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No.53

　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。 

　本年度も，本校の様々な活動が，毎週1回程

度，新聞・テレビなどで取り上げられました。

①2010キャンパスベンチャーグランプリでは，

流通情報工学科5年生のグループが中国エリア・

ビジネス部門最優秀賞（中国経済連合賞）を獲得

し，3月に開催される全国大会に出場します。

このコンテストは，大学・大学院・短大・高専

に在籍する学生で起業家を目指す人や事業意欲

のある人を表彰するコンテストです。この栄誉

ある受賞は，本校開校以来，初めてのことです。

②全国高専体育大会では，バレーボール女子が

準優勝，卓球では男子ダブルス優勝の栄冠を勝

ち取りました。③税に対する教育に対して，広

島税務局長表彰校に選ばれました。 

　ところで，最近の本校学生の出身地は，地元

大崎上島町や，竹原市から広島県全域，さらに

東は東北地区から西は九州・沖縄地区まで広域

化が急速に進行しています。これは，本校が全

国レベルの学校として認知されつつあることと

誠に喜ばしいことです。ところが，これに伴い

学生寮の収容人数が限界を超えていましたが，

今年度，100人収容できる新棟の増設が認められ，

現在，急ピッチで建設が進んでいます。また，

休止していた旧棟の改修も順調に進んでいます。

これまで，上級生の諸君には不自由を掛けてい

ましたが，次年度より快適な学寮生活が期待で

きるものとなりました。 

　今日，経済のグローバル化に伴い国内企業の

経営環境や雇用状況が悪化し，高校・大学の学

生の就職が一段と厳しくなっています。しかし，

本校学生の就職率は100%で全く心配はない状

況です。 

　本校では，「丁寧な教育，手厚い学生支援，

きめ細かな進路指導」をスローガンに掲げると

ともに，各学科の教育内容や方法も急激に変化

する社会ニーズに対応できるよう常に改革を行

っています。本校学生の広域化と極めて高い就

職率は，本校の学生・教職員あげての努力の成

果であると信じています。 

　以上，本校活動の現況を述べました。関係各

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

きますよう厚いご支援とご援助を重ねてお願い

申し上げます。 

01

校　長 

村上　定瞭 

登校時の交通指導 

むらかみ さだあき 

校 長 挨 拶  
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平成22年4月1日付けで着任しました菅田慶で

