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　4月に村上前校長の後を継ぎ，大島商船
高専から広島商船高専に来て1年が過ぎよ
うとしております。ようやく大崎上島での生活
にも慣れ，心の中では「大きい」から「広い」
へ置き換えが完成しつつあるかなと感じてお
ります。
　その間，学生たちの嬉しい活躍が幾つかあ
りました。運動部が各種大会で活躍している
中，昨年の準優勝の悔しさを晴らして全国高
専体育大会における卓球部の優勝は，課外
活動大好き人間の私を喜ばせてくれました。
また，全国大会には，剣道部，陸上部，水泳部
が出場し，卓球女子シングルス準優勝，陸上
競技女子やり投決勝3位の成績は今後を期
待させるものです。
　アイデア対決高専ロボコン2016中国地区
には2チームが出場し，Aチームは準優勝，B
チームは特別賞（株式会社安川電機）を受
賞することができました。残念ながら，あと一歩
で全国大会出場は逃しましたが，「広島商船
ここにあり」を十分に示してくれました。悔しさ
をばねに来年に向けての努力に期待します。
　10月より大崎上島町商工会のプロジェクト

において大崎海星高校と本校との合同プロ
ジェクトが始動し，「島の仕事図鑑」を作成しま
した。このような，高校と高専の新しい学校間
連携は，地域に根ざした高専となるため大事
なことです。その他の分野においても，地域と
の連携を広げたいと考えています。
　現在の高専教育は，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変わろ
うとしています。そのため，知識・技術だけでな
く，全く新たな視点から何かを作り出す発想能
力が必要となります。このような課題解決能
力を育成するため，いろいろな教育手法が提
言されており，学生たちには自ら学ぶ学習能
力が求められています。学生は様々な能力を
身に付ける努力を忘れないようにしてほしい
と思います。
　本校は離島にある高専として，その地理的
条件がメリットになる教育を考えています。具
体的な事例として，離島（地域）課題を組み
入れた授業や実験・実習の取組みです。ま
た，活動として，障がい者・高齢者との交流活
動や海岸・景勝地の清掃活動，地域伝統行
事への参加などがあり，今後の成果が期待で
きます。
　以上のように，本校の持つ課題は多くあり
ますが，社会的に人口減少の中，我国の将来
を担う学生を育て，日本の未来社会－グロー
バル化と地方創生－に対応できる課題解決
能力を有する人材育成に努めています。本
校としてまだ十分ではありませんが，より高い
成果が得られるようまた，学生が立派に成長
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。

１．大学COC事業概要
　大学COC事業（地（知）の拠点整備事業

（以下，COC事業））も採択を受けて4年目となり

地域の拠点となるべく社会貢献，地域研究を進

めてきました。また，平成27年度の地（知）の拠

点大学による地方創生推進事業（COC+）の

協力校として，地方創生に向けた事業を展開し，

地域のさらなる地（知）の拠点となるべく事業を

進めています。

　大崎上島町内でも，「商船高専が身近に感じ

られるようになった」，「商船高専の学生さん達

が町の行事に参加して盛り上げてくれる」という

声を寄せていただけるようになり，様々な取組み

を通して，本校が地域へ積極的に関わろうとし

ている姿勢が少しずつ広まっているように感じ

ています。

　大崎上島町における離島ならではの課題

解決に向けた地域志向科目による教育・地

域研究活動を通じて，①少子高齢社会対策，

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の課題解決を目指し，地

域の活性化へ貢献できるように，地域の方々

のご意見・ご支援をいただきながら今後も進め

ていきます。

　これまでの学校教育では，主に教室・研究室

の中で完結させていることから，学生にとって地

域社会との交流を通した実体験は，とても貴重

です。また，教職員にとっても各自が取り組んで

いる研究の成果を現場で適用する実践の場と

なるため，学生へのより良い教育研究環境の整

備・提供することで，将来的に就職した地域に貢

献できる人材育成を目指します。なお，COC事

業では，次の12分野にわけて，教育，研究，社会

貢献の側面から地域の教育研究に取り組んで

います。

　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
　教育では，地域（島，海など）の自然・歴史・文

化・生活・産業を題材とする地域志向科目の実

施を通して，故郷や将来居住する地域に貢献

できる人材の育成を目指しています。

　座学・実習等を通して，個々が解決手法を学

び，卒業研究・特別研究では「学修」を意識した

実践を通した課題解決を経験することにより，地

域社会で活躍できる人材育成などに取り組ん

でいます。

　学生が離島社会の実情を知ることは，学生に

とって教科書や実験室では得難い総合的・実

践的な学習となり，多面的な分析力や課題解

決能力の向上が期待できます。また，住民と連

携した研究や成果報告会を通じて地域課題解

決に向けた具体的な提言や技術開発などに取

り組んでいます。

練習船広島丸　清田　耕司

No.59広島商船高等専門学校　学校だより
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●障がい者との交流（5.29）
＜うさぎ島クルージング＞
　障がい者との交流活動でうさぎ島（大久野

島：竹原市）へ行きました。

　あいにく小雨交じりの天候でしたが，桟橋を

降りるとすぐにうさぎが現れ，持参したニンジン

やキャベツをあげると寄ってきます。参加した

障がい者や保護者，交流活動を行った学生も

うさぎに癒され，和やかな活動ができました。

●恵美須神社秋季大祭（10.9）
　沖浦地区の伝統行事である「恵美須神社

秋季大祭」に，櫂伝馬の水夫（かこ）として学

生・教職員23名が参加しました。

　この祭は式典に続き，ご神体を載せた御座

船を櫂伝馬4隻でお旅所へ曳航し，お旅所で

の行事を行ったのち，神社に曳航して帰るとい

う行事です。

　地域の高齢化が進み水夫の人材が不足す

る中で，本校の学生が多数参加することによ

り，伝統行事の継承に貢献できたことは大きな

成果でした。

●大崎上島バレーボールスクール（10.23）
　広島菅公学生服㈱の特別協賛のもと，柳本

晶一さん（元全日本女子バレーボールチーム監

督）をお迎えして，バレーボールスクールを開催

しました。当日は本校バレーボール部だけでな

く，大崎海星高校，大崎上島中学校，東野・豊

田ジュニアクラブ，ママさんチームなど島内外か

ら多くの愛好者が本校第2体育館に集まり，バ

レーボールの練習に汗を流しました。大崎上島

でバレーボールを頑張っているみなさんのモチ

ベーション向上に貢献することができました。

●アイランダーへの出展（11.26～27）
　池袋サンシャインシティで開催された全国の

島々が集まる祭典「アイランダー2016」に出展

し，離島高専の魅力と地域との連携をアピール

しました。ブースでは本校学生が離島ならでは

の学校生活などの紹介と現在学校をあげて取

り組んでいるCOC事業のプレゼンを行いまし

た。ブースの前には大勢の人が集まり，熱心に

質問する見学者も見られるなど関心の高さをう

かがわせました。

●エネルギー討論会（12.3）
　本校において“エネルギー討論会IN広島

2016”を地域交流事業の一環として開催しま

した。討論会冒頭には，元原子力安全委員会

技術参与の若杉和彦氏による “日本のエネル

ギーの将来を考えよう”と題した講演をいただき

ました。その後“地域でエネルギーについて考

えよう”をテーマとして，地域住民の方，本校学

生及び日本原子力学会シニアネットワーク連絡

会のメンバーで意見交換を行い，活発な議論

が交わされました。今回の討論会を通じて，地

域の方の貴重な意見を聴取し，学生が結果を

まとめ，参加者全員に対して発表を行うなど，学

生が直接学ぶ場を作ることができました。

取組み事業の紹介
大学COC事業大学COC事業３．人材育成

　学生自身の人間性の涵養・職業観を養う一

環として，COC事業では地域の方々との交流に

より地域に貢献できる人材育成を目指していま

す。年齢層の広い方々との出会いや交流に

よって，他者を理解する人材の育成が行なわれ

ます。

　学生の地域活動により，地域の方々から暖か

い励ましのお言葉をいただき，また学生の精神

的な成長が評価されています。住民と学生の両

者が相互に良い関係を築きつつあり，地域の

方々にとっては，接する機会が少ない若者と交

流することでパワーを得ておられるようで，地域

へ学生が参加すること自体にも意味があるよう

に考えます。

　学生は将来どのような場で活躍するにしても，

必ずコミュニティに所属します。住民との交流を

通じて身につけた人間力は，学生の将来にとっ

て大きな糧となります。

４．おわりに
　本事業は平成29年度までの5年間の取組み

です。本年度で4年目が終了します。今後も地

域の皆さん・大崎上島町のご協力を得て，教職

員・学生が様々な人材育成事業に取り組んでま

いります。

　各分野による，離島社会の課題解決へ向け

た活動の主な事例を以下に紹介します。
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　平成28年9月2日（金）から3日間，本校で日
本島嶼学会が開催されました。
　日本島嶼学会は，「島国である日本におい
て，島嶼が持つ独立，完結した空間，外部との
相互作用の空間，としての潜在的諸価値を見
い出すためのより総合的なアプローチによる
研究を行う」という趣旨で平成10年6月に設
立された学会です。
　この学会では年次大会の開催は離島で開
催する原則となっています。平成28年度は大
崎上島町で開催されました。その理由として
は本州付近でありながら架橋がされていない
離島であること，本校が離島所在の高等教育
機関であり，文部科学省のCOC事業に選定
されたユニークな存在であることが要因とな
り，初の瀬戸内島嶼での開催につながったと
のことです。

　9月3日（土）は，本校のCOC事業シンポジウ
ム「離島における教育の充実」を開催しまし
た。本校の一般教科朝倉教授，小河教授のほ
か大崎上島町の地域おこし協力隊で公営塾

