的に実践的な訓練に取り組ん
でいます。また，その他の事業として，広島丸を
活用した社会貢献・地域連携事業・広報活動
なども行います。
　今年度は，①広報活動としてオープンスクー
ル外6件，②海洋教室として海洋体験授業外4
件，③男女共同参画事業「洋上交流会」，④専
門技術講座として東広島市消防局大崎上島
消防署との合同訓練などを行いました。広島丸

では乗船者へ
の対策として，
安全管理を進
めるために定
例的に会議を
行い，事故回
避のための計

画・実施・評価・検討を行いながら，実務者として
必要な危険回避の手法とその成果を実務教
育に反映しています。

　高専は，教育，研究に加えて地域貢献が地域
での役割とされています。地域貢献は特に地
域に根ざした活動が望まれています。そのため
に教職員の知識情報や技術と本校の充実した
施設や設備を広く地域に提供し地元発展に寄
与し，本校の教育にも役立てようとするのが地
域交流センターです。科学研究費や助成金な
ど，本校の教職員が獲得する外部資金の総額
は全国高専のなかでも上位に属します。また，企
業との共同研究も件数が増えてきています。こ
のほか，地域貢献として，練習船の運航や科学
講座の開設を行っております。

　地域の諸団体と
連係した活動として，
例えば，三原市との
共同研究「せとうち
海上環境＆体験航
海セミナー」では，地
元の海洋生物研究
者の指導による，生物の採集等を学生が子ども
たちと一緒に行い海洋環境を守ることの重要
性についての講座を実施しました。元樋修宜会

長の率いる産業振
興交流会は，本校
を支援する企業を
組織化し互いに躍
進を目指す本校の
応援企業団体で
す。本校は文部科

学省の「地（知）の拠点整備事業」に選ばれ，
自治体や地元企業や団体そして地域住民と連
携して，離島ニーズに対して本校を拠点に多く
の地域貢献事業に取組んでいます。

　メディアセンターは，本学の教育研究活動に
おける情報技術，メディア，ネットワーク等の利用，
および教育研究活動の推進・支援とそれに必
要な環境整備を行っています。
　校舎地区や寮に整備した無線LANを学生
が学習に利用できるようにしています。利用人
数の関係で，まだまだ快適に使えるまでには至
っていませんが，学外へのインターネット回線速
度の増強を行っていきたいと考えています。ま
た，就職対策用のSPIのeラーニング教材（ライ

ンズSPI）を，学内
外のどこからでも利
用できるようにして
います。就職試験
対策に是非ご利用

練習船運航センター

地域交流センター

メディアセンター

学校の活動

（次のページにつづく）

卒業生受賞者

帆船フェスタ広島

さざなみ探検＆海辺教室

平成25年度
1. 学 外
電気・情報関連学会中国支部表彰

学 科 名 氏　名
電子制御工学科 繁内　宏治
流通情報工学科 ハディナタ　イグナティウス　スティーブン

独立行政法人国立高等専門学校機構学生表彰
学 科 名 氏　名

産業システム工学専攻 倉田　茉季
産業システム工学専攻 大野　信康
流通情報工学科 ハディナタ　イグナティウス　スティーブン

2. 学 内
皆勤賞

学 科 名 氏　名
電子制御工学科 岡田　智文
電子制御工学科 坂本　寛和
電子制御工学科 末廣　　暁
電子制御工学科 立石　千夏
電子制御工学科 向田　樹生
流通情報工学科 松本　大輔