す。

出身は福山市で，高校卒業まで福山で暮らし

ました。小学生の頃から算数が大好きで，高校

になると，他教科そっちのけで数学ばかり勉強

していました。その数学好きが高じて，大学は

岡山大学理学部数学科に進学しました。そこで

出会った数学は，高校までの数学とはまったく

の別物で，厳密な論理で記述された本当の数学

です。当初はカルチャーショックを受け，落ち

こぼれそうになりましたが，学んでいくうちに

面白さがわかり，どんどんのめり込んでいきま

した。大学4年間はとにかく下地作りで，研究

というものができるようになったのは，大学院

に進学してからです。以降，現在まで10年間研

究を続けています。

私の研究分野は代数的位相幾何学と呼ばれて

いて，一言で言うと，代数的な手法を用いて空

間の性質を調べる分野です。難しいですね。こ

こでやめておきます。

数学の研究では，高校数学のように答えが用

意されている問題を解くのではなく，答えが誰

にも知られていない未解決の問題を扱います。

その研究を大きく二つに分けると，「道具の入

手」と「開拓作業」です。道具の入手は，本や論

文を読んで様々な手法を学ぶということ。開拓

作業は，既知の手法または自ら開発した手法を

用いて，未解決問題に挑むこと。さらには，新理

論を構築して，新しい世界を切り開くという開

拓もあります。私も現在，真実に出会う至福の

時を求め，ひたすら掘り続けているところです。

近年，日本では理数科目を嫌う学生が多いと

言われていますが，皆さんはどうですか?「役

に立たない」という声をよく聞きますが，そん

なことはありません。数学は工学の基礎であり，

何よりも，学んでいく中で論理的思考力や本質

を見抜く力など，様々な能力を鍛えてくれます。

嫌々ながら長時間勉強するよりも，とにかく楽

しく学ぶことが能力アップへの近道です。皆さ

んが楽しく数学を学べるよう頑張りますので，

どうぞよろしくお願いします。

本年度の人事交流で4月から本校に来ました

電子制御工学科の横瀬義雄です。ここではＣ3

の論理回路，Ｃ4の応用物理｡の講義とＣ2，Ｃ

4の実験を担当しています。

私は広島県生まれの広島県育ちで，大学院の

2年間だけ鳥取県に住んだ以外は広島県で暮ら

しています。私は義務教育から大学院と研究生

の1年間を含めて19年間の学生生活を送り，呉

工業高等専門学校に赴任しました。それから20

年間呉高専で教員を務めて，本校に参りました。

私が教職に就くきっかけとなった理由の一つ

に，私の家系があります。私の高祖父は江戸時

代に寺子屋の教師をしていたそうです。そして，

曾祖父は明治から大正時代に高校の教師，祖父

一般教科（数学） 講師

菅
すが

田
た

慶
けい

電子制御工学科　准教授

横
よこ

瀬
せ

義
よし

雄
お

No53ドキュメント  11.2.21 5:53 PM  ページ 3



新任教員挨拶 

03

No.53

は昭和時代に小学校で教育を行い，父は大学の

教授職に就いていました。そして私は平成時代

の教職に就いています。

私は幼少の頃から電気製品，機械製品や部品

が好きでした。製品と言っても新品ではなく，

壊れた物や古い物です。壊れたり調子の悪くな

ったりした物を見つけると，まずは分解して中

を見て構造を知ろうとし，修理ができそうなら

試していました。このような幼少期を過ごして

いたので，大学は物を作ることや構造の勉強を

する工学部に進むことを考えていました。子供

の頃や学生時代もですが今でも同じことに興味

を持っています。

私は御先祖様に申し訳ないのですが，成人す

る頃まで教職に興味がありませんでした。製品

を作る会社や修理する所に就くことも考えてみ

ました。しかし，自分の興味を活かせる職場と

して学校を考えるようになりました。学校は自

分の趣味を延長したような勉強や研究を行える

他に，学生にその楽しさを伝えることのできる

職場でもあります。そして辿り着いたのが高等

専門学校という職場でした。

これから就職先を決める人が居ると思いま

す。何かの参考になればと思います。楽しい高

専生活を過ごしましょう。

電子制御工学科の　　淳です。平成22年4月

に着任しました。

出身は広島市で，こちらに着任するまでずっ

と広島市に住んでいました。大学も広島市内で，

そこで情報工学を学びました。情報工学とは，

みなさんも学んでいる電気電子回路やプログラ

ミング等，主にコンピュータに関する学問です。

私は中学生ぐらいから機械か電気の技術者に

なりたいと思っていました。その後，パソコン

やインターネットが家で利用できるようになっ

てからはコンピュータ技術者になりたいと思う

ようになりました。そして，大学ではコンピュ

ータ全般について学び， 大学院では携帯電話

やディジタルカメラに搭載されている写真や映

像を撮影するためのイメージセンサの研究をし

ました。 現在も，写真や映像をきれいに撮影

するためには回路をどのように設計し，動作さ

せればよいかを研究しています。カメラに興味

があったことが研究のきっかけですが，自分の

研究成果が写真や映像に反映されることがとて

も面白いと感じています。

私が担当するのは電子制御工学科の電気電子

系の専門科目と実験実習です。また，卒業研究

で配属された学生向けに専門英語も担当してい

ます。卒業研究のテーマは前述のイメージセン

サ，電子回路，プログラミング等，学生のみな

さんの興味に応じて決めたいと考えています。

授業では答えはありますが，研究は答えも道筋

もわからないこともあります。試行錯誤しなが

らみなさんと一緒に取り組んでいきたいと思っ

ています。

私は大学4年生のときに母校の高校で教育実

習をしたことを機に高校の教員を目指しまし

た。そして大学院へ行くと同時に高校で数学の

非常勤講師を勤めました。私にとって高専は，

研究者と教員の両方の仕事ができる恵まれた環

境であると思っています。この自然豊かな環境

で，学生のみなさんのサポートができることを

嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。

電子制御工学科　助教
はまさき

淳
あつし
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　はじめまして，モンゴルから来た留学生の
エンヘーです。私の正式な名前は，ジャラガ
ルサイハン・エンヘーです。ジャラガルサイ
ハンは私の父親の名前で，幸せで嬉しいとい
う意味です。エンヘーは元気で平和という意
味を持っています。 
　私は日本に初めて平成21年に来ました。1
年間東京の日本語学校で日本語の勉強を他の
国々の学生たちと一緒に学びました。その1
年間はすごく楽しかったです。 
　私は平成22年の4月にこの学校の流通情報
工学科の3年に編入しました。初めて日本人
ばかりの環境に入りました。最初は日本人と
どうやって話したらいいか，すごく緊張して
いました。しかし，この島の人々は意外と優
しくて，私の言っていることをよく聞いてく
れました。 
　私は国にいたときこの学校のウェブサイト
を見た事があります。そのときから学校の情
報を少しずつ集めて，東京にいる間先輩の方々
と連絡しました。そのことで，この学校の印
象が想像できました。 
　しかしながら，この学校に来たばかりのと
き，新しい環境，新しい人々，色々分からな

いものが出てきて，何すればいいか迷ってい
ました。そのとき先輩たちと寮や学生課の皆
がよくお世話してくれました。そのおかげで，
新しい生活に早く慣れました。 
　学校の生活には困ったことはあまりありま
せんでした。モンゴルにいるとき私は大学で
3カ月勉強した事があります。その経験は高
専に慣れることに役に立ちました。高専の授
業の仕方は高校とほとんど同じですが，実験
などは大学のようだと思っています。 
　新しいクラスの皆は本当に優しい学生たち
で，いつも応援してくれます。学校の授業が
分からないときは先生の方々が優しく教えて
くれるからそんなに難しくなくて，面白いと
思っています。私も自分なりに頑張って，将
来いい情報技術の専門家になりたいです。そ
の目的を目指していくことにこの学校が役に
立っていると信じています。 

流通情報工学科3年 

ジャラガルサイハン・エンヘー 

税に関する作文で受賞 

留学生見学旅行 
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●第36回瀬戸内商船高等専門学校2校定期戦 