「神峰学舎」の永幡氏・佐々木氏の両名から
大崎上島町での教育支援活動の報告があり
ました。
　その後日本島嶼学会については，基調講演
の後，5会場に分かれて49件の研究発表が行
われました。学会には約100名が参加し，これ
までの参加者数・発表件数ともに過去最大規
模となったとのことです。

　研究発表者数49名，ポスターセッション3名，
本校関係者（COC関係）の発表件数は25件，
その内の学生発表数は3名でした。
　学生発表の中で流通情報工学科5年高野
誠大くんから発表（写真参照）についての寄
稿がありましたので以下に紹介します。

（寄稿） 高野 誠大くん（流通情報工学科5年）
　日本島嶼学会での発表は良い経験になりまし
た。卓球を焦点に，大崎上島のスポーツ環境の
調査・研究について発表させていただきました。
本校は卓球部が強く，地域の方々とも交流があ
り，自分が卓球部に所属しているということも相
まって，研究をより身近に感じることができました。
　この島でスポーツを実施する上での課題は，
人数が集まらないことと交通の不便さです。し
かし，卓球はデメリットよりもメリットのほうが多い
ことがわかりました。早期から環境を変えずに
継続的に専門の指導者に教えていただくこと
ができることや，練習場所に困らないこと，練習
に集中できる環境があること，以上のことから質
のよい練習する上での基盤が整っていること
がわかりました。
　発表をする時に普段では考えないことを考
える，人前に立って資料をもとに話をするという
ことは，将来の就職活動や就職してからも有益
となります。みなさんにも，このような機会があれ
ば積極的に参加することをお勧めします。

本校学生が日本島嶼学会において発表 島の仕事図鑑 －大崎海星高校との連携事業－
　平成28年10月よりスタートしたパンフレット

「島の仕事図鑑」制作プロジェクトは，大崎上
島町商工会が主導して，大崎上島町における
産業従事者を紹介し，島の仕事の可視化や魅
力化を図り，定住者促進につなげていこうとす
るものです。今回は本校と県立大崎海星高校
の生徒計18名が合同で，産業従事者の方へ
のインタビューや写真撮影を行っています。プ
ロジェクトスタート時は，両校生徒ともに緊張して
いましたが，現在ではすっかり打ち解けて，大崎
上島の利点や自分たちの将来について話し
合える関係になってきました。このプロジェクトを
通して，大崎上島への定住者促進に貢献する
だけでなく，参加した学生が地域の方と交流し
たり，自身の教養の幅を広げたり，自分の進路
についても考えるきっかけにつながればと思い
ます。
　また，この活動は中国新聞（28.11.30呉地
域28面）にも取り上げられました。

活動に参加している大西栞奈さんのコメント
（商船学科2年）

　今回，初めて広島商船の学生もこの活動に
参加し，大崎海星高校の生徒さんと共同で島
の仕事図鑑第４弾完成に向けて作業を進め
ています。
　私は，この活動に参加しないかと声をかけら
れた当初，部活を理由に断りました。しかし普
段全く関わりのない大崎海星高校の方と交流
をしてみたい，インタビューを通して島の方々と
出会いたいという純粋な思いを捨てることがで
きず，最終的には参加させていただきました。
　島の仕事図鑑は，手に取る人に「伝える，伝
わる」ものでなければなりません。インタビューさ
れる側の気持ちの体験から，質問内容の検討，
プロカメラマンによる写真撮影講習の受講な

ど，準備や練習を重ね，学生主体でインタビュー
を敢行しています。
　インタビューを行う中で再確認するのは大崎
上島の魅力です。ＩターンやＵターンした方だか
らこそわかる，人と人の距離の近さ・温かさ，自
然の恵み，静けさ。話を聴くうちに島の見方や
捉え方も変わりました。
　大崎上島の人との輪が大きく広がり，たくさ
んのことを得る機会になりました。活動に参加
して本当によかったです。完成したら是非多く
の方に見ていただきたいと思います。

発表風景 インタビューの様子

電子制御工学科　松島　勇雄
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学科・学年 氏　名

商船学科2年 大西　栞奈

商船学科2年 砂山　海里

流通情報工学科2年 行武　愛望

商船学科1年 斉藤　美玖

商船学科1年 髙橋　美和

流通情報工学科1年 大町　歩歌

流通情報工学科1年 川本　　愛

流通情報工学科1年 神　明日香

流通情報工学科1年 升谷　文香
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　日刊工業新聞主催の2016キャンパスベン
チャーグランプリ（以下，CVG）中国大会に，流
通情報工学科5年生の中川麻美さん，中村早
希さんの2名が取り組み，テクノロジー部門優
秀賞を受賞しました。
　CVGとは，大学や高専などの学生のための
新事業創出のビジネスプランを競うコンテスト
で，全国8ブロックからなる大会から構成されて
います。CVG中国大会では，中国地方の15の
大学・高専・専門学校から88件の応募があり，
書類審査を通過した15件が，12月中旬にプレ
ゼンテーション審査に進み，事業プランのアイデ
アや実現性などが審査され，賞が決まりました。
　今回応募したテーマは，「★さめぽ★ －LD
向け記憶補助システム－」というもので，学習
障害（LD）児向けのタブレット用アプリと，アプリ
を利用したソリューションを提案しました。アプリ

でL D 児が自立で
きるように支えると
ともに，LD児を抱え
る家族に対する支
援や，LD児を支え
ている特別支援教
育士を増やすため
の試みを事業化す
るためのビジネスプ
ランです。

　2名の学生は，初めて考えるビジネスプランに
戸惑い，悩みながら取り組んでいました。自分
たちの考えたアプリが本当に役立つのか，また
どうやって広めるのかなど様々な観点から可能
性を検討し，ビジネスプランを完成させました。

●中川麻美さん（流通情報工学科5年）の感想
　今まで行っていた卒業研究に，新たにビジネ
スとしての要素を付け加えるのは考えたことも
なかったので難しかったです。実際に企業の
方に評価して貰い，他のプランを聞くことで社
会人としての考え方を学ぶ良い機会になりまし
た。楽しかったです！！！！！！！

●中村早希さん（流通情報工学科5年）の感想
　応募していた方の中で，大学3年生，高専3
年のお二方が既に会社を建てて発表していた
ビジネスプランを実際に行っていました。このよ
うな人に会う機会は今まででなかったのでその
方の話を聞けてとてもためになりました。

キャンパスベンチャーグランプリ中国
【テクノロジー部門】優秀賞受賞
「★さめぽ★ －LD向け記憶補助システム－」

賞

No.59広島商船高等専門学校　学校だより

公務員試験対策講座の紹介

　 流 通 情 報 工 学 科の卒 業 生の進 路として
は，いわゆる公務労働分野もサービス・情報分
野の一環として考えられます。従来から一部
の学生が地方自治体や警察・消防，各種団
体等に就職をしていましたが，流通情報工学
科に対する求人業種は情報業界や物流業
界が多く，就職先は主にこれらの産業が占め
ています。　
 しかしながら，これらの業界の勤務地の多くは
東京などの大都市圏にあり地元広島県での
勤務先が少ないのが実情です。そのため学生
の就職活動のニーズや地元からの要請もあり
地域への就職活動の強化が望まれています。
　そのなかで特に公務労働やそれに準じた
各種団体，独立行政法人などは地域での採
用が見込まれる分野であるため，積極的に進
路先として拡大していくことを目標としていま
す。ただし，これらの就職先については理系学
生の学校推薦の指定高専枠という従来の高
専の就職方法がなく，まずは公務員試験とい
う競争率の高い競争を勝ち抜かなければなり
ません。本校ではこれまでこのような受験指導
は個別希望に応じて不定期に開催してきまし
たが何とか合格者や実際に地方自治体への
就職者を輩出してきました。しかしそれでは受
験指導として不十分であったとの認識から，こ
のたび流通情報工学科に限らず全学生を対
象に公務員試験に対応する取り組みを始め
ました。
　昨年度も講演会や模擬試験の実施・解説
等を試験的に実施しましたが，本年度は全国
模試の受験と判定評価を行い，問題の分野ご

との解説を全学科の教員に依頼し持ち回りで
毎週解説する講座を開設し，定期的に行った
結果，最大で23名の参加者がありました。
　また流通情報工学科の4年生については
後期にプレ卒研として研究室配属と卒業研究
の準備を行いますが，この中で公務員試験勉
強を行うゼミを新設し，7名が受験勉強や模試
を中心に，公務員業務等について学習してい
ます。まずは彼等が公務員試験に合格するこ
とを目指すとともに，在校生にも早い段階から
目標を持ち，受験勉強を意識させます。時間を
かけて継続し，習慣化して勉強を行うよう指導
していくこと，そのための学習の雰囲気づくりを
していくことで公務員試験対策講座を充実さ
せていきたいと考えています。

流通情報工学科長　風呂本 武典

―全学科で横断的に実施―
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　昨年度に引続き，卓球部の今年度の活動
状況を報告させていただきます。今年度卓球
部は，部員55人（男子39人（専攻科生1人を
含む），女子16人）で活動しています。今年度
は4月から12月の9ヶ月間で，42の大会に参加
しています。内訳は高体連関係の大会13回，
日学連関係の大会7回，高専関係の大会3回，
広島県卓球協会主催の大会4回，一般の大
会15回です。さらに他校との練習試合（3回），
卓球講習会への参加（2回）と精一杯努力し
ました。全ての大会に全員が参加するわけで
はありませんが，それぞれがいろいろな大会に
参加する中で，一人ひとりがチームとしてのモ
チベーションを保ちつつ，少しずつ選手個々の
実力が向上したように思います。
　次に今年度の活動成績を，高体連関係の
大会，日学連関係の大会，高専関係の大会に
分けて，いくつか報告させていただきます。

（1） 高体連関係の大会（1～3年生出場）
①県選手権大会（個人戦）：5月7日（土）・8日
（日）に安佐北区スポーツセンターにおいて
開催され，男子ダブルスでM3小原勇太郎・
C3正藤一樹組が3位に，C3土本泰生・D2
飯田慎吾組がベスト8に入りました。