特別功労賞
学 科 名 氏　名 該当要件

電子制御工学科 戸田　泰之
全国高専体育大会ダブ
ルスで３年連続優勝とな
ったことなど，卓球部の功
績に多大なる貢献をした。

功労賞
学 科 名 氏　名 該当要件

電子制御工学科 津田　真裕 寮生会活動において，
功績が著しい。

電子制御工学科 藤井　秀樹

海友会に1年次より入部
し，海岸清掃活動及び
地域ボランティア団体と
の合同清掃活動に計
16回参加し，地域に大き
く貢献した。

流通情報工学科 伊藤　美咲 寮生会活動において，
功績が著しい。

流通情報工学科 松永　和樹

卒業研究では「数学の
学習到達度試験対策の
電子書籍の開発」に取
り組み，学習到達度試験
の数学の学習を支援す
る為の電子書籍をスマー
トフォン用に作成した。

産業システム工学専攻 倉田　茉季 全国高専プログラミング
コンテストの自由部門に
おいて，特別賞及び富
士通賞を受賞した。また，
日刊工業新聞社主催の
キャンパスベンチャーグ
ランプリ中国において，
テクノロジー部門最優
秀賞を受賞した。

産業システム工学専攻 大野　信康

流通情報工学科
ハディナタ
イグナティウス
スティーブン

平成26年度
1. 学 外
一般社団法人 全日本船舶職員協会表彰

学 科 名 氏　名
商船学科航海コース 伊藤　　昌哉
商船学科機関コース 川井　進之介

公益社団法人　日本マリンエンジニアリング学会奨学褒賞
学 科 名 氏　名

商船学科機関コース 横田　　勝
公益財団法人　海技教育財団表彰

学 科 名 氏　名
商船学科航海コース 福井　啓悟
商船学科機関コース 甲斐　大雅

公益社団法人　日本航海学会奨学ほう賞
学 科 名 氏　名

商船学科航海コース 大島　政雄
公益社団法人　日本船舶海洋工学会奨学褒賞

学 科 名 氏　名
商船学科航海コース 江種　大宗
商船学科機関コース 門本　賢治

2. 学 内
皆勤賞

学 科 名 氏　名
商船学科航海コース 江種　大宗

功労賞
学 科 名 氏　名 該当要件

商船学科航海コース 國次　拓磨
学生会長として，学生会
活動において，功績が著
しい。

商船学科航海コース 髙原　勝平 寮生会活動において，
功績が著しい。
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ください。メディアセンターでは，教育研究活動に
必要なサービスを今後も継続的に企画・導入し
ていきますので，ご理解とご協力をよろしくお願
いします。
ラインズSPI：https://lines-spi.education.ne.jp/hiroshima-cmt/

　昨年度末
に改修工事
が終了し，平
成26年４月
から新しい
技術教育センター棟（写真）での実習が本格的
に始まりました。棟内はバリアフリー化及び安全
性の確保に配慮し，改修前よりも作業スペース
や通路が広くとってあります。また室内の明るさ
も確保できる構造になっています。これにより学
生はより快適かつ安全に実習に取り組むこと
ができるようになりました。
　新しい設備として3次元レーザー加工機，や
3Dプリンターも導入され，実習，卒業研究，ロボッ
トコンテストに活用されています。

　金属溶融加工室（写真）にはヒューム集塵
機が取り付けられ，溶接作業中，手元を確実に
排気ができるようになりました。
　またIT
共用講義
室にパー
ソナルコン
ピュータを
25台設置
しC A D ，

CAM等の入力に加え情報系の実習にも幅広
く対応できるようになりました。また，プロジェクタ
ー，AV機器等も使用可能になり，プレゼンテーシ
ョン演習にも対応しています。本年度から３学科
混合学級での共通実習が一年生を対象に始
まりました。このように技術教育センターは建物
だけではなく実習内容においても新しくなり続
けるよう努めています。

　英語の習得を促し異文化を体験することに
よって皆さんが国際化の著しい現代社会で大
いに活躍する人材となるように，様々な機会を
提供します。また，本科３年次に編入してくる優
秀な留学生のお世話を担当するのも国際交流
室です。彼らが本校に滞在してくれることで，国
際感覚を培う良いチャンスとなります。
　本校の主催
する語学研修
は８月下旬か
ら２週間，マニ
ラで催します。
平成 2 5年度
は15人，26年
度は８人が参加しました。また，この研修の答礼
として，フィリピンの２つの大学から今秋は14人
が短期留学に来られました。このほか，海外イン
ターンシップ，中国地区高専国際交流支援コン
ソーシアムの主催する海外合同研究発表会，文
部科学省の「トビタテ！」プログラムなど，海外へ
誘う催しが近年は増加し，多様化しています。こ
れからも積極的に案内や掲示しますので，是非
とも注意を払ってみてください。