クラブ等の活動・活躍状況 

期日：平成22年6月19日 

●第92回全国高等学校野球選手権広島大会 

期日：平成22年7月17日　1回戦　広島商船　6　－　5　近大福山高校 
　　　平成22年7月20日　2回戦　広島商船　2　－　9　廿日市高校 
 

●第46回中国地区高等専門学校体育大会（夏季大会） 

期日：平成22年7月2日～4日 
・陸上競技　 
　男子4×100mリレー　 8位（若年，中吉，西口，日下） 
　男子4×400mリレー 　8位（西口，門本，岡田，小田） 
　男子砲丸投　　　　　7位（園山） 
　男子円盤投　　　　　8位（実藤） 
　男子やり投　　　　　7位（中野） 
・硬式野球     1回戦敗退 
・バレーボール　男子　予選リーグBパート　4位 
　　　　　　　　女子　決勝トーナメント　　1位（全国大会出場） 
・バスケットボール    男子　予選リーグAパート　3位 
・サッカー　Bパート　1回戦敗退 
・ソフトテニス　男子団体戦　決勝トーナメント　1回戦敗退 
　　　　　　　　男子個人戦　ベスト8（堀・斉本）（森山・杉井） 
　　　　　　　　女子個人戦　1位（行友，中岡）（全国大会出場） 
　　　　　　　　　　　　　　2位（中川，峰松）（全国大会出場） 
・卓　　球　男子団体戦　　　決勝トーナメント　2位　 
　　　　　　男子シングルス　1位（有津）（全国大会出場） 
　　　　　　　　　　　　　    ベスト4（松浦） 
　　　　　　男子ダブルス　　2位（有津，松浦）（全国大会出場） 
　　　　　　　　　　    　　　ベスト4（渡邉，大下） 
　　　　　　女子シングルス　1位（中西）（全国大会出場） 
　　　　　　　　　　　　　　3位（竹下） 
　　　　　　女子ダブルス　　1位（中西，大政）（全国大会出場） 

広　島　会　場 弓　削　会　場 

剣　道 

バスケットボール（男子） 

テニス 

カッター 

バドミントン 

広島商船　－　弓削商船 

3　－　1 

102　－　66  

2　－　1 

9'20''41　－　9'21''92 

0　－　3

種　　目 

卓　球 

サッカー 

バレーボール（男子） 

バレーボール（女子） 

水泳 

硬式野球 

広島商船　－　弓削商船 

3　－　0 

0　－　4 

1　－　2 

2　－　1 

50　－　50 

11　－　0

種　　目 

●

●

●

●
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・柔　　道　男子団体戦　3位 
　　　　　　男子個人戦　73kg級　　1位（柏尾）　2位（橋本）（全国大会出場） 
　　　　　　男子個人戦　90kg級　　1位（吉松）（全国大会出場） 
　　　　　　男子個人戦　90kg超級　3位（保毛津） 
・剣　　道　男子団体戦　6位 
　　　　　　男子個人戦　ベスト8（閑治谷，宮城嶌） 
・水　　泳　得点順位　7位 
　男子400m自由形　　　　　5位（神田） 
　男子100mバタフライ　　　3位（山平）（全国大会出場） 
　男子100m平泳ぎ　　　　　8位（宮田） 
　男子400mリレー　　　　　8位（細木，大坪，甲斐，神田） 
　男子400mメドレーリレー　7位（細木，宮田，山平，神田） 
・テ ニ ス　 男子団体戦　1回戦敗退 
・バドミントン　男子団体戦　予選リーグAパート　3位 
 

●第45回全国高等専門学校体育大会 

期日：平成22年8月11日～25日 
・バレーボール　女子　2位 
・卓　　球　男子ダブルス　　決勝トーナメント　1位（有津，松浦） 
　　　　　　男子シングルス　決勝トーナメント　2位（有津） 
　　　　　　女子ダブルス　　予選リーグ敗退（中西，大政） 
　　　　　　女子シングルス　予選リーグ敗退（中西） 
・柔　　道　男子個人戦　73kg級　1回戦敗退（柏尾，橋本） 
　　　　　　男子個人戦　90kg級　2回戦敗退（吉松） 
・水泳競技　男子100mバタフライ　予選敗退（山平）　　　　　　　　　　　　　　 
・ソフトテニス　女子個人ダブルス 
　　　　　　　　1回戦敗退（行友，中岡）（中川，峰松） 
 

●全国高等専門学校　第21回プログラミングコンテスト 

期日：平成22年10月16日～17日 
・競技部門　1回戦，敗者復活戦敗退 
 

●アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト2010中国地区大会 

期日：平成22年10月31日 
会場：松江市総合体育館 
Aチーム　1回戦敗退 
Bチーム　1回戦敗退 
 

●第４５回全国商船高等専門学校漕艇大会 

期日：平成22年11月20日～21日 
・カッターの部　予選敗退（Ａチーム） 
・ヨットの部　　総合3位　 
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卒業生受賞者 

平成21年度 平成22年度 

1． 学外 
電気・情報関連学会中国支部表彰 

学　科　名 

電子制御工学科 

流通情報工学科 

氏　　　名 

杉　本　敦　志 

渡　辺　大　介 

 