②県総合体育大会（学校対抗の部）：6月4日
（土）・5日（日）に三次カルチャーセンターで
開催され，男女共に5位に入りました。

③中国高校卓球選手権大会：6月17日（金）
～19日（日）に鳥取・コカコーラウエストパーク
で開催され，男女共に学校対抗の部（男子
9回目，女子8回目）に，個人戦には男子ダブ
ルス2組が出場しました。

④県新人戦（学校対抗の部）：11月19日（土）・
20日（日）に呉市体育館で開催され，男子は

4位に，女子はB級優勝と健闘しました。
⑤全国選抜県予選大会（学校対抗の部）：12

月17日（土）に福山市体育館で開催され，男
女共に出場しました。本大会においては男
子が4位と健闘し，平成29年2月3日（金）～
5日（日）に鳥取・コカコーラウエストパークで
開催される全国選抜中国地区予選会への
出場を決めました。

（2） 日学連関係の大会（4・5年生出場）
①中国学生選手権春季大会：5月26日（木）

～29日（日）に山口県維新百年記念公園で
開催され，男子は1部の2位になりインカレへ
の出場権を得ました。参考までに本大会の
順位は，1位：岡山商科大学，2位：広島商船
高専，3位：広島大学，4位：山口大学，5位：岡
山大学，6位：広島修道大学でした。日学連
に加盟して5年目になりますが，インカレ出場
は本校卓球部の大きな夢であり，3部からス
タートし2部，1部へとこつこつ頑張ってきた先
輩と後輩の絆が生んだ大きな成果であった
と思います。女子は3部で1位でした。

②全日本大学総合卓球選手権大会・団体の
部【インカレ】：7月6日（水）～9日（土）に島
津アリーナ京都で開催され，初出場しました。
結果は予選リーグ敗退（0勝2敗）でしたが，
学生にとってはいい経験・いい思い出になり
ました。

③全日本大学総合卓球選手権大会・個人の
部：10月27日（木）～30日（日）に長野市真
島総合スポーツアリーナで開催され，中国学
生選手権秋季大会を通過したC5塩崎将隆
くんとD5中村亮也くんが出場しました。 

（3） 高専関係の大会（1～5年生出場）
①中国地区高専大会：7月1日（金）～3日（日）

に，びんご運動公園メインアリーナで開催さ

全国高専大会優勝報告等 ―卓球部―賞

中国卓球選手権大会：参加者全員にて

中国地区高専大会：参加者全員にて

全国高専大会決勝戦（対福島高専）の整列

全国高専大会：参加者全員にて

れ，団体戦は男子優勝（7回目），女子優勝
（2回目）という結果でした。個人戦では，男
子ダブルスでC5竹内宏熙・D2飯田慎吾組
が2位に，女子シングルスでD4藤井未来さん
が優勝，D4中村紗瑛さんが2位という成績
でした。今年の大会は本校が担当で行わ
れ，澤岡審判長，有木副審判長のもと，卓球
部の学生が進行から審判までしっかり協力
してくれました。それぞれいい経験になった
と思います。

②全国高専大会：8月19日（金）～21日（日）
に，豊田市総合体育館で開催されました。
男 子 団 体，男 子ダブルス1 組（ C 5 竹 内 宏
熙・D2飯田慎吾組 ），女子シングルス2名

（D4藤井未来さん，D4中村紗瑛さん）が出
場しました。また，昨年度に引続き女子地区
対抗戦も行われました。結果は男子団体優
勝（3年ぶり4回目），女子地区対抗は3位，
女子シングルスで藤井さんが準優勝という
成績でした。なお，男子団体戦の決勝は6年
連続福島高専との戦いでしたが，今年は何
とか3－1で勝つことができました。選手一人
ひとりが部旗に書かれた「感じて動く」を貫
き，最後はみんなで大きな「感動」を得ること
ができました。来年度もますます激戦が予想
される中国地区予選を勝ち抜き，全国大会
に出場し優勝を目指して頑張ります。

　本校卓球部は，学校・保護者・卓球関係者
など多くの方々に支えていただきながら現在の
活動を続けています。心より感謝申し上げま
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。

No.59広島商船高等専門学校　学校だより
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連続福島高専との戦いでしたが，今年は何
とか3－1で勝つことができました。選手一人
ひとりが部旗に書かれた「感じて動く」を貫
き，最後はみんなで大きな「感動」を得ること
ができました。来年度もますます激戦が予想
される中国地区予選を勝ち抜き，全国大会
に出場し優勝を目指して頑張ります。

　本校卓球部は，学校・保護者・卓球関係者
など多くの方々に支えていただきながら現在の
活動を続けています。心より感謝申し上げま
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。

No.59広島商船高等専門学校　学校だより



　こんにちは，広島商船高専バスケットボール部
です。私達は部員40名ほどで活動していて，「高
体連チーム」と「高専チーム」の2つに分かれて
います。「高体連チーム」は主に高体連が主催し
ている大会に出場し，県大会上位を目指していま
す。「高専チーム」は7月の中国地区高専大会や
12月の西日本高専大会，春秋の大学リーグに出
場し，全国高専大会出場を目指しています。バス
ケットボール部は経験者だけでなく初心者も一緒
に楽しく練習することができ，スキルやメンタルを
向上させることができます。普段の練習は週6日
程やっていて，その他にも夏休みと春休みに開
催される高体連の試合に向けて約2週間の合
宿があります。練習内容は主にフットワークから
始まり，体幹トレーニング，シューティング，オフェンス
ディフェンスの練習，5対5などをしています。つら
い練習が多いですが，みんな一生懸命励んでい
ます。また，本校で秋に開催される「商船祭」では
焼きそばを販売しています。焼きそばはとても人
気があり，部員同士で協力しながら販売していま
す。近年の大会での成績は，第44回選抜優勝
大会広島県大会（ウィンターカップ県予選）ベスト
16，第59回中国高校選手権大会尾三地区3位
や第68回広島県高等学校総合体育大会尾三
地区2位で県大会出場を果たすなど，輝かしい
結果を出しています。この成績が出せたのも，普
段の練習や合宿に一生懸命励んでいるからだ
と私は思います。
　私達は現在，西日本高専大会に向けて体力
作りと体幹トレーニングを重点的に行っていま
す。体力作りでは，10分間4クォーター走れるよう
に，ダッシュやコート全面を用いる練習や試合形
式での練習を多めにしています。そして体幹を
鍛えることで，相手との接触した際でも軸がぶれ
ないようになることを目指しています。また最近取

り組んでいるのが5分間シュートです。その時間
内に自分が決めるシュート本数の目標を決めて，
その目標が達成できるように5分間シュートを打ち
続ける練習です。この練習を積み重ねることに
よって，シュートが入る確率が徐々に上がっていき
ます。今後の目標として，練習中は常に声を出し
て練習を活気づけようと考えています。これは練
習中に雰囲気が悪くなったり，モチベーションが
下がったりするのを防ぐためです。
　以上のように本校バスケットボール部は楽しく，
時には厳しい活動もしますが，先輩後輩の仲も非
常に良いです。こんな素晴らしい部活動はバス
ケットボール部しかありません！みなさん，私達と一
緒にバスケをしませんか。

（主将　C4　藤川 絢也）
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クラブの活躍状況

バスケットボール部
　私たち水泳部は男子32人，女子5人，マネー
ジャー2人の計39人で活動しています。水泳
部の活動期間は学校のプールが使用できる5
～9月の間で，プールが使用できない10月以降
の時期は，自主的に筋トレを行っています。

　水泳部のシーズンは，プール掃除から始まり
ます。4月に部員総出で，半年以上使用されて
いないプールを2日間かけて掃除します。プー
ルを綺麗にした後はいよいよ部活動開始で
す。月曜日から金曜日の放課後毎日練習しま
す。土日は自由参加です。練習は自分のペー
スで行うことができ，分からないことなどは先輩
からもアドバイスをもらえます。実技の指導や，練
習メニューも先輩が作成してくれます。
　練習の目標は，7月の高専大会です。その前
に開催される弓削商船高専との瀬戸内二校
定期戦や四高専対抗水泳大会等を通して，
各自の欠点や課題を見つけ克服し，高専大会
に備えます。全国大会に出場するためのレベ
ルは高いのですが，ここ数年は毎年2，3名が全
国大会出場を果たしています。
　その他にも，新入部員の歓迎会でバーベ
キューをしたり，シーズン終了の打ち上げでは，

水球をしたり，スイカ割りやお菓子パーティをし
て，先輩後輩関係なく部員同士の親睦を深め
ています。
　水泳部に入部する学生の半分以上は，本
格的な水泳経験がありませんが，毎日練習をし
て高専大会に出場できるようになる学生もいま
す。初心者でも始めやすく自分のペースで練
習ができる楽しい部活です。今後とも応援よろ
しくお願いします。

（D2　隼田 恭佳）

クラブの活躍状況

水 泳 部

中国地区高専大会集合写真

商船祭模擬店（焼きそば）

試合風景
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　今年度の陸上部は輝かしい成果をいくつか
あげることができました。高校総体中国大会へ
のM3溝田直音くんの出場，弓削戦で20年以
上ぶりの総合優勝，中国地区高専大会で男
子が総合5位，女子が総合2位，全国高専大会
でD4藤村美乃梨さんの3位入賞，高体連尾三
地区大会で男子の総合3位など，総合力も上
がってきました。
　また，世界陸上2008年大阪大会出場の荒
川大輔さんを招いての陸上教室開催や小学
生の陸上クラブへの出張練習，島内の農家へ
の労働支援などさまざまなことにチャレンジし，ク
ラブ活動を通じて多様な学び，多様な成長が
できた1年となりました。