技術支援センター

国際交流室

学校の活動 留学生紹介

３次元レーザー加工機・３Dプリンター

商船学科
フィルダウズ  ラーマン
ビン  モハメド  アンサリ

（マレーシア）

流通情報工学科
アジ  ペラモノ
（インドネシア）

　はじめまして，留学生のアジ　ペラモノです。
出身はインドネシアです。平成25年4月に来日し
て，東京日本語教育センターで１年間日本語を
勉強した後，コンピュータのプログラミング及びコ
ンピュータ技術に関する知識に興味を持ってい
るので，広島商船高等専門学校流通情報工学
科第３学年に編入しました。
　初めての雪は辛くてうれしくもありました。イン
ドネシアでは，年間平均気温が33度で温かく，日
本の冬は0度まで下がりあまり慣れることができ
ませんでした。日本では雪を見ることができるし，
様々な伝統的な文化を見に行くことができて楽
しんでいます。新しい習慣に慣れるのは僕に
とって難しいけれど，時間が経つと，徐々に慣れ
てきました。
　しかし，知的財産や社会特論の科目では，
様々な特別な日本語の単語が出てくるので，
ちょっとだけ困っています。それでも，先輩，優し
い先生たち，優しい友達が助けてくれるから，心
強く思います。そろそろこの学校に来て1年が経
ちます。あと2年間この学校で勉強するのでもっ
と大変なことがあるかもしれませんが，プログラミ
ングなど自分の専門の勉強を頑張りたいと思い
ます。また，将来なりたいことを考えつつ，次のス
テップに進むことをとても楽しみにしています。
　どうぞよろしくお願いいたします。

　はじめまして，マレーシアから来ました留学生
のフィルダウズです。マレーシアでの高校にいた
ときから第二外国語として日本語を勉強してい
ました。そして高校を卒業して留学するチャンス
を貰ったとき，学んだ日本語を活用し，また日本の
文化をもっと知りたいと思って日本に留学する
ことを決めました。
　その後，日本語をきちんと学ぶために日本語
教育学校（マレーシアの大学）に入学し，日本語
を一から勉強しました。この大学で２年間，日本
語のほか，高校の一般科目も日本語で勉強しま
した。それを無事修了し，合格点を貰い，卒業す
るによって日本に来ることができました。そして，
平成２６年４月に広島商船高等専門学校の商
船学科の３年生に編入しました。
　船に興味があったので本校を選びました。編
入してから船について色々なことを学び，この後
も多くのことを学ぶだろうと思います。難しいこと
も多いでしょうが，先生が絶えず優しく教えてくれ
てどんな質問にでも答えてくれるので，すぐに付
いて行けると思います。本校を卒業したら日本
の大学へ進学するつもりです。
　僕は本校そして日本に学んだこと，また日本の
素朴で素晴らしい文化をマレーシアに持って帰
りたいと思います。
　どうぞよろしくお願いします。
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　1月21日（水），「教育，研究，地域貢献の相互
の強みを生かして連携し，地域社会が抱える課
題解決と地域コミュニティの担い手となる人材
の育成」を目指して，広島文化学園大学と連携
協定を締結しました。
　同時に，大崎上島町と広島文化学園大学間
でも協定が締結されました。大崎上島町と本校
は既に連携協定を結んでいたため，3機関が互
いに協力し合う体制が整い，地域の発展に貢
献していくことを誓いました。

左から，広島文化学園大学長 岡 隆光氏，
大崎上島町長 高田 幸典氏，本校校長

■平成25年度国立高等専門学校教員顕彰

賞　名 所　属 職　名 氏　名

優  秀  賞 商船学科 教　授 水 井 　真 治

■広島文化学園大学と連携協定