1． 学外 
社団法人　全日本船舶職員協会表彰 

学科名等 

商船学科航海コース 

商船学科機関コース 

氏　　　名 

森　本　憲　和 

原　脇　襟　子 

財団法人　海技教育財団表彰 

学科名等 

商船学科航海コース 

商船学科機関コース 

氏　　　名 

川　本　直　也 

橋　本　剛　充 

社団法人　日本船舶海洋工学会奨学褒賞 

学科名等 

商船学科航海コース 

商船学科機関コース 

氏　　　名 

杉　野　　　智 

吉　松　優　泰 

社団法人　日本航海学会奨学ほう賞 

学科名等 

商船学科航海コース 

氏　　　名 

松　田　良　久 

社団法人　日本マリンエンジニアリング学会奨学褒賞 

学科名等 

商船学科機関コース 

氏　　　名 

橋　本　剛　充 

2． 学内 
皆勤賞 
 学　科　名 

電子制御工学科 

電子制御工学科 

電子制御工学科 

電子制御工学科 

氏　　　名 

杉　本　敦　志 

福　政　　　慧 

御堂岡　　　隼 

山　岡　和　典 

功労賞 

学科名 

産業システム工学専攻 

氏　名 該当要件 

辻埜　太一 

新聞やWEBペー
ジによる本校の広
報活動に大いに貢
献した。 

電子制御工学科 福政　　慧 

高専ロボコン２００９
全国大会に補助員
として参加しロボ
コン大賞受賞に貢
献した。 

流通情報工学科 山本　侑香 

ハンドベル同好会
の会長として，地域
貢献活動における
功績が著しい。 

2． 学内 
功労賞 

学科名 

商船学科 
機関コース 

氏　名 該当要件 

吉松　優泰 
学生会会長として，
学生会活動におい
て，功績が著しい。 

卒業生表彰伝達式 
（電子制御工学科・流通情報工学科） 
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3年連続全国高専大会に出場!!!

2年連続準優勝を果たしましたーーーーーっ

（^O^）♪

全国大会では北海道，長崎，三重と色んなとこ

ろへ行くことができました。大会が終われば部員

みんなで観光などもでき，忘れられない経験がで

きます♪

今年度は8人と人数は少なかったですが，毎日

厳しい練習を積み重ねて技術面を鍛えるととも

に，体力面，精神面を鍛えてきました（＞＜）

バレーボールという団体競技を少人数の部員で

行うのには，練習をするときも不便なことが多い

のですが，少ない人数だからこそ先輩たちとも上

下関係無く楽しくバレーボールをできるし，団結

力も強くなりました。

5年生4人が退部した後は，特に人数が少なく，

現在は少人数でもできる練習メニューを考え，

日々トレーニングに励んでいます。未経験者の途

中入部も大歓迎です。数少ない女子運動部で一緒

に体を動かしましょう。皆さんの入部を心待ちに

しています。

私が初めて高専大会に出場したのは1年生のと

きでした。山口であった中国大会では，2回戦で

当たった呉高専のペアに負けました。初めての高

専大会で呉高専と戦えたのはとても貴重な経験に

なり，次の高専大会に向けてのやる気も湧きまし

た。

2年生の高専大会は広島であり，トーナメント

ブロックが呉高専と分かれ，決勝で呉高専と戦い

ました。1年間この呉高専のペアに勝つことを目

標に頑張りましたが，負けてしまいました。しか

し，中国地区から2ペア全国に出場できるので，

なんとか全国に出場できました。この年は男子の

先輩も全国が決まり，男子女子，呉と広島が２ペ

アずつ出場しました。全国は北海道でありました。

先輩を応援したり同じ地区のメンバーを応援した

りと全力で全国大会に挑みました。

3年生の高専大会は島根であり，呉高専のペア

が変わったこともあって中国地区で優勝すること

ができました。全国大会は鹿児島でありました。

呉高専を応援したり大分高専を応援したりと，全

国の高専の人とコミュニケーションをとることが

できました。4年生に上がり高専大会の時期にな

りましたが，この年にペアが変わりました。1年

生から岩本さん（D4）と組んで上を目指していま

したが，今年は中岡さん（D3）と組んでの出場が

決定しました。私自身もそうでしたが，中岡さん

のほうがプレッシャーが大きかったと思います。

そんなプレッシャーを振り切って2人で中国大会

で優勝することができました。またこの年は，中

国地区大会の女子全国出場枠を，私たちのペアと

中川（D1）・峰松（D4）ペアの商船2ペアで独占す

ることができました。全国大会は富山であり，女

子4人というのが初めてだったので教官にわがま

まを言ってみたり，でも試合は真剣にと今までに

ないような感じで全国を楽しむことができまし

た。どの年も全国大会では親睦試合があり，色々

な高専の人と親睦を深めることができました。こ

のような経験は部活に入っていないとできなかっ

たと思います。来年のことはまだ分かりませんが，

最後の年になるので，1年生が入部して，受賞で

きる3位までを商船で独占できたらなと思います。

男子も強い高専がいる地区だからこそ，上を目指

してほしいと思っています。これから冬になり，

バレーボール部（女子） 

ソフトテニス部 
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普段の練習が１時間程度しかできない時期になっ