全国高専大会で女子やり投3位入賞の藤村
美乃梨さんのコメント（流通情報工学科4年）
　私は三年生までずっとバドミントンをしてきま
したが，腰をケガしたことをきっかけにマネー
ジャーとして陸上部に入部し，ケガが完治して
からは，やり投を始めました。陸上部では和気
あいあいとした雰囲気の中でも，お互いを高め
合い，良きライバルとして練習ができる仲間に
恵まれています。そして，全国高専大会で3位
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クラブの活躍状況

陸 上 部
　10月23日（日）に，津山市久米総合文化運
動公園体育館で行われた，『アイデア対決高
専ロボコン2016中国地区大会』でこの度，広
島商船Aチーム『＃Aki嚴島（アキイツクシマ）』
は準優勝という成績を残すことができました。
　今年度の競技内容は，『ロボット・ニューフロ
ンティア』といい，3分間という限られた時間の
中で，用意された課題をクリアしながら，最終的
に箱をどれだけ高く積み上げられるかを競い
合うものでした。本番中に他高専や会場内の
熱気から伝わるプレッシャーは凄まじく，トーナメ
ントを勝ち上がっていくうえで予期せぬトラブル
が発生するなど，常に気の抜けない状況でした
が，「最後まで自分たちの試合をしていくぞ」と
いう思いのもと，操縦者をはじめチーム全員で
決勝まで勝ち上がりました。決勝戦では，惜しく
も敗れてしまい，悔しい気持ちがある反面，約半
年をかけて自分たちの手で一から作り上げて
きたロボットでここまでくることができた，やり切る
ことができたという気持ちがあったと思います。

　今年は，初めて学校内での予選ロボコンを
実施しました。そのため，早い段階からアイデア
出しなどの会議を重ね，普段よりも良いスタート
を切ることができました。高専ロボコンには，作り

ながら新しいアイデアが生まれ，さらにそれを形
にし，実際に動いたとき，より良いものができて
いくという実感と楽しさがあると感じます。
　今年の競技には外装が必須だったため，
シーズン後半は外装の作製にも力を入れまし
た。『#Aki嚴島』はその名の通り，嚴島，すなわ
ち宮島をモチーフとしており，『五重塔』『紅葉』
『反橋』『長橋』を外装に取り入れました。真っ
赤な大鳥居のシンボルが最後に積まれた箱の
上に乗せられたときは本当に感動しました。ロ
ボコンは，楽しいことばかりではありません。考え
た機構や回路がうまく動作せず，悩んでしまう
こともありました。しかし，先輩や技術支援セン
ターの職員，先生など様々な人に助けられ，支
えられながら一つのロボットを作り上げていく，
チーム競技なのです。高専ロボコンはテレビ等
でも放送されるため，より多くの人にものづくり
の楽しさを伝えることができれば幸いです。
　そんな高専ロボコン，来年度はなんと30周年
ということで，従来とは一味違った競技内容に
なるのではないかと予想されます。今年の反
省や経験を踏まえ，来年度こそは全国大会へ
の出場を果たしたいと思います。
 （ C3 一場 悠仁， 青山 舜， 河野 龍紀，
   矢山 伴紀， 渡邉 裕太
  M3 内田 陽良）

SES※同好会に入賞できたのは，熱心に技術・メンタルサポー
トをしてくれた顧問の先生，応援してくれた両
親や仲間がいてくれてこその結果です。これ
からも周囲の人たちへの感謝を忘れずに，毎日
の練習に取り組み，最後の高専大会でも結果
を残せるように頑張りたいと思います。

高校総体中国大会男子砲丸投に出場した
溝田直音くんのコメント（商船学科3年）
　高校球児たちが白球を追う傍ら，僕は鉄球
を投げてきました。高校生活最後の試合でも
結果を残そうと意気込んでいましたが，乗船実
習と重なって思うように練習ができませんでし
た。顧問の先生と練習内容を相談したり，工夫
を凝らしたりましたが，万全とはいかない状態で
県大会を迎えました。結果は，県大会４位という
ものでした。積み重ねてきた練習のお陰です。
来年度もまた別の試合で結果を残せるように
頑張りたいです。

中国地区高専大会後の記念撮影

ロボコン中国大会準優勝賞

荒川大輔さんによる陸上教室

全国高専大会表彰後の記念撮影
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クラブの活躍状況

陸 上 部
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クラブ等の活動報告（一部抜粋）
●第52回中国地区高等専門学校体育大会（夏季大会）
　期日：平成28年7月1日（金）～3日（日）

●第51回全国高等専門学校体育大会
　期日：平成28年8月17日（水）～9月4日（日）

●第42回瀬戸内商船高等専門学校2校定期戦
　期日：平成28年6月18日（土）

●第98回全国高等学校野球選手権広島大会
　期日：平成28年7月10日（日）　　1回戦　広島商船　2－3　安芸南

●アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト2016中国地区大会
　期日：平成28年10月23日（日）　　会場：岡山県津山市久米総合文化運動公園
　　Ａチーム【#Aki嚴島（アキイツクシマ）】準優勝
　　Ｂチーム【せとうちレモン（A）（セトウチレモンカッコエー）】特別賞（株式会社安川電機）

●第51回全国商船高等専門学校漕艇大会
　期日：平成28年11月19日（土）
　主管校：大島商船高等専門学校
　　第1レース　優勝（Ａチーム）
　　第2レース　3位（Bチーム）

No.59広島商船高等専門学校　学校だより

広 島 会 場

種　目 広　島 ― 弓　削

陸上競技 ○ 106 ― 93 ×

バスケットボール（男子） ○ 82 ― 74 ×

ソフトテニス × 2 ― 3 ○

卓球 ○ 4 ― 1 ×

剣道 × 1（1） ― 2（2） ○

水泳 ○ 87 ― 70 ×

弓 削 会 場

種　目 広　島 ― 弓　削

硬式野球 ○ 12 ― 11 ×

バレーボール（男子） × 1 ―　 2 ○

バレーボール（女子） × 1 ―　 2 ○

テニス ○ 2 ―　 1 ×

サッカー ○ 3 ―　 2 ×

ラグビー × 5 ―　 99 ○

バドミントン ○ 2 ―　 1 ×

カッター
Aクルー ○ 9′08″55 ― 9′28″89 ×

Bクルー × 9′57″53 ― 9′32″50 ○

競技名 会場（担当校） 団体戦順位 個人戦順位 学科・学年 学生氏名

陸上競技 豊田高専 女子やり投 決勝3位 D4 藤村美乃梨

卓球 豊田高専

女子シングルス 準優勝 D4 藤井　未来

男子団体
優　　勝

C5 竹内　宏熙

M5 笹栗　航輝

C5 塩崎　将隆

D5 中村　亮也

C4 山本　圭佑

C3 土本　泰生

C3 正藤　一樹

D2 飯田　慎吾

大会名 種　目 成績 クラス 氏　名

第52回
中国地区高等専門学校
体育大会

卓球男子団体 優勝

C5 竹内　宏煕
M5 笹栗　航輝
C5 塩崎　将隆
D5 中村　亮也
C4 山本　圭佑
C3 土本　泰生
C3 正藤　一樹
D2 飯田　慎吾

卓球女子団体 優勝

D4 沖　　桃子
D4 中西　真希
D4 中村　紗瑛
D4 檜山　日和
D4 藤井　未来
D3 奥本　茉奈
D3 伊達あゆみ

卓球女子シングルス 優勝 D4 藤井　未来

剣道男子団体 優勝

D5 榎　　　翼
D5 沖濱　知明
D5 佐々木　享
M4 梶川　　照
M4 髙畑　　稜
D4 生藤　晶紀
C3 森清　竣也

剣道男子個人 優勝 M4 梶川　　照
水泳自由形200m 優勝 M3 江口　恭平
陸上女子100m 優勝 M3 梶井　桃衣
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●学生会活動
■スポーツリーダーズセミナー
　後期中間試験が終わった12月2日（金）よ
り，大三島ふるさと憩いの家で平成28年度ス
ポーツリーダーズセミナーを実施しました。各運
動部の代表者，男子14名，女子4名が参加し，
2日間効果的な体の動かし方などを実際に体
験しました。
　昨年度までは北広島町の豊平運動公園で
セミナーを行っていましたが，今年度よりお隣の
愛媛県大三島での実施としました。講師は長
野，ソルトレークと2度の冬季五輪に選手として
参加されているアスリートであり，また，トレーナー
としても北京五輪でバレーボールチームに帯同
されている大石博暁先生にお願いしました。

　学生は好天の下，学校・寮から自転車で木
江天満港に行き，フェリーで大三島宗方港に
渡ります。送迎バスで会場に到着するとすぐに
研修を開始しました。始めの30分は「正しい体
の使い方」と題する講義を聴きました。内容は
①正しい姿勢②2種類の関節③体幹につい
ての3項目でした。続いての実習ではまず「ド
ローイン（息を吐ききった状態で，肛門に力を入
れる）」を学びました。これ以降の実習では必
ずこの「ドローイン」を意識して行うように指示
がありました。
　まず，腹筋の鍛え方を学習しましたが，腹筋に

は4種類あり，それら全てについて強化する運
動を行い，一日目の昼の研修を終えました。夜
は本校の柴山先生の「チームリーダーとして」
の講義の後，大石先生からストレッチの仕方を
学びました。
　部屋は男子が3部屋，女子が1部屋とゆった
り過ごせる広さでした。
　二日目はジョギング，静的ストレッチ，動的スト
レッチを行いました。動的ストレッチでは種目の
前後に柔軟性のチェックを行い，前後で柔軟
性が増していることを自覚させてもらえる構成
でした。
　その後，外に出て，芝生の上で棒を使って，
腰や肩，肘などの体の動かし方，ダッシュ系統
の実習を行いました。
　昼食後は研修した施設に併設された「岩田
健母と子のミュージアム」を見学し，フェリーに
乗って，木江天満港に帰りました。
　それほどきつい運動をしたように見えません
でしたが，月曜日に多くの学生は筋肉痛を訴え
ていましたので，しっかり研修できた学生が多
かったと思います。来年度も同様の実施を考
えています。