たので，男女関係なくお互いのモチベーションを

高めあっていけるような部活作りをしていきたい

と思います。

記　流通情報工学科4年　行友多喜

私たち広島商船剣道部は，日曜日を除いて，週

に6日間練習をしています。練習内容としては，

剣道の基本的な技術練習や試合稽古などを主とし

て，放課後の4時から6時までの2時間，汗を流し

ています。3人の顧問教官や先輩たちが実践を交

えながら，優しく，時に厳しく指導してくれるの

で，経験者はもちろん，初心者でも，短期間で剣

道の基本や技術を身につけることができます。

部活では練習の他に，多くの試合や遠征稽古に

参加することもあります。部全体の試合は，7月

の中国地区高専大会を大きな目標として，弓削対

抗戦，広島県の支部対抗戦，段別選手権大会など

に参加をしています。また，1年生から3年生まで

は高校体育連盟チームとして，尾三地区大会，県

レベルでの中国大会予選や新人戦，インターハイ

予選など，大きな大会にも出場しています。練習

試合遠征や他校との交流稽古，冬の校内合宿など

にも積極的に参加しており，放課後の練習以外で

も技術や交流などを深めています。

・クラブ紹介

普通科の高校にはなく，商船でしか味わえない

カッター競技。部員全員初心者で，学年・学科を

問わずに活動しています。

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

1,500ｍのコースによるタイムレースで，各校がそ

れぞれの漕法・スタートダッシュ・回頭法などを

工夫して競い合います。広島の伝統として，代々

ストローク漕法を極められるよう練習しています。

試合へ向けての活動期間は，4月から夏休みま

での毎日，夏休みが明けてから11月の試合が終わ

るまでです。それ以降はシーズンオフなので，主

に基礎体力の向上を目指すためランニングや筋ト

レをします。

試合や練習試合の回数は，年間を通しておおよ

そ4回ほどと，少ないですが，どこのクラブより

も練習量は多いと思います。出場している試合は，

弓削戦，全国商船高等専門学校漕艇大会，瀬戸内

三商船高専漕艇大会新人戦があります。また，試

合の場を求めて本校は，全日本カッター連盟へ加

盟して，全日本カッター競技大会，西日本の大学

が集まる西日本新人カッター競技大会にも参加し

ています。それ以外にも海上保安大学校などとも

練習試合を行っています。

我々の最大の目標は，全国商船高専漕艇大会優

勝なので，年一度の大会に向けて炎天下や雨・風

に負けず，日々練習を行っています。

・今年の活動内容

今年は，全国大会が11月に本校で行われる予定

でしたので，春休みと夏休み明けに2回，江田島

青少年交流の家で合宿を行いました。チームワー

クの向上と漕法の基本を身につけることを目標と

し，普段と違う海面で，部員一丸となって3日間

共に生活しました。

5月には弓削戦が本校で行われ，Aチーム・Bチ

ーム共に優勝しました。

剣　道　部 

漕艇部（カッター部） 
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11月3日長崎県での西日本新人カッター競技大会

では，大学生を相手にレースに挑みましたが，と

ても悔しい結果となってしまいました。しかし，

負けてしまったことを後悔するだけではなく，出

場校の漕法・漕艇，大学生の試合前の練習の仕方

など多くのことを学んで帰りました。

全国大会までは，練習方法を見直し，早朝練習

にも取り組み，出来ることを部員一人一人が見つ

け行動に移しました。結果は惜しくも前年度優勝

の鳥羽商船に負けてしまいましたが，クルー全員

が，合わせて漕ぐことでタイムが伸びるというこ

とを改めて気付かされた試合でした。

シーズンオフも，走り込み基礎体力をつけ，来

年の大会で優勝旗を手にする目標に向かって活動

します。

記　主将流通情報工学科5年　小林直子

●まだまだ英会話部の知名度もいまひとつ（?）で

すが，いつどこでどんな活動をしているのか，

教えてください。

英会話部は毎週火曜日の昼休憩にLL教室で活動

しています。活動の多くは部員や教官たちと英語

で日常的な事，たとえば休日の過ごし方はこうだ

ったとか，自分の趣味等をお話しています。和気

あいあいとしていて，とても馴染み易い雰囲気で

す。

●日本にいるんだし，英語は要らないという学生

もいるけれど…

そんなことはありません。高専生は専門的な職

業に就く可能性が高いので，将来的に英語を使う

機会は多いと聞いたことがあります。この国際社

会で生きる限り，英語が必要になる機会は多いと

思います。

●英会話部って，やっぱり英語の「勉強」ですよ

ね？

普段の学校の授業ではどうしてもテストの為の

勉強になってしまいがちですが，英会話部では日

常生活で使うような英語にふれることができま

す。また，英語講師と会話する事でコミュニケー

ション力や習慣・文化の違い等を学ぶ事が出来ま

す。他の国のことを知ることで自分の考えも広が

り，絶対に将来役に立ちます。

●誰でも参加できるのかな？

英語が苦手な人でも，私たちは大歓迎です。上

手く喋れなかったり，他の人が何て言っているの

か解らなくて戸惑うかも知れませんが，教官や先

輩が丁寧に教えてくれるので心配ありません。何

より解ると英語が好きになります。私たちも，も

っと幅広く英語を使う機会を増やすように頑張っ

ていきたいと思います。英語が苦手や不得意でも

話してみたい! と言う少しの気持ちがあれば是非

とも英会話部に来てみて下さい。待ってます!
英会話部 
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●平成22年度中国四国地区高等専門学校専攻科生研究交流会に参加

4月23日（金）および24日（土）に，「平成22年度中

国四国地区高等専門学校専攻科生研究交流会」が香

川高等専門学校の主幹で高松テルサにて行われた。

この交流会は，専攻科生が日頃の研究成果の発表を

通じて交流を図ることを目的に，毎年開催されてい

る。本校からは毎年専攻科の2年生のほぼ全員が参

加しているが，今回は海事システム工学専攻4名お

よび産業システム工学専攻10名（いずれも2年生），

計14名が参加し研究発表を行った。なお，来年度は本校が主幹校となり「広島国際会議場」で行う予定

である。

…………………………………………………………………………………………………………………………

●トルコでロボコン大賞ロボットの演技披露

5月6日（木），トルコの首都アンカラで開催された「第4回ロボットコンテスト」に，トルコ国際教育省

と国際協力機構（JICA）より招待され，電子制御工学科3年の里信史恵さん，新谷翠さんが昨年度ロボコ

ン大賞を受賞したロボットによる演技を披露した。同ロボットは日本とトルコを結ぶ親善大使として，

トルコ政府から要請を受け，作成したレプリカで演技終了後トルコ政府に贈呈し，トルコ政府より記念

の盾を頂いた。また，滞在先ではホームステイを行い交流を深め，里信さんは「言葉が通じなかったか

ら大変だったけど，楽しかった」新谷さんは「日本人が好きな人が多かった」とコメントしていた。

…………………………………………………………………………………………………………………………

●「朝日中学生ウィークリー新聞」の取材

朝日中学生ウィークリー新聞の中学生リポーター野村君（広島市修道中2年生）が，「船舶職員養成機

関である国立商船高等専門学校を現地取材」することを目的に，5月29日（土）来校された。本校のアテ

ンダントは，商船学科4年住本君，同1年山口君と前垣内君の3人で，練習船「広島丸」の船上学習，船内
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見学，実習船「ひかり」の操舵体験及び一等航海士

の講話などを通じて，船と海に関わる体験学習を行

った。さらに，カッター部員によるカッター試乗や，

商船系の高等専門学校の魅力についてのインタビュ

ー取材も行った。最後に，「船と海の素晴らしさを

充分満喫することができた」との感想が聞かれた。

なお，この取材は6月発行の「朝日中学生ウィーク

リー新聞」に掲載された。

……………………………………………………………

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

●科学・技術フェスタ in 京都で技術紹介及びロボット実演

内閣府を始め6省･団体が主催する科学・技術フェ

スタ in 京都（平成22年度産学官連携推進会議）が，6

月5日（土）に国立京都国際会館で開催された。この

会議は大学･自治体･研究機関･TLO・企業等が日頃

の技術シーズを紹介し情報交換や交流を活発化する

ことで， 最先端の技術や知識を組合せることによ

り新たな価値を生み出すオープンイノベーションを

創出しようとするものである。各省大臣賞を受賞し

た団体を始め，300をこえる団体が技術シーズを展

示し，約4,500人が参加した。なかでも国立高等専門学校機構は「クリーンエネルギー」を共通テーマと

して技術紹介を行った。本校は，流通実験店舗で展開するマーチャンダイジング実習や省エネルギート

マトの生産流通実験など，流通情報工学科の地域貢献事業を紹介した。また，「アイデア勝負! 高専ロボ

コンin京都」に，昨年度ロボコン大賞に輝いた本校のチームが参加し，多くの参加者の前でバク宙を実

演し，驚嘆の声が上がり万雷の拍手を頂いた。

…………………………………………………………………………………………………………………………

●上海万博で遣唐使船再現プロジェクトに参加

6月11日（金），遣唐使船再現プロジェクトにおけ

る上海港への入港イベントに，本校の学生10名が古

代の遣唐使船の乗組員の衣装に身を包んで遣唐使船

に乗り込み，デモンストレーション航海を行った。

当日はあいにくの曇り空だったが，多くの観客・報

道陣が見守る中，日本でのカッター練習で培った技

術を活かし，イベントを盛り上げることに成功した。

また，翌日12日（日）には，上海万博の会場内に移

動し，日中の遣唐使船の乗組員20名でパレードに参

加した。万博会場の中心を横切る通りを，旗や櫂を持った日中の遣唐使たちが行進する様は多くの人の
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注目を集め，パレードの沿道は人で埋め尽くされていた。海事システム工学専攻の浜田聡樹くんは，

「このような国際的なイベントに参加できたことを光栄に思う。日中の遣唐使船の乗組員がそろいの衣

装でパレードなどに参加したことで，日中の交流が深まったと思う」と感想を語っていた。

…………………………………………………………………………………………………………………………

●地域教育プロジェクトを始動

本校は，山陽商船株式会社，竹原の食を考える会，

大崎上島町と竹原市の小中学生，竹原町並み観光ガ

イドや栄養士をはじめとする地域協力者と大崎上島

町・竹原市の協働で総勢50名からなる地域教育プロ

ジェクトを2010年6月に始動した。テーマは「親子

で挑む「大崎上島－竹原」船べんの開発－交流体験

ツアーの実験－」である。このプロジェクトのねら

いは，地域資源の再発見と歴史文化を伝承するため

に，地域人材と連携を取りながら寺子屋スタイルの

実践学習を試行することで，家庭教育や学校教育を越えた地域教育を通して子供たちの人間力を育てる

ものである。一生懸命勉強に挑む小中学生は16人，調整や準備などの進行を管理する学生は5人のチー

ムである。コーディネーターの流通情報工学科　岐美宗教授は「地域を愛し誇りに思う子供を育てたい」

と意欲的だった。また，学生リーダーの流通情報工

学科5年の廣保祐加さんは「小中学生も地域の協力

者も一致団結してプロジェクトを進行しています。

乗り越えなければならない課題もたくさんあります

が，メンバー全員で最後の交流体験ツアー本番に向

けて頑張っていきます」と意気込みを話していた。

そして，大崎上島と竹原で地域の歴史文化と食材の

栄養バランスの勉強を重ね，10月2日（土）に船べん

の完成披露と山陽商船のフェリー船内で観光ガイド

を実施した。

…………………………………………………………………………………………………………………………

●三原やっさ祭りでエコ・サポーター

「あなたのまちを応援し隊」は，ゴミへらし隊エ

コレンジャー委員会の趣旨に賛同し，8月6日

（金）・7日（土）の三原やっさ祭りでエコ・サポータ

ーを行いました。この活動は，ごみゼロでクリーン

なお祭りにしようと，環境活動団体や企業・サーク

ルが中心となって7年間続けられているイベント時

の環境対策です。参加した同好会のメンバー10名は

それぞれの持ち場に別れて，ごみの分別コーナーや
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ポイ捨て回収はもちろんのこと，リユースカップの