参加学生感想
●（バレーボール部女子）　バレーはアタック
やレシーブで，肩の柔らかさや股関節の柔らか
さが重要だと思います。私はとても体が硬いの
で，手を後ろで上下から組むことや，開脚がしん

どかったです。体が硬いとケガにも繋がりやす
いので，少しずつ柔らかくなるようストレッチを頑
張ろうと思いました。長座前屈や開脚で今まで
は猫背のまま前屈していましたが，姿勢良く骨
盤を立てることを意識しながら前屈をしたら良
いということがわかりました。腹筋を使う動作が
難しかったです。
●（卓球部男子）　リーダーズセミナーで行っ
たストレッチの中で，卓球でよく使う肩のストレッ
チがいいと思いました。近づけて前に伸ばすの
と下に下げながら近づけ，上に伸ばすストレッチ
です。これをするようになってから，肩周りの動
きがスムーズになりました。また全体的に筋肉
痛になりにくくなり，リーダーズセミナーに参加し
て良かったと思いました。

●商船祭
　今年度の商船祭は「百花繚乱－咲き乱れる
我等の舞－」をテーマに10月29日（土）～30日
（日）の2日間で行われました。準備の日は雨で
したが，当日は好天に恵まれ，多くの人が学科展
示やバザー，ゲストライブなどを楽しんでください
ました。以下は実行委員会メンバーの反省，感
想です。

　第40回という大きな節目の商船祭で実行
委員長を務めさせていただき，いざみんなをまと
める立場となった時，「本当に私でよかったの
か」と何度も悩みました。しかし，先生方をはじ
め実行委員メンバーの助けもあり，無事『成功』
という形で商船祭を終えることができました。楽
しいことばかりではなく，辛いこと，苦しいことの
方が多かったように思いますが，商船祭を終え
るとやりきったという達成感でいっぱいでした。
約半年間一緒に頑張ってくれた実行委員や
先生方にとても感謝しています。

　来年は今年よりもさらにいいものを創り上げ
てくれることを期待しています。
　（商船祭実行委員長　D4　藤井 未来）

　今年の商船祭で初めて，実行委員をやらせ
ていただきました。僕は電子4年ということもあり，
ものづくりと並行してやっていかなければなら
ず，また，担当がクリーン活動であったので，多くが
当日の仕事となり，このままでいいのかと不安の
毎日でした。しかし，他の実行委員のみんなに支
えられて，商船祭も成功できたと思います。
　去年は実行委員ではありませんでしたが，い
きなり責任者としての仕事だったので，とまどい
もありましたが，相談しながら最終的にやり遂げ
ることができました。楽しい商船祭にすることが
できたし，社会人になって役に立ついい経験が
できたと思います。
　最後に実行委員として，仕事をすることがで
き，良い思い出になり，感謝しています。ありがと
うございました。

（クリーン活動責任者　C4　國吉 真言）

　受付の責任者としてたくさんの学年と関わ
ることができました。受付は来場された方にパ
ンフレットを渡す仕事です。　　
　そこで笑顔で挨拶することで広島商船のイ
メージができると思うので，来場された人にしっ
かり挨拶をしました。後輩のみんなもしっかり挨
拶してくれて，来場者にとてもいい印象を残せ
たと思いました。
　地域の方，保護者の方などたくさんの方と関
われたと思います。受付実行委員長として仕
事に責任感，充実感，達成感があり，とても準備
の期間は早く感じました。商船祭が成功して実
行委員をしてとてもいい思い出になりました。

（受付責任者　D4　大内 花音）

学生会活動・商船祭・寮生会活動
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●学生会活動
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　私は今年の商船祭でバザー長とゲストライブ
に関する仕事をしていました。実行委員自体は
2度目でしたが，バザーに関する仕事もゲストラ
イブに関する仕事も初めてだったので不安は
いっぱいだったし自信もありませんでした。何も
問題なく終わることができましたが，周りの人達
にたくさん助けてもらったからこそできた仕事
だったと思います。
　また，ゲストライブに関しては，4月には交渉を
始め，素敵なゲストの方に来ていただくことがで
きました。今までで1番盛り上がるゲストライブに
なったのではないかと思っています。
　大変なこともたくさんあったけど，自分にとっ
て1番充実した商船祭になりました。来年の
実行委員の方にも同じ楽しみを感じてほしい
です。

（バザー責任者　D4　西口 瑠奈）

　去年は実行委員の補佐，今年は実行委員
の装飾責任者をさせて頂きました。去年やって
いたため何でも知っている気になっていました
が，実際にやってみないと分からないことはたく
さんあり，何度も仲間に助けられました。今年の
商船祭のテーマは「百花繚乱」でしたが，私の
中でもう一つ「島の人と関わりを深めるような
商船祭にしたい」という思いがあったため，島の
提灯をお借りしたり，布を頂いたりと，島の方と
一緒に作り上げた装飾だと思っています。
　当日には皆と考えたイベントでみんなの笑
顔を見ることができ，また島の方が参加する行
事でもたくさんの方が参加して頂けたのでと
ても満足のいく商船祭になりました。この半年
間を支えてくれた仲間，先生，商船祭を楽しん
でくれた方々皆に感謝しています。ありがとう
ございました。

（装飾責任者　D4　野田 真理）

　私は低学年から商船祭実行委員をしてい
て，3年生で初めてイベントの手伝いをしました。
4年生ではイベントの責任者として，それまでに
培ったことを生かし，先輩たちの背中を見て最
高の商船祭にしたいと思っていました。3年生
では責任者になっていなかった分，自分の持
つ1つのイベントに集中したり，少し他のところ
手伝ったり程度で楽しく準備できました。
　しかし，責任者になったら自分の持つイベント
以外にも目を配る必要があり，揉めたり手間
取ったりで自分が想像していたことより遥かに
大変でした。でも，乗り越えることができたから
最高の商船祭になったと思います。目標にして
いたことを達成することができました。
　夏休み明けから商船祭までの１カ月，楽しい
ことも辛いこともたくさんあったけどとても濃い１
カ月でした。商船祭実行委員をして本当によ
かったです。

（イベント責任者　D4　林 志保利）

●寮生会活動
　僕は今年度の後期寮生会長を務めさせてい
ただきました。僕が寮生会長を務めるにあたり頑
張ってきたことは二つあります。
　一つ目は，掃除の徹底させることです。寮で
は毎日22：00から15分掃除時間が設けられて
おり，ローテーションで掃除をしています。そのせ
いか掃除をするのを忘れていたりする人がよく
います。寮生会ではそんな寮生を注意したり，
きちんと掃除をしているかチェックしたりしていま
す。みんなが使う場所なのでしっかり掃除をし
てもらうように注意をはらっています。
　二つ目は，みんなが住みやすい寮にすること
です。寮生のほとんどは学生時代の大半を寮
で過ごすことになります。僕自身，この寮には4
年間住んでいますがやはり卒業してからも寮で
過ごした日々はとてもかけがえのないものになる
と思います。そんな寮生活の思い出を一つでも
多く残させてあげたいと思い様々なイベントを考
えました。夏にはかき氷大会を開き，冬にはクリス
マスツリーやイルミネーションを飾り，クリスマスに
はビンゴ大会を開きました。どのイベントも寮生会
の仲間の力を借りてみんなで成功させることが
できました。

　僕は寮生会長になってからたくさんの失敗を
しました。ですがそのたびに仲間に助けてもらい
なんとかやってくることができました。寮生会長
としてはまだまだ未熟ですが仲間たちの手を借
りてこれからもよりよい寮を作るべく活動してい
きたいです。

（後期寮生会長　C4　木村 拓嗣）
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ニュース
ダイジェスト《学生・学校の活動》

●第69回広島県高等学校総合体育大会
　スキー競技入賞（1.12～13）
　男子スラローム及び男子ジャイアントスラロームで
本校学生が入賞しました。
　また，男子総合で２位になりました。
　本校学生のインターハイ出場が決定しました。

【試合結果】
男子スラローム
　3位　小田 愛斗（D2）
　5位　内藤 涼羽（C2）
男子ジャイアントスラローム　
　4位　小田 愛斗　
　5位　内藤 涼羽
男子総合　2位
●酸素吹IGCC実証試験発電所を見学（1.13）
　大崎クールジェン㈱が実証試験を行っている世界
的先進技術の高効率発電システムIGCCについて
より深い理解を得ることを目的として，電子制御工学
科4年と海事システム工学専攻の学生が施設見学
をさせていただきました。学生たちは先端の技術に触
れ，将来技術者として活躍する上で有意義な経験と
なりました。

冬 WINTER

●後期クラスマッチを開催（11.8）
　リレー，サッカー，バスケットボール，ソフトテニスの４
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。どの試合も白熱し，大いに盛り上がりました。

●社会見学（1・2年生），工場見学（電子・流通3・4
　年生）を実施（11.9～11）
　見学先等の詳細は下記のとおりです。

（写真は電子４年）
○１年：宮島伝統産業会館みやじまん工房，宮島水

族館（みやじマリン）
○２年：与島PA（瀬戸大橋見学），中野うどん学校琴

平校，金刀比羅宮
○電子３年：大崎クールジェン㈱，電源開発㈱竹原

火力発電所
○流通３年：ひるぜんジャージーランド/蒜山酪農農業

協同組合，サントリー天然水㈱奥大山ブナの森工場
○電子４年：富士電機㈱，三菱電機ビルテクノサービ

ス㈱，花王㈱
○流通４年：富士通㈱川崎工場/富士通ミュージアム，

東京証券取引所アローズ，氷川丸，横浜マリンタワー

秋 AUTUMN

No.59広島商船高等専門学校　学校だより

●入学式を挙行（4.3）

　商船学科47名，電子制御工学科44名，流通情報
工学科52名，編入学生3名（内インドネシア1名），専
攻科産業システム工学専攻８名が入学しました。
　辻校長から，「目標に向かって，自ら学ぶ姿勢を忘れ
ず，常日頃の努力を持って突き進んでください」と式辞
がありました。
●前期クラスマッチを開催（4.26）
　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，級友と共に汗を流す中
で友情を深め
ました。また，ソ
フトボールには
教員チームが
参加し，校長
先生もヒットを
放つなど，大変
賑やかな行事
となりました。
●選挙法改正に伴う講習会を開催（5.10）
　選挙権年齢の「18歳以上」への引き下げに伴い，
大崎上島町職員，職員OBを講師に招き講話と模擬
投票を行いました。この講習会は選挙法改正後初め

て行われる国政選
挙において，一部が
有権者となる3年
生を対象に行い，
政治や社会に関心
を持つことの大切さ
を伝えました。

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

※各成績は別掲（P.15-16）
●本校が広島ホームテレビの取材を受けました
　（7.12）
　取材当日は晴天の中，校舎地区を始め，本校練習
船広島丸を使った航海実習，カッター部の練習風景
など長期に渡っての撮影に協力しました。

ニュース
ダイジェスト《学生・学校の活動》

春 SPRING 夏 SUMMER

●卒業証書・修了証書授与式を挙行（9.24）
　秋晴れのもと，商船学科卒業式，海事システム工
学専攻修了式が挙行されました。来賓，保護者，在校
生及び教職員に見送られ，商船学科40名，専攻科
海事システム工学専攻6名が本校を巣立って行きま
した。

秋 AUTUMN
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ニュース
ダイジェスト《学生・学校の活動》
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在学生表彰（一部抜粋）

●平成２８年度クラブ活動等における本校功労賞受賞（前期）

●第18回校内作文・表現コンクール表彰式
最優秀賞
　商　船　学　科 2年 木場　玲奈
優秀賞
　商　船　学　科 1年 齋藤颯一郎
特別賞
　商　船　学　科 1年 斉藤　美玖
　商　船　学　科 1年 島村　栞一
　電子制御工学科 3年 一場　悠仁
　流通情報工学科 3年 小坂　珠生

卒業生受賞者

●インターハイ出場！
全国高等学校総合体育大会

ヨット競技大会
第57回全国高等学校ヨット選手権大会

ヨット男子420級　決勝25/得点：124
槇原　覚 ・ 平田　与理（M3）

平成27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 礒邊　   竣

流通情報工学科 山根　奈々

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 岡田　朋也

2. 学 内
皆勤賞

学 科 名 氏　名

電子制御工学科 池田　航輝

電子制御工学科 礒邊　　竣

電子制御工学科 川﨑　海佳

電子制御工学科 杉浦　空良

電子制御工学科 立石　紗弓

電子制御工学科 永野　明信

電子制御工学科 西田　一紀

電子制御工学科 正木　勇人

流通情報工学科 下畦　航平

流通情報工学科 吉村　友樹

功労賞
学 科 名 氏　名

電子制御工学科 梅本　大喜

電子制御工学科 川﨑　海佳

電子制御工学科 眞鍋　龍正

電子制御工学科 森　　亮也

流通情報工学科 小坂はるな

流通情報工学科 福島　千貴

産業システム工学専攻 枦川　祥大

産業システム工学専攻 祝部　敦至

平成28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 佐藤　洸司

商船学科機関コース 礒兼　　岬

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 佐野　晋悟

商船学科機関コース 亀本　優駿

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　 中川　嵩斗

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 村上　昂也

商船学科機関コース 中田　紘凌

2. 学 内
皆勤賞

学 科 名 氏　名

商船学科航海コース 青景翔太朗

商船学科航海コース 中川　嵩斗

商船学科機関コース 笠井　宏諭

商船学科機関コース 亀本　優駿

商船学科機関コース 寺田　将也

商船学科機関コース 藤村　和輝

功労賞
学 科 名 氏　名

商船学科航海コース　 中川　嵩斗

特別功労賞
学 科 名 氏　名

商船学科機関コース 渡邊　大智

大　会　名 種　目 成績 クラス 氏　名

第52回中国地区高等専門学校体育大会（再掲）

卓球部 優勝 団体（男子・女子）
卓球女子シングルス 優勝 D4 藤井　未来
剣道男子団体 優勝 団体
剣道男子個人 優勝 M4 梶川　　照
水泳自由形200m 優勝 M3 江口　恭平
陸上女子100m 優勝 M3 梶井　桃衣

第51回全国高等専門学校体育大会（再掲）
卓球部

優勝 団体（男子）
準優勝 D4 藤井　未来

陸上女子やり投 3位 D4 藤村美乃梨

平成28年度  高等学校総合体育大会尾三地区大会 剣道男子団体 優勝

C3 森清　竣也
D1 岸保　伶於
M2 増田伊央汰
C3 玉置　　黎
C3 宮永　　潤
M1 山本　涼佑

第69回中国地区高等学校総合体育大会 陸上男子砲丸投 決勝21位 M3 溝田　直音

第69回広島県高等学校総合体育大会尾三地区予選会

卓球男子団体 優勝

M3 小原勇太郎
C3 稲垣　悠也
C3 田谷　栄人
C3 土本　泰生
C3 正藤　一樹
C3 森山　千寛
D2 飯田　慎吾
D2 澤岡　将伍

卓球女子団体 優勝

D3 奥本　茉奈
D3 伊達あゆみ
D2 檜垣　千紗
D2 山村　杏奈
D2 藤原　知可
D1 吉村奈々子

第65回広島県高校卓球選手権大会尾三地区予選会 卓球男子シングルス 優勝 D2 飯田　慎吾

第68回中国卓球選手権大会
卓球男子シングルス 大会出場 D5 中村　亮也
卓球女子シングルス 大会出場 D4 藤井　未来

第63回中国高等学校卓球選手権大会

卓球男子団体 大会出場

M3 小原勇太郎
C3 稲垣　悠也
C3 田谷　栄人
C3 土本　泰生
C3 正藤　一樹
D2 飯田　慎吾
D2 澤岡　将伍
D2 安井　　凌

卓球女子団体 大会出場

D3 奥本　茉奈
D3 伊達あゆみ
D2 檜垣　千紗
D2 山村　杏奈
D2 藤原　知可
D1 吉村奈々子

卓球男子ダブルス 大会出場
M3 小原勇太郎
C3 正藤　一樹

卓球男子ダブルス 大会出場
C3 土本　泰生
D2 飯田　慎吾
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D3 奥本　茉奈
D3 伊達あゆみ
D2 檜垣　千紗
D2 山村　杏奈
D2 藤原　知可
D1 吉村奈々子

第65回広島県高校卓球選手権大会尾三地区予選会 卓球男子シングルス 優勝 D2 飯田　慎吾

第68回中国卓球選手権大会
卓球男子シングルス 大会出場 D5 中村　亮也
卓球女子シングルス 大会出場 D4 藤井　未来

第63回中国高等学校卓球選手権大会

卓球男子団体 大会出場

M3 小原勇太郎
C3 稲垣　悠也
C3 田谷　栄人
C3 土本　泰生
C3 正藤　一樹
D2 飯田　慎吾
D2 澤岡　将伍
D2 安井　　凌

卓球女子団体 大会出場

D3 奥本　茉奈
D3 伊達あゆみ
D2 檜垣　千紗
D2 山村　杏奈
D2 藤原　知可
D1 吉村奈々子

卓球男子ダブルス 大会出場
M3 小原勇太郎
C3 正藤　一樹

卓球男子ダブルス 大会出場
C3 土本　泰生
D2 飯田　慎吾
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■商船学科の特色ある授業の紹介
1. 大型練習船実習
　商船学科の教育課程は4年半の席上課程
と独立行政法人海技教育機構（旧称　航海
訓練所）における大型練習船実習課程1年か
らなっています。
　かつては4年半の席上課程が終了した後
に，1年間の大型練習船での長期航海実習に
旅立っておりましたが，現在では，2年生の3月
で1ヵ月，4年生の後期で5ヵ月，6年生の前期で
6ヵ月，計1年間に分けた実習となっています。
これは実習を短期に区切ることで，実習と座学
の相乗効果を引き出すことを目的としておりま
す。寮生の保護者の方には引っ越しや下宿の
手配などで，多大なるご負担をおかけしており
ますことと思いますが，ご理解いただきますよう
お願い申し上げます。
　また，長期実習の乗下船する日時と場所に
つきましては，独立行政法人海技教育機構よ
りおよそ1ヵ月前に連絡がきます。その後に学
生へ周知いたしますので，保護者の皆様にお
かれましては連絡が遅くなりますがよろしくお
願いいたします。最新の
情報については，海技
教育機構のWEBペー
ジでも公開しております
ので，ご覧ください。

2. 商船学科の取り組み
　平成28年度商船学科卒業生の進路先は，
航海コースについては海上職57%，陸上職
23%，進学20%でした。機関コースについては
海上職68%，陸上職16%，進学16%でした。最
近5年間の平均は，航海コース機関コースとも
に海上職約70%，陸上職約15%，進学15%で
す。これと比較しますと，今年度は航海コース
の学生が陸上職を希望した学生が多い傾向
にありました。