洗浄や分別ごみの計量などに奔走しました。流通情

報工学科5年で同好会隊長の和木坂仁美さんは「分

別の大切さを改めて勉強できました。リサイクルし

やすいように工夫されたパッケージにも感動しまし

た。誰かが頑張っているのを眺めるだけでなく，自

分たちの環境をみんなでつくっていくことが本当の

エコだと強く感じました」と話していました。同好

会では，連携や協働で地域やまちを元気にするため

の活動を実践しています。

…………………………………………………………………………………………………………………………

●短期留学生と書道会

10月14日（木）に書道同好会の主催でエミリオ・

アギナルド大学短期留学生を迎え書道会を開催し

た。留学生たちは初めての来日にも関わらず，巧み

な筆使いでそれぞれお気に入りの文字を完成させて

いた。この書は，10月23日（土），24日（日）に開催

された商船祭で展示された。

…………………………………………………………………………………………………………………………

●フィリピンでの研究発表会に参加

11月12日（金），フィリピンのマニラで開催され

た海外合同研究発表会に本校の学生4名と教員3名が

出席し，日頃の研究成果を英語で発表した。この研

究発表会は「中国地区高専の国際交流活性化と国際

的技術者の育成」事業の一環として行われたもので，

中国地区8高専から本校を含め，計63名が参加した。

参加者は15分間の持ち時間の中で，スライドを使っ

て研究発表を行い，英語での質疑応答や意見交換に

挑戦した。当日は本校の海外協定校であるEmilio

Aguinaldo College（エミリオ・アギナルド大学）の学生や教職員も多数参加し，発表に熱心に耳を傾けて

いた。発表会終了後，現地の学生やボランティアによる文化鑑賞会が開かれ，華やかな歌やフィリピン

を題材としたミュージカルなどが披露された。文化鑑賞会後には，夕食を兼ねた交流会が行われ，参加

者はリラックスした雰囲気でフィリピンの学生との英会話やバンドの生演奏を楽しんだ。
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●平成22年度広島商船高等専門学校入学式

4月4日（日），平成22年度広島商船高等専門学校入学式を挙行した。今年度は志願者も多く，新入生

160名（商船学科49名，電子制御工学科52名，流通情報工学科54名，専攻科5名）の入学となった。新入

生総代の電子制御工学科石原倖矢君は，「学生としての本分を尽くして，社会に有為な人物となるよう

努力する」と誓いを述べた。
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●2010ひろしまフラワーフェスティバルに参加