　学生の船員志向を維持するために，低学年
時より日本の海運業界事情に触れ，日本経済
に対する海運産業の重要性や船舶職員の業
務内容を知ることが重要です。そこで，本校で
は日本郵船株式会社と連携をした「郵船みら
いプロジェクト」を実施しています。
　本プロジェクトの主な内容は，本校を卒業し
た現役の航海士あるいは機関士による就職
講話やフィリピンにあるNTMA（NYK-TDG商
船大学）への短期留学など，学生の資質を向
上させるプログラムを展開しています。
　また，平成26年度入学者より3年次でコース
を選択する制度となりましたので，1年生及び2
年生では航海・機関両方の実習を実施するこ
とになりました。実習内容の水準を保ちつつ，
より実践的な技術が身に付けられるよう，演習
時間も増加しております。上級生につきまして
は，上級海技士免状筆記試験対策やTOEIC
対策など，資格試験の支援を行っています。

広島丸実習風景（航海コース）

広島丸実習風景（機関コース）

海技教育機構WEBページ

■一般教科の特色ある授業の紹介
　本校国語科では，学生のコミュニケーション
スキルの養成を目的として，3学年の学習内容
にディベートを取り入れています。「客観的，批
評的，多角的な視点を持つ」，「論理的思考力
を養う」，「資料の収集，整理，取捨選択といっ
た情報処理能力を鍛える」，「自己表現（自己
主張）の能力を磨く」の４点を目標としたもの
で，今年度で9年目の取り組みになります。
　3学科ともクラスを6班に分け，各班での考察
と分析を基に，当日の発表（ディベート）に臨み
ます。各回，直接にディベートを行うのは肯定
側・否定側の2班だけですが，他の2班は合同
で司会業務に当たり，聴衆役である残りの2班
とともに審査にも携わるという形式を取ってい
ます。本校入学以前にディベートを経験した学
生が少ないため，ガイダンスを行うとともに，論点
整理・考察・対策用のワークシートを授業者が
用意して，作業が進みやすくなるような工夫も
行っています。また，ディベートの論題は9つ用
意して，各クラス計3回実施するすべてで異な
るようにしています。給食制度，環境問題，生命
倫理・医療といった定番のものもありますが，時
事問題も取り入れるようにしています。今年度
は，築地市場の豊洲移転を扱いました。
　モデルや実践例を映像等で示すということ
は，特には行っていません。しかし，中学校での
経験がある学生もほとんどおらず，また日々の
実習や課題，クラブ活動で忙しい中で，各グ
ループとも，休み時間や放課後を利用して，熱
心に取り組みます。クラスメートが審査員である
ということも，励みの一つになっているようで
す。自分たちが調査した内容や練り上げた見
解が時間内に言えずに悔しがる様子もうかが
えますが，それも彼ら・彼女らが真摯に取り組ん
だからこその反応だと思います。授業者として
は，公平性を保つために準備作業の段階では

口を挟むことを抑えていますが，各回のディベー
トが終わった後に，その回のディベートの問題点
や改善策を述べるとともに，当該回の論題につ
いての論点や状況，考察すべき要点などを説
明するようにしています。
　1回目のディベートの反省・課題克服のため
には，対戦相手を変えての2回目を行うのが望
ましいところです。実際，一度ディベートの実戦
を経験したメンバーは，他の班のディベートも良
い意味で批評的に採点していますし，自分たち
の課題をより明確に自覚してくれています。年
間の授業計画を考慮しなければならないため
に，各班とも1回のディベートしかできないので
すが，かつては，有志でグループを作って授業
者と対決する，ということもありました。
　ディベートで養われる力は，直接的には就職
活動や卒業研究に，そしてやがては就職後の
プレゼンテーションの場面等々で，活きるものだ
と思います。しかし，言語を用いた活動という意
味では，日常の会話の場面で，相手の年齢や
性差，職種に関係なく，自身の思いをより分か
りやすく伝え，相手の考えをより正確に理解す
るという，人間という存在が社会で生きていく
上で欠かせない能力だとも言えます。学習者
へも授業の場で説明しているこのような認識を
授業者自身も念頭に置きつつ，今後もディベー
トの実践に取り組んでいこうと考えています。

各学（教）科の特色ある授業の紹介
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た情報処理能力を鍛える」，「自己表現（自己
主張）の能力を磨く」の４点を目標としたもの
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各学（教）科の特色ある授業の紹介
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■電子制御工学科の特色ある授業の紹介
　ライントレーサー

　電子制御工学科ではものづくりを柱とした
教育を行っていますが，本稿では3年次に行う
実験実習について，学生の取組みの様子をご
紹介いたします。
　“もの”の製造現場では，組立てに必要とな
る部品が必要な時に必要な数だけあることは，
効率的な生産に貢献する大きな要素です。
よって自動的に部品を搬送してくれる機械ま
たはロボットがあれば，効率的な生産に貢献で
きることになります。これを可能にする基本的
な機械のひとつにライントレーサーがあります。
床面に線を引いておき，車輪が回転しながらそ
の線に沿って移動していくものです。ライント
レーサーに行き先をデータとして送り，さらに荷
台をつけておけば目的地まで部品を運ぶよう
にもできます。
　3年次の実習では，線を検出するセンサー回
路とモーターを動かす回路を設計・製作してラ
イントレーサーを組み上げます（図1）。その後，
センサーからの信号をもとに常時モーターの回
転を制御するために動作するマイコンのプログ
ラミングを行います。プログラムに組み込むパラ
メータの設定により，ライントレーサーの動きに緩
急が付き，蛇行運転のような設定も可能になり
ます（図2）。
　学生ごとにプログラムの作り方に差がある
ので，決められたコース上を走行するタイムトラ
イアルでは時間差が生じます。学生たちは，こ
のタイムで好成績を出すために，授業時間だ
けでなく放課後にも残ってプログラムを修正し
ていきます。
　また，レゴ（レゴ　マインドストーム）を使ったプ

ログラミング（図3）も行っていますが，線をトレー
スする課題や，障害物を避けるといった課題を
クリアするために皆が方法を考えながらプログ
ラムを改良していきます。
　卒業後，システムエンジニアやフィールドエン
ジニアとして活躍するために，計測と制御，加え
て動作を実現化する機械（機構）や電気，情
報の知識を十分につけられます。

図２　ライントレーサー　走行の様子

図１　製作するライントレーサー

図３　レゴ　マインドストーム　プログラミング（1年）

■流通情報工学科の特色ある授業の紹介
　ソフトウェア開発

　流通情報工学科での授業の取組みとして，5
年生の「ソフトウェア開発」の授業で，オープンス
クールでの公開授業を考案するというテーマで
授業を実施しました。この授業は5年間のまとめ
として，流通情報工学科で何を学んだのかを再
認識させるとともに，グループでのプロジェクトの
進め方を体験的に学び，コミュニケーション能力
など社会人基礎力を養う目的があります。
　公開授業の対象は中学生であり，専門科目
で学ぶ内容をそのまま伝えても，うまく伝わらない
という課題があります。また公開授業の授業時
間は短いため全てを伝えることは非常に困難で
す。このような制約の下，学生たちは，これまでに
学習してきたことを振り返り，グループ内でディス
カッションし，内容を考え取り組んでいました。

　流通の流れの一部をゲーム化し，楽しみなが
ら体験的に学べるように様々な工夫をしまし
た。レゴを使ったり，3Dプリンターで動物のフィ
ギュアを作成して利用したり，ネットワークで連
携するタブレット用アプリを開発するなど多くの
アイディアが見受けられました。
　成果発表では開発した公開授業を，実際を
想定して行い，相互評価を行いました。期待通

りの反応が得られた一方，不十分な点なども見
えてきました。
　学生の感想として，「会社のように1つの目
標に向かい，チームで仕事をこなしていく授業
は初めてで新鮮でした。この授業を通して，
チームとして自分の与えられた仕事をしっかり
こなすことが大切なことや，チーム内でしっかり
コミュニケーションを行うことが大切な事を学び
ました。」という感想をよせてくれており，授業の
狙い通りしっかり学ぶことができたと思います。
　最後に，学生たちの健闘に敬意を表します。
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図３　レゴ　マインドストーム　プログラミング（1年）
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自習時間の確保」があります。具体的には寮

図書室を20時～21時30分まで開放し，宿直

教員の監督のもと自習を行っています。

　現在は，多くの学生が集中して勉強するよう

になり，勉強することを習慣化するという目的は

少しは達成できているのではないかと思ってい

ます。

　寮には，学生による寮の運営組織「寮生

会」があります。寮生会では，日々の寮内掃除

確認など寮生の指導の他，寮生の懇親や寮内

の雰囲気づくりのため，イベントを計画し実施し

ています。今年度も「かき氷大会（7.7）」「ビン

ゴ大会（12.13）」「大掃除（8.4，12.21）」を実

施し，夏休み前には「七夕の飾りつけ」冬休み

前には「クリスマス・イルミネーション」を行いまし

た。多くの寮生がこれらの行事を楽しみにして

います。

　今後も，寮生が少しでも快適に生活できるよ

うに支援していきたいと考えています。
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新任教員紹介

一般教科　准教授

辰己　明子

　平成28年4月1日付けで着任いたしました
辰己明子です。一般教科の英語を担当してい
ます。専門分野は，英語教育と教育的翻訳・通
訳です。現在，
①日本語を介する翻訳指導により学習者の
英語力にどのような変化がみられるのか。

②同時通訳の技能であるサイト・トランスレーショ
ン（原稿を見ながら即座に口頭で日本語に
すること）により学習者の英語力にどのよう
な変化がみられるのか。

について研究しております。4月からの生活を
振り返りますと，先輩の先生方よりご指導い
ただきながら，また，学生に助けられながらの
日々でした。今後は，グローバル化が進む中，
実用的な英語を身に着けた人材が求められ
る社会情勢を踏まえ，授業では，TOEICや実
用的な英語の習得を目指しながら，学生には
英語を楽しく学んでもらえるよう，より一層努
めて参りたいと思います。どうぞよろしくお願
いいたします。

電子制御工学科　助教

綿崎　将大

　平成28年7月1日付けで着任いたしました
電子制御工学科の綿崎です。着任前の簡単
な経歴ですが，平成23年に広島商船高等専
門学校専攻科を修了した後，東京海洋大学
大学院を経て，住友化学株式会社にて化学
プラントの設計・改良保全の業務に従事して
参りました。
　専攻科及び大学院では，超電導を利用した
回転機（発電機）の開発を目的とした研究に
取り組み，非常に強力な超電導バルク磁石の
作成や－176℃に冷却された超電導回転機
の設計および動作試験を行ってきました。
　広島商船高等専門学校の教員として従事
するにあたり，学生が求めているものや学生に
必要と思われるものについて，高専生であった
経験や民間企業の経験を活かした答えを提
供していきたいと思っています。そして，私自身
も今の学生と触れ合うことで学ぶことが多くあ
ると考えていますので，共に考えて学び合うこと
で互いに成長していきたいと思います。教育
者としては新米ではありますが，どうぞよろしく
お願いいたします。
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近年の寮の状況
　今年度4月の新寮生，男子108名，女子14

名の計122名の入寮にともなって，寮生数は

男子421名，女子62名の合計483名となり，

現在寮内は満員状態となっています。寮生の

多くは広島県内の出身者ですが，北は北海

道から，南は沖縄まで全国から学生が集まっ

ています。

　寮は，洗濯をはじめ通常家の人にやっても

らっていることを自分でやらなければいけない

ことも多く，集団生活という性質上，日課や規則

など家庭での生活とは異なったルールがありま

す。ルールを守りつつ，その中で友人たちと楽

しい寮生活を送っています。寮を旅立った本

校の卒業生の多くが，学生時代の一番の思い

出として寮での生活をあげるのはその証拠で

はないでしょうか。

　学力の向上を図るため，近年の寮の取組み

のひとつに，低学年を対象とした「図書室での

寮での活動紹介

かき氷大会

大掃除
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国際交流室活動紹介
　グローバル・エンジニアとして世界を舞台に
活躍するために，コミュニケーション能力と異文
化に対応できる柔軟な受容力は欠かせませ
ん。国際交流室はその様々な機会を提供する
センターの役割をしています。
　まず海外で活動するにあたり必要となるの
は英語力です。本校では教職員を含め英語
を意識し語学力を高める様々な取り組みを導
入しています。どの授業も年に一度は英語だ
けで実施する，定期試験に必ず一問は英語
で出題するなどを実行しているほか，図書館
には英語の速読用教材などを続々と入荷し
ています。
　本校国際交流室の主催する英語研修は例
年夏休みに二週間，フィリピンの首都マニラで
開催しています。安価でマン・ツー・マンのきめ
細かい指導が特徴です。学術交流提携を結
んでいる大学で実施するので，本校の希望に
沿ったプログラムを作成してもらえます。平成
28年度は16名が教職員2名の引率で参加し
ました。
　短期留学は語学力の向上を目指し，英語漬
けの体験を土台に飛翔する継続的な意志こそ
が大切です。コミュニケーション・ツールとしての
英語の必要性を自らが痛感して帰国すること
でその後の学習意欲が飛躍的に向上します。

　この本校主催の語学研修のほか，近年で
は，海外研修のチャンスは年々増加していま
す。中国地区高専学生国際交流支援コンソー
シアム，商船学科のプログラム，また，文部科学
省の“トビタテ！留学JAPAN”のほか，高専機
構による海外インターンシップやＩＳＴＳ，全国の
高専が参加を募集する企画など，様々な形態
の募集が増えています。今後も国際交流室に
届く情報を掲示などでお知らせますので是非
とも挑戦してください。
　グローバル・エンジニアとして活躍するのに
外国語による意思疎通の技術を磨くこと以上
に大切なのは，異文化理解，多様性に対応す
る能力です。私たちの常識から大きく逸脱した
発想に対応できる柔軟性です。

　本科3年次に編入してくる留学生のお世話
を担当するのも国際交流室です。言葉も慣習
も異なる地で安心して勉学に励んでもらえる環
境づくりを心がけています。日本文化を深く知
るための社会見学，地域の皆様との交流など
の機会を設けるとともに，中国地区の高専の留

学生とも交流会を催しています。
　留学生たちが在学することで，日本人学生
の皆さんは，本校に居ながらにして外国人のク
ラスメートを持ち交流することで異文化に触れ
国際感覚を培うメリットを得ているのです。ま
た，例年の秋には海外の提携校から十名あま
りの短期留学生を迎えています。留学生と同
様に，居ながらにして“ナマの”国際感覚を磨く
良いチャンスです。近年は教室，実験室，宿舎
などで，日本人学生の方からも積極的に声をか
けているようで，若者同士はすぐに和やかに交
流を始めています。
　国際化の始発点は，すぐ隣りに座っている
級友とのコミュニケーションです。他者への“思
いやり”の延長に国際化があるのだと考えるの
が良いでしょう。身近な人をも慮る心を培い，他
者へのリスペクトを常に忘れない，その上で自ら
の意思を明確に表出できること，それがグロー
バル・エンジニアの資質であろうと思います。国
際交流室の提案する様々なプログラムに積極
的に参加して人々と交流を深める中で，自らを
ますますブラッシュアップしてくれることを期待
しています。

（国際交流室長　桑田 明広）
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（国際交流室長　桑田 明広）
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電子制御工学科
ナンダ アウリア ラーマ さん

（インドネシア）

　はじめまして。インドネシアのアウリアです。技
術，特に電子制御について勉強しに来ました。
その専門分野を勉強する前に日本語を勉強し
なければならないため，一年間東京日本語教
育センターで日本語を勉強しました。
　そして，平成28年4月から広島商船で専門
の勉強をしています。日本語を勉強したといっ
ても，日本語学校では回りの人々が同じ外国
人で，日本人は先生方しかいませんでしたから，
最初広島に来たときはとても困りました。言い
たいことをしっかり言えなかったし，授業もたくさ
ん読めない漢字が教科書にでてきました。
　しかし，先生方とクラスメートのみんながいつ
も助けてくれて，徐々に生活に慣れてきました。
　一つとてもありがたいことは，私がムスリムとし
てヒジャブ身につけても，お祈りしてもいじめら
れず無事にできることです。それは日本人のや
さしさ，寛容さがあるのだと思います。また，日本
人は文化やマナーをとても大事にするところは
面白いと思います。やはり日本に留学するのは
とても良いチャンスだと思います。技術だけでな
く，いろいろなことも勉強できます。このチャンス
を無駄にせずに，この学校でがんばって勉強し
たいです。そして，勉強した知識を国に持ち帰
り，国の技術の開発に参加したいと思います。

【一部活動紹介】
●国際シンポジウムISTS2016に参加
　インドネシアのジョグジャカルタで開催された
国際シンポジウムISTS2016（International 
Symposium on Technology for Sustainability）
に電子制御工学科5年藤井琢也くんが参加し
ました。本シンポジウムは，「持続可能な社会構
築への貢献のための科学技術」をテーマに，
英語による研究発表と，学生が中心となって
英語で議論を行うワークショップで構成されて
います。
　ワークショップでは，設定された課題に対して
議論し結論を導くことで「グローバル・リーダー

シップの育成」を目的としています。参加した
藤井くんも積極的に議論に参加し，理事長賞
を受賞することができました。

●日本郵船株式会社との連携事業で
　国際海事大学での短期研修
　8月31日～9月10日に日本郵船株式会社

「郵船みらいプロジェクト」の一環で開催され
た商船高専向け短期研修に商船学科の学生
3名が参加しました。研修先は，フィリピンにある
海事大学（NYK-TDG Maritime Academy）
です。同大学のメンバーと学校生活を共にし，
船員に必要な専門的な実習などを英語で受
講しました。休日は，コレヒドール島・タガイタイへ
大学のメンバーに同行し，観光も楽しみました。
夜間は，学生の英語力向上のための特別授
業も実施されました。学生達は船員を志す仲
間として，よい人間関係を築くことができまし
た。参加学生から「一生の思い出に残る良い
経験ができた」との感想がありました。

留学生紹介
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国際交流室活動紹介（平成28年度本校派遣学生一覧（一部抜粋））

期　間 人数 参加者氏名 対象国名 対象学校名 内　容

H28.8.24～
H28.9.8 16

商船学科航海コース3年　岡本　昌子
商船学科航海コース3年　松本　華澄
商船学科航海コース3年　山本帆ノ風
電子制御工学科　　3年　青山　　舜
電子制御工学科　　3年　安藤　晴菜
電子制御工学科　　3年　片岡　孝将
電子制御工学科　　3年　古澤　優希
流通情報工学科　　3年　大坪　尚希
流通情報工学科　　3年　後藤こころ
流通情報工学科　　3年　髙橋菜乃巴
電子制御工学科　　5年　堤　　健太
電子制御工学科　　5年　藤井　琢也
電子制御工学科　　5年　八重垣昂志
電子制御工学科　　5年　山本　　基
流通情報工学科　　5年　川手　　唯
流通情報工学科　　5年　篠原　愛佳

フィリピン エミリオ・アギナルド大学
ＡＭＡコンピュータ大学 海外語学研修

H28.8.31～
H28.9.10 3

商船学科4年航海コース　岩田　　響
商船学科4年航海コース　竹俣　多聞
商船学科4年航海コース　平　仁一郎

フィリピン NYK-TDG MARITIME ACADEMY NTMA研修

H28.10.4～
H28.10.12 1 電子制御工学科5年　藤井　琢也 インドネシア

独立行政法人
国立高等専門学校機構
とインドネシア国立
ガジャマダ大学
Vocational College主催

ＩＳＴＳ2016

H28.12.17～
H28.12.21 1 産業システム工学専攻1年　岸田　卓也 シンガポール ニーアンポリテクニク

中国地区高専学生
国際交流支援
コンソーシアム
合同説明会
in Singapore
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