本校は5月3日（月）から5月5日（水）の3日間，もの

づくり教育の推進及び地域貢献を目的に広島市で開

催された広島フラワーフェスティバルにロボット体

験コーナー，エネルギー体験コーナーを出展した。

ロボット体験コーナーでは，「声に反応して動くロ

ボット」，「テレビリモコンで操作する動物ロボッ

ト」，「ピン球を飛ばして2m離れたバスケットに入

れるロボット」の3種類のロボットを出展した。エ

ネルギー体験コーナーでは，発電の仕組みが分かる展示品を使い，環境にやさしい発電の仕組みなどを

説明した。来場者は小学生・幼児及びその保護者が多く，ロボット体験コーナーでは楽しく遊び，エネ

ルギー体験コーナーでは担当学生や教員の説明に熱心に聞き入っていた。広島フラワーフェスティバル

は3日間で168万人を集め，同校のコーナーも来場者が途絶えることがないほど盛況であった。

…………………………………………………………………………………………………………………………

●広島商船高等専門学校産業振興交流会総会を開催

6月22日（火），本校の産学官連携組織である産業

振興交流会の総会を開催した。総会の冒頭，松浦明

治会長から「設立から丸1年，会員の皆様のご尽力

を得て事業展開できました」と挨拶が述べられたの

ち，今年度の活動計画等が審議され，今年度は，産

学官のより密接な関係の構築を目指すため，広島商

船教職員による会員企業訪問活動を充実させるこ

と，広島商船あるいは近隣の高校・一般で地元就職

志向の高い人を対象に，会員企業の会社説明会を開催することなど，より地域に貢献していくことが議

決された。議決後，会員間の交流を目的に技術教育支援センターの施設見学会を開催し，会員のみなさ

んは教職員からの説明を熱心に聞いていた。その後，会場を移動し，交流会で親睦を深めた。

…………………………………………………………………………………………………………………………

●福山市でおもしろ科学技術フェスティバルを開催

6月27日（日），イトーヨーカドー福山店・天満屋

ポートプラザ店「ポートモール」において，本校，

呉高専，米子高専の3校合同企画として「おもしろ

科学技術フェスティバル」を開催した。当日は，梅

雨の合間の好天に恵まれて，約800人の来場者を迎

えることが出来た。本校からはロボコン大賞マシン

の実演や，ロボット体験広場，エネルギー環境教育

を実施した。大人から子供まで幅広い年齢の方に体

No53ドキュメント  11.2.21 5:54 PM  ページ 18



学校行事
 

No.53

18

験していただき，「ものづくり教育」や「エネルギー環境教育」には年齢の幅を超え，大きな関心がある

ようだった。

…………………………………………………………………………………………………………………………

●海辺教室＆さざなみ探検を開催

三原市との共同事業で，9月5日（日）に海辺教

室＆さざなみ探検を開催した。この事業は，三原市

との共同研究で開発した自然環境学習プログラムを

試行するもので，今年で2年目を迎えた。当日は，

三原市内の小中学生28人が参加し，さざなみ学校

（廃校となった久和喜小学校）を会場として，さざ

なみ植物探検とさざなみ船探検，そして海辺教室を

体験した。この共同事業を卒業研究として，三原市

役所環境政策課で研究実習を続ける流通情報工学科5年の和木坂仁美さんは「「子供たちに楽しんでもら

おう」というテーマを常に心がけて行動しました。この経験で一歩成長することができました」と感想

を述べていた。なお，当日の様子は三原テレビ放送 http://www.mcat.co.jpの「News Wave Mihara」で紹

介された。

…………………………………………………………………………………………………………………………

●くれエコフェスタ2010に出展

10月2日（土），呉ポートピアパークにおいて開催

された「くれエコフェスタ2010」に出展した。この

イベントは，環境・エコをテーマに，企業・学校・

市民団体など24団体が参加して行われ，今年が8回

目の開催となる。本校は化石燃料に依存しない環境

にやさしい発電実験や，ハイブリッドカー模型の製

作，アトラクションとして声に反応して動く「Wah

ロボット」も出展した。当日は好天に恵まれ，多数

の来場者でにぎわっていた。発電実験を体験した子どもたちは，「発電にはとても大きな力がいること

がわかった。普段から省エネを心がけようと思った」と話していた。

…………………………………………………………………………………………………………………………

●里海シンポジウムを開催

11月13日（土），14日（日）の2日間，本校とNPO法

人「かみじまの風」及び九州大学応用力学研究所は，

「里海の自然と文化」をメインテーマとしたシンポ

ジウム及び研究集会を開催した。13日には里海の

大切さに関するシンポジウムを大崎上島文化ホー

ルで開催し，地域の方及び研究者等約100名の参加
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があった。さらに14日には「日本における里海概念の共有と深化」をサブテーマとして，九州大学応用

力学研究所と連携し，里海の考え方を提唱する研究集会を同校にて盛大に開催した。

…………………………………………………………………………………………………………………………

●帆船の広島港寄港イベントに協力

11月20日（土），21日（日）に，帆船「日本丸」の広

島港寄港に伴う歓迎イベントとして，本校が所有す

る練習船「広島丸」と地域の協議会が連携し，海上

から帆船を見学する体験航海を実施した。2日間の

午前・午後を4回に分けて小中学生及びその保護者

約450名を広島丸へ招待しクルージングを行った。

両日の歓迎イベント全体での参加者は約5万人だっ

た。帆船「日本丸」の帆を広げる訓練（セイルドリル）

を間近で見学し，広島丸に乗船した小中学生からは

歓喜の声があがった。

…………………………………………………………………………………………………………………………

●竹原忠海の聖恵文化祭で市民支援セミナーを開催

11月23日（火），竹原市忠海町の社会福祉法人聖恵会のデイサービスセンターで市民支援セミナーを開

催した。この事業は，呉高専及び広島文化学園大学と連携で事業展開する「文部科学省戦略的大学連携

支援事業」の一環であり，「イキイキ健康・モリモリ元気・ラクラク安心」をテーマに，広島文化学園大

学看護学部の松井英俊教授が「脳卒中」について，本校の土屋政憲教授と行政書士の民宅弘典氏が「老後

の悩み」について講演した。当日は聖恵文化祭で，大勢の入居者や地域の人が講演や実技に参加し，セ

ミナー終了後は，両校の学生がボランティア交流に汗を流しながら，障害者や高齢者と貴重な時間を過

ごした。地域を巡回して開催してきたセミナーも今回で9回目となり，両校の担当者は「これからも地域

の社会福祉の向上に協力していきたい」と抱負を話していた。
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●企業合同説明会を開催

12月3日（金），本校産業振興交流会及び

地域交流・共同研究センターが主催し，

商船学科・電子制御工学科・流通情報工

学科4年生と専攻科1年生を対象に，キャ

リア教育の一環および求人情報を提供す

る事を目的とした企業合同説明会を開催

した。高度な専門教育を受けた高専学生

には県内外の企業からの注目も高く，地

域の産業界からの要望を受けて今回初の

開催となった。説明会は，第1部として各

分野の企業4社から「社会が求める人材と心構え」についての講演会を実施し，第2部では7社の企業ブー

スを設置し，個別説明と質疑応答を行った。当日は大崎海星高校と竹原高校からも教員・生徒の参加が

あり，参加者は採用担当者等からの企業の概要説明や求人情報等に熱心に耳を傾け，盛況のうちに終了

した。

…………………………………………………………………………………………………………………………

●第3回中国地区高専テクノ・マーケット in 山口が開催

12月4日（土），国立高等専門学校機構の

文部科学省産学官連携戦略展開事業の一

環として，第3回中国地区高専テクノ・マ

ーケットin山口が開催された。中国地区8

高専が地域産業界のイノベーション創出

を目的とし，合同でポスター展示やプレ

ゼンテーションによる高専・企業コラボ

の成功例が発表された。本校からは，山

陽商船株式会社と岡村教授・岐美教授・

岡山教授・風呂本准教授・田中准教授と

のコラボ事例として「広島商船高専とのコラボによる住みやすい町づくり」と題し，山陽商船企画室長

の角南氏が講演した。
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